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総括 

携帯電話の使用を中心とした高周波電磁波ばく露と健康の関わりを研究する手法と

して、動物実験、基礎的な研究とともに疫学研究が重要な位置を占める。世界保健機関

の国際がん研究機構では、携帯電話による電磁界ばく露の健康影響を解明するために国

際共同の疫学調査（INTERPHONE study）を実施することを決め、我が国も生体電磁

環境研究推進委員会の研究の一環として、これに参加することとなり、平成 16 年度末

に症例および対照者のインタビュー調査を終えたところである。本国際共同研究の成果

は各国の研究として既に論文がいくつか報告され始めており、国際共同研究全体として

の研究結果もまとめの段階に入っている。そこで、本年度は、INTERPHONE study

の我が国が実施した研究についての研究結果をまとめて公表すると同時に、症例対照研

究の結果を正しく評価するために必要な妥当性研究の研究計画を策定して、その実施可

能性を検討した。また、コホート研究など他の疫学研究についても実施可能性と問題点

の整理を行った。 

国際共同疫学調査（INTERPHONE study）の一環として 2000 年 12 月から開始し

た脳腫瘍の症例対照研究は、平成 17 年（2005）3 月をもって調査を終了し、平成 17

年度は収集したデータの整理と固定、そして統計解析を実施した。聴神経鞘腫について

は、症例 101 例と、症例と年齢・性別・居住エリアをマッチした対照 339 例を対象に

実施したインタビュー調査データを検討した。51 症例 (52.6%)と 192 対照 (58.2%)が

携帯電話使用者（週 1 回を 6 ヶ月以上と定義；診断日直近 1 年は除外）であり、携帯

電話使用に関する疾病リスクの増加は認められなかった（オッズ比 0.73, 95%CI: 0.43

‐1.23）。同様に、累積使用年数（<4 years, 4-8 years, >8years），累積使用時間（<300 

h, 300-900 h, >900h）をばく露指標としてもリスクの増加は認められなかった。神経

膠腫、髄膜腫については現在解析中である。 

症例対照研究の解析を補完する携帯電話利用者のばく露評価としては、平成 17 年度

は、疫学調査のための個人ばく露測定装置の開発を行った。具体的には、対象者個人に

装着してもらい、携帯電話使用時の使用時間を経時的に測定できる装置と、電磁波のば

く露を経時的に測定できる装置の２種類を開発し、その妥当性を評価した。今後、本装

置を使用して、INTERPHONE study として実施した症例対照研究におけるインタビ

ュー調査の妥当性を実証的に評価する必要がある。 

疫学的アプローチの必要性と実施可能性の検討としては、５つの研究テーマについて

検討を行った。INTERPHONE study の一環として実施したスウェーデンの研究で、

携帯電話と聴神経腫瘍リスクについて、10 年以上の使用歴で携帯電話利用側と同側の
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リスクが 3.9 倍と統計的に有意な上昇が認められたと報告されているが、携帯電話利用

の左右差、いわゆる側性の情報がどの程度の信頼性を持つものかが、この結果を評価す

るうえで極めて重要である。そこで、本年度は、聴神経腫瘍患者を対象としたケースオ

ンリー研究を実施して側性情報の偏りを評価する研究についての研究計画を策定して、

その実施可能性を検討した。その結果、ケースオンリー研究は十分に実施可能であり、

しかもそれによって得られる結果は、携帯電話の疫学調査を進めるうえで極めて重要で

あることが明らかとなった。 

また、携帯電話を利用する際に左右の利用頻度がどの程度か、そして、実際の左右の

利用頻度がインタビューの回答にどの程度正確に反映しているかを検討する目的で側

性調査の妥当性研究の実施可能性を検討した。この研究では、携帯電話の利用の側性に

関する回答の正確性を実証的に評価する。本研究も研究計画書を作成して、実施可能性

を検討した結果、十分に実施が可能であるという結論に至った。 

我が国でコホート研究によって携帯電話の影響を評価する手法、基地局周辺の住民の

健康を評価する疫学研究、小児における携帯電話利用の疫学研究についての実施可能性

を検討したが、これらの研究は現時点では、実施が困難であり、引き続き、可能な手法

を検討する必要があるという結論に達した。 

さらに、国外で実施中の疫学調査に関する情報収集を行い、我が国における疫学調査

の質を向上させる目的で国際ワークショップを研究打合会として実施した。海外からの

招聘者は米国、カナダ、韓国、中国、フィンランドの 5 カ国から 5 名であり、我が国の

生体電磁環境研究推進委員会委員を中心に、43 名が参加して活発な議論がなされた。

その結果、上述した我が国で実施中あるいは実施を計画中の疫学調査は、いずれも方法

論的には国際的な水準に合致した質の高いものであり、また、必要度も極めて高いこと

が確認された。 
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都市環境と脳腫瘍の症例対照研究 
－聴神経鞘腫に関する検討－ 

 
 
 2000 年 12 月から４年間にわたって実施した「都市環境と脳腫瘍の症例対照研究」に

関し，聴神経鞘腫（シュワノーマ）と携帯電話使用との関連について解析を行ったので

報告する． 
 
［サマリー］ 
日本における携帯電話使用の急速な増加は，起こりうる健康影響に関する公衆の関心

を引き起こしている．国際がん研究機関を中心に実施された国際共同症例対照研究に参

加して，日本においては 2000 年 12 月から４年間にわたって研究を実施した．聴神経

鞘腫については，東京都その近接地域に居住する診断時年齢 30～69 歳の症例 101 例と，

年齢・性別・居住エリアをマッチした対照 339 例を対象に，コンピュータ画面で標準

化されたシステムを用いてインタビューを行った．PHS の使用は曝露に含めなかった． 
51 症例 (52.6%)と 192 対照 (58.2%)が携帯電話使用者（週１回を６ヶ月以上と定義；

診断日直近 1 年は除外）であり，携帯電話使用に関する疾病リスクの増加は認められな

かった（オッズ比 0.73, 95%CI: 0.43-1.23）．同様に，累積使用年数（<4 years, 4-8 years, 
>8years），累積使用時間（<300 h, 300-900 h, >900h）を曝露指標としてもリスクの増

加は認められなかった（表）．診断日直近 5 年以内を除外しても結果は変わらなかった．

携帯電話使用側性あるいはアナログ方式の携帯電話使用を曝露指標としても同様であ

った．以上より，本研究集団においては，携帯電話使用と聴神経鞘腫との間に有意な関

連は認められなかった． 
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表 携帯電話曝露と聴神経鞘腫 
                Control      Case                      Odds ratio1) (95% CI) 

Mobile phone use 
 Non-use            138(41.82)  46(47.42)                  1.0 
 Regular use        192(58.18) 51(52.58)  P = 0.327 0.73 (0.43 – 1.23) 
 
Cumulative length of use (year) 
 Non-use           138(41.82)  46(47.42)                      1.0  
      <4yr          111(33.64) 26(26.80)                      0.70 (0.39 – 1.27) 
     4-7yr          69(20.91)   21(21.65)                      0.76 (0.38 – 1.53) 
      8yr+        12( 3.64)    4( 4.12)       P# = 0.702     0.79 (0.24 – 2.65) 
 
Cumulative call time (hour) 
  Non-use         138(41.82)     46(47.42)               1.0 
     <300h         147(44.55)    35(36.08)                  0.67 (0.38 – 1.17) 
  300-900h          17( 5.15)     9( 9.28)               1.37 (0.54 – 3.50) 
     900h+          28( 8.48)    7( 7.22)      P# = 0.694       0.67 (0.25 – 1.83) 
 
Type of mobile phone used 
  Non-use         138(41.82)    46(47.42)                       1.0 
  Analg+Digitl      10( 3.03)   5( 5.15)                       1.19 (0.37 – 3.79) 
  Digital only     182(54.15)   46(47.42)       P = 0.309       0.68 (0.40 – 1.18) 
 
Laterality of tumor location versus mobile phone use2

  Non-use          138(41.82)   46(47.92) 
  Ipsi-use3)         75(22.73)   20(20.83)                     0.75 (0.39 – 1.46) 
  Contra-use4)      117(35.45)   30(31.25)      P = 0.565       0.71 (0.39 – 1.29) 

1) Adjusted for education and marital status 
2) One case was excluded from the analysis because the laterality of mobile phone 
use was unknown. 
3) Ipsilateral use: Case was classified as exposed, when the laterality of mobile 
phone use was the same as the laterality of tumor.  Control was classified as exposed, 
when the laterality of mobile phone use was the same as the laterality of tumor of 
matched case.  If cases or controls answered they could not specify the side of mobile 
phone use, 
3) Contralateral use:  Case was classified as exposed, when the laterality of mobile 
phone use was opposite of the laterality of tumor.  Control was classified as exposed, 
when the laterality of mobile phone use was opposite of the laterality of tumor of 
matched case. 
#, P for trend 

 
 
 
以下に，方法，結果，考察の詳細を示す． 
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1. 要旨 

平成16年度に完了した症例対照研究の中で、通話による電磁波レベルを経時的に記録

できるsoftware-modified phone(SMP)を用いて、種々の携帯電話利用状況別にばく露

レベルの分析を進めてきた。しかしながら、SMPの使用条件、台数に限りがあること

から、多くの対象者についてのばく露レベルの測定・評価はできなかった。 

そこで平成17年度には、症例対照研究の解析を補完するための個人ばく露測定装置の

開発を行った。具体的には、対象者個人に装着してもらい、携帯電話使用時の使用時間

を経時的に測定できる装置と、電磁波へのばく露を経時的に測定できる装置の2種類を

開発し、その妥当性を評価した。 
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2. 背景 

世界保健機関(WHO)の諮問機関である国際がん研究機構（IARC）の主導により、世

界13カ国共同で携帯電話の使用と脳腫瘍の関係を調べる疫学研究（International Case 

Control Study of Tumors of the Brain and Salivary Glands, INTERPHONE Study）

が進められており、日本もこれに参加している。このような疫学研究を行うためには、

携帯電話使用によるばく露についての情報、特に脳腫瘍が発生した部位でのばく露量を

できるだけ正確に知る必要がある。ここでばく露とは、生物学的な根拠があるわけでは

ないが、生物ばく露実験の指標としてもしばしば用いられている比吸収率（Specific 

Absorption Rate, SAR）がある。携帯電話によるばく露は、様々な要因に左右される。

例えば、ばく露時間（使用時間）、パワーや波形などのシステムの違い、頭部内でのSAR

の空間分布、携帯端末によるSAR分布の違いなどがあげられる。INTERPHONE Study

では、携帯電話の使用時間に関しては対象者へのインタビューで情報を得ている。その

他、システムについての検討やSAR分布に関する調査が行われている。 

INTERPHONE Studyの一環として、携帯電話端末からの出力レベル等を逐次記憶

する専用端末（Software Modified Phone, SMP）を用いた調査が行われてきた。SMP

を用いた調査を行うことで、携帯電話の使用時間に関するインタビューの確からしさを

調べることが可能であるだけでなく、様々な通話条件下でのパワーの違い等を調べるこ

とが出来る。実際INTERPHONE Studyでは、SMPを用いたProspective Validation 

Studyを100人規模のボランティアに対し別途実施するよう推奨している。 

日本でもNTTドコモ株式会社提供によるSMPを用いた調査を行ってきた。本SMPは

我が国独自の携帯電話通信システムであるPersonal Digital Cellular（PDC）方式で駆

動される。図1、2にSMP端末およびSMPにより記録されるパワーレベル変動例を示す。

SMPを用いた調査により、市街地/郊外、アンテナ伸縮、会話の有り無し等、通話時の

条件と端末から放射されるパワーレベルの関係を調べ、通常の利用による平均的なパワ

ーレベルの検討などが行われた。しかし、台数が3台のみであったこと、携帯電話シス

テムの特徴によりSMP利用者本人への課金が難しく通常の使用状態を実現できないこ

となどから、Prospective Validation Studyは行えなかった。また、上記のパワーレベ

ルの調査はPDC方式でのみ行われており、CDMA方式等異なる方式の通信システムで

の状況はわかっていないなどの問題もある。 

そこで、疫学調査研究のために携帯電話使用による個人のばく露を評価する測定装置

の開発を平成17年度に行った。具体的には、通話に関する情報のみ収集可能なSMP（以

下、「簡易SMP」という。）の開発及び端末からの電波ばく露強度を逐次記録する装置

18 



（以下、「ドシメータ」という。）の開発を行い、その妥当性を評価した。 

 

 

 
図1 PDC方式のSMP 

 

 
図2 パワーレベル変動の測定例 
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3. 簡易SMPの開発 

これまでNTTドコモ株式会社提供によるPDC方式のSMPを用いた検討を行ってきた。

SMPを用いた調査により、市街地/郊外、アンテナ伸縮、会話の有り無し等、通話時の

条件と端末から放射されるパワーレベルの関係を調べ、通常の利用による平均的なパワ

ーレベルの検討などが行われた。しかし、台数が3台のみであったこと、携帯電話シス

テムの特徴によりSMP利用者本人への課金が難しく通常の使用状態を実現できないこ

となどから、Prospective Validation Studyは行えなかった。 

近年、第3世代の携帯電話通信システムの利用が進んでいる。そのひとつであるNTT

ドコモ株式会社によるFOMAでは、利用者の電話番号等の情報が記録されている

FOMAカードを差し替えることで、用途に合わせて複数の端末を使い分けられる。この

機能を利用することで、SMP利用者本人への課金が出来、SMPを用いたProspective 

Validation Studyが可能となった。 

 
3.1. 概要 

NTTドコモ株式会社製のP901iSのソフトウェアを変更したSMPを120台作製した。

本SMPはFOMAと呼ばれる、2GHz帯のW－CDMA方式の携帯電話通信システムで用い

られる。図3にFOMA方式のSMPを示す。通信の開始時間および終了時間、受信か送信

か、通話かTV電話かパケット通信なのかの区別を3ヶ月以上に渡って記録することが可

能である。今回開発したSMPでは、開発にかかる時間および費用の制約からパワーレ

ベルに関する記録は行なわなかった。Prospective Validation Studyでは、疫学調査で

行ったのと同じインタビューを対象者に行い携帯電話の利用時間に関して得られる回

答と対象者に本SMPを用いてもらい得られる結果とを比較し、インタビュー調査の妥

当性を検証する予定なため、パワーレベルに関する情報がないことは大きな問題とはな

らない。 

図4に開発した簡易SMPの記録フォーマットを示す。 
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図3 FOMA方式の簡易SMP 
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図4 簡易SMP記録フォーマット 
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3.2. 検証例 
図5に実際に簡易SMPを用いて通話等を行った際の結果を示す。通話やTV電話など

種類を変えた通信を行ってみた結果、区別および記録とも良好に行えたことを確認した。 

 

 

 

図5 簡易SMPを用いた通信時の記録例 
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4. ドシメータの開発 

