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Abstract
Objectives: In case that a nuclear accident occurs, radioactive iodine may be released and cause thyroid 

cancer. In this study, the establishment of people-centred stable iodine prophylaxis was discussed.
Methods: The excess thyroid cancer incidence and the lifetime thyroid cancer risk were estimated and 

interventional level was calculated from a risk-benefit analysis. Furthermore, the number of thyroid cancer 
occurrences and the incidence of adverse events were predicted from the interventional simulation.

Results: The lifetime thyroid cancer risk per unit thyroid equivalent dose（1 Sv）was highest at 10.5 and 
3.3, respectively, per 1,000 people, in female children and male children under 5 years of age. The predicted 
equivalent dose of thyroid as an intervention level decreased with increasing severity of adverse events, 
and increased with decreasing the effect of risk reduction. The interventional simulations showed that the 
predicted number of adverse events could be higher in elderly groups.

Conclusions: The stable iodine prophylaxis may be applied for the groups with a greater lifetime risk 
among the residents. However, there are circumstances that must be taken into consideration in local areas 
and it is necessary to address them cooperatively between local government agencies and residents.
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I．目的

原子力発電所等に事故が生じた場合，放射性ヨウ素が
環境中へ放出することがある．それが呼吸や飲食を介し
て人体に取り込まれると甲状腺に集積し，放射線被ばく
により数年～数十年後に甲状腺がんを発生させる可能性
がある[1]．だが安定ヨウ素剤を服用すれば甲状腺内部
被ばくを低減させることができる[2,3]．本研究では，性
別および年齢階層別の甲状腺がん発症リスクを考慮した
リスク・ベネフィット分析と介入シミュレーションから，
地域における住民中心の安定ヨウ素剤予防服用体制の構
築等について考察する．

II．方法

利用できるデータ[4-6]より低LET電離放射線の急性甲
状腺被ばくによる甲状腺がん過剰発症数，そして甲状腺
がん発症の生涯リスクを性別および年齢階層別に推測す
る．安定ヨウ素剤服用に係る正味のベネフィットが得ら
れると考えられる，介入レベルとなる甲状腺予測等価線
量をリスク・ベネフィット分析[2]から算出する．さら
に，仮想地域における安定ヨウ素剤服用の介入シミュ
レーションから，甲状腺がん発症数，安定ヨウ素剤予防
服用に関連する有害事象の発生数を予測する．

III．結果

被ばく時 5 歳未満の女児や男児において，単位甲状腺
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等価線量（1 Sv）あたりの生涯甲状腺がん発症リスクが，
1,000人あたりでそれぞれ10.5と3.3と最大となる（図 1 ）．
介入レベルとなる甲状腺予測等価線量は，有害事象の程
度が重篤になるほど，そして服用による被ばく低減に
係る効果が高いほど小さくなった（表 1 ）．地域介入シ
ミュレーションでは，生涯リスクが小さい高齢者グルー
プで有害事象の予測発生数が多くなることが示された
（図 2 , 3 ）．

IV．結論

安定ヨウ素剤服用は，地域の住民を一括して対象とす
るよりも性別や年齢を考慮して住民のなかでも生涯リス
クが大きいグループを服用対象とすることもできる．し
かし，それには緊急時の医療体制や期待される効果等，
地域で考慮しなければならない事情があり，地域行政機
関と地域住民の間でリスクコミュニケーションを介して
協働的にそれらを明確化する必要がある．そして，地域
住民が納得できる，地域特性に合致した安定ヨウ素剤予
防服用の体制，すなわち住民中心の安定ヨウ素剤予防服
用の体制を構築すべきであろう．
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図 1　 性別・年齢 5 歳階級別甲状腺がん発症数（100,000
人あたり）

表 1　 安定ヨウ素剤予防服用のための介入レベル（甲状
腺予測等価線量）（介入効率90％，3つのレベルの有
害事象）

図 2　 甲状腺等価線量の予測線量50mSvを介入レベルと
して予測される甲状腺がん発症数（地域介入シミュ
レーション）

図 3　 安定ヨウ素剤予防服用実施で予測される軽度の服
用に関連する有害事象（PRAE）の発生数（地域
介入シミュレーション）
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