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私の経験 
 

原爆被爆者に関して 
 長崎大学の第一内科教授に赴任（1980）。 
 退官後、放射線影響研究所（日米協力研究機関）理事長（1997）。 
 

チェルノブイリ原発事故（1986年）に関して 
 1990年ソ連が外国に門戸を開いたときから2006年まで、 
 長崎大学内科の教授、放射線影響研究所理事長として、教室員、研究員ととも

に調査に参加。 
 日ソ２国間協定に基づき、また国際機関（WHO, IAEA, EU）と協力。 

 

JCO 臨界事故（1999年）に関して 
 周辺住民の健康管理検討委員会の主査。 
 

私の立場 
 

 内科医として原子力災害による放射線の健康への影響を科学的に調
査し、その調査結果を国際的に発表する。 

 

   原爆被爆者、チェルノブイリの被曝者などの被害者に科学的な調査
結果を伝え、調査に基づいて被害者の援護・救援に努力する。 

 



科学者の社会的責任 
政府は福島原発事故が起こったという事実，さらに初期の対応の失策から

社会の信頼を失った。同時に従来の科学者・専門家は政府とともに、

原子力ムラ、御用学者という名前をつけて切り捨てられている。 

 

一方、非科学的な情報が、政治的、社会的、時に儲け主義的な立場から恐

怖を狙って発信され、無節操に報道する一部の報道機関とも相まって、

被害者対策に全力を尽くすべき時に、日本社会は混乱を極めている。 

 

この混乱の収拾は政府に責任があるとしても、現在の日本社会の状況に対

して、科学者・専門家が積極的に社会に対する責任を果たさなければ

ならない。 

 

責任の第一歩は、放射線に関する確かな知識を共有すること。 



 

放射線の影響に関して膨大な論文がある。意図的に論文を選べば、個人的
な主張、政治的な主張を「科学的」という言葉で主張できる。正反対
の主張が、「科学的」という言葉で社会に出ると、社会は混乱する。 

 

科学者は、純粋に科学という立場から、真剣に信憑性のある論文を選択し、
社会に伝える責任がある。 

 

国際的にはこのような混乱を避ける必要性から、放射線の影響に関する科
学的な国際的な合意を定期的に報告すると言う習慣が確立されている
（例えば、原子放射線に関する国連科学委員会、UNSCEAR）。 

 
 

科学者は、個人の主義主張とは別に、確かな知識として国際
的な科学的合意を一致して日本社会に説明する義務がある。 

  確かな知識とは 



人類が過去に経験した事実 
（科学的な分析による確かな事実） 

  
  
 
 

原爆投下 広島・長崎 

原水爆実験 
 

マーシャル群島（ビキニ環礁、Bravo Test） 
ネバダ（米国）、セミパラチンスク（ソ連） 
英国、フランス、中国、インド、パキスタン 

原爆製造中 
事故 

ハンフォード（米国）、南ウラル（ソ連） 

原発事故 スリーマイルズ、チェルノブイリ原発、 
JCO（東海村）、福島原発 

職業被ばく ウラニウム鉱山、蛍光塗料業者、原発従事者 

医療被ばく 診断・治療 

医療事故 世界各地（IAEA、WHOに報告） 頻度が高い 



原子爆弾 広島・長崎
外部被曝 
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原爆のエネルギー分布 
Energy of Atomic Bomb 

  

広島・長崎における原子爆弾の爆発は直接観測されていませんが、         

アメリカではそれらとほぼ同じエネルギー（20キロトンのTNT爆弾に相当）を

もつ原子爆弾（標準原爆）を用いて実験を行っています。この図はそのような

原爆を空中で爆発させた場合のものです。 
（S. Glasstone ed.  The Effects of Nuclear Weaponsより） 

 



原爆の急性影響 

死亡  
広島   140,000人/360,000人（38.9%） 
長崎    70,000人/250,000人（28.0%） 

死亡の原因は爆風、熱線、放射線か不明 
 

20日後に生存していた被爆者の死亡 
     広島 254/6882 (3.7%) 
     長崎 174/6621 (2.6%)  
死亡者の99％(広島) 91％(長崎）は爆心地から2km以内で被爆 
   死亡者の50％は20-29日以内、残りも30-49日以内 

