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世医師の会

日晶午後 時
階 第 会議室
広島県医師会常任理事

柳田
松村
有田

実郎
誠
健一

「被爆 世医師の会」は、被爆の悲惨な実態を世界へ発信していくために、みずからの親であ
る被爆者や先輩でもある被爆医師の体験と核廃絶への思いを継承し、核戦争防止・核兵器廃絶
に向けた活動を行うことを目的に昨年 月に設立され、同年 月には設立総会が開催された。
「第 回被爆 世医師の会」では、今後の活動方針および本年 月の「第 回 I
PPNW 世界
大会」で開催される「被爆 世医師の会シンポジウム」の概要について報告が行われた。ま
た、広島大学原爆放射線医科学研究所の田代 聡教授と広島原爆被爆者援護事業団の鎌田七
男理事長（広島大学名誉教授、I
PPNW 日本支部理事）を迎えて講演会を開催し、講演会の
後は参加者による自由な意見交換が行われた。

日本支部長挨拶

碓井

静照

ＩＰＰＮＷ日本支部長
広島県医師会長

年度末のお忙しい中、「第
回被爆 世医師の会」に多数ご
参加いただき感謝申し上げる。
前回の設立総会から 年近くが
経っているが、その間、 月の
「第 回 I
PPNW 世界大会」プ
ログラム作成に向け、昨年 月
末にはボストンでの本部理事会
で協議し、その後も柳田実郎常

任理事が夜中の 時にボストン本部と電話会議
を繰り返し、今年に入ってようやく合意に至っ
た。
被爆医師の証言、原爆の長期的健康被害につい
ての教育講演、そしてこれまでの大会ではみられ
なかった高校生を含む若者が参加するユースサ
ミットなどが組み込まれており、広島の特徴を存
分に生かした意欲的なプログラムとなった。
それらに加えて、プログラムの目玉の一つが
月 日松に開催の「被爆 世医師の会シンポ
ジウム」である。このシンポジウムでは、これ
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まで被爆者が担ってきた原爆体験の継承や核兵
器廃絶運動について、米国、ブラジル、韓国、
北朝鮮など海外からも被爆 世医師を招き、意
見交換する予定である。本日お越しの広島の先
生方からも、後ほど、シンポジウムに向けたご
意見やアイデアをいただけるようお願いする。
また、本日は広島原爆被爆者援護事業団の鎌
田七男理事長と、広島大学原爆放射線医科学研
究所の田代 聡教授にご講演いただくことに
なっており、質疑応答の時間も十分取ってある
ので、皆さま方の活発なディスカッションを期
待している。

被爆 世医師の会シンポジウムについて
ＩＰＰＮＷ日本支部理事

広島県医師会常任理事

松村

誠

「被爆 世医師の会シンポジウム」は平成 年
月 日松 ： ～ ： に広島国際会議場に
て世界大会プログラムの一つとして開かれるこ
ととなっており、米国・ブラジル・北朝鮮・韓
国・日本の ヵ国の被爆 世医師をパネリスト
として迎えるべく調整中である。このうち、米
国・ブラジルからは内諾を得ており、韓国から
は在広島韓国総領事館経由で大韓医師協会から
参加者派遣の意向が届いている。北朝鮮医師に
ついても、政治状況を見つつ、参加実現に向け
努力を継続していく。シンポジウムの内容につ
いては現在企画中であり、当会の会員からも広
く意見を求めたい。また、海外から参加の被爆
世医師を囲んでの交流会の開催も考えている。
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曝者数とその平均線量をまとめた UNSCEAR
（国連科学委員会）
年の報告で、国際機関発
行の最新資料である。この表にある作業員とは、
急性期を過ぎた後、原発の石棺を造る作業など
に従事した方約 万人のことである。約 万人
の避難住民の平均被曝線量は
mGy、そして
ベラルーシ、ロシア、ウクライナなどの汚染が
ひどい地域に住んでいた人の平均甲状腺被曝線
量は約 mGyで、計
万人が高度の甲状腺被
曝を受けたと考えられ、この中には子どもも含
まれていた。特に、放射性ヨウ素に汚染された
牛乳の流通を適切に規制しなかったため、住民
はこのように高度の被曝を受け、事故当時 歳
以下だった人 ， 名以上に甲状腺がんが発生
した。その人数は年を追うごとに増えており、
年時点で 名が亡くなっている。
現在までのところ、一般住民の放射線被曝に
よる健康影響は、甲状腺がん以外には認められ
ていないと、この報告書は結論付けている。し
たがって、今回の福島の原発事故においても、
一番気を付けないといけないのは子ども、特に
子どもの甲状腺がんであると言える。

