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[翻 訳 ]

イギリスの研究論文

水道水フッ素化で甲状腺機能低下症が増加

「飲料水中のフッ素 レベルはイングランドに

おける甲状腺機能低下症と関係があるか ?

一般開業医の実地データ及び飲料水中のフッ

素レベルに関する大規模観察研究」

著者 :※ S Peckham,D Lowery,S Spencer

※英国,カ ンタベ リー,ケ ン ト大学 ,

健康サービス研究センター

[研究の概要 ]

背 景        ・

以前の研究では,フ ッ素の摂取と甲状腺機

能低下症の間には関連があることが示唆され

ていたが,集団 (住民)レ ベルでの研究はほ

とんど着手されていなかった。イングランド

では,人口のおよそ 10%が水道水 フッ素化

地域に住んでお り,甲状腺機能低下症の罹患

率は,一般開業医の実地データから評価でき

る。この観察研究は,水道水中のフッ素低下

レベルと甲状腺機能低下症の実際の罹患率の

関係を調査 したものである。

方 法

甲状腺機能不全症の罹患率を予想する二値

ロジスティック回帰分析 1)を 展開するため

に,我 々は以下の二次データ4)貝Πち 2012年

の水道水中のフッ素濃度データ,2012年及

び 2013年の QOF5)が調査分析 した甲状腺

機能低下症罹患率データ,一般開業医が登録

した 2013年の患者数及び 2012年の複合損失

指標 6)の結果の実際値を使い,横断調査設

計7)を活用 した。

結 論

我々は水道水中の高濃度フッ素が, 甲状腺

機能低下症の罹息率を予測する上で有用な貢

献をすることを見出した。又,我 々は英国イ
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ングランド中部地方 (全域がフッ素化地域 )

の甲状腺機能低下症の実際の罹患率が,大マ

ンチェスター地域 (フ ッ素化を実施 していな

い地域)のそれに比較 し,ほ ぼ 2倍であると

報告できそうなことが分かつた。

解 釈

世界の多 くの地域で甲状腺機能低下症は主

要な健康上の関心事である。ヨウ素の欠乏な

どの他の因子に加え,フ ッ素への曝露は寄与

する因子として考慮すべきである。公共衛生

対策としての地域の水道をフッ素化すること

の正当性に対 し,特別な懸念があることを調

査の結論として挙げるものである。

(参考〉

1)二値ロジステイック回帰分析 (Binary

logistic regression)

従属変数2)が 2値変数 (例 :発症・非発症 ,

賛成・反対,満足・不満足等)の際に用いる

回帰分析 3)。 独立変数 2)の値が与えられた時 ,

2値の一方 (例 :発症・非発症の発症)の確

率を与える。

2)従属変数と独立変数

Xを温度,Yを鉄棒の長さとする。通常 ,

温度が上がれば鉄棒の長さは伸びるので,Y
は Xに依存する。鉄棒の長 さを無理矢理伸

ばしても,温度は変わらないので Xは Yに

依存 しない。この時,Yを 従属変数 (被説明

変数),Xを独立変数 (説明変数)と いう。

例 :独立変数 (性別,飲酒量,喫煙,血圧等 )

→ 従属変数 (脳 卒中の有無 l or o)

3)回帰分析 (Regression an』 ysis)

従属変数と連続に変化する独立変数の間に

式をあてはめ,従属変数が独立変数によつて

どの程度説明できるか定量的に分析すること。
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4)二次データ (Secondary data),一 次デー

タ (Primary data)

二次データは,本人ではなく他の人,団体

によって既に採集されたデータ。一次データ

とは,研究をしている研究者 自身が集めた

データc

5)QOF(Quality and Outcomes Frame

work)質 と成果の制度

イギ リスにおける,国 立健康サー ビス

(National He」 th Service)に 所属す る一般

開業医に対する実績管理と報酬のためのシス

テム.

6)複 合損 失指標 (Index of Muldple De

privation)

イギリスの地方自治体において損失を被っ

た地域についての,イ ギリス政府による定性

的な調査。最初の調査 (2007年発行)で は
,

以下の 7つ の損失に関して扱った。

収入,雇用,健康被害と身体障害,教育スキ

ルとトレーニング,住宅供給及び公益事業に

対する障害,犯罪,生活環境

7)横断調査 (CrOss Secuonal Study)

ある一時点で調査 した結果を,男女別,年
齢階層別,収入階級別などに分離 して集団の

断面を分析する調査。

(水道水フッ素化と甲状腺機能低下症の研究

論文に関するFANニ ュース)

2015年 2月 24日

親愛なる各位

本日,水道フッ素化に関して,新 しい重大

な研究論文が「疫学 。地域医療雑誌 (」ournd

of Epi demiology and Community Health)」

(BM」 ・British Medical JOurnal publication)

