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ラジオ波電磁界に対する IARC発がん性評価

～携帯電話端末使用と脳腫瘍リスクに関する疫学研究を中心に～
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Abstract The International Agency for Research on Cancer of World Health Organization announced
in May 2011 the results of evaluation of carcinogenicity of radio-frequency electromagnetic field. In the
overall evaluation, the radio-frequency electromagnetic field was classified as “possibly carcinogenic to
humans”, on the basis of the fact that the evidence provided by epidemiological studies and animal bioassays
was limited. Regarding epidemiology, the results of the Interphone Study, an international collaborative
case-control study, were of special importance, together with the results of a prospective cohort study in
Denmark, case-control studies in several countries, and a case-case study in Japan. The evidence obtained
was considered limited, because the increased risk observed in some studies was possibly spurious, caused
by selection bias or recall bias as well as residual effects of confounding factors. Further research studies,
such as large-scale multinational epidemiological studies, are crucially needed to establish a sound evidence
base from which a more conclusive judgment can be made for the carcinogenicity of the radio-frequency
electromagnetic field.
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は じ め に

2011 年 5 月，世界保健機関の国際がん研究機関（IARC）
は，世界から専門家を招聘してラジオ波電磁界の発がん

性評価を実施し，その結果，疫学研究で得られた，人にお

ける発がん性のエビデンスは「限定的（limited evidence）」，
動物実験で得られたエビデンスも「限定的」と判定され，

総合評価としてはグループ 2B，すなわち「人に発がん性

を有する可能性がある（possibly carcinogenic to humans）」
と判定された(1)。
本レビューでは携帯電話使用と脳腫瘍リスクの関連性

を研究した疫学研究に焦点を当て，IARC の評価結果が

持つ意味について考察したい。

IARC評価の対象となった疫学研究

1．デンマークのコホート研究

デンマークにおいて前向きコホート研究が実施されて

いるが，その結果が評価の対象となった (2)。デンマー

ク全域において，1982 年から 1995 年までに携帯電話会
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社と契約した約 42 万人のデータを全国がん登録データ