（図

）

座長 ＩＰＰＮＷ日本支部事務総長 広島大学名誉教授

片岡

勝子

放射線による人体障害とその修復機構について
－小児の健康障害を中心に－
広島大学原爆放射線医科学研究所
細胞修復制御研究分野 教授

田代

聡

本日は つの話をさせていただく。 つ目は
原爆と原発事故について、今回の福島の事故で
貴重な経験をさせていただいたので、その一部
をご紹介する。 つ目は研究の話で、放射線障
害はどのようにして起こるか、被曝線量の生物
学的評価法と併せてお話したい。
図 はチェルノブイリの事故による甲状腺被

チェルノブイリ事故では住民の被曝線量は測
定されておらず、行動調査などから推定して算
出されている。そのため、被曝線量と甲状腺が
んのリスクの関係を確認できるデータは、ほと
んどないと言われていた。図 は
年の Br
i
t
i
s
hJ
our
nalofCanc
erに掲載されたもので、ベ
ラルーシ在住の約 ， 名についてのデータを
解析している。左のグラフの横軸は被曝線量、
縦軸は人数で、 mGy前後の被曝者がもっとも
多く、平均は ． Gyで避難住民と同じくらいの
線量となっている。この集団でも約 名に甲状
腺がんが発生しており、被曝線量と甲状腺がん
の発生率をプロットしたのが右のグラフである。
Gyまでは被曝線量と発がん率が相関してお
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り、より高線量では横ばいになっているものの、
このデータから甲状腺がんのリスクは被曝線量
に相関すると結論付けられている。

年） 月

日（ ）

）

）

一方、福島原発事故とチェルノブイリの放射性
セシウムによる汚染規模を比較するために、両者
の縮尺を揃えた地図を図 に示す。陸地では福島
の放射線汚染はチェルノブイリの数分の一から数
十分の一であることが、この地図から直感的に分
かると思う。海については不明であるが、福島周
辺の魚介の汚染は深刻であると聞いている。

（図

年（平成

大学への受け入れや、東日本の三次被曝医療機関
である放医研のサポートを行っている。

（図
（図

号）

）

図 に原発立地県を青（誌面では灰色）
、隣接
県を黄色（誌面では薄灰色）で示す。東海村のＪ
ＣＯ臨界事故（
年）の教訓として、日本は緊
急被曝医療体制を整備した。すなわち西日本と東
日本という ブロックに分け、それぞれに三次被
曝医療機関（赤、誌面では濃灰色）を設置した。
東日本では放射線総合医学研究所（放医研）であ
り、西日本では広島大学、広島大学病院となって
いる。今回の福島原発事故にあたって、広島大学
では全学的な組織として、緊急被曝対策委員会を
月 日に設置した。委員長は原爆放射線医科学
研究所（原医研）の神谷研二所長である。この委
員会が中心となって教職員の現地への派遣、広島

これまでの広島大学の活動を要約すると、昨年
月ごろまでに約 班、 ， 人以上の医師、看
護師、事務職員、放射線技師を緊急被曝医療派遣
チームとして現地に送った。現地では、原子力災
害現地対策本部（オフサイトセンター）の活動を
支援し、救急医学の谷川攻一教授を中心として避
難地域の傷病者の搬送に当たった。オフサイトセ
ンター自体が原発から 灼のところにあったため
福島市に移動し、また一次被曝医療機関はすべて
機能不全になっていたので、搬送体制を確立する
のは困難を極めた。避難住民に対しては、体表の
汚染検査や小児の甲状腺被曝検査をした。さらに
一次立入りの支援のために、中継地点で住民の着
替えや健康管理の支援を行った。また福島県立医
科大学でホールボディカウンターを使った各種検
査を実施し、これは現在も続けられている。現
在、神谷所長は福島県放射線健康リスク管理アド
バイザー、福島県立医科大学の副学長を併任して
業務に従事している。
子どもの甲状腺検査の話に移る。SPEEDI
（緊
急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム）
が事故当初から十分に活用されていれば避難はス
ムーズに実施されるはずであったが、実際の発表
は平成 年 月 日になってからであった。ここ
で非常に大きな問題が分かった。図 に、甲状腺
における放射性ヨウ素の等価線量（ 月 日午前
時から 月 日午前 時までの積算価）を示
す。子 ど も が 日 中 部 屋 の 外 で 過 ご し た ら
mSvの被曝を受けるのが図の黄色線（矢印で
示す線）の範囲となっている。すなわち、当初は
半径 灼が避難地域となっていたが、その円を外
れる高度汚染地域が出てきた。後者には避難指示
は出ていないが、子どもにとっては高目の被曝と
なり、矢印で示す円外 ヵ所（飯舘村や川俣町お
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よびいわき市など）に住んでいる子どもはハイリ
スクということが分かった。子どもたちがどの程
度被曝したか調べる必要性が出てきたので、小児
科医でもある私が行くのが良いのではないかとの
意見が、緊急被曝対策委員会で出された。
半減期が 日しかない放射性ヨウ素は早急に
調べないといけない。これは現地の対策本部で
実施すべきことなので、原子力安全委員会の助
言のもとに、県連絡調整会議に集まった人たち
をなるべく多く集めて甲状腺の被曝調査をし、
そのスクリーニングレベルは ．μSv/hr
とし
た。これは甲状腺等価線量で ｍＳｖに相当す
る、という試験結果が放影研より出ているため
である。まずバックグラウンドが ．μSv/
hr
以
下の場所を探し、そこにスクリーニング会場を
設置して、各地から集まった専門家が測定した。
本来なら専門施設で計測することが望ましいが、
当時は震災の混乱が収まっておらず、またＮａ
Ｉサーベイメータが被曝検査のために福島に集
められていたので、このような形で簡易検査が
実施された。
実際には、現地でスクリーニングすることが
可能な会場を探すのも一苦労だった。例えば飯
舘村では、屋外は平均 μSv/hr
、屋内でも
～ μSv、土の上 尺だと約 μSvであり、唯