 
原発事故を原爆の何倍という表現は、日本人として受け入れる

べきではない。 
 

原爆の2000倍（チェルノブイリ）200倍（福島）は、 
4億人、4千万人の死亡者になる。 

 



原爆被爆の晩発影響 
急性影響のあとから始まり現在も続いている影響 

 一人の患者さん（例えば肺がん）をどんなに調べても放
射線の影響か、他の原因か、わからない。 

 

 被曝線量と病気の頻度の関係を「疫学的」に調べる（リ
スク） 
 

 被曝線量の異なる集団で、病気の頻度が異なるときに被
爆の影響と考える 
 

 生活習慣における癌のリスクも同じ方法で「疫学的」に
調べられている（例、体重、運動、野菜、タバコなど）。 

 

 



ABCC-RERF調査集団 
原爆被爆生存者（Survivors) 

原爆被爆者 
284,000 

マスタ－サンプル 
195,000 

寿命調査集団 
120,000 

1950年  国勢調査 

1950年 調査開始 
 
 
1958年 調査開始 成人健康調査集団 

20,000 

全員に面接・聞き取り調査 

被爆時の詳細な状況など 



調査集団の内訳 

1)寿命調査 (1950-)  120,000 
 
第１群 爆心地から２km以内 全員 
第２群 2-2.5km 全員 
第３群 第１群と年齢・性の一致する 2.5-10kmの被ばく者 
第４群 第１群と年齢・性の一致する 市内不在者 

 
2)成人健康調査 (1958-)   20,000 
 
第１群 爆心地から２km以内 急性症状を示した5000人 
第２群 都市・年齢・性の一致する 急性症状のない被ばく者 
第３群 都市・年齢・性の一致する 3km以上の被ばく者 
第４群 都市・年齢・性の一致する 市内不在者 

 



原爆放射線の晩発影響 
ABCC (1947-)および放射線影響研究所 (RERF 1975-) 

広島・長崎の原爆被爆者の長期追跡調査 
 

 1) 寿命調査 (1950-)  120,000 
 2) 成人健康調査 (1958-)   20,000 
  (2年に1回受診） 

 3) 胎内被ばく(1950-)    3,300 
 4) 被爆二世(1946-)   88,000 
 

個々人の被爆線量は日米の専門家による委員会で推定  
(DS86)-(DS02) 



寿命調査  

固形癌による死亡 1950-1997 
 

線量(Sv) 対象者 癌による死亡者数 過剰死亡者数 % 
<0.005 37,458  3,833 0 0.0% 

0.005-0.1 31,650  3,277 44 1.3% 
0.1-0.2 5,732  688 39 5.7% 
0.2-0.5 6,332  763 97 12.7% 
0.5-1 3,299  438 109 24.9% 

1.0-2.0 1,613  274 103 37.6% 
2.0- 488  82 48 58.5% 

Total 86,572  9,355 440 4.7% 
 



寿命調査集団における固形がんによる死亡の 
過剰相対リスク（線量別）1950年 -1997年 

３０歳で被爆した者の７０歳における固形がん死亡の男女で平均した線量反応関数（線量効
果） 

 
  実線の直線は推定した線形関数を、それぞれの点は線量区分別過剰相対リスクを、破線
はこれらの点から推定した平滑化曲線を、それぞれ示している。 

 
  点線の曲線は、平滑化曲線に対する上側および下側の１標準誤差限界を示している。 

 
 

被曝線量が増えると癌死亡のリスクが    
直線的に増加する 



Solid Cancer Dose Response 
低線量の影響 
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放射線の低線量の影響 
（100-200 mSv以下）原爆被爆者の調査 

固形癌による死亡の過剰相対リスクは 

 

100mSv 以下の値から得られた直線は、2-4000ｍSvまでの
値から得られた直線と有意の差はない 

（閾値、Thresholdはない） 

 

100mSv 以下の値から得られた直線は、０の線と有意の差
はない 

（影響は認められない） 

 



