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平成30年度

事業計画・収支予算
（骨子）
もに、
ホームページの運用等を行います。

平成30年度事業計画・収支予算は、平成30
年 3 月 5 日に開催された理事会及び同年 3 月

２

研究奨励助成金の交付事業
放射線影響に関する研究及び放射線の

14日に開催された評議員会において承認さ

医学的利用並びに放射線による障害防止

れ、行政庁に届け出をいたしました。
当協会では、平成30年度はこれに基づき成

に関する研究のうち、国内で行われる将

果の益々の充実を期し、一層の努力をしてま

来性のある、優れた研究に研究奨励助成

いる所存です。

を行っています。この事業は昭和36年度
より実施しているもので、これまでの累

事

業

計

計は422件となりました。平成30年度も

画

3 名程度の研究者に助成します。
Ⅰ

放射線影響に関する知識の普及・啓発及

３

顕著な成果をあげた研究者等の顕彰
事業

び研究活動への奨励・助成
１

放射線影響及び放射線の医学利用の基

放射線影響に係る知識の普及・啓発
放射線影響に関する国内外の情報の収

礎並びに放射線障害の防止など放射線科

集・分析評価を行い、放射線影響に関す

学研究の分野において、顕著な業績をあ

る知識の普及啓発に努めます。このため

げた研究者を顕彰するため放射線影響研

「放影協ニュース」を年 4 回発行するとと

究功績賞を平成12年度に設け、これまで
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報の保護に留意した上で確認するととも

に16名の研究者を顕彰しました。
また、現下の放射線影響研究の重要性

に、全国がん登録データベースに基づく

に鑑み、
一層の研究促進に寄与するため、

がん罹患情報の把握に向けた検討を行い

新進気鋭の若手研究者を顕彰する制度と

ます。更に、実施している本疫学的調査

して、放射線影響研究奨励賞を平成18年

に関する情報や低線量域放射線の健康影

度に設け、これまでに21名の研究者を顕

響に関する情報の発信を図り、本調査の

彰しました。

重要性について放射線業務従事者や関連

いずれの賞も我が国の科学技術の進展
及び国民保健の増進に寄与することを目

する機関への認知度を高めることに努め
ます。
このため、平成30年度は次の事業を行

的としており、平成30年度も引き続き両

います。

賞の顕彰を行います。
４

国際研究集会参加等のための助成事業



調査計画の評価

放射線影響の分野における国際研究集

平成27年度に策定し、平成28年度に

会への参加、国外研究機関への研究者の

一部を変更した調査計画（調査への協

派遣及び国外研究機関からの研究者の招

力の意思確認（インフォームド・コン

へいに対する助成を行っており、平成 3

セント）
、放射線以外の生活習慣等の

年度より実施しているもので、これまで

情報の収集、調査対象集団の設定方法

の 累 計は207名とな っ ています。 特に、

やその集団の規模、がん罹患調査、生

国際研究集会への参加は、若手研究者に

死追跡調査、健康影響に関する解析方

大きな自信を与え、今後の研究成果が期

法等の設定等）について、本調査の進

待されます。平成30年度も引き続き 3 名

捗状況、今後の見通し等を評価し、必

程度の研究者に助成します。また、必要

要な点があれば見直しを行います。

に応じ外国人研究者招へいの助成を行



調査対象者の設定に係る意思確認と
生活習慣等の調査

い、一層の放射線影響研究の発展に寄与

原子力発電施設等で放射線業務に従

します。

事している対象者等に対しては、原子
Ⅱ

力発電施設等において説明会等を開催

放射線影響に関する調査研究
１

することによって、また住所地が把握

原子力発電施設等放射線業務従事者等

されている対象者等に対しては、郵送

に係る疫学的調査
低線量域放射線の健康影響を明らかに

等によって、本事業への理解と協力を

するため、国からの委託を受けて、原子

図り、インフォームド・コンセント及

力発電施設等放射線業務従事者等を対象

び生活習慣等の調査を実施します。こ

とした疫学的調査を実施します。

れらの調査に基づいて調査対象者を設
定します。

平成30年度は、新たな調査計画に則っ
て平成27年度から進めている疫学的調査



がん罹患調査と生死調査

を継続実施します。調査対象者に対する

調査対象者のがん罹患情報の収集方

疫学調査への協力の意思確認調査を継続

法、収集項目、情報の保管等について

し、また調査対象者の生死情報を個人情
2
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及に努めます。