一バックグラウンドの低い場所は村議会の議長
席裏のスペースだった。川俣町では立派な公民
館の 階の一角が ．μSv/
hr
以下だった。人の
出入りやドアの開閉でも線量が上がるので、建
物に入る前に身体の汚染を検査し、玄関で靴を
脱ぎ、問診し、測定場所の前で集まってもらっ
た後に、一人ずつ測定場所に入れて、やっと
サーベイメータを子どもの前頚部に当てること
ができた。
せっかく測定したのに、バックグラウンドが
上がって評価から除いたものもあるが、いわき
市、川俣町、飯舘村の 市町村で合計約 ，
名の子どもを計測することができた。その結果
を図 に示す。最高で ．μSv/
hr
の子どもが
名いたが、この子どもは 歳という年齢を考慮
すると mSv程度になるとされている。全員 ．
μSv/hr
以下で、 ％が ． μSv/hr
以下、半
分以上の子どもからは検出されず、全体的に見
ると重篤な甲状腺被曝を受けた子どもは限定的
であると推定される。またグラフをみると、簡
易検査ではあるが、ある程度正確だったと思わ
れる。実際には、子どもの被曝を防ぐために、
母親が子どもを 週間外出させなかったり、水
は自治体が用意したりと、集団で子どもを守っ
たのが良い結果につながったと思われる。
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原爆被爆者からはこういったリンパ球の染色体
異常が多く見付かるが、その頻度は爆心地から
近距離で被爆された方ほど高い。この頻度と爆
心地からの距離の相関は、爆心地からの距離と
放射線量のカーブに似ているため、染色体異常
は、放射線障害の度合いを測る生物学的線量評
価に非常に有用な手法である。

（図

）

最近福島で行われた県民の健康管理調査の聞
き 取 り で も、外 部 被 曝 の 線 量 は 最 高 値 が
．mSv、全体の ．％が mSv未満で、今回
の事故に限って言えば重篤な被曝をされた方は
非常に限定的であると推定される。
次に基礎的な研究の話をさせていただく。放
射線の人体への影響には、確定的影響と確率的
影響がある。確定的影響には火傷、白血球減少、
白内障、甲状腺機能低下などが知られており、
確率的影響にはがんや遺伝的影響が考えられる。
確定的影響では閾値があると言われている。閾
値以上になると発生し、線量が高くなるほど症状
が重篤になる。放射線が照射されると細胞死が誘
導されたり、細胞分裂が起きなくなったりして、
放射線障害の強い細胞が生体内に残らないように
する仕組みがある。排除される細胞があまりに多
くなると、器官が機能障害を起こす。その機能障
害を起こすか否かの限界が閾値と推測される。
一方、確率的影響は、ある一定の確率で発症
し、閾値がなく、線量と発症には直線関係があ
ると考えられている（LNT 仮説）。遺伝子に傷
が入ると修復しようとするが、その修復の時に
エラーが生じる。そのエラーが積み重なること
によってがんを発症すると考えられている。
細胞に放射線が当たると核の中をも通過する
が、幸運な場合には DNA にまったく当たらずに
通過する。しかし DNA に当たると、その DNA
の塩基の変異、 本鎖切断や 本鎖切断が起き
る。放射線の作用でもっとも問題となるのは、
DNA の 本鎖切断を誘導してしまうことである。
染色体の切断が ヵ所で起きた場合、うまく
修復された場合は問題ないが、 本をつなぎ間
違えた場合に染色体転座が起きる。鎌田七男先
生はこの染色体転座そのものを発見された方で、
私は第 世代としてこの修復エラーの原因の研
究を行っている。図 も鎌田先生の図である。