UNSCEAR 2010 報告書 

原子放射線に関する国連科学委員会 
 

UNSCEARとは：世界の核実験によって放

出された放射性物質による、人への健康影
響についての情報を収集・評価することを
目的とした国連の委員会（1955）。純粋に
科学的所見から調査報告書を国連総会に報
告している。その独立性と科学的客観性か
ら評価は高く、その報告書はホームページ

で、無料で誰でも閲覧できる。 
 

低線量の影響 



報告書の内容：日本の原爆被爆者の全ての癌を総合
した結果が被曝線量と発がんのリスクの関係を最も
明確に示している。 

発癌のリスクが統計学的に有意に上昇するのは100か
ら200ミリシーベルト以上である。疫学的な研究では，
これらの被曝線量以下で有意な上昇を示すことはな
いであろう。 

UNSCEAR 2010 報告書 
原子放射線に関する国連科学委員会 



 被曝線量と発癌リスクは直線関係 

発癌リスク 

被曝線量 
 １００ミリシーベルト        １０００ミリシーベルト 

原爆        癌が1.5倍 原爆     1.05倍 

 （有意な影響は100ｍSv 以上：子供も含めた結果） 

？ 





青森                  長野     大阪      福岡・佐賀・長崎 熊本 
（101）                 （66）     （90）           （88）    （78） 
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都道府県別 悪性新生物の死亡率 人数/10万人/年 

福島は90人（2005年）から８５人（2010年）に下がっている 

高い県（106人2006年）と低い県（66人2010年）は30％以上の差がある 



１００ミリシーベルト以下の影響の説明 

放射線の影響は認められない、 
放射線の影響がないと言うわけではない 
 影響はわからない、わからないから怖い 
 わからないのに何故安全といえるか 
 
正しい説明は 
 
１００ミリシーベルトの影響は 
   癌死亡のリスクが、1.05倍になる（原爆） 
       （国際的な同意） 
 
１００ミリシーベルト以下の影響は、１００より少ない。 

日本では、日常生活の癌のリスクより少ない。肥満、やせ、運
動不足、野菜不足の方がリスクが大きい。 

 
 ほかの発癌のリスクにまぎれて認めることが出来ない 



100ミリシーベルト以下の影響についてその他の疑問 
時間の関係で詳細は省略 

長期にわたる被ばくの健康影響 （生体防御機能） 
 短期の被曝より影響は少ない。 
 医学的、生物学的に確認。 
 
外部被ばくと内部被ばくの違い 
 シーベルトで表現すれば同じ。 
 
自然放射線と人工放射線の影響 
 放射性物質としての違いはある。 
 放射線の影響として違いはない。 
 
子ども・胎児への影響 
 高線量では差がある。低線量では差はなくなる。 
 100ミリシーベルト以下は影響がわからない。 





チェルノブイリ原発事故 
内部被曝の影響 

原発事故によって放出された 
放射性物質の影響 

 
初期の状態 

1986-1989、1990-1995、1996-2008年 
 

放射性ヨウ素 (I-131) 
小児の甲状腺癌 

 
放射性セシウム (Ce-134, Ce-137) 

健康障害は認められていない 
 

その他の放射性物質 



1990-1991年の日本の報道（事故は1986年） 

世界最大の原発事故、数日間にわたって燃え続け、大気中
に原爆の何千倍もの放射性物質を放出した。 

 
放出された放射線物質は現地のみならず北半球全体に撒き

散らされた。 
 
原発内には巨大な放射線物質の塊が残され、周囲は石棺と

呼ばれるコンクリートで固められているが、その外から
でも強い放射線が測定される。 

 
事故によって原発内で数千人の人が亡くなり、放出された

放射性物質により、周辺の数万人が亡くなった。 



笹川記念保健協力財団の調査団 1990年8月 
 

 