これまで行ってきたSMPを用いた検討では、市街地/郊外、アンテナ伸縮、会話の有

り無し等、通話時の条件と端末から放射されるパワーレベルの関係を調べた。PDC方

式の携帯電話システムのSMPを用いたため、PDC方式についての検討しか行うことが

出来なかった。 

我が国ではPDC方式以外にもCDMA方式の端末が1998年から用いられている。携帯

電話利用と脳腫瘍に関する疫学研究においては、このような別のシステムにおいてもパ

ワーレベルに関する情報を得ることが重要である。 

そこで、携帯端末の近傍に設置したループアンテナを用いて、端末からの電波ばく露

強度を逐次記録する装置（ドシメータ）の開発を行った。 

 
4.1. 概要 
図6、7に開発したドシメータおよびその構成図を示す。本ドシメータはループアンテ

ナより検出した電磁界強度をロガーにより記録する。図8にドシメータの機能をまとめ

る。記録の分解能は１秒であり、１秒間での 大値と平均値が記録される。本装置は様々

な携帯電話通信システムや周波数帯において利用可能である。 

ドシメータは4台製作され、そのうち１台はPersonal Computer(PC)に接続すること

でリアルタイムに結果を確認できる。残りの3台は本体内部のメモリに記録を行い、PC

と接続して専用のソフトウェアを用いてデータの取出しが行われる。図９にドシメータ

の記録フォーマットを示す。 
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図6 ドシメータ 
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図7 ドシメータ構成図 
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図8 ドシメータの機能 
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図9 ドシメータの記録フォーマット 
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4.2. 検証例 
ドシメータの動作を検証するために、電波暗室内でダイポールアンテナを用いた測定

を行った。図10に検証実験の様子を示す。900MHzの正弦波およびPDC方式の信号を

発生および増幅しダイポールアンテナに給電する。アンテナの入力電力は通過型の電力

計により確認される。信号発生器のレベルを調整することでアンテナ入力電力を変化さ

せ、その際のドシメータの記録値の変化を調べた。 

図11に入力信号を正弦波とした場合の4台のドシメータによる測定結果を示す。この

場合平均値と 大値は同一となる。横軸は信号発生器の設定値、縦軸はドシメータの読

み値である。アンテナ入力電力のdB値に依存してドシメータの読み値が変化している

ことが分かる。その他のドシメータについては、アンテナ入力値が大きい部分で線形性

が乱れていることが分かった。今回の実験では入力電力の 大値を携帯電話でアンテナ

に給電される電力の 大値程度としているため、この範囲では入力電力とドシメータの

読み値には一定の関係がないと実用上問題があると思われる。早急な改造が必要とされ

る。 

図12に入力信号をPDC方式と同様の波形にした場合を示す。PDC方式では１フレーム

20 msecの1/3の間だけ出力される（フルレート）。そのため平均値は 大値の1/3となる。

実際にノイズレベルを引き算した後の読み値は平均値が 大値の約1/3になっており、

正しく検出されていることが確認できた。図11の場合と同様にドシメータ2、3、4では

パワーが大きくなった場合には、検出が正しく行われていなかった。 

次に実際の携帯電話端末と基地局シミュレータを用い、パワーレベル設定値とドシメ

ータ読み値の関係を調べた。これまでの測定によりパワーが大きい場合にも正しく測定

が出来ているドシメータ１のみを用いた。図13に測定結果を示す。横軸は端末のパワー

コントロールレベル、縦軸はドシメータの読み値である。ドシメータの読み値はパワー

コントロールレベルに依存しており、傾斜係数は約5.2と計算された。 

図14に実際の端末を用いた通話時のドシメータの読み値を示す。実際の通話時にも逐

次的な記録が問題なく行えていることを確認した。今後は、図13に示すパワーコントロ

ールレベルとドシメータの読み値の関係から、図14のような実際の測定結果の検証をし

ていく予定である。 
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(a) アンテナ給電のための装置類 

 

(b) ダイポールアンテナとドシメータの位置関係 

図10 ダイポールアンテナを用いたドシメータの検証実験の様子 
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(c) ドシメータ3 

 
(d) ドシメータ4 

図11 ダイポールアンテナに正弦波を給電した場合の測定例 
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(c) ドシメータ3 

 
(d) ドシメータ4 

 
図12 ダイポールアンテナにPDC信号を給電した場合の測定例 
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図13 携帯電話端末と基地局シミュレータを用いた測定例 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100

平均値

ピーク値

 
図14 携帯電話端末での通話時の測定例 
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5. まとめ 

本調査では、疫学調査研究のために携帯電話使用による個人のばく露を評価する測定

装置の開発を行った。具体的には、通話に関する情報のみ収集可能な簡易SMPの開発

及び端末からの電波ばく露強度を逐次記録する装置（ドシメータ）を開発した。それぞ

れの装置を実際に使用しその妥当性を評価した。簡易SMPは問題なく通話の開始と終

了時刻、受信か送信かの別、通話かTV電話かパケット通信かの別を記録した。 ドシメ

ータはパワーレベルが比較的大きい場合に線形な特性が得られないものがあることが

分かった。これについては早急な改良を予定している。パワーレベルとドシメータの読

み値との間に線形な関係があるものについては、携帯電話通話時の記録も十分行えるこ

とが確認できた。 
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1. 研究実施体制 
 総務省は、携帯電話等で用いられる電波の安全性を確認するための研究を推進する目

的で生体電磁環境研究推進委員会を設置し、各種の実験的手法、疫学的手法による研究

を推進している。疫学調査については疫学調査分科会を設置して、重点的に研究を推進

している。本研究は疫学調査分科会の推進する疫学調査の一つである。研究の実施に当

たっては疫学調査ワーキンググループを構成して、研究の企画、実施、分析の実際を行

っている。 

 

2. 研究の背景 
（携帯電話普及の歴史） 

わが国における携帯電話の普及は、1979 年の自動車電話サービスから始まる。1993

年にはデジタル方式の携帯電話が市場に出始め、1994 年には買い上げ制度が開始され

ることにより急速に利用者数が増加している。2005 年 3 月末時点の契約数は、8,699

万件になっている[1]。普及率について観察すると、携帯電話（PHS を含む）の世帯普

及率は 1993 年の 3.2％から 2004 年には 91.1％になっており、約 10 年間で劇的に普及

したことがわかる[2]。 

 世界の携帯電話の普及率は、1994 年の段階では、スウェーデン、ノルウェー、フィ

ンランド、デンマークの北欧諸国、およびアメリカで高くなっている。1990 年代後半

には、香港、日本、韓国等、アジア諸国で急速に普及率を伸ばしている[3]。2004 年の

世界の携帯電話加入者数は 13.5 億件、普及率は 21％と推定されている[4]。 

 
（携帯電話と聴神経腫瘍） 

 携帯電話が通信で利用する周波数は、高周波領域である。この周波数は、電力密度が

大きい場合には、熱作用があることが知られている[5]。しかし DNA 障害作用は認めら

れておらず、生物学的には発がん作用はないものと考えられている[6]。 

 携帯電話利用と聴神経腫瘍（シュワン細胞腫）に関する疫学研究は、欧米から以下 6

研究が報告されている。 

Inskip らは[7]、2001 年にアメリカで、1994 年から 1998 年に診断された聴神経腫瘍

患者 96 名を含むケース・コントロール研究を行っている。この結果、携帯電話の利用

期間、利用回数のいずれもリスクの増加に影響していないと結論している。Muscat ら

は[8]、2002 年にアメリカで、1997 年から 1999 年に診断された聴神経腫瘍患者 90 名、
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対照 86 名を対象としてケース・コントロール研究を行っている。この結果、携帯電話

の利用頻度、利用期間、累計利用時間のいずれもリスクの増加に影響していないと結論

している。Hardell らは[9]、2003 年にスウェーデンで、1997 年から 2000 年に診断さ

れた聴神経腫瘍患者 148 名を含むケース・コントロール研究を行っている。この結果、

アナログ携帯電話利用と聴神経腫瘍にオッズ比 4.4（95％信頼区間 2.1－9.2）が見られ

たものの、デジタル携帯電話利用と聴神経腫瘍のオッズ比は 1.4（95％信頼区間 0.8－

2.4）であったと報告している。Christensen らは[10]、2004 年にデンマークで、2000

年から 2002年に診断された聴神経腫瘍患者 106名とマッチさせた対照 212名に対して

ケース・コントロール研究を行っている。この結果、10 年未満の携帯電話利用に対し

て 10 年以上の携帯電話利用でリスクは上昇しないこと、通常携帯電話を使う側で腫瘍

が多く発生している事実はないこと、腫瘍のサイズは携帯電話利用に関係していないこ

とを報告している。Lonn らは[11]、2004 年にスウェーデンで、1999 年から 2002 年に

診断された聴神経腫瘍患者 148 名と対照 604 名に対してケース・コントロール研究を

行っている。この結果、携帯電話利用 10 年以上で、オッズ比 1.9（95％信頼区間 0.9

－4.1）と上昇する傾向があり、携帯電話を使用する側と同側の腫瘍については、オッ

ズ比 3.9（95％信頼区間 1.6－9.5）を報告している。しかし全体では、オッズ比 1.0（95％

信頼区間 0.6－1.5）であったと報告している。これより短期間の携帯電話利用は、聴神

経腫瘍のリスクを上昇させないと結論付けている。Schoemaker らは[12]、2005 年に

デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンおよびイギリスで、1999 年か

ら 2004 年に診断された聴神経腫瘍患者 678 名と対照 3,553 名に対してケース・コント

ロール研究を行っている。この結果、携帯電話利用と聴神経腫瘍の関連は、オッズ比

0.9（95％信頼区間 0.7－1.1）と報告している。さらに、利用期間、利用時間、利用回

数、アナログ方式・デジタル方式について検討しても、関連はみられなかったと報告し

ている。10 年以上の携帯電話利用と携帯電話を使用する側と同側の腫瘍については、

オッズ比 1.8（95％信頼区間 1.1－3.1）を見出している。この研究では、携帯電話利用

が 10 年未満ならば、明確なリスクの増加は見られないが、それ以上の使用や時間をお

いてからのリスクの増加については排除できないとしている。 

以上の報告より、携帯電話と聴神経腫瘍の関係は、現時点においては（つまり携帯電

話の 10 年未満の使用では）リスクは上昇しないものの、長期利用によるリスクは今後

も調査する必要があるということになる。 
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（研究の必要性） 

 わが国における最近 10 年間の携帯電話の普及は目覚しく、携帯電話利用が健康に影

響を与えないことを各種の実験手法、疫学的手法によって確認する必要性が高まってい

る。携帯電話を使用する際には頭部に携帯電話を接近させるため、携帯電話利用が健康

に影響をおよぼす場合には、頭部の疾患に関連する可能性が高くなると考えられる。そ

こで聴神経腫瘍に注目することにより、携帯電話利用が健康に与える影響について明ら

かにすることが可能になると考えた。 

 わが国で携帯電話利用と聴神経腫瘍の関連性を検討した研究は、総務省電磁環境研究

推進委員会のもとで実施された「都市環境と脳腫瘍の症例対照研究（主任研究者：山口

直人）」のみである。携帯電話利用と聴神経腫瘍の関連性を検討する研究は、海外、国

内のいずれもケース・コントロール研究で行っている。これら先行研究で使われている

研究デザインは、症例に加えて対照を選択する必要があり、研究を実施するためには多

大な労力を必要とする。このため症例を収集するには限度がある。 

ところで、聴神経腫瘍は、通常片側に発生するため、腫瘍の側性と携帯電話の側性の

関連性を検討することができる。つまり対照を使わずに、ケース・オンリー研究という

手法を用いて影響評価を実施できる。このデザインを採用することで、多数の症例を収

集し分析することができる利点がある。さらに、ケース・オンリー研究を実施すること

で先行する症例対照研究の結果を確認することができる。 

 本研究ではケース・オンリー研究を用いることで、携帯電話と聴神経腫瘍との関連性

を検討する。携帯電話と聴神経腫瘍の研究において、ケース・オンリー研究を用いて行

っているものは、わが国では未だ見られない。 

 

3. 研究目的 
本研究は、携帯電話で通話する際に使用する耳（左右）と聴神経腫瘍（シュワン細胞

腫）の場所（左右）との関連を明らかにすることで、携帯電話の安全性を確認すること

を目的とする。 

 

4. 研究方法 
4-1. 研究デザイン 
ケース・オンリー研究による。聴神経腫瘍（シュワン細胞腫）は、その発生場所に左

右の違いがある。一方、携帯電話を使用する際にはよく使用する耳に左右の違いがある。
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携帯電話利用が腫瘍の発生に関連するならば、電話で使用する耳と腫瘍の場所が一致す

ることになる。逆に、携帯電話の使用が腫瘍の発生に関連しないならば、電話で使用す

る耳（左右）と腫瘍の場所（左右）はまったく独立の関係になる。 

次にケース・オンリー研究の利点を述べる。ケース・コントロール研究を用いて側性

の一致を調査する場合、症例に加え対照として健康な者についても研究に参加させる必

要がある。また、症例と対照について、背景となる因子に偏りがないように研究計画段

階または解析段階で考慮する必要が生じる。このようにケース・コントロール研究では、

研究を実施するに当たり非常に手間がかかることになる。これに対して、ケース・オン

リー研究では症例のみで研究を行うことができるため、対照は必要なくなる。また、症

例のみを対象とするため、背景となる因子について偏りを考慮しなくて済むことになる。

さらに収集する情報は最小限にすることができ、解析においても単純なモデルで扱うこ

とができるようになる。また結果の解釈もわかりやすくなるという利点がある。このよ

うにケース・オンリー研究を用いることで、ケース・コントロール研究における研究実

施上の問題点を解決することができる。 

 
 Inskip らは[7]、聴神経腫瘍におけるケース・オンリー研究の考え方について以下の

ように示している。 

 

左側 L 右側 R
脳腫瘍 B 左側 L a b

右側 R c d

携帯電話利用 P

 

 
 
通常、2×2 表のオッズ比は、以下のようになる。 

（B：脳腫瘍、P：携帯電話利用、R：右側、L：左側、Pr：確率） 

 

ad / bc = (Pr(BR|PR)Pr(BL|PL)] / (Pr(BL|PR)Pr(BR|PL)] 

 
携帯電話利用と聴神経腫瘍に関連がない場合には以下のようになる。 

 

Pr(BR|PR) = Pr(BR|PL) = Pr(BR)  and  Pr(BL|PL) = Pr(BL|PR) = Pr(BL) 
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つまりオッズ比は常に 1 になる。 

次に、携帯電話を利用する側に聴神経腫瘍が多くなる場合には以下のようになる。 

 
Pr(BL|PL) = θPr(BL|PR)  and  Pr(BR|PR) = θPr(BR|PL) 

 
この場合、オッズ比はθ2になる。また、リスク比はθになる。続いて、一般集団にお

けるリスク比は、以下のようになる 

 

RR = P(B|P) / P(B|no P) 

 
携帯電話を使わない側における聴神経腫瘍の発生が等しいとすれば以下のようになる。 

 

Pr(B|no P) = Pr(BR|no P) + Pr(BL|no P) = 2Pr(BR|no P) 

= 2Pr(BR|PL) = 2Pr(BL|PR) 

 
携帯電話を左側で使うとすると以下のようになる。 

 

Pr(B|P) = Pr(B|PL) = Pr(BL|PL) + Pr(BR|PL) 

 
よって RR = (θ+1) / 2 が導かれる。 

 
4-2. 研究期間 
各施設における倫理審査の修了後、直ちに情報収集を開始する。 

 
4-3. 調査方法 
  自記式アンケート調査法とする。研究協力医療施設から患者に対して調査協力のお

願いを郵送で行い、同意を得た後、調査事務局から患者に自記式アンケート調査票を郵

送する。 

 
4-4. 対象地域 
日本全国とする。 
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4-5. 研究の対象集団 
研究に参加する施設にて、初診日が 2000 年 1 月 1 日以降の聴神経腫瘍（シュワン細