（図

）

なぜ子どもが放射線に対し感受性が高いのか
は、まだ詳細には解明されていない。子どもは
成長期にあるので、増殖している細胞や未分化
幹細胞のような放射線感受性の高い細胞が多い
と推察される。また大人に比べると、被曝時か
らの生存期間が長いといったファクターもあ
る。このような理由で子どもは放射線被曝によ
る影響が大きいと考えられている。
放射性ヨウ素を ベクレル吸入した場合、そ
れが何mSvになるのかという係数は、大人の場
合 ．ｘ − mSvだが、幼児はその 倍程度に
なり、乳児だと 倍程度になる。つまり子ども
の放射性ヨウ素に対する感受性は、大人の ～
倍程度になるのではないかと言われている。
また、広島の原爆被爆者の白血病の発症などで
は、被爆から発症までの期間は、年齢が低いほ
ど短いことが知られている。
年に編集されたチェルノブイリ原発事故
の約 年間の追跡調査では、放射性ヨウ素によ
る被曝をした子どもや青年、また作業員には放
射線による影響が認められたが、大多数の住民
には、放射線による重大な健康影響は見付かっ
ていない。一番の問題は放射線に対する恐怖に
よる精神的ストレスだった。ストレスそのもの、
またはストレスが原因のアルコール障害などが
非常に大きな問題だったと言われている。
小児科医の立場から言えることは、子どもの
方が感受性が高い点と、放射線の健康リスクと
同時に社会的リスクも考えなければいけないこ
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とである。例えば急激な環境変化は、心身の健
康に大きな影響を与える。福島原発事故では寒
い時期に高齢者を移動させ、健康に影響のある
放射線被曝は被っていないのに、移動そのもの
で 名以上が亡くなっている。また社会全体に
も非常に大きなストレスがかかる。調査の中で
高線量の子どもを発見し、移動させて精密検査
をすることになった場合、大変ないじめの対象
となった例もある。移住する場合の失職・職探
しなど、経済的にも影響を被る。人間としての
総合的な健康維持には、これらの大きなストレ
スと放射線被曝による健康リスクのバランスを
考えなければならない。
生物学的な線量評価方法はいくつかあるが、
DNA の損傷を直接に反映し、しかも長期にわ
たって異常が保存される染色体解析は重要な手
段の一つである。
従来のギムザ法を用いた染色体解析の例を図
に示す。この写真では ヵ所の異常（矢印）
があり、それを高拡大すると、本来 個のセン
トロメアが 個になったり（左下）、リング状の
異常染色体が出現（右下）しているのが分かる。
この手法の利点は早くでき、コストも安いこと
である。欠点は染色体分析ができる人材の問題
で、日本でも、世界を見渡しても検査できる専
門家はわずかしかおらず、養成は時間的にも経
費的にも大ごとである。

（図
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）

そこで、私どもは検査に要する時間が短く、検
査者の確保や養成もしやすく、コストも 検体
数十円に抑えられる第 の方法を開発した。ま
だ試験段階であるが、染色体解析の未経験者に
よる第 の方法での解析と、ギムザ法による専
門家の解析を比べたところ、線量が高いほど素
人でもよく解析でき、推測線量も正確であった。
この方法を使って染色体異常から放射線被曝量
を推測する方法の実用化を目指して開発を進め
ている。
最後に、これまで広島と長崎では広島赤十字
原爆病院小児科の山脇卓壮先生らによる小児白
血病の報告があり、放影研を中心とした疫学調
査が知られている。さらに、原爆手帳に基づい
た被爆者の健康管理や、国、自治体による被爆
者のサポートもあるが、これから福島の健康管
理システムをどうしていくかが非常に重要な課
題であり、私たちの研究が皆さまのお役に立て
ればと思っている。
事務局注：本誌はカラー印刷ではないので、図
が分かりづらい場合は、広島県医師
会速報をネット上でカラーでご覧い
ただきたい。

（図

）

番目の方法は FI
SH 法で、染色体 DNA に
蛍光色素で染色したプローブをくっつけること
により、染色体の特定の部位を特定の色に光ら
せる方法である（図 ）。この方法の利点は解析
が簡単なことだが、欠点は時間がかかることお
よび試薬が高価で 検体数万円もすることであ
る。
すなわち、ギムザ染色も FI
SH 法も、多数の
被曝者が発生した場合の検査には実用性が低い。