検討します。調査対象者の住所地及び



生死確認のため、市区町村長から住民

います。

票の写し等の交付を受けます。


ICRP委員の活動に対する支援を行
本連絡会は、ICRP委員、会員、学

委員会での評価・検討
調査研究評価委員会や放射線疫学調

識経験者等により構成される連絡委員

査あり方検討会での議論を踏まえ、疫

会を設置し、国内関係各界の意見交換

学・統計解析を行います。

等を積極的に行っています。



平成30年度は、上記活動の一環とし

事業の理解促進活動
国内外の主要な学会や会議などに参

て、これまでに引き続き外部の招へい

加し、また、国際社会への論文発表に

専門家を交えた専門家間の意見交換や

努めて、これまでの調査結果やこれか

放影協開催講座（ICRPセミナー）を開

らの調査について報告するとともに、

催します。

関連情報の収集及び討議を行います。
２

東電福島第一原子力発電所緊急作業従

Ⅳ

放射線業務従事者等の放射線被ばく線量
等に関する情報の収集、登録及び管理

事者に対する疫学的研究への協力
昨年度に引き続き、本疫学的研究の統

１

経常業務

括研究機関の依頼を受けて、緊急作業者

制度参加事業者との協調を図りつつ、原

の被ばく線量について調査・協力を行いま

子力放射線業務従事者被ばく線量登録管

す。

理制度（以下「原子力登録管理制度」とい

３

その他

う）
、除染等業務従事者等被ばく線量登

必要に応じて放射線影響に関する調査

録管理制度（以下「除染登録管理制度」とい
う）
、RI放射線業務従事者被ばく線量登録

研究等を実施します。

管理制度（以下「RI登録管理制度」という。
）
放射線の防護及び利用に関する調査研究

及び放射線管理手帳
（以下
「手帳」
という）
制

ICRP勧告等の動向を的確に把握し、日

度の的確な運用を行います。また、放射線

本のICRP委員、専門家及び学識経験者等

関連法令による放射線管理記録の指定保

が情報及び認識の共有化を図り、国内にお

存機関として適切な記録保管に努めます。

ける考え方が勧告等の検討に貢献できるよ

制度参加事業者、記録引渡し事業者及び記

うに、ICRP調査・研究連絡会を中心に以

録の本人からの記録の照会に対して適切に

下の活動を行います。

回答を行います。

Ⅲ



又は国が関与する放射線影響に関する調査

告等の調査研究を行います。


国内外におけるICRP勧告、報告等

に関する意見・情報交換を行います。


また、記録の本人の同意の下、国が実施

ICRPの動向調査並びに同勧告、報

国外の主要なICRP委員など専門家

研究に被ばく線量データを提供します。
２

経常業務を安全・適切に実施するため
の業務

を招へいして、放射線影響を中心とし

経常業務を安全かつ適切に実施するた

た講演会を開催するなどして知識の普

め、平成30年度は次の業務を行います。
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し、データバックアップするシステム