胞腫）患者全員。手術実施症例、ガンマナイフ実施症例、無治療で経過観察中の症例の

いずれも含める。 

 
4-6. 症例の定義 

初診日が 2000 年 1 月 1 日以降の聴神経腫瘍（シュワン細胞腫）患者 

組織診断、または画像診断により確定した症例 

病名の告知が行われている症例 

同意書（インフォームド・コンセント）が得られた症例 

死亡者は、除外する。 

 
4-7. 症例の同定 
患者の重複については、解析前に氏名、生年月日、および住所により判別する。 

 
4-8. 対象の必要数 
携帯電話利用と同側の脳腫瘍発生のオッズ比が 2.0 の場合で、携帯電話を使用する耳

が左の者、右の者が同数、聴神経細胞腫（シュワン細胞腫）の場所が左の者、右の者が

同数の場合、有意水準 5％で有意になるためには症例数 136 例が必要になる。Inskip

ら[7]の研究によると、携帯電話を使用する耳の左右の割合は、左：右＝1：2 であった。

これを考慮すると必要症例数は 108 例となる。 

 本研究における解析対象患者は、聴神経腫瘍と診断される 5 年前の段階で、耳に自覚

症状がなく、携帯電話を使用している必要がある。また、解析では、携帯電話使用年数

により聴神経腫瘍の発生に変化があるかどうかの検討を行う予定である。これらを満た

すためには、有意差が得られる症例数以上の症例を集める必要がある。以上の点を考慮

し、本研究の目標症例数は 500 例とする。 

 
4-9. 施設の選定および研究参加施設 
金子ら[13]は、脳腫瘍全国登録データを用いることで、わが国における脳腫瘍罹患率

を推定している。1993 年における原発性脳腫瘍の推定罹患数は 16,877 例としている。

聴神経腫瘍（シュワン細胞腫）は、原発性脳腫瘍全体の約 10％を占めることを考慮す

ると年間 1,687 例発生していることになる。金子らは、聴神経腫瘍患者数は 1973 年か
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ら 1993 年にかけて直線的に増加していると報告しているが、2000 年以降も 1993 年と

同程度の罹患率であると仮定した場合、本研究の対象期間における患者数は少なくとも

10,000 例あると予想される。 

脳腫瘍全国登録によると聴神経腫瘍患者は、年間約 400 例が登録されている[14]。

2000 年以降も脳腫瘍全国登録に参加する施設にて同程度の患者が発生していると仮定

すると、2000 年 1 月 1 日以降の患者数は、2,400 例程度になる。 

以上より、本研究の対象期間である 2000 年 1 月 1 日以降のわが国における聴神経腫

瘍患者数は、本研究で収集するに耐えうる十分な症例があると考える。 

本研究では、脳腫瘍全国登録の集計結果より登録症例数の多い施設に対して、研究へ

の参加を呼びかける。また、本研究では、ガンマナイフを設置している施設に対しても

研究への参加を呼びかける。平成 17 年 10 月末現在での研究参加施設は、資料 1‐3 の

通りである。 

 
4-10. 情報の収集 
アンケート調査票は資料 3‐6 の通りである。アンケートによる質問項目は以下の通

りである。 

診断時の自覚症状 

携帯電話の使用歴（使用期間、通話回数、通話時間、使っている耳、ハンズフ

リー装置の利用） 

診断の１年前の自覚症状、通話回数、通話時間、使っている耳 

診断の５年前の自覚症状、通話回数、通話時間、使っている耳 

利き手 

研究結果の解釈の際に，結果の偏り（バイアス）の関与を考慮することができるよう

にするため，可能な範囲で，調査への参加を拒否した人の人数や拒否の理由を記録する。 

 
 臨床情報報告用紙は、資料 2‐9 の通りである。収集する項目は以下の通りである。 

 患者 ID（カルテ No.）、患者名、性別、生年月日、初診日 

初発症状：めまい、耳鳴り、難聴 

既往歴 

場所、大きさ、診断根拠、治療、手術日、組織型 
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4-11. データ解析 
解析の単位は以下の通りとする。 

性別、診断根拠、腫瘍の大きさ、組織型 

リスク因子として，以下を検討する。 

携帯電話の使用期間、使用回数、使用時間 

解析に際しての留意点は以下の通りである． 

多変量解析手法としては、ロジスティック回帰分析法を用いる。 

潜伏期間は、5 年および１年で解析する。 

 

 

5. 調査の具体的手順 
調査の流れは資料 1‐1、調査スケジュール表は資料 1‐2 に示す。調査の具体的手

順は以下のようになる。 

 
5-1. 準備段階 
① 事務局は、候補施設へ研究協力のお願い（資料 2‐1、 2‐2、 2‐3、 2‐4）を郵

送し、受諾を得た施設に対して以下の手続きを行う。 

 
5-2. 倫理審査 
② 施設は、本研究について施設の倫理審査を受ける。倫理審査の書類作成は事務局で

支援を行う。 

 
5-3. 同意の取得 
③ 施設から、対象患者へ調査協力のお願い（資料 3‐1、 3‐2、 3‐3、 3‐4）を郵

送する。送付書類の準備は事務局で行う。施設では宛名ラベルの貼付のみ行う。 

④ 患者は、施設へ署名した同意書（資料 3‐4）を郵送する。同意しない場合も郵送す

る。 

⑤ 施設は、事務局へ同意取得患者に関する情報（資料 2‐5、 2‐6）および同意書の

コピーを郵送する。 

 
5-4. アンケート調査の実施 
⑥ 事務局は、患者へ調査票（資料 3‐5, 3‐6）、同意書のコピー、および謝礼を郵送
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する。 

⑦ 患者は、事務局へ記入した調査票（資料 3‐6）を郵送する。 

 

 
5-5. 臨床情報の収集 
⑧ 事務局は、各施設へ臨床情報提供のお願い（資料 2‐７、2‐8、2‐9）を郵送する。 

⑨ 施設は、事務局へ記入した臨床情報報告用紙（資料 2‐9）を郵送する。 

 
5-6. 調査経費の支払い 
⑩ 事務局は、各施設に調査経費の支払いを行う。 

 

6. 倫理面での配慮 
研究に参加する施設は、本研究について、各施設における倫理審査委員会の審査を経

る必要がある。 

調査対象患者に対しては、施設より調査協力の依頼文書を送り、参加拒否の機会を設

けて、書面による同意（インフォームドコンセント）を得る。各患者に対して説明に使

用する説明書は資料 3‐1、 3‐2、 3‐3、 3‐4 の通りである。 

 

7. 検証調査（バリデーションスタディ） 
本研究と同時並行で、検証調査を行う。検証調査については、別に研究計画書を作成

して実施する。 

 

8. 成果の発表 
本研究の成果は，原著論文として学術雑誌に投稿する予定である。 

 

9. 調査協力謝金 
 調査へ協力いただいた患者には、3,000 円の図書券を配布する。 
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10. 調査経費の支払い 
同意取得 1 症例あたり 1 万円とする。支払いは、臨床情報の報告を受けた後に、事務

局から各施設に対して行う。 

 

11. 用語 
ケース・コントロール研究 

 ケース・コントロール研究とは、研究対象とする病気をもつ人の群（ケース）と、病

気をもたない人の群（コントロール）について、要因への曝露状況を比較し、曝露と疾

病発生の関連を明らかにする研究デザインである。 

 
ケース・オンリー研究 

 ケース・オンリー研究とは、研究対象とする病気をもつ人の群（ケース）のみについ

て、ケース内で要因への曝露状況を比較し、曝露と疾病発生の関連を明らかにする研究

デザインである。聴神経腫瘍など、両側臓器の一方で発生する病気に、この研究方法を

用いることができる。 

 
オッズ比 

 オッズ比とは 2 つのオッズの比のことである。オッズとは、ある事象が起こらない確

率に対する、ある事象が起こる確率の比である。 

 
病気と曝露の関係を以下の表に示した。 

+ -
病気 + a b

- c d

曝露

 

オッズ比（交差積比）は 、ad / bc で示される。 
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資料 1-1

調査の流れ 
 
 
 

④調査協力のお願い  

患者  
 

③倫理審査 施設 
⑤同意書の返送 

 

⑦調査のお願い 
 
 
 
 
 

①研究協力のお願い 
⑨臨床情報提供依頼 
⑪調査経費の支払い 

②研究への参加受諾 
⑥同意取得患者情報 
⑩臨床情報報告用紙 

⑧調査票の返送 

事務局(女子医大）  
 
 
準備段階 
① 事務局から候補施設へ、研究協力のお願いを送付 
② 施設から事務局へ、研究への参加受諾の連絡 
 
倫理審査 
③ 各施設で倫理審査の実施（書類の作成は事務局で支援する） 
 
同意の取得 
④ 各施設から患者へ、調査協力のお願いおよび同意書を送付 
（送付書類の準備は事務局で行う） 

⑤ 患者から施設へ、同意書の返送 
⑥ 施設から事務局へ、同意取得患者情報および同意書のコピーを送付 
 
アンケート調査の実施 
⑦ 事務局から患者へ、調査のお願い、調査票および同意書のコピーを送付 
⑧ 患者から事務局へ、調査票の返送 
 
臨床情報の収集 
⑨ 事務局から各施設へ、臨床情報提供のお願い送付 
⑩ 施設から事務局へ、臨床情報報告用紙の返送 
 
調査経費の支払い 
⑪ 事務局から各施設へ、調査経費の支払い 
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資料1-2

調査スケジュール表 
 
 

段 階 1 2 3 
 
患者 

 

  ⑤同意書の返送 

 
施設 

 

 ②研究への参加受諾 
③倫理審査 

④調査協力のお願い送付 
⑥同意取得患者情報送付 

 
事務局 
 

①研究協力のお願い送付   

 
 

段 階 4 5 6 
 
患者 

 

⑧調査票の返送   

 
施設 

 

 ⑩臨床情報の返送  

 
事務局 
 

⑦調査票の送付 ⑨臨床情報提供依頼の送付 ⑪調査経費の支払い 
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資料1‐3

研究参加施設一覧 
 

（倫理審査通過日順） 
 研究参加施設 所属部局 施設研究代表者 施設実務担当者

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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事務局 → 施設 資料 2‐1

平成  年  月  日 
[施設名］ [診療科名］ 
[職位］ [氏名］ 先生御机下 

健康と携帯電話利用の全国調査 
  研究代表者 山口直人 

（東京女子医科大学 衛生学公衆衛生学(2)教室 教授） 
yamaguch@research.twmu.ac.jp 

 
「健康と携帯電話利用の全国調査」への研究協力のお願い 

 
拝啓 時下、ますます清祥のこととお喜び申し上げます。私どもは、平成 12 年度より「都

市環境と脳腫瘍の症例対照研究」を多くの施設の先生方との共同研究で進めさせていただ

きました。この度は、これに続く研究として「健康と携帯電話利用の全国調査」を開始す

ることとなりました。 
 
この研究は、総務省が設置する生体電磁環境研究推進委員会・疫学調査分科会の下で行わ

れるものです。研究にあたっては、初診日が 2000 年 1 月 1 日以降の聴神経腫瘍（シュワン

細胞腫）患者のうち、できるだけ多くの方々にアンケートに答えていただくことが重要と

なります。つきましては、多くの脳腫瘍患者を受け入れ、治療に当たられている貴科にお

かれましても、ぜひ本研究の実施にご協力くださいますようお願い申し上げます。 
 
研究内容につきましては、同封資料に記しました。ご不明点の問い合わせ、直接説明が必

要な場合には下記まで連絡いただきますようお願いいたします。研究に参加いただける場

合にもまずは下記まで連絡いただければ幸いに存じます。本来、直接お伺いし、お願い申

し上げるところですが、まずは書面にて失礼いたします。 
ご多忙の折とは存じますが、何とぞご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

敬具 
 

本研究に関する連絡先 
「健康と携帯電話利用の全国調査」事務局 

担当：千田、佐藤 
電話：03-3353-8111 内線：22121 FAX：03-5269-7420 

電子メール：keitai@research.twmu.ac.jp 
〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 

東京女子医科大学 衛生学公衆衛生学(2)教室内 
 
 
 
 
同封資料：①研究概要 ②ご協力をおねがいしたい事項と手順 ③FAX 送信票 ④研究計画書 
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事務局 → 施設 資料 2‐2

研究概要 
 
「健康と携帯電話利用の全国調査」 
 
1. 研究の背景 
わが国における携帯電話の普及は、1979 年の自動車電話サービスから始まる。

1993 年にはデジタル方式の携帯電話が市場に出始め、1994 年には買い上げ制

度が開始されることにより急速に利用者数が増加している。2005 年 3 月末時点

の契約数は、8,699 万件になっている。 
 携帯電話利用と聴神経腫瘍（シュワン細胞腫）に関する疫学研究は、欧米か

ら 6 研究が報告されている。これらの研究では、携帯電話と聴神経腫瘍の関係

は、携帯電話の 10 年未満の使用ではリスクは上昇しないものの、長期利用によ

るリスクは今後も調査する必要があるとしている。 
 
2. 研究目的 

本研究は、携帯電話で通話する際に使用する耳（左右）と聴神経腫瘍（シ

ュワン細胞腫）の場所（左右）との関連を明らかにすることで、携帯電話の安

全性を確認することを目的とする。 
 
3. 研究方法 
3-1. 研究デザイン 

ケース・オンリー研究による。 
 
3-2. 研究期間 

各施設における倫理審査の修了後、直ちに情報収集を開始する。 
 
3-3. 調査方法 
  自記式アンケート調査法とする。施設から患者に対し調査協力のお願いを

郵送で行い、同意書を得た後、事務局から患者に自記式アンケート調査票を郵

送する。 
 
3-4. 対象地域 

日本全国とする。 
 
3-5. 研究の対象集団 

研究に参加する施設にて、初診日が 2000 年 1 月 1 日以降の聴神経腫瘍（シ

ュワン細胞腫）患者全員。手術実施症例、ガンマナイフ実施症例、無治療で経

過観察中の症例のいずれも含める。 
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3-6. 症例の定義 
初診日が 2000 年 1 月 1 日以降の聴神経腫瘍（シュワン細胞腫）患者。 
組織診断、または画像診断により確定した症例。 
病名の告知が行われている症例。 
同意書（インフォームド・コンセント）が得られた症例。 
死亡者は、除外する。 

 
3-7. 対象の必要数 

本研究の目標症例数は 500 例とする。 
 
3-8. 施設の選定および研究参加施設 

本研究では、脳腫瘍全国登録の集計結果より登録症例数の多い施設に対し

て、研究への参加を呼びかける。また、本研究では、ガンマナイフを設置して

いる施設に対しても研究への参加を呼びかける。 
 
3-9. 情報の収集 

アンケート調査票は、資料 3-6 の通りである。 
臨床情報報告用紙は、資料 2-9 の通りである。 

 
4. 調査の具体的手順 

調査の流れは資料 1-１、調査スケジュール表は資料 1-2 に示す。 
調査の手順は以下のようになる。 

①準備段階 
②倫理審査 

  ③同意の取得 
  ④アンケート調査の実施 
  ⑤臨床情報の収集 
  ⑥調査経費の支払い 
 
5. 倫理面での配慮 

研究に参加する施設は、本研究について、各施設における倫理審査委員会

の審査を経る必要がある。調査対象患者に対しては、施設より調査協力の依頼

文書を送り、参加拒否の機会を設けて、書面による同意（インフォームドコン

セント）を得る。 
 
6. 調査協力謝金と調査経費の支払い 
  調査へ協力いただいた患者には、3000 円の図書券を配布する。調査経費は、

同意取得 1 症例あたり 1 万円とする。支払いは、臨床情報の報告を受けた後に、

事務局から各施設に対して行う。 
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事務局 → 施設 資料2‐3