と照合し，観察されたがん罹患数と全国がん罹患率から

算出した期待がん罹患数の標準化罹患率比（SIR）によっ

て主要な悪性腫瘍のリスク比が分析された。

脳腫瘍全体ではリスクの増加は認められず（SIR＝

0.97），聴神経鞘腫（SIR ＝ 0.73），耳下腺腫瘍（SIR＝0.77），
眼腫瘍（SIR＝0.96），白血病（SIR＝1.00）についてもリ

スク上昇は認められなかった。また，10 年以上の長期契

約者でもリスク上昇は認められなかったと報告している。

2．米国の症例対照研究

Inskip らによる症例対照研究では，神経膠腫 489 症例，

髄膜腫 197 症例，聴神経鞘腫 96 症例と病院対照 799 例

（非悪性疾患）の間で過去の携帯電話端末使用が比較さ

れ，その結果，携帯電話利用との間に関連は認められず，

利用頻度，期間との間にも相関は認められなかった(3)。
Muscat らによる症例対照研究では，原発性脳腫瘍の症

例 469 例と病院対照 422 例が比較され，携帯電話端末使

用との間に関連は認められなかった (4)。また，同一の

プロトコールで聴神経腫瘍 90 症例と病院対照 86 例と比

較した結果，携帯電話端末使用との間に関連は認められ

ず，使用頻度，期間との間にも相関は認められなかった

と報告している(5)。

3．フィンランドにおける症例対照研究

Auvinen らによって実施された症例対照研究では，脳

腫瘍，耳下腺腫瘍により全国がん登録に登録された症例

（神経膠腫 198 症例，髄膜腫 129 症例，組織診断が不明の

脳腫瘍 72 症例，耳下腺腫瘍 34 症例）が研究対象となり，

各症例あたり 5 名の住民対照との間で過去の携帯電話端

末使用を比較した結果が報告されている (6)。調査は携

帯電話契約者リストとの照合によって行われ，アナログ

携帯電話端末使用と神経膠腫との間に正の相関が認めら

れた（オッズ比 2.1，95% 信頼区間 1.3–3.4）。

4．スウェーデンにおける症例対照研究

Hardell らがスウェーデンにおいて実施した一連の症例

対照研究は，単一国で実施された症例対照研究の中では

も規模の大きい研究である。対象年齢は 20 ～ 80 歳で

ある。悪性腫瘍の生存症例についてのプール分析の結果

(7)，良性腫瘍の生存症例についてのプール分析の結果

(8)，そして，死亡症例についての分析結果(9)が別個に

報告されており，さらに，これらの研究をまとめる形で

実施されたプール分析の結果も報告されている(10)。
調査地域におけるがん登録から報告された症例 3,729

症例が調査対象となり，実際に調査が実施された総症例

数は 2,437 症例である。対照群は，調査地域の住民台帳

から症例と性，年齢（5 歳），居住地域をマッチさせて選

ばれた 2,437 名である。生存例に対する携帯電話端末使

用の調査は，自記式質問票が用いられた。

悪性脳腫瘍に関する結果の一つを図 1 に示した。10 年

を超えて携帯電話端末を使用した群は，非使用群と比較

してアナログ携帯電話で 2.6 倍（95% 信頼区間：1.4–1.9）
と有意な上昇，デジタル携帯電話では 3.8 倍（95% 信頼

区間：0.98–1.9）と有意ではないが上昇傾向を示した。

コードレス電話ではリスクの上昇は認められなかった。

髄膜腫についてはアナログ携帯電話，デジタル携帯電話，

コードレス電話，いずれの使用でもリスクの上昇は認め

られなかった。良性腫瘍である聴神経鞘腫に関する結果

を図 2 に示した。デジタル携帯電話，コードレス電話で

はリスク上昇は認められなかったが，アナログ携帯電話

を 5-10 年使用した群は 3.9 倍（95% 信頼区間：1.7–2.5），
10 年以上の群では 3.8 倍（95% 信頼区間：1.3–2.2）と統

計的に有意な上昇を示した。

5．我が国のケース・ケース研究

聴神経鞘腫と診断された症例を対象として，携帯電話

端末を左右どちらの耳でより多く使用したかを自記式質

問票で調査し，聴神経鞘腫の発生耳側との関連を基にリ

スクを分析したケース・ケース研究の結果が我が国から

報告されている(11)。全国の聴神経鞘腫 787 症例が対象

となり，医療機関から腫瘍に関する情報を収集して分析

図 1　携帯電話のタイプ別に見た使用年数と悪性脳腫瘍リスク

の関連性。多変量解析によって，個々の携帯電話タイプ別のリ
スクが推計された。（Hardell et al.(7)に基づいて著者が作成）

図 2　携帯電話のタイプ別に見た使用年数と聴神経鞘腫リスク

の関連性。多変量解析によって，個々の携帯電話タイプ別のリ
スクが推計された。（Hardell et al.(8)に基づいて著者が作成）
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が行われた。診断 1 年前，5 年前までの 1 日平均通話時間

