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【要約】 

背景：診断と治療のための医療上放射線被ばくが増えており、放射線に感受性の高い小児

の甲状腺への影響が懸念されている。 

目的：0.2 グレイ（≒200mSv）未満の線量域における甲状腺被ばく線量と甲状腺がん相対

リスク、線量閾値の有無、性・被ばく時年令・被ばく経過年数との関連を評価した。 

方法：9件のコホート調査における小児期の外部被ばく線量と甲状腺がんリスクの関連をプ

ールして解析した。1000 名以上の被ばく者または 10 名以上の甲状腺がん患者を持つコホ

ートにおける 0.2グレイ未満の被ばく量の者を解析対象とした。 

解析対象：小児がん経験者コホート 2 件、良性疾患に対する放射線治療コホート 6 件、小

児期の原爆被ばくコホート 1件。 

結果：0.2グレイ未満および 0.1グレイ未満の線量域全体で、甲状腺がんリスクは線形関係

から外れることなく増加していた（P=0.77、P=0.66 ）。閾値線量は 0.0グレイから 0.03グ

レイ（≒30mSv）の間と推定され、推定値の 95％上限値は 0.04 グレイ（≒40mSv）だっ

た。被ばくから 45年後以降も発がんリスクの増加が続いていた。被ばく時年令が若いほど、

あるいは、診断時年令が若いほど甲状腺がんリスクが高くなっていた。男女差あるいは照

射回数によるリスクの違いは観察されなかった。 

結論：今回の解析により、小児における低線量放射線被ばくと甲状腺がんリスクについて

は、閾値のない線形関係であることが最も妥当な推定であり、「可能な限り低い線量の被ば

く」を追求する必要がある事が再確認された。 
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【abstract】 

Context: The increased use of diagnostic and therapeutic procedures that involve 

radiation raises concerns about radiation effects, particularly in children and the 

radiosensitive thyroid gland. 

Objectives: Evaluation of relative risk (RR) trends for thyroid radiation doses <0.2 gray 

(Gy); evidence of a threshold dose; and possible modifiers of the dose-response, e.g., sex, 

age at exposure, time since exposure. 

Design and Setting: Pooled data from nine cohort studies of childhood external 

radiation exposure and thyroid cancer with individualized dose estimates, ≥1000 
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irradiated subjects or ≥10 thyroid cancer cases, with data limited to individuals 

receiving doses <0.2 Gy. 

Participants: Cohorts included the following: childhood cancer survivors (n = 2);children 

treated for benign diseases (n = 6); and children who survived the atomic bombings in 

Japan (n = 1). There were 252 cases and 2,588,559 person-years in irradiated 

individuals and 142 cases and 1,865,957 person-years in nonirradiated individuals. 

Intervention: There were no interventions. 

Main Outcome Measure: Incident thyroid cancers. 

Results: For both <0.2 and <0.1 Gy, RRs increased with thyroid dose (P < 0.01), without 

significant departure from linearity (P = 0.77 and P = 0.66, respectively). Estimates of 

threshold dose ranged from 0.0 to 0.03 Gy, with an upper 95% confidence bound of 0.04 

Gy. The increasing dose-response trend persisted >45 years after exposure, was greater 

at younger age at exposure and younger attained age, and was similar by sex and 

number of treatments. 

Conclusions: Our analyses reaffirmed linearity of the dose response as the most 

plausible relationship for "as low as reasonably achievable" assessments for pediatric 

low-dose radiation-associated thyroid cancer risk. 
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図 1 被ばく線量別甲状腺がん相対リスク（■）と 95%信頼区間（エ）、移動平均（太灰色

線）±１SD（細灰色線）、線形回帰モデルによる超過相対リスク（黒線）、制限 3 次スプラ

イン（二点鎖線）。大グラフ：200mSv未満データ、小グラフ:100mSv未満データ。線形指

数関数モデル（破線） 
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