 
ご協力をお願いしたい事項と手順 
 
 
本研究における調査の流れおよび調査スケジュール表は、研究計画書の資料 1-1, 
1-2 に示しました。この中より、先生方にお願いしたい事項は、以下のようにな

ります。 
 
 
① 研究参加受諾の連絡（事務局あて） 

同封の FAX 送信票をお使い下さい。 
電子メールでの連絡でも構いません。 
 

② 倫理審査の実施（各施設にて） 
書類の作成は事務局で支援いたします。 
 

③ 調査協力のお願いの送付（患者あて） 
患者住所ラベル作成と、封筒への貼付をお願いします。 
送付書類の準備は、事務局で行います。 
 

④ 同意に関する情報の送付（事務局あて） 
患者より送られてきた同意書をまとめて、同意取得状況報告書、同意取

得患者一覧を作成ください。Excel 等の電子ファイルで作成されても結

構です。また、同意書のコピーを事務局までお送りください。 
 

⑤ 臨床情報報告用紙の送付（事務局あて） 
カルテより臨床情報報告用紙に必要項目を転記してください。Excel 等

の電子ファイルで作成されても結構です。 
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資料 2‐4

 
事務局 → 施設 → 事務局 

 

FAX送信票 
 
送信先：「健康と携帯電話利用の全国調査」事務局 行 

FAX：03-5269-7420 
 
 
送信元： 
 

施設名 
 

 
施設研究代表者名 

 

 
施設実務担当者名 

 

 
施設事務担当者名 

 

 
連絡先 

 
 
 
 

 
通信欄： 
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施設 → 事務局 資料 2－5

 
 
同意取得状況報告書 
 

年  月  日 
 

施設名 
 

  
施設研究 
代表者名 

 

 
施設実務 
担当者名 

 
 
 

 
施設事務 
担当者名 

 
 
 

 
 

 
協力のお願い

発送数 

 
 
          件 

 
同意書の 
回収数 

 
 
           件 

 
 
同意の状況 

 
1 に○ 

（承諾） 

 
 
    件 

 
2 に○ 

（承諾しない）

 
 
    件 

 
3 に○ 

（承諾しない） 

 
 
    件 

 
 
＊同意書のコピーを事務局までお送りください。 
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患者 ID 
（カルテ No.） 

 
氏名 

 
生年月日 

 
初診日 

 
住所 
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同意取得患者一覧 
 

年  月  日 
 

施設名 
 

資料2‐6

② 研究事務局に郵送する際には、同意書のコピーも同封してください。 
① Excel 等の電子ファイルで送っていただいても構いません。 

施設 → 事務局 
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事務局 → 施設 資料2‐7  
 

平成  年  月  日 
[施設名］ [診療科名］ 
[職位］ [氏名］ 先生御机下 

健康と携帯電話利用の全国調査 
  研究代表者 山口直人 

（東京女子医科大学 衛生学公衆衛生学(2)教室 教授） 
yamaguch@research.twmu.ac.jp 

 
 

臨床情報提供のお願い 
 
拝啓 時下、ますます清祥のこととお喜び申し上げます。健康と携帯電話利用の全国調査では大変お世

話になっています。先日お送りいただいた同意を得た患者情報に基づき、アンケート調査を実施しまし

た。別紙に患者一覧とご提供いただく臨床情報報告用紙をお送りします。お手数ですが、臨床情報を記

入の上、調査事務局まで返送いただきたくお願い申し上げます。ご多忙の折とは存じますが、何とぞご

高配のほどよろしくお願い申し上げます。 
 

なお、ご不明な点などありましたら、調査事務局まで電話、FAX、電子メールなどでお問い合わせくだ

さい。今後とも、よろしくお願い申しあげます。 
敬具 

 
 
 

本研究に関する連絡先 
「健康と携帯電話利用の全国調査」事務局 

担当：千田、佐藤 
電話：03-3353-8111 内線：22121 FAX：03-5269-7420 

電子メール：keitai@research.twmu.ac.jp 
〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 

東京女子医科大学 衛生学公衆衛生学(2)教室内 
 
 
 
 
 
 
 
 
同封資料：①患者一覧 ②臨床情報報告用紙 
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事務局 → 施設 資料 2‐8 

患者一覧 
 

年  月  日 
 

施設名 
 

施設研究 
代表者名 

 施設実務 
担当者名 

 

 
 

患者 ID（カルテ No.） 患者名 
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事務局 → 施設 → 事務局 

資料 2‐9 

臨床情報報告用紙 
 

年  月  日 
 

施設名 
 

施設研究 
代表者名 

 施設実務 
担当者名 

 

 
 
患者 ID（カルテ No.）  
患者名  
性別 1.男性  2.女性 
生年月日   年   月   日 
初診日    年   月   日 
初発症状：めまい 1.あり  2.なし 
初発症状：耳鳴り 1.あり  2.なし 
初発症状：難聴 1.あり  2.なし 
既往歴 1.初発  2.再発  3.不明 
場所 1.左   2.右 
大きさ     mm ×     mm 
診断根拠  1.手術所見  2.画像所見  3.その他（     ） 
治療  1.手術 2.ガンマナイフ 3.その他（    ） 4.なし 
手術日   年   月   日 
組織型 Antoni の分類 1.A 型 2.B 型 3.Mixed 4.悪性 5.その他 
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資料 3‐1  
 
 
 
施設 → 患者 

当院に受診いただいた患者様へ 
 

[施設名］ [診療科名］ 
[職位］ [氏名］ 

 
突然お手紙を差し上げますことをお許しください。その後お変わりないでしょうか。 
 
現在、私どもは、携帯電話の安全性を確認するための共同調査を進めております。この調

査は、全国の主な脳神経外科施設が共同で実施するものです。この調査では、私どもの病

院に受診いただいた患者様を対象に、自記式アンケート方式にて携帯電話の利用と病気の

症状についてお聞きしています。患者様には、全国規模で行われている本調査に是非とも

ご協力頂きたくお願い申し上げます。 
 
ご協力いただける場合には，別紙の「調査参加同意書」に必要事項をご記入の上、返信用

封筒にて当院までご返送ください。後日、アンケート調査票を調査事務局より郵送いたし

ます。また、アンケートにお答えいただいた方には薄謝ですが、図書券 3,000 円分をお送

りさせていただきます。 
 
なお、ご不明な点がごさいましたら、調査事務局まで電話、FAX、電子メールなどでお問

い合わせください。この調査が十分な成果を上げることができ、皆さまの生活環境がより

良くなることに役立ちますよう、ご協力を重ねてお願いいたします。 
 
最後に、本調査は、当施設における倫理審査委員会による承認を得て行っております。ま

た患者様の個人情報が、不適切に扱われることのないよう十分な体勢をとっていることを

申し添えます。 
 
 

調査に関する問い合わせ先 
「健康と携帯電話利用の全国調査」事務局 

担当：千田、佐藤 
電話：03-3353-8111 内線：22121 FAX：03-5269-7420 

電子メール：keitai@research.twmu.ac.jp 
〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 

東京女子医科大学 衛生学公衆衛生学(2)教室内 
 

 
同封資料：①調査説明書 ②個人情報の取扱い ③参加同意書 
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 施設 → 患者 資料 3‐2 

 
 
調査説明書 
 
 
本研究は以下の流れ図に従い行われています。 
 

①調査協力のお願い  

患者様 当院  
 ②同意書の返送 
 

④調査票の送付 
 

⑤調査票の返送 ③同意者の住所、氏名 
 
 
 

調査事務局  
 
 
本調査では、以下の内容をお聞きします。 

診断時の自覚症状 
携帯電話の利用歴（利用期間、通話回数、通話時間、使っている耳、ハンズフリー

装置の利用） 
診断１年前の自覚症状、通話回数、通話時間、使っている耳 
診断５年前の自覚症状、通話回数、通話時間、使っている耳 
利き手 

 
 
患者様にお願いしたい事項は、以下のようになります。 
② 同意書の返送（当院あて） 

同意書にボールペンでご記入下さい。記入後は同意書を返信用封筒に入れ、ポスト

に投函してください。切手を貼る必要はありません。 
同意しない場合も返送ください。 
 

⑤ 調査票の返送（調査事務局あて） 
調査事務局より調査票が送られてきます。調査票にボールペンでご記入下さい。記

入には約 10 分かかります。記入後は調査票を返信用封筒に入れ、ポストに投函し

てください。切手を貼る必要はありません。 
また図書券 3,000 円分を同封させていただきます。ご笑納ください。 
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施設 → 患者 
資料 3‐3 

調査に参加される患者様の「個人情報の取扱い」について 
 
 
本調査では、患者様が調査に参加される際に、以下の「個人情報の取扱い」に書かれた内

容について同意されたものとさせて頂きます。なお、この同意には、ご本人の意志で変更・

取り消しを求めることができることも含まれております。以下に、個人情報の取扱いに関

し、本調査が講じる措置について説明いたします。 
 
1. 個人情報の利用目的について 
患者様の個人情報は、ご本人の同意を得た場合のみ調査に用います。ご本人から同意し

ない旨のお申し出があれば、利用いたしません。 
 
2. 個人情報の安全管理について 
本調査では、管理組織を置き、個人情報が不正に利用されたり、紛失、改ざん、および

漏洩のないよう管理しております。個人情報を扱える者の制限、コンピュータシステム利

用者の制限、入力データの適正化、情報の保存などについても、安全な管理・運用をして

おります。 
 
3. 個人情報の開示について 
本調査では、収集した個人情報についてご本人に対して開示いたします。また、ご本人

の同意なく第三者には開示いたしません。 
 
4. 個人情報に不備あるときの措置 
本調査では、個人情報の適正な記録に努めておりますが、不備ある場合は訂正いたしま

す。また、ご本人に対して開示した情報に事実と異なる部分がある場合、ご本人はその訂

正を求めることができます。調査事務局は、指摘された内容を調査し、訂正の妥当性を公

正に判断し、その措置をご本人にお知らせいたします。 
 
5. 患者様の権利 
患者様には以下に掲げる権利があります。  

ご自身の個人情報を書面などで提供を求める権利があります。  
ご自身の個人情報の取扱いに不備がある場合は是正を求める権利があります。 
 
6. 調査結果の公表について 
調査の結果は、データを統計的に取扱い公表します。個人が特定されるような形での公

表は行いません。 
 
7. ご不明な点やお気付きの点があれば、下記までご連絡下さい。 
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お問い合わせ先 
「健康と携帯電話利用の全国調査」事務局 
担当：千田、佐藤 
電話：03-3353-8111 内線：22121 FAX：03-5269-7420 
電子メール：keitai@research.twmu.ac.jp 
〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 
東京女子医科大学 衛生学公衆衛生学(2)教室内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

同  意  書 
 

[   ]大学 

[   ]学 教授 [   ]殿 

 

私は、「健康と携帯電話利用の全国調査」について、文書による説明を読み、

調査の意義について理解いたしましたので、この調査に参加することに 

 
(どれか 1 つに○印を付けてください） 
 

1. 携帯電話を利用したことがあり、同意します。 

2. 携帯電話を利用したことはあるが、同意しません。 

3. 携帯電話をまったく利用したことがないので、同意しません。 
 
 

〈本人署名欄〉 

同意日：平成  年  月  日 

氏 名：                  

住 所：                  

施設 → 患者 → 施設 資料 3‐4 

 85



 86



 

 87

 
 
事務局 → 患者 資料 3‐5 

[患者さん名] 様へ 
 
 

「健康と携帯電話利用の全国調査」 
   事務局 

 
 
おかげんは、いかがですか。先日は、私どもの調査への参加に同意いただきありがとうご

ざいました。早速、アンケート調査票を送らせていただきます。 
 
アンケート調査票は、問 1 から順番にボールペンでお答えください。記入には約 10 分か

かる予定です。記入後は同封した返信用封筒に入れてポストに投函ください。切手を貼る

必要はありません。 
 
なお、ご不明な点などありましたら、調査事務局まで電話、FAX、電子メールなどでお問

い合わせください。 
 
なお、調査協力の御礼といたしまして、図書券 3,000 円分を同封させていただきます。ご

笑納ください。 
調査に協力いただきまして、重ねて御礼申し上げます。 
 
 
 
 
 

調査に関する問い合わせ先 
「健康と携帯電話利用の全国調査」事務局 

担当：千田、佐藤 
電話：03-3353-8111 内線：22121 FAX：03-5269-7420 

電子メール：keitai@research.twmu.ac.jp 
〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 

東京女子医科大学 衛生学公衆衛生学(2)教室内 
 
 
 
 
 
同封資料：①アンケート調査票 ②参加同意書のコピー 
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資料 3‐6

 事務局 → 患者 → 事務局

「健康と携帯電話利用の全国調査」アンケート調査票 

 
          様

 
 
【 ご記入にあたってのお願い。】 
回答は、問1から順に、□には✓印、        には数字または文字を記入してください。 
該当しない箇所は飛ばしてください。 
 
 
【Ⅰ はじめに現在の治療状況についてお伺いします。】 
 
問 1 現在、聴神経腫瘍で通院をしていますか。 

   1□通院している  2□通院していない→問 4 へ進んでください。 
 
問 2 通院している方は、どの頻度で通院をしていますか。 
                      週間に 1 度  ←どちらか 

                  ヶ月に 1 度   ←○をつけてください。 
 
問 3 通院している病院は、調査協力のお願いを送付した病院と同じところですか。 
 1□調査協力のお願いを送ってきた病院に通院  2□別の病院に通院 
 
 
【Ⅱ 聴神経腫瘍と診断された時についてお伺いします。】 
 
問 4 聴神経腫瘍と初めて診断されたのはいつですか？ 昭和 平成 
                           西暦                    年 
 
問 5 聴神経腫瘍と診断された時の耳の自覚症状についてお答えください。 
      左の耳  1□正常 2□聞こえにくい 3□聞こえない 

右の耳  1□正常 2□聞こえにくい 3□聞こえない 
 

 
→次ページにお進みください。

 89



 
【Ⅲ 携帯電話での通話（発信、受信の両方）についてお伺いします（PHS、家庭用コードレスフ

ォンは含みません）。】 
 
問 6 いままで定期的に携帯電話で通話をしたことがありますか？   1□はい  2□いいえ 

（定期的とは 6 ヶ月以上にわたって 1 週間に 1 回は通話することを意味します。） 
    → 「いいえ」を選んだ方、PHS のみ使用の方は、問 18 に進んでください。 
 
問 7 いつからいつまで携帯電話で通話をしていましたか？  
         昭和 平成            昭和 平成 
         西暦          年から  西暦          年まで 
                   （現在も通話している場合は 2006 年までと記入ください。） 
 
問 8 携帯電話を使い始めた時の 1 日当たりの平均通話回数、1 回当たりの平均通話時間をお答え

ください。 
                                   秒程度 ←どちらか 
           1 日      回程度      1 回     分程度 ← ○ 
 