水晶体の等価線量限度に係る法令改

を平成29年度末までに構築しました。

正の検討への対応
国は放射線防護法令の水晶体の等価

設置した遠隔地バックアップサーバー

線量限度を変更する方向で検討を行っ

の運用を適切に行うとともに、データ

ています。法令への取り入れ時期など

リカバリー訓練の実施等により災害発

は不明ですが、協会は放射線審議会等

生時に備えます。

での検討情報等を把握すると共に被ば



渡しの実施

く線量登録管理制度推進協議会（以下
「推進協議会」という。）において原子力

従来、原子力事業者が法令に基づき

事業者と協議を行いながら、原子力登

作成した放射線管理記録の登録管理制

録管理システムや手帳への適切な対応

度への引渡しは、紙文書によることに

が取れるよう検討を進めます。

限 定していましたが、 紙 文 書に 加え



放射線管理手帳高度化に係る検討

て、電子画像により引渡せることとし

推進協議会の専門委員会である「放

ます。

射線管理手帳高度化検討ワーキンググ



理制度参加事業者による協議会の開催

は手帳発効機関が手書き又は専用プリ

原子力登録管理制度及び除染登録管

ンターにより被ばく線量等の記載を行っ

理制度は、それぞれの制度の適切な運

ている放射線管理手帳をIT技術等の応用

用を進めるため、参加事業者による協

により高度化、合理化ができないか等に

議会を開催します。平成30年度は平成

ついて平成29年度に引き続き検討を行い

29年度の事業報告･決算報告及び平成

ます。

31年度の事業計画･収支予算並びに登
録管理制度の遂行に係る重要事項につ

被ばく線量登録管理システムのリプ

いて審議します。

レースの実施
RI登録管理システムについて、IT動



原子力登録管理制度の推進に関する
実務担当者会議の開催

向を踏まえ、セキュリティの確保等を
考慮の上、新システムにリプレースし

協議会での審議結果等に基づき、必

ます。運用開始前には、操作マニュア

要に応じ原子力登録管理制度の推進に

ル等の整備及び試運用等を実施し、現

関する実務担当者会議を開催します。

システムからのスムーズな移行を図り





放射線管理手帳発効機関に対する説
明会

ます。

放射線管理手帳制度を円滑に進める

登録管理システムのデータバック

ため、手帳発効機関を対象とした説明

アップ方法の変更

会を必要に応じて東京、大阪等で行い

原子力登録管理制度及び除染登録管

ます。

理制度においては、災害発生時のデー
タ保全のため日々のシステム登録情報



等を遠隔地に設置したサーバに転送



原子力登録管理制度及び除染登録管

ループ」において、現在は雇用事業者又



4

放射線管理記録の電子画像による引
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管理制度及び手帳制度の運用等に関す
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る意見交換
適切な登録管理制度及び手帳制度の
運用に資するため、手帳の運用が適正
に実施されているか、また、登録管理
制度における個人情報の取扱い等につ
いて、センター職員が各事業所を訪問
し実務担当者と意見交換を行います。
なお、平成30年度は原子力事業所5
事 業 所 程 度を 対 象として 実 施するほ
か、除染事業場についても数事業場で
実施します。


放射線管理手帳発効機関に対する手
帳の運用等に係る指導、助言
手帳の円滑な運用に資するため、
「放
射線管理手帳

運用要領・記入要領」

等に従って手帳が適切に運用されてい
るか、また、個人情報の取り扱いが規
程等に基づき適切に運用、管理されて
いるか等について、センター職員が各
手帳発効事業所を訪問して手帳発行実
務者と意見交換を行い、必要な指導、
助言を行います。
なお、平成30年度は20手帳発効事業
所程度を対象として実施します。


統計データの解析・評価及び公表
原子力登録管理制度に係るデータに
より各種統計データを作成し、統計
データ評価委員会において解析・評価
を行います。また、除染登録管理制度
に 係る デ ー タについても、 各 種 統 計
データを作成します。原子力事業所及
び除染事業場における従事者の放射
線管理状況を示す統計資料を協会の

「ホームページ」及び「放影協ニュース」
で公表します。

2018. 4, No.95



平成30年度収支予算書（損益ベース）
（単位：千円）
科目
Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（1）経常収益
基本財産運用収益
受取会費
受取補助金等
受取負担金
受取寄付金
雑収益
経常収益計
（2）経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
通信伝送費
データ管理費
事務所借料
記録保管費用
諸掛費
減価償却費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
事務所借料
諸掛費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
（1）経常外収益
（2）経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減の部
受取寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

放影協ニュース

予算額

1
4,630
172,427
428,630
2,990
55
608,733

15,456
177,574
9,757
28,244
2,163
126,144
38,815
2,847
109,315
14,741
525,056
21,402
25,068
5,568
6,503
10,916
36,221
105,678
630,734
△ 22,001
0
0
0
△ 22,001
437,380
415,379
2,990
△ 2,990
0
12,596
12,596
427,975
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平成29年度
放射線影響研究功績賞・放射線影響研究奨励賞
及び研究奨励助成金交付研究課題の決定について
１．放射線影響研究功績賞
本賞は、放射線の生物及び環境への影響、放射線の医学的利用の基礎並びに放射線障害の防止
など、放射線科学研究の分野において顕著な業績をあげた者に対して授与し、もって我が国の科学
技術の進展及び国民保健の増進に寄与することを目的としています。この目的に従って、公募によ
り受賞候補者の推薦を求め、学識経験者からなる選考委員会での審議・選考を経て、平成29年度
は下表のとおりの受賞者１名を理事会にて決定しました。
２．放射線影響研究奨励賞
本賞は、放射線の生物及び環境への影響、放射線の医学的利用の基礎並びに放射線障害の防止
など、放射線科学研究の分野において活発な研究活動を行い将来性のある若手研究者に対して授
与し、もって我が国の科学技術の進展及び国民保健の増進に寄与することを目的としています。
この目的に従って、公募により受賞候補者の推薦を求め、学識経験者からなる選考委員会の審議・
選考を経て、平成29年度は下表のとおりの受賞者２名を理事会にて決定しました。
受賞者
【放射線影響研究功績賞】
山下 俊一
（長崎大学 原爆後障害医療研究所 教授）
【放射線影響研究奨励賞】
斎藤 裕一朗
（京都大学 放射線生物研究センター
博士研究員）
【放射線影響研究奨励賞】
浜田 信行
（
（一財）
電力中央研究所 原子力技術研究所
放射線安全研究センター 主任研究員）

受賞業績
放射線と甲状腺がんの基礎、臨床ならびに社会
医学研究
相同組換えの線量依存的抑制機構による放射線
感受性に関する研究

眼の水晶体に関する生物学・疫学・防護研究

３．研究奨励助成金交付研究課題
本事業は、放射線の生物及び環境への影響、放射線の医学的利用の基礎並びに放射線障害の防
止など放射線科学研究の分野における調査・研究に対して研究奨励助成金を交付し、もって、我
が国の科学技術の進展及び国民保健の増進に寄与することを目的として実施しているものです。
この目的に従って、公募を行い、学識経験者からなる選考委員会の審議・選考を経て、平成29年
度は下表のとおりの４つの研究課題に対して研究奨励助成金の交付を理事会にて決定しました。