質疑応答
Q：今回の福島の被曝線量はチェルノブイリに
比べると影響が非常に少なかった。放出され
た線量にもよると思うが、どうしてこれだけ
の差がついたか研究されているか。
田代：放射性プルームも含めて、放射性物質の
大半は海に流れて行ったことが大きいと聞い
ている。
Q：食生活の違いは関係あるだろうか。欧米人
は海藻をあまり食べないだろうが、日本人は
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幼いころから口にしている。
田代：チェルノブイリの周辺ではヨウ素欠乏の
人が多いが、それがどこまで影響があるかは
慎重に考えないといけない。チェルノブイリ
の時は流通が止められておらず、食物に関し
ても規制がなかった。チェルノブイリ事故に
よる一般住民の放射線被曝は、基本的に ％
以上が牛乳など飲み物による内部被曝である
と言われている。日本も大変な状況ではあっ
たが、チェルノブイリが教訓になり、汚染物
質の流通規制がある程度は有効だったのでは
ないかと理解している。
Q：線量計の感度はどのくらいのものか。
田代：ガンマ線の測定装置はタバコを吸っただ
けで反応する。タバコを吸うことでDNAを傷
つけているということがこのことでもよく分
かり、現在、研究論文をまとめているところ
である。
（エイジングは関係するのかという質
問に対し、）年齢が高くなると放射線感受性が
低くなることはよく知られているが、福島の
事故に関するエイジングの影響については、
現在のところデータを持っていない。
片岡：寺田虎彦の「正しく知って、正しく怖が
る」がよく引用されるが、放射線の影響とス
トレスによる健康リスクのバランスを考慮し
ないといけないこと、放射線量の生物学的評
価方法に関する最新のご研究などについて、
有益なお話しをいただき感謝する。

広島被爆 世の人数と
その中から見えてくるもの
除広島原爆被爆者援護事業団

鎌田

理事長

七男

今回の講演の機会を設けていただいたことに感
謝する。被爆 世の数についての結論は簡単で、
広島県内に ， 人くらいはいるだろうと思わ
れるが、確証が取れたものは約 万人である。
広島大学原爆放射線医科学研究所（原医研）
では、国勢調査に付随して行われる原爆被爆者
についての「原爆被爆者実態調査」に協力して
おり、同時に、県レベルでの解析も行ってきた。
これをもとに昭和 年に初めて全国の被爆者約
万人のリストを作り上げた。 世に関しては
家族調査が必要であるが、昭和 年に行われた
まま検証が行われていなかった。
したがって原爆被爆の実態の一部である被爆
世に関する解析をするために、平成 年から
「家族調査」とその解析を始めた。調査票は家族
宛てではなく、すべての被爆者個人とその配偶

号）

年（平成

年） 月

日（

）

者に配られ、被爆の状況、健康状態、結婚、子
どもの出生や身体状況などに関する質問項目も
含まれている。県内に在住の被爆者 万人全員
に配布され、返答の回収率は ％であったの
で、関心が高かったと思われる。昭和 年 月
日から昭和 年 月 日までに出生した子ど
もを抽出して F1とした。例えば第 子は昭和
年、第 子が昭和 年、第 子が昭和 年で
あれば、第 子と第 子は直接被爆者として登
録済みで、第 子が家族調査により初めて F1
と分かる。調査の際には養子や外国人などを除
いた。

（図

）

これを担当されたのが後に総合科学部の教授
になられ、湯﨑知事のご尊父である湯﨑 稔助
教授である。彼は非常に熱心な社会学者で、
メートル以内で被爆し奇跡的に助かった人が
人いることを確認した。確認のために複数の人
から同じ証言が得られた場合に、自分自身が面
接した。調査内容は多岐にわたり、被爆時の服
装、被爆地と逃れた方向などについても含まれ
ている。しかし 世調査で最も重要な家族構成
が報告されていない。
家族調査表の保管・解析に当たっては、個人
情報の管理に十分な配慮をしている。解析は、

（図

）

（

）
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父母の被曝線量、F1について年次別の出生率、
父母の被爆状況別の出生率、被曝線量別出生数
を集計した。この研究は広島大学疫学研究倫理
審査会の許可を得ている。
（注：この許可は研究
すべてに対してであり、 ｍGy、 ｍGyの解
析だけではない）
その結果、子ども数は ， 人、このうち
男児が ， 人、女児が ， 人であった。こ
の単純な比率は男児 ． ：女児 ということで、
被爆者でない親の子どもとあまり変わらない。
図 は男児（グラフの棒の下方）と女児（グラ
フの棒の上方斜線）の出生を年次別に示したグ
ラフである。昭和 年が少ないのは 月 日か
ら調査したためで、年間出生数のおよそ半分に
なる。また昭和 年が減っているのは、回収に
問題が起きたため、昭和 年が少ないのは丙午
（ひのえうま）が理由と思われる。
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より母親が被爆者の方が多い。
さらに詳しく述べると、男児：女児の比率に
ついては、それほど差はないものの、男児、女
児ともに被爆した母親の関与が大きい。

（図

）

なお、この調査には、図 のような誤差があ
ると考えられるが、誤差を考慮しても、広島県
では被爆者のＦ は約
， 人で、そのうち
「家 族 調 査」で は っ き り と 把 握 で き た の が
， 人である。

（図

）

「父母が
約 万人の児童の内訳を見てみると、
ともに被爆している」、「父が被爆し母は被爆し
ていない」、「父は被爆しておらず母が被爆して
いる」という パターンが考えられる。調査票
は被爆者に発送しているので、父母ともに非被
爆者という組み合わせはなく、そのため解析は
パターンでしかできない。また調査には原爆
被爆者延べ約
， 人が関与しており、父親