問 9 携帯電話を使い始めた頃、携帯電話を使う場合どの割合で左右の耳を使っていましたか？ 
                                   

左    ％       右    ％     
                           →左右合計で１00％にして下さい。 
 
問 10 現在までに携帯電話を通常使う耳を変えたことはありますか？     1□ある 2□ない 

 
問 10-1 「ある」の方は、携帯電話を通常使う耳を変えた理由をご記入ください。 

  
    理由 
 
 
問 11 携帯電話で通話する際にハンズフリー装置（携帯電話を直接耳につけず、ヘッドフォンや 

イヤフォンで使用する装置）を利用したことがありますか？   1□はい  2□いいえ 
    

問 11-1「はい」の方は、いつからいつまでハンズフリー装置を使っていましたか。 
         昭和 平成            昭和 平成 
         西暦          年から  西暦          年まで 
 （現在も使用している場合は 2006 年までと記入ください。） 

 
問 11-2「はい」の方は、どのくらいの頻度で使用していましたか。 1□いつも  2□時々 

 
 
 
  →次ページにお進みください。
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【Ⅲ 聴神経腫瘍と診断される 1 年前（問 4 の診断日の 1 年前）についてお伺いします。】 

 
問 12 聴神経腫瘍と診断される 1 年前の耳の自覚症状についてお答えください。 

左の耳  1□正常 2□聞こえにくい 3□聞こえない 
右の耳  1□正常 2□聞こえにくい 3□聞こえない 

 
問 13 携帯電話（PHS、家庭用コードレスフォンは含みません）の 1 日当たりの平均通話回数、

1 回当たりの平均通話時間をお答えください。 
秒程度 ←どちらか 

1□使っていない  1 日      回程度  1 回      分程度 ← ○ 
 
問 14 携帯電話を使っていた方は、携帯電話を使う場合どの割合で左右の耳を使っていました

か？ 
          左    ％       右    ％     
                           →左右合計で１00％にして下さい。 
 

【Ⅳ 聴神経腫瘍と診断される 5 年前（問 4 の診断日の 5 年前）についてお伺いします。】 

 
問 15 聴神経腫瘍と診断される 5 年前の耳の自覚症状についてお答えください。 

左の耳  1□正常 2□聞こえにくい 3□聞こえない 
右の耳  1□正常 2□聞こえにくい 3□聞こえない 

 
問 16 携帯電話（PHS、家庭用コードレスフォンは含みません）の 1 日当たりの平均通話回数、1

回当たりの平均通話時間をお答えください。 
秒程度 ←どちらか 

1□使っていない  1 日      回程度  1 回      分程度 ← ○ 
 
問 17 携帯電話を使っていた方は、携帯電話を使う場合どの割合で左右の耳を使っていました

か？ 
          左    ％       右    ％     
                           →左右合計で１00％にして下さい。 
 
【Ⅴ 最後に、あなた自身についてお伺いします。】 
 
問 18 あなたの利き手はどちらですか？       1□左手  2□右手  3□両方 
 
ご協力ありがとうございました。返信用封筒に調査票を入れて、ポストへ投函ください。 
もし調査票に不明な点があった場合、電話にてお問い合わせをしてもよろしいでしょうか？ 
お問い合わせを承諾いただける方は、電話番号の記入をお願いします。 

 
電話番号 
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個人情報の取り扱いには十分注意します。 



1. 研究の背景 
（携帯電話普及の歴史） 

わが国における携帯電話の普及は、1979 年の自動車電話サービスから始まる。1993

年にはデジタル方式の携帯電話が市場に出始め、1994 年には買い上げ制度が開始され

ることにより急速に利用者数が増加している。2005 年 3 月末時点の契約数は、8,699

万件になっている[1]。普及率について観察すると、携帯電話（PHS を含む）の世帯普

及率は 1993 年の 3.2％から 2004 年には 91.1％になっており、約 10 年間で劇的に普及

したことがわかる[2]。 

 世界の携帯電話の普及率は、1994 年の段階では、スウェーデン、ノルウェー、フィ

ンランド、デンマークの北欧諸国、およびアメリカで高くなっている。1990 年代後半

には、香港、日本、韓国等、アジア諸国で急速に普及率を伸ばしている[3]。2004 年の

世界の携帯電話加入者数は 13.5 億件、普及率は 21％と推定されている[4]。 

 
（携帯電話と聴神経腫瘍） 

 携帯電話が通信で利用する周波数は、高周波領域である。この周波数は、電力密度が

大きい場合には、熱作用があることが知られている[5]。しかし DNA 障害作用は認めら

れておらず、生物学的には発がん作用はないものと考えられている[6]。 

 携帯電話使用と聴神経腫瘍（シュワン細胞腫）に関する疫学研究は、欧米から以下 6

研究が報告されている。 

Inskip らは[7]、2001 年にアメリカで、1994 年から 1998 年に診断された聴神経腫瘍

患者 96 名を含むケース・コントロール研究を行っている。この結果、携帯電話の利用

期間、利用回数のいずれもリスクの増加に影響していないと結論している。Muscat ら

は[8]、2002 年にアメリカで、1997 年から 1999 年に診断された聴神経腫瘍患者 90 名、

対照 86 名を対象としてケース・コントロール研究を行っている。この結果、携帯電話

の利用頻度、利用期間、累計利用時間のいずれもリスクの増加に影響していないと結論

している。Hardell らは[9]、2003 年にスウェーデンで、1997 年から 2000 年に診断さ

れた聴神経腫瘍患者 148 名を含むケース・コントロール研究を行っている。この結果、

アナログ携帯電話使用と聴神経腫瘍にオッズ比 4.4（95％信頼区間 2.1－9.2）が見られ

たものの、デジタル携帯電話使用と聴神経腫瘍のオッズ比は 1.4（95％信頼区間 0.8－

2.4）であったと報告している。Christensen らは[10]、2004 年にデンマークで、2000

年から 2002年に診断された聴神経腫瘍患者 106名とマッチさせた対照 212名に対して

ケース・コントロール研究を行っている。この結果、10 年未満の携帯電話使用に対し
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て 10 年以上の携帯電話使用でリスクは上昇しないこと、通常携帯電話を使う側で腫瘍

が多く発生している事実はないこと、腫瘍のサイズは携帯電話利用に関係していないこ

とを報告している。Lonn らは[11]、2004 年にスウェーデンで、1999 年から 2002 年に

診断された聴神経腫瘍患者 148 名と対照 604 名に対してケース・コントロール研究を

行っている。この結果、携帯電話利用 10 年以上で、オッズ比 1.9（95％信頼区間 0.9

－4.1）と上昇する傾向があり、携帯電話を使用する側と同側の腫瘍については、オッ

ズ比 3.9（95％信頼区間 1.6－9.5）を報告している。しかし全体では、オッズ比 1.0（95％

信頼区間 0.6－1.5）であったと報告している。これより短期間の携帯電話利用は、聴神

経腫瘍のリスクを上昇させないと結論付けている。Schoemaker らは[12]、2005 年に

デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンおよびイギリスで、1999 年か

ら 2004 年に診断された聴神経腫瘍患者 678 名と対照 3,553 名に対してケース・コント

ロール研究を行っている。この結果、携帯電話利用と聴神経腫瘍の関連は、オッズ比

0.9（95％信頼区間 0.7－1.1）と報告している。さらに、利用期間、利用時間、利用回

数、アナログ方式、デジタル方式について検討しても、関連はみられなかったと報告し

ている。10 年以上の携帯電話利用と携帯電話を使用する側と同側の腫瘍については、

オッズ比 1.8（95％信頼区間 1.1－3.1）を見出している。この研究では、携帯電話使用

が 10 年間未満ならば、明確なリスクの増加は見られないが、それ以上の使用や時間を

おいてからのリスクの増加については排除できないとしている。 

以上の報告より、携帯電話と聴神経腫瘍の関係は、現時点においては（つまり携帯電

話の 10 年未満の使用では）リスクは上昇しないものの、長期利用によるリスクは今後

も調査する必要があるということになる。 

 なお、わが国で携帯電話利用と聴神経腫瘍の関連性を検討した研究は、総務省電磁環

境研究推進委員会のもとで実施された「都市環境と脳腫瘍の症例対照研究（主任研究

者：山口直人）」のみであり、現在解析が実施されているところである。 

 
（研究の必要性） 

 以上のように、脳腫瘍、特に聴神経腫瘍の発症リスクが携帯電話利用によって変化す

るかどうかを疫学的手法で確認することは、携帯電話の安全性を確認する研究の中でき

わめて重要となっている。聴神経腫瘍の場合は、左右いずれかの部位に発生するという

側性を有することが特徴的であり、聴神経腫瘍の発生側と携帯電話をよく利用する側性

が一致するかどうかが研究の重要ポイントとなる。 

 これまでに実施された疫学調査はケース・コントロール研究であり、聴神経腫瘍を発
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症した患者（ケース）と発症していない者（コントロール）間で、過去の携帯電話利用

に違いがないかを評価する。また、本研究と平行して実施を計画している前記 3.1 項の

「健康と携帯電話利用の全国調査－聴神経腫瘍患者のケース・オンリー研究」では、聴

神経腫瘍患者のみを対象としてこの側性を分析するが、過去の携帯電話利用を分析する

点では同じである。 

 これらの調査で携帯電話利用を調べる際には、調査対象者本人の申告（インタビュー

や自記式質問票など）に頼らざるを得ないのが現状であり、特に携帯電話利用の左右差

については、本人の回答以外にこれを知る手だてはない。このような場合に、調査によ

って得られる情報の信頼性に関する妥当性評価がきわめて重要になる。調査で得られる

携帯電話利用の側性情報の妥当性に関しては想起バイアス（recall bias）と正確性

（accuracy）の２つの側面からの評価が必要である。想起バイアスとは、過去の事実を

想い起こして回答してもらう場合に、他の事実に影響されて回答が偏る可能性を指して

おり、聴神経腫瘍のケース・コントロール研究、ケース・オンリー研究では、聴神経腫

瘍の発生側を知っていることが、携帯電話利用の側性に関する回答に影響してしまう可

能性が問題となる。「そう言えば聴神経腫瘍の発生側でよく電話を使っていた気がする」

という印象を持つ場合である。回答の正確性とは、そもそも携帯電話利用側を回答する

場合、どの程度正確に事実を把握することができるかという問題であり、より正確に事

実を把握できる手法を確立することが携帯電話利用の疫学調査で不可欠となっている。 

 

2. 研究目的 
 本研究の目的は、携帯電話使用時に左右どちらの耳側を主として利用するかという情

報を本人の申告（インタビューや自記式質問票など）によって得た際に、その情報が実

際の使用側をどの程度正確に反映しているか、申告情報の正確性を検証し、携帯電話利

用の側性調査の妥当性を評価することである。 

 

3. 研究方法 
3.1. 研究デザイン 
 研究デザインは前向きコホート調査法を用いる。 

各対象者に対して、追跡調査開始時に質問票（別紙４）を用いて携帯電話利用側を中

心に携帯電話の利用状況をインタビュー調査する。その後、２週間の追跡調査期間中に、

対象者の携帯電話への電話インタビュー調査（１日１回）を行い、携帯電話を実際に左
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右どちらで使用しているかを実測する。追跡調査終了時点に、開始時とほぼ同一内容の

質問票（別紙６）による再調査（自記式による）を郵送で行う。調査開始時と終了時の

申告データと、追跡調査による実測データの一致度を統計的に分析して申告情報の正確

性を評価する。 

 
3.2. 調査対象 
 本研究の協力に同意した医療施設（以下、「研究協力施設」という。）に通院する患者、

その同伴者の中で携帯電話を日常利用する者を対象者候補とする。ただし、聴覚疾患の

ある者は除外する。対象者候補に対し、調査の目的、具体的方法等を文書を用いて説明

し、同意が得られた者 300 名を対象とする。 

 
3.3. 調査期間 
 各対象者の追跡調査期間は 2 週間とする。倫理審査等の手続きを完了次第、対象者候

補に対して研究参加の依頼を開始し、順次、追跡調査を実施する。目標対象者数（300

名）に達し次第、募集は終了し、最後の対象者の追跡調査終了時をもって調査期間の終

了とする。 

 
3.4. 調査手順 

① 研究協力施設の外来において、対象者候補（4.2 項参照）に調査目的、内容を文

書（別紙１）と口頭で説明し、承諾書（別紙２）による同意が得られた者を対

象者とする。 

② 同意が得られた対象者に対し、直ちに質問票（別紙４）を用いたインタビュー

調査を実施する。 

③ 追跡調査期間（2 週間）に調査員が対象者の携帯電話に通話し、質問要領（別紙

５）に基づいて側性調査と通話時間調査を行う。 

④ 2 週間後の調査終了時に質問票（別紙６）を郵送で送付し、記入後返送を依頼す

る。 

⑤ 質問票の回収で調査を完了する。 

 
3.5. 個人情報保護 

① 同意を取得する際に、対象者の氏名、住所、携帯電話番号を取得する。 

② 研究協力施設が保有する個人情報、臨床情報は一切取得しない。 
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③ 追跡調査期間中、対象者の個人情報は調査事務局（専用の１室）において、専

用保管庫に保管し、調査担当者のみがインタビュー調査時に使用する。個人情

報を事務局外に出すことはしない。 

④ 追跡調査終了後、直ちに取得データのすべてを連結不可能匿名化し、①の個人

情報のすべて、対象者個人整理番号を含めて破砕の上破棄する 

⑤ 調査担当者は、調査によって知り得た個人情報を口外しない旨、書面によって

誓約する。 

 

4. データ解析 
携帯電話使用の側性について、追跡調査開始時のインタビュー調査、追跡調査終了時

の自記式質問票調査を申告データとし、追跡調査中の対象者の携帯電話への電話インタ

ビュー調査による実測データとの一致率をカッパー係数等の統計指標で評価する。 

 

5. 倫理審査 
研究協力施設の倫理審査委員会の承認を得た上で研究を実施する。ただし、当該施設

に倫理審査委員会がない場合は、本研究の研究代表者の所属する東京女子医科大学倫理

委員会の承認を得た上で研究を実施する。 

 

6. 成果の発表 
本研究の成果は，原著論文として学術雑誌に投稿する予定である。 

 

7. 調査協力謝金 
 調査対象者には、額面 1,000 円の図書券カードを調査終了後送付する。 

 

8. 用語 
(1) ケース・コントロール研究 

 ケース・コントロール研究とは、研究対象とする病気をもつ人の群（ケース）と、病

気をもたない人の群（コントロール）を観察的疫学研究方法で、要因へのばく露状況を

比較するものである。 
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(2) ケース・オンリー研究 

 ケース・オンリー研究とは、研究対象とする病気をもつ人の群（ケース）のみで要因

へのばく露状況を比較する方法であり、病気をもたない人の群（コントロール）を用い

ない研究方法である。聴神経腫瘍など、両側臓器の一方で発生する病気でこの研究方法

を用いることができる。 

 
(3) オッズ比 

 オッズ比とは 2 つのオッズの比のことである。オッズとは、ある出来事が発生しない

確率に対する発生する確率の比のことである。病気とばく露の関係を以下の表に示す。 

 

+ -
病気 + a b

- c d

曝露

 

 
オッズ比（交差積比）は ad / bc で示される。 

 
(4) 想起バイアス 

被験者の記憶が不正確で回答に誤りがある場合を想起バイアス（ recall bias ）いう。 

 
(5) 一致率（カッパ係数） 

 コーエン（Kohen,1960）のカッパー係数。値（k）が１に近いほど一致していること

を表し、ｋ＝１になった場合は完全な一致となる。ｋが 0.81～1.00 の間にあればほぼ

完全な一致、0.61～0.80 の間にあれば実質的に一致しているとみなされる。 
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別紙 1

 
 