1
2
3
4

6

申請者（所属）
研究題目
孫 略
放射線被ばくによって誘導される血中抗酸化能低下メカ
（筑波大学医学医療系・助教）
ニズムの解明と応用
桧垣 正吾
一般市民に低線量内部被ばくを及ぼしうる放射性セシウ
（東京大学アイソトープ総合センター・助教） ム中の不溶性粒子存在度の解析
福永 久典
雄性生殖幹細胞に対する低線量放射線被ばくリスクの検
（英国クイーンズ大学ベルファスト・PhD student） 討
益谷 美都子
DNAﾒﾁﾙ化転移酵素3B（DNMT3B）を標的とするがんの放
（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・教授） 射線増感剤の研究
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平成29年度

放射線影響研究功績賞受賞業績の概要

原発事故と甲状腺がん
長崎大学／福島県立医科大学

山下

はじめに
長崎大学原爆後障害医療研究所（略称原
研）、当時医学部附属原爆後障害医療研究施
設の一員として、1990年10月 1 日から27年半
にわたり教授職を務めさせて頂きました。ゼ
ロからの教室作りでしたが、この間、教育研
究体制の立ち上げと組織運営、そして国際ヒ
バクシャ医療協力事業の開拓など試行錯誤し
ながら東奔西走してきました。その結果、平
成29年度放射線影響研究功績賞という思いも
かけない栄誉を頂き、心から感謝とお礼を申
し上げます。
2018年 2 月14日大学での退職記念講演会の
タイトルは、私のライフワークである「放射
線と甲状腺」ではなく、「人間万事塞翁ヶ馬－
転禍為福」としました。その理由は、2011年
3 月11日の東日本大震災と福島原発事故とい
う日本の禍機に遭遇し、永井隆博士の原子爆
弾救護報告書の中から、「転禍為福」へ繋げた
いという強い意思を反映する為でした。内憂
外患、そして逆境に際しても常に前向きに考
え、「小事を大事に」と「人は宝」をモットーと
して陽気に歩んできたことが私自身の特徴で
あり、逆にまた自戒と反省でもありました。
以下、この受賞の機会に再度最終講義を「原
発事故と甲状腺がん」として要約し、私自身
の活動記録が今後の放射線影響研究や後進へ
の一助となれば幸いです。
生い立ちと医学への憧れ
私の両親は1951年、永井隆博士が亡くなっ
た年に浦上教会の廃墟の中で貧しいながら結
婚式をあげています。父と母のお蔭でいのち
の糸が紡がれましたが、生きていることの反
2018. 4, No.95



俊一

対、その裏側には唯物論的な死ではなく、見
えざる神が見守ってくれている、すなわち裏
には神がいるという
「うらかみ」
との宗教教育
を受けて育ちました。そして、教会などの廃
墟で育った私の幼少期は、
「常に死者の声に
耳を澄ます」
、そして、
「死者を死者と呼ぶな
かれ、生者有る限り、死者は生きる」
という、
ある意味、
「一期一会」の心のあり方を学び、
自然科学とはほど遠い霊魂の存在を身近に感
じる環境で育ちました。迫害の町、そして原
爆被災の町である長崎市で生まれ、海外から
の宣教師による教育を受けた私は、アルベル
ト・シュバィツアー博士の伝記などから異国
への憧れを抱き医学への道を志しました。今
でこそ、グローバル化が当たり前のようです
が、内弁慶で閉鎖的な心を打ちくだき、果敢
にチャレンジするという他流試合をすること
で学問の幅を広げることが、自らに課せられ
た使命と自覚して行動してきました。
師との出会い
はじめに、長崎大学医学部卒業後から教授
就任前の12年半は、臨床医としての研鑽を積
み留学経験もしました。高岡善人教授主宰
の第一内科に入局し、恩師の和泉元衛先生、
その後東京大学から赴任された長瀧重信教
授に仕え、そして米国留学を経験しました。
Cedars-Sinai Medical Centerでの研究三昧の生
活を支えてくれた下垂体研究の大御所である
Shlomo Melmed教授や、その後世界的な甲状
腺研究者となられたJames Fagin教授らと一緒
に過ごしましたが、
「鉄は熱いうちに打て」
と
は箴言だと思います。
留学時代の分子内分泌学の最先端研究とは