（図

）

（図

）

約 万人の子どものうち、
mGy以上被曝
した親は約 ， 人、 mGy未満が約 ， 人
である（図 ）。また 灼以内の直接被爆で線量
が計算できていない親が約 ， 人いるが、こ
れは原医研や放影研で線量を計算する際、日本
家屋でないと計算できないためである。遮蔽が
コンクリートの壁の場合、何枚の壁があり、そ
れぞれどの程度の厚みがあるか分からないと中
性子やガンマ線の減少率が計算できない。その
ため、信頼性に欠けるデータとするよりも、未
計算とした。残念ながらそういう方が約 ，
人。さらに 日以内に入市した方が約 ，
人、最後に 灼以遠で被爆ないし 日以降に入
市された方が約 ， 人である。
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）

また父親が被爆し母親が被爆していない群と、
母親が被爆し父親が被爆していない群、これを
さらに mGy以内の低線量被曝と
mGy以上
の高線量被曝を受けた方で分けると、父親が
mGy以下の方が約 ， 人、 mGy以上の方が
約 ， 人、母親が mGy以下の方が約 ，
人、 mGy以上の方が約 ， 人という結果に
なった（図 ）。

）

子どもが生まれてくる状況を分析するために
は「空白の 年」＊と呼ばれている状況を加味し
ないといけない。すなわち、被爆者を支援する
環境が整ってきたのは昭和 年で、それまで被

）

年） 月

日（

）

）

結論は図 に示した。ともあれ、被爆 世は
約 万人という分母は明らかになっている。分
子に何をもってくるか、どのような現象を研究
対象とするかは、被爆 世医師の皆さんにか
かっているので、今後はそれぞれのご専門で
データをご活用いただきたい。

（図

（図

年（平成

爆者は置き去りにされ、被爆者は子どもを産む
ことに危機感を感じていた。
高線量被曝が、父と母の意識の上ではどう違
うのか分析するために、昭和の暦年を横軸に、
出生数のＯＥ比（観察値と期待値の比）の変化
を縦軸にとり、父親が高線量被曝者（母親非被
爆）の場合は青線（折れ線）で、母親が高線量
被曝者（父親非被爆）の場合は赤線（マーカー
付折れ線）で示すようにグラフ化すると、被爆
した年に近いほど母親が被爆者である場合の出
生数が少なく、父親は逆になっており、両線は
昭和 年でクロスする（図 ）。つまり父親は被
爆していても子どもを持つことに対しあまり頓
着がないが、母親は非常に用心深かったという
ことで、それが解消されるのが昭和 年である。
高線量被曝の母親と父親を比較すると、このよ
うな事実も浮かび上がった。

（図

（図
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＊注）
『空白の

年』
：広島県原爆被害者団体協議
会が、被爆から昭和 年までの約 年間、
どんな生活をし、どんな苦労があったかを書
いてもらうという運動を展開し、出版した
本。当時は子どもや孫に被曝の影響が出るの
ではないかという心配もされていた。

質疑応答
Ｑ：被爆 世に遺伝的影響があるかどうかにつ
いて、いろいろな場で議論になるが、広島の
原爆被爆に関して、現在一般に受け入れられ
ていることは、どのようなものか。
鎌田：放射線影響研究所は、いろいろな手法で
影響調査を行ってきたが、現在のところ、ど
れをとっても影響はみられないという結果で
ある。しかし放影研の調査は、調査対象とし
ている被爆 世の総数が広島・長崎合わせて
．万人であり、広島分 万人でいいのかとい
う議論もある。
Ｑ：マウスの実験ではＦ に影響が出ると言わ
れるが、人間の出産には心理的・社会的な影
響があり、またネズミほど子どもを産まない
ので影響がみられないとも推測できるのでは
ないか。
鎌田：マウスの実験は確かにあるが、雄性被曝
の論文だけであり、雌性被曝の結果を論じた
ものは無い。マウス雄の場合には精子に放射
線の影響が出るが、雌の卵母細胞は放射線に
非常に敏感なので、放射線を当てて F1への
影響をみることが極めて難しい。研究結果が
出てこなければ科学者は発表しない。野村先
生の立派な論文をはじめとして、マウスでは
確かに子孫に影響があるという論文があるが、
これらは雄または精子に放射線を当てた場合
であり、雌に関するものは無い。広島では女
性もあれだけの被爆を受けている。マウスの
場合と人間の場合は分けて考えないといけな
いと思う。