汚染地域視察（ゴメリ洲）  1990年8月 



チェルノブイリ・プロジェクト 
1990年8月から1991年4月までに準備完了 

対象： 
 事故当時１０歳以下の小児 １０万人 
 （男女５万人づつ） 
 
被曝地を巡回してできるだけ多くの子供の健診 
 
 
方法： 
 Ａ．甲状腺疾患 
  長崎原爆被曝者の調査方法  
    世界の批判に耐える（超音波診断） 
 
 Ｂ．血液疾患 
  原爆被曝者の調査方法 
 
 Ｃ．被曝線量測定 
  対象者すべての体内セシウム１３７測定 

ソ連邦科学アカデミーにおける討議 



Location of diagnostic centers 

贈呈式 赤の広場 1991年４月 
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ホールボデイカウンターによる体内セシウム１３７  

事故発生時 0－10歳の子供（ベクレル/ キログラム） 



←身体ベクレル/kg 

ホールボデイカウンターによる体内セシウム１３７ ベクレル/ キログラム 
事故発生時 0－10歳の子供 

 （500ベクレル/kg ｘ 0.0025 ＝ 1.25ミリシーベルト/年） 



ホールボデイカウンターで測定した 

体内 Ce１３７（Bq/Kg） 

（林田、高村ら） 



Project supported by Ministry of Foreign Affairs of Japan    
The First Report on the Increase of Childhood Thyroid Cancer 

 (1991 in Nagasaki University) 



ベラルーシ共和国から小児甲状腺癌 

 増加の報告 
 
  発表者は 厚生大臣 

       甲状腺腫瘍研究所長 

       放射線医学研究所長 
 
  支持者は ヨーロッパWHO 

       英国 ケンブリッジ大学教授 

       イタリア ピサ大学教授 
 
しかしながら 日本、米国、オックス 

 フォード大学から反論 

症例の報告－問題提起 
1992年9月 



ＥＵのミッション(含筆者）に多数の小児甲状腺癌患者の提示 
１９９２年１０月 ミンスク甲状腺研究所 デイミチク所長 



（EUのミッションの報告書） 

チェルノブイリ近辺に住む
子供たちの甲状腺癌 

 
EUのミッションは、破壊された
原子炉から放出された放射性ヨ
ウ素が、ベラルーシ、ウクライ
ナで発見された小児甲状腺癌の
増加の原因になっている可能性

が大きいと考える。 
 

しかし、ロシア、アメリカ、日
本のメンバーは、結論はまだ早
すぎる、疫学的事実を明らかに
してから結論を発表すべきであ

ると主張した。 
 



WHO, ヨーロッパ共同体, IAEAシンポジウム 

 1992年 WHO    ベラルーシ・ミンスク 

 1993年 WHO    ウクライナ・キエフ 

 1994年 WHO    スイス・ジュネーブ 

 1994年 ヨーロッパ共同体  オーストリア・ウィーン 

 1994年 IAEA    オーストリア・ウィーン 

 
長崎市におけるシンポジウム 

 1993年 長崎大学   長崎市 

 1994年 文部省   長崎市 

   日本内分泌学会 

   長崎大学 

小児甲状腺癌増加の確認の時代 
1992年～1994年 



Belarus 
Ukraine 

Russian Federation 



1. ベラルーシ、ウクライナで事故後 
小児甲状腺癌が増加。しかしロシア
共和国ではそのような事実はない。 

 After the accident, an increase  of 
childhood thyroid cancer has been 
observed in Belarus and Ukraine, but no 
increase has been observed in Russia. 

2．小児甲状腺癌の原因はチェルノブイ

リ原発事故による可能性が大きい。
しかし他の原因も調べる必要がある。 

 It is highly likely that childhood thyroid 
cancer has been caused by the Chernobyl 
nuclear power plant accident. However, 
other causes should also be sought. 

 

1994（８年目）  
討論のまとめ 

Summary of Discussion 



チェルノブイリ事故10周年国際会議 IAEA WHO EC 打ち合わせ
ウィーン オーストリア  1996年4月8～12日 



チェルノブイリ事故10周年国際会議 IAEA WHO EC 
ウィーン オーストリア  1996年4月8～12日 



最終報告書 （10年目の報告） 



Chernobyl Forum and Chernobyl Legacy  2006 



（25年目の報告） 

UNSCEAR 2011 
 
インターネット上で誰で
もいつでも、無料で読む
ことが出来る。 
 
原子放射線に関する国連
科学委員会のチェルノブ
イリ原発事故の総まとめ
の報告書。 



 チェルノブイリ原発事故の人体に対する影響のまとめ 
2011年2月の国連科学委員会（UNSCEAR)の報告書  

 
急性影響 （原発内） 
 １３４人の職員ならびに消防夫は急性放射線障害を起こした。 
 このうち２８人は高線量の被曝により死亡した。 
 このうちさらに１９人が２００６年までに死亡したが、死因は被曝と