放影協ニュース
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別に、私の脳裏に深く刻み込まれた言葉を紹
介したいと思います。それは、1985年にLDL
受容体の発見でノーベル賞を受賞したばか
りのGoldstein博士の米国臨床医学会総会での
特別講演を目の前で拝聴した時の「Paralyzed
Academic Investigator's Disease Syndrome;
PAIDS」という言葉の衝撃です。私の留学先
のCedars-Sinai Medical Centerは、ハリウッド
とビバリーヒルズ、そしてウェストロスア
ンジェルスの3角地点にあり、当時原因不明
のAIDSの蔓延時期でもありました。そこで、
なぜ多くの医師や医学研究者が博士号取得後
に挫折し、惰性に流れるのかを、AIDSに掛
特 別 講 演 を 目 の 前 で 拝 聴 し た 時 の
け合わせてPAIDSとして講演されたのです。
「 Paralyzed Academic Investigator’s
臨床課題への真摯な取り組み、目の前の患者
Disease Syndrome; PAIDS」という言葉の衝
さんにこそ明日の医学の進歩と未来がある
撃です。私の留学先の Cedars-Sinai Medical
との言葉と、そのPAIDS予防の処方箋である
Center は、ハリウッドとビバリーヒルズ、そ
基礎医学を学び続けることの重要性と、技術
してウェストロスアンジェルスの 3 角地点に
革新への勇気、そして、常に私たち自身が自
あり、当時原因不明の AIDS の蔓延時期でも
転車操業を余儀なくされている現実の厳しさ
ありました。そこで、なぜ多くの医師や医学
を、米国留学で学ぶことができました。
研究者が博士号取得後に挫折し、惰性に流れ
るのかを、AIDS に掛け合わせて PAIDS とし
て講演されたのです。臨床課題への真摯な取
1990年10月からの心機一転
（１）
り組み、目の前の患者さんにこそ明日の医学
一臨床医としてスタートしましたが、母校
の進歩と未来があるとの言葉と、その PAIDS
原研の基礎系教室教授に選出され心機一転と
予防の処方箋である基礎医学を学び続けるこ
なりました。無一文からのスタートでしたが
との重要性と、技術革新への勇気、そして、
多くの方々に助けられて、内分泌・甲状腺の
常に私たち自身が自転車操業を余儀なくされ
専門性を生かしつつ
「放射線と甲状腺」を主
ている現実の厳しさを、米国留学で学ぶこと
テーマとし、国際放射線保健医療活動、大学
ができました。

院生や留学生の指導を中心に、「人は宝、小
事を大事に」を教室のスローガンとして、臨
1990 年 10 月からの心機一転（１）
床から多くの大学院生、そして留学生が来て
一臨床医としてスタートしましたが、母校
くれたことが何よりの喜びでした。教室立ち
原研の基礎系教室教授に選出され心機一転と
上げと同時に、チェルノブイリ笹川プロジェ
なりました。無一文からのスタートでしたが
クトに初めから参画する機会を得ました。こ
多くの方々に助けられて、内分泌・甲状腺の
れは放射線影響研究所理事長の重松逸造先生
専門性を生かしつつ「放射線と甲状腺」を主
の主導によりますが、今思えば、ソ連崩壊直
テーマとし、国際放射線保健医療活動、大学
前からロシア、ベラルーシ、ウクライナの5
院生や留学生の指導を中心に、
「人は宝、小事
箇所に活動拠点を設けたこと、同じ診断基準
を大事に」を教室のスローガンとして、臨床
と方法で、事故当時0歳から10歳の子供達約
から多くの大学院生、そして留学生が来てく
れたことが何よりの喜びでした。教室立ち上
20万人の検査をスタートしたことで、ソ連が
げと同時に、チェルノブイリ笹川プロジェク
崩壊後も、国境を超えて3カ国でのプロジェ
トに初めから参画する機会を得ました。これ
クトを継続することができました。立ち上げ
は放射線影響研究所理事長の重松逸造先生の
時の困難や、酷寒の地での暖房ガレージを活
8

用した検診指導などには紆余曲折がありまし
たが、本プロジェクトは、笹川記念保健協力
財団の資金提供によるもので、長崎大学以外
に広島大学、そして放射線影響研究所との共
同事業でしたが、主として私たちが医療面を
牽引することとなりました。
チェルノブイリ笹川プロジェクト
多くの矛盾と混乱の中、特に、力を入れた
のが、欧米の診断基準の導入と記録・解析方
法の標準化問題です。毎年5箇所の検診成果
を持ち寄り発表し、論文化するという指導を
行い、現地のスタッフや関係者のレベルアッ
に広島大学、そして放射線影響研究所との共
プを計るとともに、医療支援協力ではありま
同事業でしたが、主として私たちが医療面を
したが、その土台となる学術研究レベルをあ
牽引することとなりました。
げるべく努力を重ね、その出版物を毎年ロシ
ア語と英語で公表し、
更に 5 年間のデータを、
チェルノブイリ笹川プロジェクト
Chernobylという本で事故から10年目に出版
多くの矛盾と混乱の中、特に、力を入れた
することができました。その後の出版や論文
のが、欧米の診断基準の導入と記録・解析方
作成では、放射線影響研究所から原研教授に
法の標準化問題です。毎年 5 箇所の検診成果
来られた生物統計の専門家柴田義貞先生の力
を持ち寄り発表し、論文化するという指導を
が大でした。この間、甲状腺癌の細胞診導入
行い、現地のスタッフや関係者のレベルアッ
プを計るととともに、医療支援協力ではあり
や病理診断では格段の進歩がみられ、現在ま
ましたが、その土台となる学術研究レベルを
で続いている国際甲状腺共同研究の土台作り
あげるべく努力を重ね、その出版物を毎年ロ
がこの期間に醸成されました
（図 1 ）
。