総合討論：被爆 世の会としてのあり方
司会

被爆 世医師の会発起人
広島県医師会常任理事

有田

健一

有田 健一
われわれ 世も原爆被爆の一部であり、われ
われにはこれから具現化しなくてはならない、
なんらかのものがあると思う。I
PPNW 世界大

会で被爆 世医師のシンポジウムが開催される
からという限定的なものでなく、この被爆 世
医師の会は世界大会が終わっても、その後で何
が起こっても、続けていかなくてはならない本
質的なものを持っており、その活動は、ただ被
爆 世が原爆体験を語り継ぐというものではな
く、被爆 世の医師としてもっとわれわれに直
結するものにしていかなくてはならない。
われわれは原爆を見たわけではないが、幼い
ころから親や周りの大人に怖い話ばかり聞かさ
れて育った記憶があり、むしろ原爆の話を避け
てきた。しかし、年を重ねてくるとみずからの
世としての使命を考えるようになった。まず
は、福島で原発事故が起こったことで、被爆
世として何を新たに考え始めたかをお話しいた
だきたい。
高田 昇（広島文化学園大学教授）
私も被爆 世である。医学生であった父（高
田 修）は原爆投下後 日目に市内に入り、死
体を集めて焼く作業をした。祖父（高田敦二）
は被爆時に広島県医師会副会長であり、当時医
師は疎開ができなかったために被爆した。第
回I
PPNW 世界大会が開催されるのと同じ 月
日に祖父は亡くなり、 年後の同日に私は生
まれた。母親の長兄（稲田萬作）は広島県立医
学専門学校の初代の解剖学の教授で、疎開列車
に乗れず被爆死している。原爆被害を受けた広
島に生まれ、医師の家庭で育ち、原爆放射線医
科学研究所に入り、そして今に至る私にとって
原爆はルーツでもある。
原爆投下後、日本中で被爆者に対する差別が
起こったが、一番ひどかったのは広島市内だっ
たかもしれない。今でも福島周辺で差別が起
こっていることに腹が立ち、同時に被災者に対
し深い共感を覚えている。
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倉岡 敏彦（吉島病院顧問、前病院長）
鎌田七男先生の講演で「父親、母親の被爆状
況と子供出産の傾向を検討」のスライドを示さ
れているが、そのコントロールの対象は mGy
未満である。それに対して、今、福島ではコン
トロールのレベルが mGy以下である。現在の
世論や福島の方の心情を考えると心配ないとい
うこと自体が難しいのだろう。私は被爆 世で
はないが、実際には皆が原発での被爆について
心配しすぎていると感じていた。広島の貴重な
データが十分生かされ、人々の不安が取り除か
れることを望む。
日本人は理科系ではなく文科系の国民であると
いわれる。最新の医療や技術に関してもリスクな
どあまり理解してもらえないことと同様かと思う。
秋山 實利（広島国際大学長）
DNA レベルでの放射線影響研究所の調査で
対照群と比較して有意な差はなかったという研
究結果が出たと記憶している。広島の原爆被爆
者 世調査も対照群の線量を mGy以下ではな
く、福島のようにもっと低い線量の方をコント
ロールとして調査すると、もっと違うデータが
出たかもしれない。いずれにしても鎌田先生の
万人の調査は数において突出しており、大変
貴重であるので、今後、きちんとしたデータが
出るのではと期待している。
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年（平成

年） 月

日（

）

私自身は入市被爆者であるが、旧市民球場に積
まれた死体が今も脳裏に浮かぶ。当時、われわ
れは放射能の怖さを何も知らなかった。壊れた
水道の蛇口に口をつけて飲んだり、ほうれん草
を植えてそれを食べたりもしてきたが、その時
内部被曝を受けたかもしれない。そういう体験
を思い返すと、福島の件ももっと悠然と構えて
いていいかもしれないと思うが、そんなことは
なかなか言えない。しかし、実際広島で起こっ
たこと、そしてそれがいつまでも続いているこ
とを伝承しなくてはならない。被爆 世を中心
に伝承の会もいろいろできているが、 世もわ
れわれの職業を通してなんらかの形で伝えてい
くことは大切なのではないか。
古川 義紀（古川医院院長）
同線量の被爆をしても栄養状態の良い方は助
かり、悪かった方は亡くなったという話を聞い
ている。また、被爆によりＸ線に対して免疫の
ようなものができるのか、細胞核がＸ線にどの
ように反応するかお聞きしたい。

有田 健一
広島のデータは、その時々でアカデミックな
レベルあるいは検査方法が変わっていくであろ
うから、今後も継続して発表していかなくては
ならないのは明らかである。それは放影研や原
医研の立場でもあると思う。
一方で科学的データを発表しながら、われわ
れ 世医師がそれで何をして行くのかとなると、
ほとんどデータが生かされていない。広島にい
ると原爆、被爆という言葉を絶えず耳にするが、
日本全体で見るとほとんどの人は広島や長崎の
原爆被害に興味もなかったのではとさえ思える。
どうしたらわれわれ 世医師が、そしてわれわ
れがいなくても、原爆被害を語り続けていける
のかご意見を伺いたい。