調査へのご協力のお願い 

健康と携帯電話利用の全国調査 

携帯電話利用の側性調査の妥当性評価 
 

研究代表者 
総務省生体電磁環境研究推進委員会 
疫学調査分科会 
主査 山口直人 
東京女子医科大学 
衛生学公衆衛生学第二講座 主任教授 

 
１．調査の概要について 
わが国における携帯電話の普及はめざましく、世帯普及率は 1993 年の 3％か

ら 2004 年には 90％以上になっており、約 10 年間で劇的に普及しました。これ

を受けて総務省では、生体電磁環境研究推進委員会を設置して、携帯電話等で

用いられる電波の安全性を確認するための研究を推進しています。本調査は、

生体電磁環境研究推進委員会疫学調査分科会（主査：山口直人）が推進する疫

学調査の一つです。 
 疫学調査では携帯電話の利用のしかたをインタビュー等のアンケートで調べ

ます。その際に携帯電話を何分くらい使うか（平均利用時間）、左右どちらの耳

で使うか（「側性」と言います）などの利用状況は重要な情報です。しかし、平

均何分使うかという回答は記憶に頼らざるを得ませんし、「右」あるいは「左」

と回答した場合でも、日常生活の状況、例えば、歩いている、本を見ている、

ものを書いているなど、そのときの状況によって変わります。そこで、本調査

では、至誠会第二病院に通院している患者様、あるいは同伴者の中で携帯電話

を日常利用している方に調査へのご協力をお願いしています。調査では、携帯

電話利用に関するアンケートにご回答頂き、その後、実際の利用状況を電話で

ご回答頂いて、２つの回答を比較することを目的としています。 
本調査の内容は、総務省生体電磁環境研究推進委員会の個人情報保護分科会

において、個人情報保護面での監査を受けます。また、研究代表者（山口直人）

の所属する東京女子医科大学倫理委員会の承認を受けました。 
 本説明書を用いて担当者がご説明いたしますので、調査の主旨をご理解頂き、

調査へのご協力を賜りますようお願いいたします。 
 
 

 103



２．調査の手順について 
① 本調査の主旨に同意頂いた方には、同意書をご提出頂きます。その際に、あ

なたのご氏名、ご住所、携帯電話番号をご提出頂きます。 
② 同意頂いた方には直ちに、質問票（別紙４）を用いた簡単なインタビュー調

査で携帯電話利用についてのアンケートにお答え頂きます。 
③ その後、２週間の間に毎日１回、皆様の携帯電話にお電話をおかけします。

その際にお聞きする内容は、携帯電話の利用回数、１回何分程度使用したか、

携帯電話を実際に左右どちらで使用しているかで、３分以内で終了するもの

です。電話に出にくい状況の時は無理に出なくても構いません。 
④ 調査を終えた２週間後に、簡単なアンケート（別紙６）を郵送でお送りしま

す。アンケートは５分以内で完了する簡単なものです。 
 
３．本調査における個人情報保護について 

本調査では、調査を実施するために、あなたのご氏名、ご住所、携帯電話

番号をご提供頂きます。これらの個人情報については、以下のように最大限

の注意を払って取り扱いいたします。 
 
① 本調査にご参加頂いたかどうかを含めて、本調査に関連する情報は一切、

至誠会第二病院に提供することはありません。 
② 至誠会第二病院が保有するあなたの個人情報、臨床情報は一切取得いたし

ません。 
③ 調査期間中は、あなたのすべての個人情報は、調査事務局（東京女子医科

大学衛生学公衆衛生学第二講座内の専用室）において、専用保管庫に保管

し、調査担当者のみが使用します。あなたの個人情報を事務局外に出すこ

とはありません。 
④ 追跡調査終了後は、直ちにデータからあなたの個人情報を削除し（連結不

可能匿名化と言います）、あなたの個人情報のすべてを破砕の上、破棄し

ます。その際には調査期間中に使用する「対象者個人整理番号」も破棄し

ます。 
⑤ 調査結果の公表は統計解析結果のみで、個人を何らかの方法で特定できる

可能性は全くありません。 
⑥ 本調査の担当者は、調査によって知り得た個人情報を口外しない旨、書面

によって誓約し、個人情報管理に万全を期します。 
 
４．本調査へ参加に伴う予想される不利益について 
 本調査へのご参加は、あなたの完全な自由意志によります。至誠会第二病院

における診療には全く影響しません。また、調査途上いつでも参加を取りやめ

てくださって構いませんし、そのことであなたが不利益を受けることは一切あ

りません。 
 また、本調査にご参加頂くことによる不利益はありません。本調査にご協力
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頂いたことで、あなたに他の調査への依頼がなされることはありません。 
 
４. ご協力頂いた場合の謝金について 
 薄謝で恐縮ですが、1,000 円の図書券カードを調査終了後にお送りいたします。 
 
５．本調査に関するご質問・問い合わせについて 
 調査期間中あるいは終了後、いつでも本調査に関するご質問、問い

合わせがある場合には以下の事務局にご連絡ください。なお、調査終

了後には、あなたを特定できる個人情報は保管されていませんので、

個別の質問にはお答えできないことを予めご了承ください。 
 
調査事務局 

東京女子医科大学衛生学公衆衛生学第二講座内 
「健康と携帯電話利用の全国調査」事務局 

調査事務局責任者 清水 悟  
事務員 千田恵理 

 平成 18 年１月 23 日 
東京女子医科大学 

衛生学公衆衛生学第二講座 
主任教授 山口 直人 

 105



 106



別紙 2

対象者募集時に掲示するポスター 
 

携帯電話に関する調査にご協力ください 
 

「携帯電話を左右どちらの耳にあてるか？」という

ことを調べています。 

 

①質問にお答えください。 

携帯電話の利用状況を調べる調査です。（１分程

度） 

 
②あなたの携帯電話に電話します。（２週間、毎日１

回） 

携帯電話を使っておたずねします。質問にお答

えください。（１分程度） 

 

③最後にアンケートをお送りします。アンケートに

お答えください。（１２項目の質問、解答時間１

分程度） 

 
④アンケートを返送してください。 
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（対象者個人整理番号：     ） 

 

同 意 書 
 

東京女子医科大学衛生学公衆衛生学第二講座 

主任教授 山口 直人 殿 
 

私は「健康と携帯電話利用の全国調査 携帯電話利用の側性調査の

妥当性評価」について、研究分担者より説明を受け、研究の意義に

ついて理解いたしましたので、この研究に参加することに同意いた

します。 

＜本人署名欄＞ 

同意日：平成  年  月  日 

氏 名：                  

住 所：                    

携 帯 電 話 番 号 ：       

 

＜説明担当者＞ 

同意日：平成  年  月  日 

職 名：                  

氏 名：                 

別紙 3
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別紙 4

 
（対象者個人整理番号：     ） 

 

携帯電話使用に関するインタビュー調査質問票（追跡調査開始時） 
 
性別をお答えください    □女性  □男性 
年齢をお答えください  □20 歳代 □30 歳代 □40 歳代 
    □50 歳代 □60 歳代 □70 歳以上 
職業は？ □常勤職 □自営業 □学生  □その他 
 
質問１．あなたの利き手は左右どちらですか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問２．あなたは手紙を書くとき、どちらの手を使いますか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問３．あなたはボールを投げるとき、どちらの手を使いますか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問４．あなたはハサミを使うとき、どちらの手を使いますか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問５．あなたは針に糸を通すとき、どちらの手に糸を持ちますか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問６．トランプのカードを配るとき、どちらの手を使いますか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問７．あなたは歯をみがくとき、どちらの手を使いますか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問８．あなたはビンの栓を抜くとき、どちらの手を使いますか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問９．あなたは携帯電話を「かける」時、左右どちらの耳に携帯電話をあて 

て、聞きますか？ 
     □ 左耳  □ 右耳 
質問 10．あなたは携帯電話を「受ける」時、左右どちらの耳に携帯電話をあて

て聞きますか？ 
     □ 左耳  □ 右耳 
質問 11．携帯電話を使い始めてから何年になりますか？  □□年 
 
質問 12．携帯電話を日頃、よく使いますか？ 
   □ よく使う □ ふつう □あまり使わない 
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別紙 5
 

 
 

 

携帯電話へのインタビュー 
 
質問１ 本人確認（氏名による） 
 
質問２ 現在の状況 
 以下の中から選んでもらう 

① 立っている、歩いている 
② 座っている（本を読む、テレビを見るなど） 
③ ものを書いている 
④ 車内（自動車、電車など） 
⑤ 寝ている 

 
質問３ 「いま、どちらの耳で聞いていますか？」    □左耳 □右耳 
 
質問４ 「２時間以内の携帯電話利用についてお聞きします」 
４－１ 「２時間以内に何回電話を使いましたか（通話のみ）？」 

 
発信    回、着信    回 

 
４－２ １回の通話時間は何分くらいでしたか？ 
        
       平均       分くらい 
       長いとき     分くらい 
       短いとき     分くらい 

 113



 114



別紙 6

 
（対象者個人整理番号：     ） 

 

携帯電話使用に関するアンケート（終了時） 
 
追跡調査へのご協力有り難うございました。 
最後に、再度、あなたの携帯電話利用について確認をさせて頂きます。 
ご回答頂いた上で同封の返信用封筒でご返送ください。 
 
質問１．あなたの利き手は左右どちらですか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問２．あなたは手紙を書くとき、どちらの手を使いますか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問３．あなたはボールを投げるとき、どちらの手を使いますか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問４．あなたはハサミを使うとき、どちらの手を使いますか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問５．あなたは針に糸を通すとき、どちらの手に糸を持ちますか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問６．トランプのカードを配るとき、どちらの手を使いますか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問７．あなたは歯をみがくとき、どちらの手を使いますか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問８．あなたはビンの栓を抜くとき、どちらの手を使いますか？ 
    □ 左  □ 右  □ 左右両方 
質問９．あなたは携帯電話を「かける」時、左右どちらの耳に携帯電話をあて 

て、聞きますか？ 
     □ 左耳  □ 右耳 
質問 10．あなたは携帯電話を「受ける」時、左右どちらの耳に携帯電話をあて

て聞きますか？ 
     □ 左耳  □ 右耳 
質問 11．携帯電話を使い始めてから何年になりますか？  □□年 
 
質問 12．携帯電話を日頃、よく使いますか？ 
   □ よく使う □ ふつう □あまり使わない 
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1. 要旨 
1990 年ごろから世界各国で携帯電話の普及が急速に進み、わが国でも 2003 年には、

30 歳代で約 95%、各年齢層の平均普及率でも約 65%となっている。高周波電磁波のう

ち携帯電話が使用している波長は、約 30cm と長く、X 線・γ線などの電離放射線と比

べると電磁波のエネルギーは小さい。しかし、携帯電話を側頭部に直接当てて使用する

ため脳腫瘍との関連が懸念され、その罹患率の低さから症例対照研究の報告が多く

[1,2,3]、特に聴神経腫瘍のオッズ比が 1.5 から 4.0 の報告がある[4,5]。一般に、症例対

照研究は、短い期間でオッズ比が求められるが、対照群の選出の難しさに加えて、過去

のばく露情報の収集が困難、情報バイアスが大きい、などの短所も多い。このような問

題点を克服するためにはコホート研究が必要となるが、聴神経腫瘍のように罹患率の低

い疾患で、費用、期間から見て実行可能なコホート研究は立案可能なのであろうか。わ

れわれは、聴神経腫瘍と携帯電話使用に関するコホート研究を実施するうえでの問題点

を、ばく露評価、アウトカム評価、サンプルサイズから検討し、実施可能性につき考察

した。 

 
2. 緒言 

1990 年ごろから世界各国で携帯電話の普及が急速に進み、わが国でも 2005 年には、

30 歳代で約 95%、各年齢層の平均普及率でも 2004 年 57%から 2005 年 65％と増加が

続いている[1]。高周波電磁波のうち携帯電話が使っている波長は、約 30cm と長く、X

線・γ線などの電離放射線と比べると電磁波のエネルギーは小さい。しかし、携帯電話

を側頭部に直接当てて使用するため脳腫瘍との関連が懸念され、その罹患率の低さから

症例対照研究の報告が多い。髄膜腫、神経膠腫などの関連はないとする報告が多い

[2,3,4]が、神経膠腫の odds 比が 2.1（95% confidential interval(CI) 1.3, 3.4）との報

告もある[5]。良性の聴神経腫瘍に関しては、相関（odds 比 3.5: 95%CI 1.8, 6.8）[6]

を認めるものから、相関を認めないもの[7]まで一定していない。 

携帯電話と健康についてのコホート研究と言われているものには、米国とデンマーク

の 2 つがある。Dreyer らは、携帯電話加入者(n＝226,000)と死亡を照合し、全死亡 408

人のうちhanded typeと non-handed typeに死亡リスクに差が無かったとしている[8]。

携帯電話利用者（n=420,000）を地域がん登録と照合し、脳神経系腫瘍の超過死亡がな

かったと報告している[9]。しかしながら、両者とも携帯電話の契約情報とアウトカム

情報を照合しているだけであり、純粋なコホート研究とはいいがたい。われわれは、

population-based にて前向き･後ろ向きコホート研究の実行可能性を検討し、さらに、
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high risk group としての職域におけるコホート研究についても考察した。 

 
3. ばく露評価 
電磁波の生体への影響は、①神経･筋への刺激作用、②熱作用、③細胞レベルでの作

用がある。携帯電話周波数（800-2200MHz）では、熱作用が中心であり、定量的な指

標は、単位組織あたりの吸収電力（Specific Absorption Rate;SAR）である[10]。防護

指針[11]にのっとり、わが国の携帯電話の SAR は 2.0W/Kg 以下の規格であり、この範

囲であれば、365 日 24 時間使用しても、熱作用に関しては問題ないと考えられている

（安全率 50 倍）。  近年、携帯電話が急速に普及しているが、平成 15 年度でその

通話回数は 1 日 1.8 回 (図 1)、1 回の通話時間は約 3 分(図 2)[11]と携帯電話からのばく

露時間は非常に短い。SAR の実測は煩雑で疫学研究に組み込むのは、費用の面からも

難しいが、通話時間・機種・アンテナなどの因子と SAR の相関についてはパイロット

的に妥当性を検討しておく必要がある。 

 現在、長期ばく露における③細胞レベルの作用についてはデータが十分ではなく、突

然変異・行動学習・免疫系に対する影響についても更なる検討が必要である。 

 
4. アウトカム評価 
 携帯電話の脳腫瘍に対するリスクは認めないという報告が多い[2,3,4]が、聴神経腫瘍

に関しては、アナログ式で odds 比 2.9: 95%CI 2.0, 4.3）[13]など有意な報告もある。

また、聴神経腫瘍については、シュワン細胞腫、前庭神経鞘腫、小脳橋脚部腫瘍等異な

った名称で記載されることがあり、さらに、その定義も厳密には同一でないので注意が

必要である。 

わが国では、全国規模のがん登録制度がないため、脳腫瘍の発生頻度は地域がん登録

から推定され、1985 年を基準とした年齢調整罹患率は、1998 年で男 2.9 人、女 2.3 人

である[14]。金子ら[15]の報告によれば、1975 年に人口 10 万人あたり男 5.8 人、女 5.0

人であった原発性脳腫瘍は、1987 年には男 12 人、女 12.8 人に増加している。この増

加傾向は、1980 年代の後半で止まっており、脳腫瘍の診断機器、特に CT スキャンの

普及によるものと考えられている[16]。良性脳腫瘍に関しては、1990 年以降も増加が

続いており(男＜女)、シュワン細胞腫は 1992 年で男 1.3 人、女 1.6 人と推定されてい

る[15]。この増加は、わが国における MRI の普及により、無症候性、または軽症の良

性脳腫瘍が偶然に発見される機会が増えたのではないかとわれわれは考えている。これ

らの影響を加味しても脳腫瘍が増加しているとする報告もあり[17]、今後の検討が必要
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である。 