の関係は認められてはいない。 
 

晩発影響－１（原発周辺で作業した人たち） 
 数十万人が汚染除去作業に従事した。 
 高線量被曝者に白血病、白内障が増加しているようにも見えるが、放

射線に起因する健康影響のエビデンスはない。 
 

晩発影響―２（原発外の周辺住民） 
 汚染されたミルクを規制なしに飲んでいた被曝当時子供だった人たち

の中から6000人以上という相当な数の甲状腺癌患者が発見されている。
（2006年までの死亡者は１５人） 

 現在まで一般公衆に放射線に起因する健康影響のエビデンスはない。 



確かな知識を共有しよう 

確かな知識 
 原爆被爆者 被曝線量に比例して癌のリスクが増加する。
しかし、100ミリシーベルト以下では日常生活の癌リスクに
まぎれて認められない。 
 チェルノブイリ事故 ヨウ素１３１で汚染した牛乳により
小児甲状腺が増加した。しかし、その他の健康影響のエビデ
ンスは認められない。 
 
 確かな影響が起こる範囲の被曝は絶対に避ける 
 

不確かな知識 低線量の影響 
 放射線防護、放射線を避けるという立場から、被曝する線
量をできるだけ少なくする。 
 

科学的には不確かなため、考え方（ポリシー）として 
避け方を決める。 

 



放射線防護の考え方を勧告する 



国際放射線防護委員会（ICRP) 

• 国際Ⅹ線・ラヂウム防護委員会として1928年に設立され
た非営利組織の団体である。当初はⅩ線、ラヂウムなど
を医学の診断、治療に使用するときの作業時間の制限に
関する医療専門家の防護に関するものであった。 
 

• 1950年からは、放射線防護という立場で、放射線の影響
は100mSv以下は認められないというUNSCEAR等の結論を
理解したうえで、100mSv以下も影響があることを仮定し
て防護を考えている。 
 

• この考え方（ポリシー）に基づいて日本の法律も作られ
ている。 



 被曝線量と発癌リスクは直線関係 

発癌リスク 

被曝線量 
 １００ミリシーベルト        １０００ミリシーベルト 

原爆        癌が1.5倍 原爆     1.05倍 

 （有意な影響は100ｍSv 以上） 

？ 



 被曝線量と発癌リスクは直線関係 

被曝線量 
 １０ミリシーベルト        １００ミリシーベルト 

原爆   がんリスク 1.05倍 原爆 癌リスク 1.005倍 

（ICRPは影響は100ｍSv以下もあると仮定） 



ICRP(2007)の防護基準 

1959年 実際的に可能な限り低く維持する 
1966年 容易に達成可能な限り低く維持する 
1973年 経済的及び社会的な考慮を行った上で、
合理的に達成可能な限り低く維持する 

 
職業被ばく               50mSv/年 
   ５年間の被曝100mSv（平均20mSv/年） 
   生涯           （50年働けば 1000mSv） 
 
公衆被ばく                  1mSv/年 
   生涯  （職業被曝の10分の1 100mSv） 
 
医療被ばく          制限なし 
 



計画被曝状況  公衆被ばく １ｍSv/年 線量限度 

 

緊急被ばく状況 公衆被ばく 20 mSv-100 mSv  参考レベル 

 

現存被ばく状況  公衆被ばく  20 mSv-1 mSv    参考レベル 

科学的事実と防護の考え方（ポリシー）を分けて考える 
１mSv以上は危険という主張に科学的根拠はない 
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Special Report 
 The Fukushima Accident  

Accident of the Fukushima Dai-ichi and Fukushima Dai-ni 
Nuclear Power Stations of Tokyo Electric Power Co. 

