
この病気は何倍多巡しているのか？
ι；；.iiのIZと、：·，・kの：，v’の、「"jfが完二kij·;,,.Iil夕、そ1\1：..~しfことは牢い

しかし完βにftそん合ことはありkず‘そして、そ札℃もデー舎に［；づいて〈九＇）Liするさ・~Jl)I，；る

図f.1口約によるc~：，の；；s:C·在音、 rm主主E比』，
すなわちLn.•a·ャー巴4の点l:J定仁！と区lユr.，定住’i:1:.l定する

符にi方F、の7ウi‘－：iレイ'Jか

E吉』－の必生予i‘｝.｝科宅色的に行ラことが•Z.i:lで、怒りヂ--11を科学ぬに主Jむことが必D
,,.rv，、：｝＇..：；I、より書〈の仁ft'ーを二，.う札11、！！にiEf:i::!ta:＇，・》ことが百'I'，に布R
これは毎日の天気予沼と伺じ

データがuわるおに分祈し改訂し℃ゆく

i涜計学iま科学の文法
磁箪iま諸科学の統合諮

。1.7世紀に、自然法則を簡単な数式で議現す
ることが始まった わ

r1 =ma 
0 191陛・紀に決定論は;tr£退し、TiG率論に口き浪

わる ム~鵠銭iit；~必」ム，.f）｛た♀旦主主i
0 20世紀後半に医学l立、人のヂータ分析や疫

学理；命の先造でこの毒ミ否Jをj芸f~』s巴川εdicir
：』己

乙I；）；~ヨが •j ：；.：~白仰マ：~コ用しえていの／＜
今日の広1・ー，J,,jよ~（））－·＠

18歳以下の甲状腺がん後診
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外部比較：調盗と縫定
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内部比較と地域創り
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表4外部比較（平均有病期闘4年）
3/10D万と比較 有病副会と五さも主

心平H'！呈尽t主 lt'l！’·－~ 29.'.lO w 73.19は｝ 359 . 7,7 '!. 

l②北（紹島市＝主主術町ほか） 19.76 (1021・3451) 237 4,218.2 

~）ご旬、二段1公，f; .本宮市Jま,'j'i,' SCリa.. ,. ;._,!_,.; c,0s ,'.Gs 守

③五.1山hi' 38.54 (24.S.~S<;.i,ラ｝ 467. 2,162.5 

⑤~sifc台l寄市 · §，乙.lr.J):iま五、ァ '10.49’p＿，ご.1；’f司 一___j§~ 1,05 ".9 

., 竹i...丙 40 4 ， ； ・ l••; 486 ’・1

11，.、杓吉市を！l，日;J！＇｝巴ih::S二－＇~l ユ5.15 !lとさぞ斗勺7斗 302 3.与：.，・L

’i：＇~Y：！：守 i~'.il·；区・田昌平ι：1 2＇.ヨ€－j ,1;.，ヨz・SLt引 '::: I/!c/1) 

iS:,!.lr:1ヨコ：／，託児偲叶こ.，..；：宝’ 円＼＇.•. 白、

•rJs三Z目lt己〔，9？%｛詰（J早川）

つ函ロ地区毎検診の/I慨がもた存I
Back Doorの成立

、3