シア語と英語で公表し、更に 5 年間のデータ
を、Chernobyl という本で事故から 10 年目
チェルノブイリ医療協力活動
に出版することができました。その後の出版
初期の現地調査活動と平行して、長崎県、
や論文作成では、放射線影響研究所から原研
長崎市との連携で設立した長崎ヒバクシャ国
教授に来られた生物統計の専門家柴田義貞先
際医療協力会NASHIMとともに、国際シンポ
生の力が大でした。この間、甲状腺癌の細胞
ジウムや旧ソ連からの夏季研修生受入事業を
診導入や病理診断では格段の進歩がみられ、
継続し、それぞれの専門性を生かした医療協
現在で続いている国際甲状腺共同研究の土台
力から学術共同研究の国際連携へと展開する
作りがこの期間に醸成されました（図 1）。

主導によりますが、今思えば、ソ連崩壊直前
からロシア、ベラルーシ、ウクライナの 5 箇
チェルノブイリ医療協力活動
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初期の現地調査活動と平行して、長崎県、
方法で、事故当時 0 歳から 10 歳の子供達約
長崎市との連携で設立した長崎ヒバクシャ国
20 万人の検査をスタートしたことで、ソ連が
際医療協力会 NASHIM とともに、国際シン

ことができました。特に、国際がん研究機関
IARCや米国がん研究機関NCIとベラルーシ、
ロシアにおいて、小児甲状腺癌に関するケー
ス・コントロール調査研究を1999年から 3 年
間にわたり実施しました。その結果、放射性
ヨウ素の内部被ばくによる甲状腺癌の発症リ
スクについて線量依存性の臨床疫学的証明に
成功しました。しかし、線量推計の不確かさ、
すなわち誤差の大きさとともに、国際協調の
困難さも同時に痛感することになりました。
チェルノブイリ原発事故後、ベラルーシ、
ウクライナ、ロシアの 3 カ国では事故当時0
から10歳の子供達に、事故後 5 年以降小児甲
状腺癌が増加しました。もちろん事故後、そ
してソ連崩壊後に関心が高まり症例の発見数
増加にも繋がっていますが、従来のコンセプ
トを覆す、すなわち外部被曝以外に、乳幼児
から若年者での放射性ヨウ素の内部被曝によ
る甲状腺発がんリスク増加が疑われ、当時の
子供達は今では成人してはいますが、そのリ
スクが生涯続き、現在6000例に及ぶ甲状腺癌
手術例が報告されています。
チェルノブイリ組織バンクの構築運営
専門領域を超えた複雑な共同研究は困難で
したが、同じ甲状腺研究者を中心とした国際
共同研究プラットフォームを構築することが
できました。1998年には、ケンブリッジ大学
と南西ウェールズ大学の病理部門と共同して
ベラルーシ、ウクライナ、ロシアの保健省と
現地の関連病院をつなぎ、甲状腺癌の組織バ
ンクを世界で初めて立ち上げ運用を始めまし
た。私自身が科学諮問委員長として、病理診
断や分子遺伝の統括もさせてもらいました。
現在2000例を越す遺伝子バンクが構築されて
いますが、20年目を迎えその運営に関しては
厳しい状況が続いています。
一方、日本政府もソ連崩壊以降外務省に
NIS支援室を設置し、チェルノブイリ専門家
交流を10年間支援してくれました。私自身は、
この期間1995年からチェルノブイリ原発事故
後の除染作業に動員されたカザフスタンのセ
ミパラチンスク核実験場の兵士の健康調査に
も派遣され、人生で初めて、劣悪な核実験場
2018. 4, No.95