鎌田 七男
免疫ができるのかと言われると、できないと
思う。いったん傷ついた細胞はある程度不安定
なものは取り除かれるが、その中の多くて ％
くらいのものは安定型として 年経っても残る。
つまり、異常性は核の中でずっと残っていくが、
それは免疫性という言葉では表さない。免疫と
は違う形で、むしろ長期影響を維持するという
ことでは多くのエビデンスが存在する。
同線量を受けた場合、確かに栄養状況が良い
方は助かっている。進徳高等女学校の ～ 歳
の学生が挺身隊として電報電話局で働き、そこ
で被爆されたが、半数の方は生き残った。さら
に、生存者の中でも田舎に行って親からしっか
りと手当をされた方は生き残り、そうでない方
は年内に亡くなっている。 歳の日本人女性で
栄養状況が悪い場合、 ％致死量が
r
a
d（ラ
ド、．Gyに相当）という数値が出ている。ちな
みにマウスの場合は
r
adとなっている。し
たがって、栄養状態はその後の生存に大きく関
わっていると言える。

中谷 一彌（中谷外科医院院長）
伝承は非常に大切である。妻は直接被爆者で
あるが、なかなか子どもたちに被爆の話をしな
かった。しかし、福島以降、自分の体験を語り
始めた。黒い雨の問題が出た時もそうであった。

田代 聡
免疫という言葉を使われていたが、傷を治す
修復のシステムに欠陥を持っている方はやはり
放射線に対して非常に感受性が高い。免疫とい
うよりも、傷を治す力が非常に重要である。
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木村 進匡（木村神経科内科クリニック院長）
被爆 世医師の会が行われる意味を考える時、
やはり父母や家族を介して被爆したという意味
で、これを一つの大きなきっかけとして、真面
目に放射能のことを考えるのがこの会ではない
かと思う。以前は、I
PPNW の他国支部から反
発を受けながらも、放射線の平和利用について
は安全であると発言してきた。しかし、今回の
福島の件で、私の心は大きく揺れている。一つ
の救いはすぐ近くの女川原発が津波を受けなが
らも異常がなかったことである。福島原発もき
ちんとしていればこのような問題は起こらな
かったと思うが、 年、 年前に作られた原発
が現在も存在しており、このような事故はいつ
起こるかもしれない。今こそ放射能問題を皆が
真剣に自分の問題として考えるよい機会ではな
いか。医者であり被爆者、被爆 世である皆さ
まに夏のシンポジウムでの活発な発言を期待す
る。
山下 芳典
（呉医療センター・中国がんセンター呼吸器外科科長）
私も被爆 世である。本日初めてこの会に参
加したが、この場に 時間いるだけで非常に貴
重な体験を聴くことができ、一つ一つが心に刻
まれた。このように短時間でも情報の共有がで
きるような場に参加し、もっと話が聞きたいと
素直に思う。
医師で被爆 世という立場で、専門職の立場か
ら、きちんと情報を伝えることにより、東日本大
震災後の風評被害を少しでも抑えることができれ
ば、われわれの一つの役目を果たせるかと思う。
小武家 暁子（大手町こぶけ内科クリニック院長）
被爆 世ではないが参加させていただいた。
子どものころは原爆の悲惨な話をあまり聞いて
おらず、むしろ原子力の平和利用は良いことで
あると教えられた。しかし、福島での事故があ
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種郵便物承認

り、自分は何も分かっていなかったと痛感した。
以降、勉強会になるべく参加して低線量被曝の
ことなど勉強したいと思っている。報道を見る
と、放射線の正しい知識が国民に伝わっていな
いと強く思う。私も感情的には、幼児に水道水
を飲ませたくない気持ちは理解できる。だから
こそ、放射線について熟知する医学者の人たち
が正しい知識をしっかり流布しないと、いつま
でも水は買って飲まなくては駄目だ、福島には
住まないという人が出てくる。この被爆 世医
師の会が正しい知識をどんどん宣伝していくこ
とができればと思う。
丸山 高司（太田川病院外科部長）
私も被爆 世である。学者の先生方がさまざ
まな説を説くが、一番声の大きい人に引きずら
れ、一般の方の意見が右に左に大幅に揺れる。
日本人は雰囲気に流される傾向があるとよく言
うが、まっすぐ地に足をつけて行動しなくては
いけないと思う。
有田 健一
福島の原発事故をきっかけに、私たちが原発
も含めて放射能というものを正しく見ていな
かったと思い直す機会となった。原爆ではなく
ても、それと同じことが起こることをみんなが
実体験した。正確に理解することが最も大切で
あり、そのためには正確なデータを積極的に出
してもらうことが必要である。
この被爆 世医師の会の活動は継続していか
なくてはならない。継続というものは難しいも
のであるが、被爆の記憶が薄れる中、また現在
の日本が低線量被曝について不安に揺れる中、
難しいとは言っておれない。 月のシンポジウ
ムを目指すだけでなく、目先のことにとらわれ
ることなく、何が大事で何をすべきなのか考え
ていきたい。このような機会をこれからも持っ
ていきたい。
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