と聴神経鞘腫の発症リスクの関係を図 3 に示した。1 日

平均通話時間が 20 分を超える群では，診断 1 年前で相対

リスクが 2.74 倍（95% 信頼区間：1.18–7.85），診断 5 年

前では 3.08 倍（95% 信頼区間：1.47–7.41）と統計的に有

意な上昇が認められたと報告されている。

6．INTERPHONE研究

INTERPHONE 研究は，イギリス，スウェーデン，フィ

ンランド，デンマーク，ノルウェイ，ドイツ，フランス，

イタリア，カナダ，オーストラリア，ニュージーランド，

イスラエル，そして日本の 13 カ国が参加して国際共同で

実施された大規模症例対照研究である。1990 年代に入っ

て，既に述べたコホート研究，症例対照研究の結果が報

告されるようになったが，これらの疫学研究には規模の

面で限界があり，国際共同研究を実施すべきとの意見が

大きくなった。1997 年には IARC が主催する会合におい

て，多施設共同研究として疫学調査を実施する可能性が

検討され，多くの国から強い興味が示されたことを受け

て，共通の研究プロトコールに基づく国際共同疫学研究

の可能性が検討されることとなった。このような経緯で

スタートしたのが，INTERPHONE 研究であり，わが国も

総務省内に設置された生体電磁環境研究推進委員会の基

で検討がなされ，参加することとなった。研究成果は，

神経膠腫と髄膜腫については 2010年に公表され(12)，聴
神経鞘腫については 2011 年に公表された(13)。

プロトコールの詳細は論文として公表されている

(13)。対象となった疾患は，神経膠腫，髄膜腫，聴神経

鞘腫，耳下腺悪性腫瘍である。年齢は 30 ～ 59 歳で，2000
年から 2004 年の症例を集積し，住民対照との間で，対面

インタビュー調査で得られた携帯電話端末使用について

比較が行われた。携帯電話の使用歴については，定常的

な使用の有無のほか，使用頻度（1 日通話回数，1 回通話

時間）を調査した。臨床情報としては，腫瘍の組織病理

所見，腫瘍の位置に関する情報，腫瘍の位置については

三次元上の位置情報が医療機関から収集された。統計解

析は条件付ロジスティック回帰分析が用いられ，教育歴，

結婚歴を交絡因子として補正してオッズ比が求められ

た。また，潜在する疾患のために携帯電話使用が影響さ

れる可能性を考慮して，症例において腫瘍が診断された

日時の 1 年前を「基準日」と設定し，それよりも過去の

携帯電話使用歴を解析の対象とした。各症例と組になっ

ている対照群についても症例の基準日より以前の携帯電

話使用歴を解析対象とした。症例と対照の間で比較した

のは，携帯電話使用歴の有無，使用者の場合，累積使用

年数（使用開始から通算して携帯電話を使用した年数），

累積使用時間（1 回通話時間の平均値に通話の頻度と通

話年数をかけて得られた累積値）である。

6.1.　神経膠腫と髄膜腫

携帯電話使用者の発症リスクは，携帯電話非使用者と

比較した場合，神経膠腫でオッズ比は 0.81 倍（95% 信頼

区間：0.70–0.94），髄膜腫でオッズ比は 0.79 倍（95% 信

頼区間：0.68–0.91）であり，統計的に有意に低値を示し

た。また，一日の携帯電話使用回数，一日の使用時間と

の関連も認められず，使用期間が 10 年以上の群でもリス

ク上昇は認められなかった。

神経膠腫のリスク上昇が認められたのは携帯電話の累

積使用時間との関連で，対照群全員の累積使用時間の分

布によって 10 等分した場合の 大の群（1,640 時間以上）

でのみ，オッズ比が 1.4 倍（95% 信頼区間：1.03–1.89）と

有意な上昇が示された。髄膜腫でも 1,640 時間以上の群

で若干のオッズ比の上昇が認められたが，1.15 倍（95%
信頼区間：0.81–1.62）で統計的に有意ではなかった。累

積使用時間と発症リスクの関連を図 4 に示した。

6.2.　聴神経鞘腫

聴神経鞘腫は増殖・拡大速度が遅く，腫瘍の発生から

自覚症状の発現までの潜伏期間が長期に及ぶものが多い

ため，潜在する腫瘍が携帯電話の使用に影響を与える可

図 3　我が国ケース・ケース研究における携帯電話一日使用時間と聴神経鞘腫の発症リスクとの関連性。（Sato et al.(11)に基づいて著

者が作成）
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能性を考慮して，診断 1 年前のみでなく，5 年前までの