 
5. スタディ デザイン 
(１) population-based･後ろ向きコホート研究 

過去の SAR は測定できないが、前向きに観察する必要がないので、正確なばく露情

報さえ入手できれば実行可能性が高いデザインである。症例対照研究で問題となってい

る、携帯電話の使用履歴に関する思い出しバイアスを軽減するために、携帯電話会社か

ら料金や通話時間に関する情報を過去数年分入手する必要があるが、現状では 3 ヶ月分

しか電話会社には保管されず、かつ個人情報保護法により入手が非常に困難である。 

(２) population-based・前向きコホート研究 

ベースラインからばく露情報、アウトカムの発生を経時的に評価できるので、理想的

なデザインであるが、聴神経腫瘍の罹患率が人口 10 万対 1 とすると、莫大なサンプル

サイズが必要である。表 2 に 10 年間前向きに観察するとしてサンプルサイズの計算結

果を示す（α＝0.05、1-β＝0.8）。RR=2 とすると、高危険群と低危険群の割合を 1 対

1 としても、総数で約 370 万人、より現実的な RR=1.5 に設定すると、1 千万人以上と

なり、物理的にこれらのコホート集団を 10 年間追跡することは不可能である。 

(３）high risk group・前向きコホート研究   

一般住民の携帯電話によるばく露は小さいので、電磁波の健康被害に量－反応関係が

成立すると仮定し、携帯電話 heavy user の職域で前向きコホートを設定すると、多く

のアウトカムが発生する可能性がある。Morgan ら[18]は、モトローラ（無線通信機器

メーカー）の従業員の主な死亡原因調査にて、高ばく露群でも、脳腫瘍・白血病、リン

パ腫等のリスクの上昇はなかったと報告、近年は有意な報告はない。 

 
6. 考察 
携帯電話と脳腫瘍に関して、現在報告されている症例対照研究を中心としたメタアナ

リシスからは、ばく露と因果関係に関する現在の証拠は弱く説得力はない[19]と考えら

れている。しかし、いずれの研究も情報バイアス、対照群の選定、ばく露の評価方法等

の問題点も指摘されており、適正なばく露評価を伴ったコホート研究による証明が期待

されている。しかし、脳腫瘍、とくに聴神経腫瘍の罹患率の低さと、低レベルのばく露

量より、膨大なサンプルサイズが必要となり、また、腫瘍の latency period として少な

くとも 10 年の追跡が必要で、一般住民を対象としたコホート研究の実施可能性は非常

に低い。むしろ、heavy user を対象とした職域のコホートの方が現実的といえよう。
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また、視点を変えて、都道府県別のがん登録と携帯電話の通話を比較した ecological 

study も参考になるだろう。 

 
7. 結論 
携帯電話と脳腫瘍、特に聴神経腫瘍の関連について前向きコホート研究は、研究デザ

インとして理想的だが、現段階では電磁波のばく露評価法、想定される健康被害のメカ

ニズムが明確でないため、莫大なサンプルサイズを 10 年間観察する費用、遷延する社

会不安を 10 年間抱え続ける負担をもつべきではないと考えられる。 
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（総務省 通信利用動向調査より） 

図 1 個人携帯電話利用率 
 
 
 

 
（テレコムデータブック 2005（TCA 編）より） 

図 2 １加入あたり一日通話回数 
 
 
 

 
（テレコムデータブック 2005（TCA 編）より） 

図 3 １加入あたり 1 回通話時間 
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表１ 100kHz～10GHz の SAR 限度値(11) 
 

全身 SAR(W/kg)  局所 SAR(W/kg)  
頭部と体幹 四肢  

      職業人     0.4      10    20  
      一般人     0.08      2     4  
 
 
 

表 2 サンプルサイズの計算 
 
  ➣ 聴神経腫瘍に対する RR=2.0 とした場合 

高危険群/低危険群 7:3 3:2 1:1 
α 0.05 0.05 0.05 

1-β 0.8 0.8 0.8 
one-sided 低危険群症例数 138 万 158 万 185 万 
       高危険群症

例数 318 万 237 万 185 万 
       症例総数 456 万 395 万 370 万 

 
  ➣ 聴神経腫瘍に対する RR=1.5 とした場合 

    高危険群/低危険群 7:3 3:2 1:1 
α 0.05 0.05 0.05 

1-β 0.8 0.8 0.8 
one-sided 低危険群症例数 454 万 522 万 618 万 
       高危険群症

例数 1045 万 782 万 618 万 
       症例総数 1499 万 1304 万 1236 万 
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1. 要旨 

携帯電話の基地局は、低出力の多チャンネル双方向無線機器で、周波数は 800 から

2200MHz の無線周波エネルギーが発生するが、エネルギーは非常に小さく熱作用によ

る健康影響が出ることはないといわれている。1990 年ごろから携帯電話の普及が急速

に進み、わが国でも 2003 年には、30 歳代で約 95%各年齢層全体の平均普及率でも約

65%となっている。それに伴い、基地局数も 2005 年には全国で 10,426 設置されてお

り、今後新たな携帯電話会社の参入、新規周波数の割り当てによりその数はさらに増加

することが見込まれている。総務省の携帯電話基地局の電界強度測定によれば、アンテ

ナ近傍を除いては計算値と実測値は近い値を示し、基地局から 300 から 550ｍの約

100dBμV／m をピークにそれより近傍は約 90 dBμV／m、それより遠位はアンテナ

から 1100ｍで 60 dBμV／m まで減衰、ガイドラインの 1％以下であった。また、市街

と郊外において明確な差異は指摘できず、各基地局とも近傍から遠方まで一様な強度を

保つように配置されていた。ばく露評価としてはほかの高周波発生源と区別することが

できず、かつばく露量はごく低レベルであり、想定されるアウトカムとその機序がわか

らない現状では前向きコホート研究・症例対照研究ともに設定することは難しいと考え

られた。われわれは、携帯電話基地局と健康影響に関する疫学研究を実施するうえでの

問題点を、ばく露評価とアウトカム評価の面から検討し、実施可能性につき考察した。 

                                                  
2. 緒言 

携帯電話の基地局は低出力の多チャンネル双方向無線機器で、携帯電話端末は低出力

の単一チャンネル双方向無線機器であり、無線周波エネルギー（Radio frequency; RF）

が発生する。一般に、これら携帯電話の基地局アンテナからの RF は非電離でエネルギ

ーは非常に小さく、アンテナから遠ざかるにつれ急激に減弱することから、基地局に近

づき過ぎない限り健康影響を生ずることはないと考えられている[1,2]。 

世界の先進諸国と同様に、1990 年ごろからの携帯電話の急速な普及に伴い基地局数

も増加し、2005年には全国で10,426設置されており、今後新たな携帯電話会社の参入、

新規周波数の割り当てによりその数はさらに増加することが見込まれている[2]。基地

局から発生する RF は、携帯電話本体よりもさらに低エネルギーではあるが、複数の基

地局からのRFに本人の自覚のないまま長時間曝されるという意味で周辺住民の関心は

高い。われわれは、基地局から発生する低レベル RF の長期間ばく露による周辺住民に

対する健康影響について、疫学的に検討するデザインの実行可能性について検討した。 
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3. 方法と研究 

(1) 基地局の電磁界 

わが国の携帯電話とその基地局には 800～2200MHz の周波数が使われており、周波

数によって RF エネルギーが異なるが、生体に吸収されると携帯電話の周波数の範囲で

は、周波数の違いは問題なくなる。RF エネルギーの生体影響は熱作用でエネルギー吸

収率（specific absorption rate; SAR）に比例し、一般にばく露時間は影響しないとい

われている[2]。通話方式の違いによる生体影響については未だ検討中であり、かつて

のアナログ式利用者、或いは第2世代（時分割多元接続；TDMA；Time Division Multiple 

Access）の方が第 3 世代（符号分割多重接続;CDMA；Code Division Multiple Access）

よりも生体影響が大きい可能性も示唆されている。 

国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）[5] 

のガイドラインに準じたわが国の電波防護指針[11]によると公衆のばく露基準（図 1）

は、比較的短時間 (約 30 分)の平均の電力密度で表され、800MHz で 0.40mW/c ㎡であ

り、2000MHz で 0.90mW/c ㎡となっている。これは一般的な基地局周辺で観測される

RF のおよそ 1 万分の 1 に設定されているため、多数の基地局がある場合その合計電力

となっても、問題となる可能性は少ないと考えられている[5]。  

 
(2) 基地局電界強度の測定 

 Petersen et al [7]らの携帯電話基地局周辺の電力密度の測定によると、地表での最大

の電力密度は 0.002mW/c ㎡、最大値はタワー基底部から 20～80m であった。タワー

基底部から 100m 以内では、平均の電力密度は 0.001mW/c ㎡以下で ICNIRP の基準の

1％よりも小さいと報告している。その他、各国で基地局周辺の電界強度が測定されて

いるが、いずれもガイドラインの百分の 1 から 1 万分の 1 の低値で問題ないと結論さ

れており(図 2)[7]、予防防護の観点から自主規制としてさらに低い値を設定している都

市もある。 

総務省では、2006 年 2 月、さまざまな環境下にある携帯電話基地局における電界強

度を測定し、電波防護のための基準へ適合するか検討した（personal communication）。

郊外 5 箇所、市街地 5 箇所の中から選定された基地局(コリニアアンテナ)の指向方向に

沿って一定間隔の固定点を 100 点程度測定した。測定場所の選定基準は、基地局から

直線で１ｋｍ程度延長できる広い道路（可能な限り測定方向にメインビームが向いてい

る）があり、測定台車が通行でき交通に支障がない地点を選んだ（表 1）。このうちの

最大値での垂直方向測定を地上 10cm から 200cm まで行い最大値を決定した。また各

基地局直下の 5 点も測定した。測定周波数は、携帯電話専用の 800MHz 帯、1.5GHz
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帯及び２GHz 帯とし、計算値(8)と実測値を比較した。図 3 に、ある郊外基地局の

800MHz 帯の実測値を示す。アンテナ指向性の影響を受けるアンテナ近傍を除いて計

算値と実測値は近い値を示し、反射係数を考慮することで推定が可能と考えられた。そ

の実測値は、基地局から 300 から 550ｍの約 100dBμV／m（電界強度の単位、１ｍの

高さの標準アンテナが１μVの電圧を検出する電波の強さを 0dB とした電界強度単位）

をピークにそれより近傍は約 90 dBμV／m、それより遠位はアンテナから 1100ｍで

60 dBμV／m まで減衰した。 

図 4 に、（A）800MHz、（B）1500MHz、（C）2000MHz の周波数毎の測定結果

を郊外と市街で比較したグラフを示す。今回の結果からは、市街と郊外において明確な

差異は指摘できず、各基地局とも近傍から遠方まで一様な強度を保つように配置されて

いた。今回、データは示さないが、アンテナ直下は全体として低かった。 

 
(3) アウトカム 

 
a) 腫瘍 

症例対照研究にて携帯電話端末と脳腫瘍に関係はないという報告が多い[9,10,11]

が、基地局と脳腫瘍、白血病、その他の悪性腫瘍との関連を検討した論文はない。 

 
b) 頭痛 

1998 年に、Frey [12]が携帯電話は頭痛を生ずるという事例証拠を報告して以来、

いくつかの報告がある[13,14]。 

 
c) 生理行動 

血圧に影響がない[15]、注意力が向上[16,17]、聴力に影響がない[18]、睡眠に影響

がない[19]などほとんどの報告は人体への健康影響はないとしている。電磁過敏症に

ついては、RF が症状を誘発すると主張する論文[20]もあるが、過敏症を誘発しない

とするものも多い[21]。 

(4) その他 

RF による生体影響は、熱作用によるものがほとんどだが、アンテナから 1－2ｍのご

く近傍（防護地帯内）を除けば、基地局周辺で熱が発生するエネルギーは存在しない。

熱作用による報告は、白内障、皮疹等がある(22－26)。現段階では、非加熱作用の明確

なエヴィデンスはない。 
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4. 考察 

図 1 に示すように、そのエネルギーの大きさから見ても基地局周辺の RF は、家庭電

化製品および携帯電話端末よりもさらに低い[4]。今回、実際の基地局周辺データを測

定し、ICNIRP ガイドラインおよび、わが国防護指針のおよそ百分の 1 程度であること

も確認した。しかし、実際には、居住地域に存在するその他のＲＦ発生源、例えば、ポ

ケットベル、消防や警察など、緊急を要するサービスに使われるその他のコミュニケー

ション用アンテナも携帯電話の基地局付近の電力レベルで稼動している。基地局からの

RF エネルギーに関する疫学研究は、個々のばく露を十分正確に推算できないので、実

行不可能であると一般的に考えられている[27－28]。 

さらに、基地局の通信方式、過去の基地局の移動の歴史を考慮しようとすると、居住

者個々の SAR を測定することは現実的には不可能である。 仮に、携帯電話基地局由

来の RF の妥当的なばく露評価が可能であったとしても、基地局からの RF による健康

影響のメカニズムが不明なためアウトカムの評価も同時に難しい。現在、RF の熱作用

と関連した、悪性腫瘍、とくに脳腫瘍に関しても明白な関連は認めていない。これまで

の報告は、追跡期間が短く、研究デザインによるバイアスも問題であり、“関連がない”

ことを示す根拠としては十分とはいえないことも事実である。しかし、今後研究方法を

できるだけ改善しても、日本において基地局からの RF にさらされていない住民はほと

んどいなく、さらにばく露量が非常に低レベルであり、今後も経年的にばく露環境が変

化し続ける現状においては、症例対照研究もコホート研究も難しいであろう。むしろ、

統計的に悪性腫瘍などがRFの増加に伴って増加傾向が見られるかを経年的に追跡する

ほうが現実的かもしれない。携帯電話が普及して 10 年以上がたち、悪性腫瘍の latency 

period を考慮すると、種々のアウトカムが発生するのはこれからといえる。 

Pickard and Moros ら(29)は、極超短波（UHF）（300～3000MHz）が、時間・空

間にわたってエネルギーを蓄積しそれを集中するメカニズムが明らかにされない限り、

UHF 周波数帯での生体影響は起こりそうもないといえると報告している。社会問題と

しては、基地局に対する関心、誤解、偏見は依然強い。こうした風潮に科学的根拠を示

す意味でも、基地局周辺環境の長期的・包括的な監視は重要である。 

 
5. 結論 

携帯電話の基地局周辺住民の健康に関する疫学研究は、RF の大きさ、さらに各個人
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への吸収の違いを評価することが難しく、かつ熱作用で明白な健康影響を認めないため

実施は困難である。しかしながら、低レベル・長期の検討は行われていないため、今後

も基地局周辺の前向き観察は必要であると考えられる。 
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図 1 電波防護指針 （情報通信研究機構 EMC パンフレットより) 

 

 

 

 

 

 
 

図 2 英国における携帯電話の基地局付近の RF エネルギーレベル 
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表 1 電界強度を測定した携帯電話基地局 