周辺の現実を目の当たりにしたことで再び核
に汚染された大地を歩くことになりました。
現地のセメイ医科大学との学術交流協定を締
結後、新たに積極的な医療支援の道を模索す
ることになりました。1998年国連セミパラチ
ンスク支援国国際会議の日本代表として、現
地の病院視察と評価を行い、本学医学部同窓
生のお蔭で現地の優秀な医学生に長崎医学賞
を授与する制度も立ち上げ、これまでに33名
の現地医学生を顕彰しています。その流れで
現在もカザフスタンからの留学生が続いてい
ます。
JICAセミパラチンスク地域医療改善計画プ
ロジェクト
1999年 8 月29日現地との遠隔医療画像診断
支援が開始され、その後東京での国連支援
国会議を経て、日本とカザフスタン両国で
JICAセミパラチンスク地域医療改善計画が
調印され、無償機材供与と技術協力のパッ
ケ ー ジで2000年から 5 年 間の 具 体 的なJICA
医療協力がスタートすることになりました。
本学から多くの先生に現地へ行って頂き、が
ん検診、がん登録などを中心に具体的な成果
を上げることができました。本事業は広島大
学との共同事業でもあり、それぞれの得意分
野での人材交流事業が行われてきました。
WHOジュネーブ本部へ
以上のような国内外での活動成果はWHO
ジュネーブ本部の関係者にも知られ、2004年
6 月突然の国際電話を受けました。その後、
多くの課題を克服して、私自身が、李事務局
長の面接をも受けて、ジュネーブ本部にヘッ
ドハンティングされました。ただでさえ大学
不在が多い教授が、ついに 2 年間の休職派遣
の 形で 教 室を 空けるわけですから、 教 室 員
には大変な苦労をかけることになりました。
ジュネーブ滞在中、2005年 8 月の原爆被災60
周年の記念日に合わせて、いくつかの試みを
行いました。その一つが李事務局長の肝い
りで、WHOの玄関と裏庭に平和のシンボル、
日本のシンボルとして八重桜の苗木50本を長
崎大学医学部から寄贈していただいたことで
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す。これは兼松隆之医学部長のご英断でした。
そして 9 月には、本学や広島大学、放射線影
響研究所からの先生をお迎えし、WHO執行
理事会の会場で晩発性放射線影響を取上げ、
原爆被災60周年記念の国際シンポジウムを開
催することができました。
私自身は、WHOにて、とりわけチェルノ
ブイリ20周年の総括に関与しました。同時に、
原発事故後の長期課題の最大の問題は、放射
能や放射線に対する無知や無関心による先入
観や偏見、そして風評被害の甚大さだと指摘
しました。この論文は日本ではあまり注目さ
れず、その結果、福島原発事故の対応では、
この教訓はうまく生かされませんでした。同
時に、緊急被ばく医療の国際ネットワーク作
りなどにも 奔 走しました。 このように 私の
WHOへの派遣人事そのものが、長崎大学に
おける21世紀COEプログラム「放射線医療科
学国際コンソーシアム」の一成果であり、中
間報告書と最終報告書でも高い評価を受けて
います。朝長万左男リーダーと渡邉正己サブ
リーダーの指導のお蔭であり、原研全体の評
価も高まり、2004年10月には第47回日本放射
線影響学会を長崎で開催しました。
2006年12月からの心機一転（2）
2007年度から新たにグローバルCOEプログ
ラム「放射線健康リスク制御国際戦略拠点」
の
競争的大型予算を獲得し、 5 年間はこれまで
の研究活動の継続が担保されることになりま
した。再び、心機一転での潤沢な研究費の中
で原研自体も自由な研究が推進された時期で
した。私自身も「放射線と甲状腺」の研究テー
マに専念すると同時に、医歯薬学の研究科長
など重責を果たすようになりました。
この間の大規模甲状腺分子疫学調査研究の
成果の一つを紹介します。放射線リスクでは、
同じ被ばく線量でも確率論的にリスクを有す
る者とそうでない者との差異を明らかにする
ために、チェルノブイリ甲状腺癌患者の1000
例を越すサンプルを用いて、放射線感受性や
発がん関連SNPsの網羅的遺伝子解析を行い
ました。ベラルーシ、ロシア、京都大学との
共同研究成果ですが、散発性自然発症と放射
10



線誘発の甲状腺癌では、いずれもFOXE1遺
伝子の特異的なSNPsの存在が証明されたも
のの、両者の鑑別に資する刻印遺伝子は現在
まで発見されていません。今尚、臨床疫学調
査の限界を分子疫学で解明すべく努力を重ね
ています。
東日本大震災と福島原発事故
2011年 3 月東日本大震災に引き続いて発災
した東京電力
（株）
福島第一原発事故は、まさ
に日本中を放射能汚染の恐怖に陥し入れまし
た。事故直後、私たちの緊急被ばく医療チー
ムを福島へ派遣し、危機介入すると同時に、
避難住民への健康リスク対応に従事しまし
た。 3 月19日に高村昇教授と私は福島県放射
線健康リスク管理アドバイザーに任命され、
初期 2 ヶ月間で、約 1 万人近い住民に対して
直接クライシスコミュニケーションを行い、
また県内メディアを通じて緊急時対応を行い
ました。寺田寅彦博士の「災害は忘れた頃に
やってくる、そして正しく怖がることは大変
難しい」という言葉を待つまでもなく、情報
不足から真偽の確認がなされないままの情報
氾濫という現代ネット社会での放射能恐怖の
蔓延にも対応を余儀なくされました。福島で
の経験の詳細は、大学を挙げての支援活動が
展開され、ここには紹介できませんが本学の
第三期中期目標と中期計画の中で、総合的な
復興支援を継続中です。
実は、福島原発事故に遭遇する直前に、グ
ローバルCOEプログラム最後の成果物 2 つ
を出版していました。福島原発事故後の混乱
と混迷への論理的対処法の基本となるべき社
会科学的アプローチでのリスクコミュニケー
ションの思想と技術、さらに多彩なリスク認
知の中でのコミュニケーションの重要性を取
りまとめたものです。机上の空論を乗り越え
て、福島県立医科大学での被ばく医療支援
活動に直接参画し、福島県民200万人の健康
見守り調査事業を早期に立ち上げましたが、
2011年 7 月から本学を再び休職し、放射線医
学県民健康管理センター初代センター長とし
て、地域並びにグローバル化への対応を行っ
てきました。正統な科学とは何か、そして異
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島国際会議の提言を取りまとめた「原発事故
と甲状腺がん」のプロシーディングを出版す
ることができました（図 2）。