携帯電話使用と聴神経腫瘍の発症リスクの関連が分析さ

れた。携帯電話非使用者と比較した場合の携帯電話端末

使用者のオッズ比は 0.85 倍（95% 信頼区間：0.69–1.04）
であり，神経膠腫，髄膜腫と同じように低値を示した。

10 年以上の使用歴がある場合のオッズ比は 0.76 倍（95%
信頼区間：0.52–1.11）で上昇は認められず，一日使用回

数，一日使用時間との関連も認められなかった。関連性

が認められたのは，累積使用時間が 1,640 時間以上で，診

断 1年前でオッズ比が 1.32倍（95%信頼区間：0.88–1.97），
診断 5 年前ではオッズ比が 2.79 倍（95% 信頼区間：1.51–
5.16）で統計的に有意な上昇が認められた。診断 1 年前，

5 年前までの累積使用時間と発症リスクとの関連を図 5
に示した。

考　　　察

IARC における発がん性評価では，疫学研究の示すエ

ビデンスは，「十分なエビデンス（sufficient evidence）」，
「限定的なエビデンス（limited evidence）」，「不十分なエ

ビデンス（inadequate evidence）」，「発がん性なしに対し

て十分なエビデンス（sufficient evidence suggesting lack of
carcinogenicity）」のいずれかに分類されるが，以上の疫

学研究の結果を中心に検討が行われた結果，ラジオは電

磁界の人に対する発がん性は，限定的なエビデンスが提

示されていると判断された。

疫学研究は観察研究であることから，真のリスクがな

いにも関わらず，見かけ上のリスク上昇が観察される「偽

陽性」があり得る。特に，症例対照研究の場合は，選択

バイアス（selection bias），想起バイアス（recall bias）な

図 4　INTERPHONE研究における携帯電話の累積使用時間と神経膠腫，髄膜腫の発症リスクの関連性。（The INTERPHONE Study
Group(12)に基づいて著者が作成）

図 5　累積使用時間と聴神経鞘腫の発症リスクとの関連性。（Cardis et al.(13)に基づいて著者が作成）
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ど，研究結果に偏りを生じさせるバイアスの影響，ある

いは，調整し切れなかった残存する交絡因子（residual
confounding）の影響で，見かけだけのリスク上昇が認め

られる可能性がある。したがって，「十分なエビデンス」

と判定されるのは，バイアスや交絡因子の影響を考慮し

てもリスク上昇が真のものであることに疑いを挟む余地

がない場合であり，逆に，リスク上昇が認められても，

上述のバイアスや交絡因子の影響による見かけ上の上昇

であることが否定しきれない場合は「限定的なエビデン

ス」と判定される。

前向きコホート研究は症例対照研究と比較して，バイ

アスの影響が比較的少ないと考えられることから，デン

マークのコホート研究 (2) でリスク上昇が全く認められ

なかったことを重視すべきとの意見が評価の際に出さ

れ，「不十分なエビデンス」に分類すべきではないかとい

う議論も行われたと言われている。しかし，デンマーク

のコホート研究は，全国の罹患率と比較した外部比較に

基づいており，国民の多くが携帯電話端末を使用する現

状では，リスクが過小評価されている可能性があると判

断された。

今回の発がん性評価では，神経膠腫と聴神経鞘腫につ

いては「限定的なエビデンス」と判定された。Hardell の
症例対照研究，INTERHONE 研究，あるいは我が国のケー

ス・ケース研究で統計的に有意な上昇が認められたわけ

であるが，それが因果関係を示すとは言い切れず，偽陽

性の可能性が残ると判断されたことを示している。

IARC 発がん性評価でグループ 2B と判定された化学

物質・因子については，以上のように，発がん性の可能

性はあるが，偽陽性の可能性もあり，真のリスクである

かどうか，さらなる研究によってエビデンスを集積して

ゆくことが求められる。INTERPHONE 研究が終了して後

は，WHO の The International EMF Project が提示する 優

先課題のひとつとして，青少年における携帯電話端末使

用と脳腫瘍リスクの研究の重要性が指摘されており，我

が国でもMobi Kids 研究と呼ばれる 15 カ国による国際共

同の症例対照研究に参加をして，研究を実施中である。

そのような新しい研究の成果が公表され，より精度の高

い発がん性評価のためのエビデンスが充実することが望

まれている。
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