(Fukushima NPSs of TEPCO) 
due to Earthquake and the resulting Tsunami 

 
Shigenobu Nagataki, MD & PhD 

Professor Emeritus, Nagasaki University 
Chairman Emeritus, International Association of Radiopathology 

Honorary President, Asia and Oceania Thyroid Association 



福島原発から放出された放射性物質のシミュレーション結果 

I-131の地上近くの大気濃度        Cs-137の沈着量 
国立環境研究所 



Chernobyl 
zone of regular radiation control  
 （density ranges from 37 to 185 kBq/m2); 
 
zone with right to resettlement  
 (density ranges from 185 to 555 kBq/m2); 
 
zone of subsequent resettlement 
  (density ranges from 555 to 1480 kBq/m2); 
 
zone of primary resettlement evacuation 
(density is more than 1480 kBq/m2); 

Total surface deposition of Ce-134 and -137  
                                        （Nov 25) 

 Chernobyl Fukushima  



Evacuation       3km 

Sheltering   3-10km 

Evacuation    10km 

Evacuation     20km 

Sheltering  20-30km 

Evacuation and Sheltering 
（避難と屋内退避） 



Food Control（食品の規制） 
Measures for agricultural food stuffs, etc. 

March 17 （２日-５日以内に規制） 

Because of the radioactivity 
detected from surrounding 
environments of 
Fukushima Dai-ichi NPS 
after the NPS accidents, 
the Ministry of Health, 
Labor and Welfare 
(MHLW) notified to each 
prefecture on March 17 

I-131 

Ce-134 
Ce-137 

 

 

I-131 

Ce-134 

Ce-137 

 

 

 

 

 



Readings of Accumulated Dose at Reading Points 



 
 
 

• Deliberate  
      Evacuation  
      Areas (20mSv) 

 
• Emergency  
       Evaluation  
       Preparation  
       Areas 

毎日新聞より 
 

20mSvに到達する前に移転計画 



Health Consequences 
(健康影響） 

No one showed any radiation-induced diseases. 
原発内も原発外も急性放射線障害を示した人は一人
もいない。 

 
 

It is very unlikely that people will have late health effects of 
radiation,  since  they were evacuated before radiation dose 
of 20mSv. 

原発外の住民の被曝線量は２０mSv以下であるから、
将来放射線に起因する健康影響が出る可能性は非
常に少ない。 

 
 
 



福島第一原発事故健康対策 

 原発事故の収拾 
 
 避難、退避 （空間線量） 
 食品の規制 
 安定ヨウ素剤服用 
 被曝線量測定（空間線量、直接測定、行動記録） 
 健康診断･治療 急性影響 
 
 汚染状況 汚染地図の作成 （地上線量） 
 汚染除去 総合的、系統的な計画 
 避難解除 基準作成 除染計画 
 健康診断 晩発影響 長期追跡 

 
 全体を通じて補償 
 



対策の原則 
放射線の影響と防護の影響の両方を冷静に考慮 

放射線による具体的な被害 
（科学的に国際的に認められている放射線の影響） 

（放射線防護として考えられている影響） 
 

放射線防護のための具体的な被害 
（避難、家屋・財産の放棄、農業、漁業、工業の放棄、医療の不備） 

子供の場合 
（避難、転校、運動制限、野菜不足、何よりも精神的影響）  

 
 

すべての情報の開示と科学者の一致した説明 
行政と住民とのきめ細かい対話 

 

線量だけが問題ではない 
日本国民全体として福島の被害を受けた方々の被害を 
最小にする、復興にむけて援護する思いを共有しようと 

提言したい。 



世界唯一の被爆国として 

原子爆弾の人体に対する影響を客観的に通用する 
科学として、世界に発信している 

 
福島第一原発事故でも放射線の影響を、冷静に科学的に 

調査し、その結果を世界に発信する 
 

世界に放射線健康影響の科学を発信する 
 
 

同時に、科学的に不確実・不明な範囲でも、 
人間愛を持って暖かく被爆者、被害者を援護する 

 
世界に被爆者援護、被害者援護の模範を示す 

 





Bridging Radiation Policy and Science    
December 1-5 1999, Washington, USA 

ご清聴ありがとうございます 
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