 
市街Ａ 市街Ｂ 市街Ｃ 市街Ｄ 市街Ｅ  

測定場所 
東京都 東京都 東京都 東京都 東京都  

局舎種別 屋上設置局 屋上設置局 屋上設置局 屋上設置局 屋上設置局  
アンテナ高 33.0mm 39.0mm 64.5mm 31.5mm 37.0mm  

800MHz 800MHz 800MHz 800MHz 800MHz  

1500MHz 1500MHz 2000MHz 2000MHz 1500MHz  周波数帯 

2000MHz       2000MHz  

 

 
郊外Ａ 郊外Ｂ 郊外Ｃ 郊外Ｄ 郊外Ｅ ※郊外Ｆ 

測定場所 
茨城県 茨城県 埼玉県 千葉県 千葉県 埼玉県 

局舎種別 鉄塔局 屋上設置局 鉄塔局 鉄塔局 鉄塔局 屋上設置局

アンテナ高 40.0m 74.0m 44.5m 33.5m 43.5m 29m 

800MHz 800MHz 800MHz 800MHz 800MHz 800MHz 

1500MHz 1500MHz      周波数帯 

2000MHz 2000MHz       2000MHz 

 
※郊外Ｆは建物内測定のみ 

 

 
 

図 3 ある郊外基地局の実測値と計算値の比較（800MHz 帯、推定 PG=120） 
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（A）800MHZ 帯 

 

 
（B）1500ＭＨz 帯 
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（C）2000MHz 帯 

 
図４ 郊外と市街地の指向方向測定結果の比較 
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1. 目的 
現在でもいくつかの国では、子供の携帯電話使用についてできる限り使用を控えるべ

きだとする予防原則的アプローチがとられている。しかしながら子供が電磁波のばく露

に対して感受性を持つかどうかはいまだ未解決の問題である。 

携帯電話の健康影響を考慮する上で、成人と子供の相違は、子供が脆弱性を持ち生存

期間も長い上に、現在の成人よりも早い時期から携帯電話を使い始め、使用頻度も多く

なると予測されることである。つまり彼らが今の成人と同じ年齢になるときには、今の

成人よりは携帯電話使用暦が長く、電磁波ばく露にさらされることになる。 

WHO のワーキンググループでも子供に対する携帯電話の健康影響の研究が推奨されて

おり、2004 年 9 月にイスタンブールで WHO のワークショップ（EMF に対する子供の感

受性）が開かれた。その内容を含めて WHO の Children’s EMF Research Agend2 には、

優先的に遂行するべきである疫学研究として以下の 3 つがあげられている。 

・ 脳腫瘍だけでなく、認知や睡眠の質なども含めたすべての健康事象をアウトカムと

する前向きコホート研究 

・ 携帯電話を使用する子供と脳腫瘍の症例対照研究 

・ 小児のがんと基地局またはテレビラジオ放送アンテナ塔周辺のばく露のコホート内

症例対照研究 

このうち携帯電話を使用する子どもと脳腫瘍、子どもに対する携帯電話のがん以外の健

康影響について、日本での疫学研究における実行可能性を検討する。 

 
2. 子どもの携帯電話使用 
子どもの携帯電話使用状況はどうであろうか。 

日本における子どもの携帯電話については、子供とインターネット利用などの観点から

の社会調査がよく行われている。ベネッセ教育研究開発センターによる第 1 回子供生活

実態基本調査報告書（小学校 4 年生から高校 2 年生までを対象に大都市、中都市、郡部

からサンプル抽出したアンケート調査）によれば、2004 年には、小学生の携帯所有率

は 2 割前後、中学生 3 年生では半数が、高校 2 年生では 9 割以上が所有している。男

女別ではどの学校段階でも男子より女子の携帯所有率が高い。地域別では小・中学生は

大都市での携帯所有率が高いが高校では差がない。「1 日に携帯電話ですること」に対

しては小学生では頻繁に使ってはいないが「家族にかける電話」が最も多い。中高生に

なると「友達に送るメール」が最も多く、ついで「インターネット」である。「携帯電

話について思うこと」を携帯所有者に問うと、小学校では「携帯電話を使うのが楽しい」

が最も多く、ついで「携帯電話がないと今の生活が不便になると思う」で半数を超える。
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中高生でもこの項目は回答が高いが、そのほかに「何もすることがなくなるとすぐに携

帯電話を見てしまう」「電話やメールが来ないと寂しくなる」についても半数以上が「と

てもそう」「まあそう」と回答している。携帯電話が、学校段階があがるにつれ生活に

浸透していっている様子が伺える。また別の青少年と携帯電話に関する調査研究（宮城、

千葉、東京、石川、奈良および熊本県内の高校 2 年生 3100 人の調査）によれば、携帯

電話の所持者は 6 割、1 日の生活時間の中で「携帯電話や PHS で話をする」のは 11.9

分と回答している。10 から 15 年前はどうだったであろうか。総務省の調査によれば、

携帯電話の所有率は 12 から 29 歳の青少年層で平成 3 年（1991 年）は 2.6％、平成 8

年（1996 年）は 28.1％であった。 

 
3. 子どもの携帯電話使用と脳腫瘍 
(1) 子どもの脳腫瘍 

WHO の Agenda では、脳腫瘍は携帯電話のアンテナの場所から見て非常に重要なア

ウトカムだが、子どもの脳腫瘍はまれなのでコホート研究のエンドポイントとしては実

行可能とはいえないとされている。日本では 15 歳以下を小児科の診療範囲としている

ことから 15 歳以下に発生したがんを統計上まとめて小児がんと称している。小児では

成人によく見られる肺、胃、大腸、乳房などのがんは通常発生しない。小児がんの罹患

率は成人に比べて非常に低いが、先進国では 5 歳以上の病死死因の上位を占める。小児

がんの約半数は白血病や悪性リンパ腫などの造血器悪性腫瘍である。続いて脳腫瘍、神

経芽腫、ウイルムス腫瘍、（腎芽腫）、網膜芽細胞腫、肝芽腫、横紋筋肉腫である。 

(2) 日本の脳腫瘍登録からみた子どもの脳腫瘍 

日本の脳神経外科学会による日本脳腫瘍登録報告書によれば、1969 年から 1996 年

の 27 年間の登録で全脳腫瘍は 5 歳から 19 歳で 9,035 例、10 歳から 19 歳の年齢区分

では男女合わせて 6,138 例で、20 歳以上の成人登録数は 7 万 852 例であった。（0～4

歳 3.1％、5～9 歳 3.5％、10～14 歳 3.8％、15～19 歳 3.7％） 
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原発性脳腫瘍の組織別に見ると、1969 年から 1996 年までに登録数が経年的増加を

見せているのは meningioma、neurinoma, pituitary adenoma で、all glioma と

astrocytoma の登録数は漸減傾向である。組織別に見た 1984 年から 1996 年の登録中 0

～14 歳の登録数は、Astrocytoma774 例（全 4,070 例中 19％）、Medulloblastoma484

例（同 11.9％）、Germinoma387 例（同 9.5％）、Cranyopharyngioma364 例（同 8.9％）

未分化な Astrocytoma230 例（同 5.7％）、Ependymoma182 例（4.5％）Glooma173

例（3.5％）、Glioblastoma144 例（3.5％）である。 

Annual trend of frequency of Brain Tumors by Age 
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腫瘍の発生部位は 1984 年から 1996 年の登録によると、0～9 歳の年齢区分ではテン
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ト上とテント下がほぼ同数であるが、10 歳から 14 歳、15 から 19 歳ではそれぞれ 2.5

倍、4.0 倍とテント上に多く見られている。 

Age Distribution of Brain Tumors by Sites(1984-1996)
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携帯電話の健康影響を考える上で側性は重要であるが、0～19 歳の 5 歳刻み各年齢層

において右と左はほぼ同数、両側に発生したものはその約 1/2、中心に発生するものが

右もしくは左の 2.8 から 3 倍近くである。 

All Primary Brain Tumors: Central or Lateral
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(3) 症例対照研究を行う場合の必要症例数 

それでは 1：ｎでマッチさせた症例対照研究をおこなう場合の必要対象数を算出する。

脳腫瘍症例の要因ばく露率（この場合携帯電話の使用率：平成 8 年の青少年携帯電話所

有率を用いる）を p1、対照の要因ばく露率を p2 とおく。オッズ比φを 1.5 から 3.0 に

変化させたとき有意水準 0.05 の両側検定で検出力 90％の場合、標本の大きさの推定式

は以下のとおりである。 

n={0.5×1.96 + 1.28√R(1-R) }2 / (R-0.5)2 {(1-p1)p2 + (1-p2)p1 } 

ただし、R = φ / 1+φ 

上記の式より推定された標本数を以下に示す。 
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 オッズ比 

症例:対照 
1.5 2.0 2.5 3.0 

1：1 573 186 129 52 

1：2 430 140 97 39 

1：3 382 124 86 35 

1：4 359 117 81 33 

 
予測されるオッズ比 1.5 であれば 1:４でマッチさせる症例対照研究では、10 年前の平

成 8 年の携帯電話使用率（所有率を使用率とみなした場合）を当てはめると 359 例の

症例を必要とすることになる。 

日本脳神経学会の脳腫瘍登録において 1984 年から 1999 年に登録された

Astrocytoma のうち 10 から 19 歳の年齢層における登録数は 516 例であった。 

 
4. 悪性腫瘍以外の健康影響 
 発達の途上にある子どもに対する電磁波ばく露による有害事象の可能性は、最近ずい

ぶんと議論されてきた。極低周波（ELF）および高周波（Radio frequency；RF）のば

く露について、自然流産などの妊娠中の有害事象、がんを含む有害健康事象などのエビ

デンスのまとめでは、ほとんどの研究において ELF のばく露では妊娠中の有害事象の

リスク増加は認められず、RF のばく露でも特異的な奇形やその他の有害事象との関連

は示されていない。成人では ELF、RF のばく露により認知機能に影響を及ぼすという

研究があるが、倫理的配慮および子どもの場合には実験的研究実施が困難であることか

ら、子どもについての影響は論じられていなかった。しかし発達途上にある子どもにお

いて、中枢神経の機能を重視したアウトカム、いわゆる「ソフトアウトカム」について

の前向き研究は必要不可欠である。 

成人に対する先行研究では、遺伝子の発現から行動まで中枢神経機能の種々のアウトカ

ムが考えられている。神経伝達機能、学習能力、認知機能、脳波活動などがアウトカム

として挙げられている。 

(1) 認知や学習機能への影響 

ボランティア成人における研究のほとんどでは急性の電磁波ばく露による影響は認

めていない。これらの研究は、テストで要求される仕事遂行の正確性低下や各種テスト

の点数減少（数字記憶テスト、単語認識テスト、単語記憶テスト）、テストに対する反

応時間の延長などをアウトカムとしている。いずれも急性のばく露影響を見るものであ
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り、慢性影響についての研究はまだない。また電磁波の神経機能に対する影響が小さく

て、使用されたテストの結果の偶然の変動の範囲を超えないことも考慮されるべきであ

ろう。 

携帯電話の健康影響の中枢神経系ソフトアウトカムとして考慮の対象になるのは、認

知神経心理学的所見であろう。これは急性影響、慢性影響ともに考慮されねばならない。

神経心理的精神活動には認知、思考、行為、言語、記憶などがあり、それぞれについて

評価法がある。ただし、1 特性 1 検査というものでもなく複数の検査を組み合わせるこ

とが必要であって、かつ、妥当性・信頼性が検証された検査は少ない。小児においても

心理発達検査の分野を除いて、標準化された評価法は少ないのが現実である。 

中枢神経機能に対する影響として考えられる機能、成人における評価法、小児で確立

されている評価法、実行可能性の問題点を挙げる。 

a. 知的機能の評価 

（成人の評価法）ウエクスラー成人知能検査改訂版（WAIS-R）言語性下位検査、動作

性下位検査からなり、各 IQ が算出される。 

（小児の評価法）ウエクスラー児童用知能検査（WISC-Ⅲ）、新版 K 式発達検査 

（利点と問題点）動作性、言語性、それぞれの評価および全体的総合的知能が図れる。

その分他の要因の影響を受けやすいので慢性影響を見るときは交絡因子（学習状況、家

庭機能、社会経済的基盤）に注意を払わねばならない。 

b. 精神機能の評価 

（成人の評価法）簡易精神症状評価尺度（BPRS）日本版で心気症、不安、緊張など 18

項目の精神症状が評価される 

（小児の評価法）予備テストにより小児における検査の妥当性を評価したうえで用いれ

ば、前思春期以降の年長児に対して施行可能と思われる。 

（問題点）まったく同一の精神状態を個々のケースが示すことは少なく、比較性が問題

となる。全体的に評価したうえで経時的変化を見ることは可能。 

c. 注意障害の評価 

（成人の評価法）数字･平仮名抹消検査、無作為文字テスト、聴覚性検出検査、等速打

叩検査 

（小児の評価法）予備テストにより小児における検査の妥当性を評価したうえで用いれ

ば、上記の検査はいずれも実行可能と思われる。 

（問題点）中にはストレスの多い課題もあるので元来の注意能力により検査結果が左右

される。注意能力や検査時の覚醒状態もほかのテストで測っておく必要がある。。 

d. 前頭葉機能の評価 

（成人の評価法）Rey-Osterrieth の複雑図形、単語リスト学習、語や図形の流暢性、
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Wisconsin カード分類検査、Stroop テスト、トレイルメーキングテスト、ハノイの塔

テスト 

（小児の評価法）上記のうち Rey の図形テストや Stroop テストなどは年長児で実行可

能である。 

（問題点） 

e. 記憶障害の評価 

（成人の評価法）Rey の聴覚性単語学習検査、三宅式記銘検査、ウエクスラー記憶検査

改訂版、ベントン視覚記銘検査 

（小児の評価法）ウエクスラーは 16 歳以上で実施可能な検査である。 

（問題点）小児の記憶評価に（慢性急性変化としての）成人の記憶評価をそのまま用い

ることが適切ではないこともある。また、携帯電話の健康影響としてどのようなタイプ

の記憶が障害され、それは小児でも生じうる能力の変化なのか生理的病理的考察も必要

である。 

上記のように小児における中枢神経機能の評価については妥当性、信頼性の確立が必

須である項目が多い。評価法（検査法）の確立とその評価、交絡する因子の検討、調節

の可能性について引き続き検討する必要がある。 

 
5. 子どもにおけるばく露評価 
小児のがんと基地局またはテレビラジオ放送アンテナ塔周辺のばく露のコホート内

症例対照研究が推奨されている。ばく露評価および基地局の研究については該当研究に

準じて小児についての検討を行う予定である。 

（基地局周辺の健康への影響については情報が少ない。ばく露測定が難しいのでそれで

疫学研究の実施可能性がきまる） 
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海外で実施中の疫学調査に関する情報収集を行い、我が国における疫学調査の質を向

上させる目的で、国際ワークショップ（携帯電話と健康に関する国際ワークショップ：

International Workshop on Mobile Phone Use and Health）を、平成 18 年 2 月 13 日

に東京で実施した。海外からの研究者は、米国、カナダ、韓国、中国、フィンランドの

5 カ国から 5 名であり、我が国の生体電磁環境研究推進委員会委員を中心に 43 名が参

加して活発な議論がなされた。その結果、我が国で実施中あるいは実施を計画中の疫学

調査は、いずれも方法論的には国際的な水準に合致した質の高いものであり、また、必

要度も極めて高いことが確認された。 

以下に、国際ワークショップにて海外研究者から発表のあった資料を添付する。 
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