に発表されました。既に各メディアが注目し

ています。

「飲料水中のフッ素 レベルは,英 国の甲状

腺機能低下症の罹患率 と関係があるか ?実
地医療データ及び飲料水中のフッ素レベルに

関する大規模な観察研究Jと いう論文は,大
人口 (イ ングラント)に おける水道フッ素化

と甲状腺機能低下症について調べた最初の研

究です。実地医療地域で,飲料水中のフッ

素 レベルが 0 7ppm以 上の地域では,0 3ppm

以下と比べ,甲状腺機能低下症と診断された

率が,統計的に 62%か それ以上高いといえ

ることが分か りました。これらが判明 したの

は,研究者らが,甲状腺機能低下症の発生率

に影響 を与えるのは他の要因であろう,と

言っていた後のことでした。

さらに追加として比較された 2つ の大都市 ,

すなわち,飲料水中のフッ素レベルを人工的

に約 10ppmに したバーミンガム地域 (近郊

を含む)と ,人口統計上バーミンガム地域 と

似てお り,飲料水中にフッ素を添力Πしていな

いマンチェスター地域 (近郊を含む)の,実
地医療での甲状腺機能低下症の害1合は,バー

ミンガム (フ ッ素化)地域の方がマンチェス

ター地域より高い (94%以上の高い確率で言

える)こ とがその調査で分かったのです。イ

ングランド全体では,甲状腺機能低 F症の発

生率は,フ ッ素濃度の高い地域の方が,低い

地域に比べ,ほ ぼ 10%高 いということでした。

この研究結果は,研究者らに,次のような

声をあげさせるに至 りました。「水道水ヘフッ

素を添加するという公衆衛生の方針を再考せ

よ。」

さらに,「 フッ素の曝露を減らすための考

察が必要であ り,歯科の公衆衛生において
,

フッ素化を介入させることは停止すべ きであ

り,フ ッ素を局所的に応用することや,フ ッ

素を使用 しない施策を基本とする方向へ転向

すべ きである。」

FAN(Fluoride Action Network D丈 ]フ ツ

素行動ネットワーク)の科学部長であるクリ

ス・ニューラス氏によれば,「科学や医学研

究を 1920年 代にまでさかのぼって検討 して

みれば, フッ素が甲状腺に影響を及ぼすこと

は明らかに示されていたc甲状腺機能を低下

させると認められるフッ化物の曝露 レベルは
,

人工的にフッ素を入れた水を飲むと甲状腺機

能低下が生 じると認められるレベルと重なっ

ているc甲状腺機能低 ド症は,ア メリカでは

非常に一般的な病気である。それは,健康に

深刻な有害な結果を引き起こし得る。妊婦の
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甲状腺機能の低下は,その子どもの IQの低  文について FANの検索結果

下に関係する。フッ化物に曝露 されている  The published papers on thyroid

人々が受けている範囲のフッ素のレベルにお  。この研究論文について, 2月 24日 に発刊

いて, フッ化物は IQの低下に関係するとい  されたメデイア記事

う多 くの証拠がある。フッ化物の甲状腺機能  The Telegraph,Fluoride in drinking water

への影響は, IQを 低下させるメカニズムな  may trigger depression and weight gain,

のかもしれない」と言つています。      warn scientists
Nev/sv/eek,Water nuoridatiOn may increase

この論文は「甲状腺機能障害は,よ く知ら 五sk of underactive thyroid disorder

れた内分泌腺の異常である」とも言っており  The Yorkshire Post,Fluoride in water

ますが, フッ素が内分泌攪乱物質であると increases五sk of thyroid inness`by 30 per

最初に分類 したのは,国立アカデ ミーの国  cent'

立資源会議が出した 2006年のレポー トです。 Boots Web MD(Boots is the largest
NIH(国立衛生研究所)に よれば,「 内分泌  pharmacy in the UK),Sc・ lentists call for

攪乱物質は,組織や神経系が形成されつつあ  rethink on nuoride in water

る胎児期や,出生後間もない時期の発育に,  The Telegraph,The extent of water
非常に大 きなリスクを引き起こす危険性があ  nuOridation in the UK

ることを研究が示 している」と言われていま ザ・テレグラフ (The Telegraph):飲 料水

す。私達が知つている限りでは,フ ッ素化を  中のフッ化物は, ウツや体重増加の引き金に

強 く推進する者らは,こ の不吉な評価には決  なる可能性があると科学者が警告。

して言及 しようとはしません。        ニューズゥィーク (Newsweek):水 道フッ

素化は,甲状腺機能低下異常の危険性を増す

公式の BM」 プレス誌の発表を読んでそれ  おそれがある。

を他の人達に伝えてください。        ヨークシャーポス ト (The Yorkshie Post):

この研究を読んで伝えてください。この研  水道水中のフッ素は,甲状腺疾病のリスクを

究に関するニューズウィークの記事を読んで  (30%)増大させる。

伝えてください。               Boots Web MD(Bootsブ ーツはイギリス最

FANがこの研究を広めるのを手助けして  大の薬店 (Pharmacy)):科学者達は,水道

ください。 どうか BMJプレス誌の発表と研  水フッ素化を再考するよう,声 を大にして求

究内容を,あ なたに関係あるメデイアや,あ  めている。

なたに関係ある意思決定者や社会的なメデイ  ザ・テレグラフ (The Telegraph):水道フッ

アに伝えて ください。            素化のイギリスにおける拡が り

そして更に,そ うして得られたメデイアの

注 目やこの研究の FANの報道に, どうかご  スチュアー トクーパー

賛同なさってください。           キャンペーン マネージャ

FAN(Fluoride Action Network)

他の情報については以下を参照 して くださ

い。                     翻訳 :高橋邦博 (元半導体プロセス技術者 )

・甲状腺に関してこれまで発表された研究論   監修 :村上 徹 (歯科医師 医学博士 )