現在進行中の研究プログラムを個別に紹介す
ることはできませんが、長崎大学原研として
なる見解への対応の困難さは続きますが、住
も放射線影響研究の将来を鑑み、チェルノブ
民目線での基本路線が不可欠だと言えます。
イリと同様に福島との関わりは大変重要とな
ります。
チェルノブイリの経験を福島に生かす

震災後の混乱と混迷の中にあっても、これ
福島県立医科大学ふくしま国際医療科学セン
までのチェルノブイリとのパイプを生かし、
ター
懸案事項の解決に資するロシアでの甲状腺超
地域医療の要である福島県立医科大学が、
音波診断のデータの再評価、ウクライナでの
突然の原発震災に見舞われた直後から一躍世
放射線誘発甲状腺癌の病理と分子診断を取り
界に注目される県民健康調査事業の実行部隊
まとめ、さらに2016年 9 月開催の第5回福島
となりました。長崎で言えば、原研と放影研、
国際会議の提言を取りまとめた「原発事故と
そして原対協、原爆病院、さらに大学病院の
甲状腺がん」のプロシーディングを出版する
機能を一手に引き受ける、それも震災直後か
ことができました（図 2 ）。
らという想像を絶する大役です。長期にわた
現在進行中の研究プログラムを個別に紹介
る大規模県民健康調査以外に、先端臨床研究、
することはできませんが、長崎大学原研とし
先端診療から教育・人材育成まで対応しなけ
ても放射線影響研究の将来を鑑み、チェルノ
ればなりません。これらを担うのが、昨年グ
ブイリと同様に福島との関わりは大変重要と
ランドオープンした「ふくしま国際医療科学
なります。
センター」という新しい組織です。
本センターの一部に、放射線医学県民健康
福島県立医科大学ふくしま国際医療科学セン
管理センターがあり、県民の被ばく線量推計
ター
地域医療の要である福島県立医科大学が、
突然の原発震災に見舞われた直後から一躍世
界に注目される県民健康調査事業の実行部隊
となりました。長崎で言えば、原研と放影研、
そして原対協、原爆病院、さらに大学病院の
機能を一手に引き受ける、それも震災直後か
らという想像を絶する大役です。長期にわた
る大規模県民健康調査以外に、先端臨床研究、
先端診療から教育・人材育成まで対応しなけ
ればなりません。これらを担うのが、昨年グ
ランドオープンした「ふくしま国際医療科学
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への学術データの情報発信に努めています。
核医学治療の進歩
「覆水盆に返らず」の現実、原爆、チェル
センター」
という新しい組織です。
ノブイリ、そして福島の負の遺産の清算の考
本センターの一部に、放射線医学県民健康
え方の一つとして、永井隆博士が予言したよ
管理センターがあり、県民の被ばく線量推計
うな原子力の平和利用があります。そして、
登録から各種健康調査事業を展開していま
医学放射線の利用促進あるいは治療への応用
す。その中で、詳細調査の一つとして事故当
があります。竹之下誠一理事長兼学長の強い
時0歳から18歳の約38万人を対象とした甲状
リーダーシップで、震災後直ちに核医学治療
腺超音波検査が繰り返し行われていますが、
の国内外の専門家を福島へ糾合し、サイクロ
当初チェルノブイリの再来と危惧された被ば
トロンセンター構想を実現すべく努力しまし
く線量はないことが判明しても課題は多く新
た。同時に、核医学施設やアイソトープ治療
たな対応が求められています。県民への丁寧
施設を緊急被ばく医療対応時にも使えるよう
な結果説明や科学的知見の集積、そして国内
な準備を日本学術会議と一緒に推進してきま
外への学術データの情報発信に努めていま
した。医学教育における放射線健康リスク科
す。
学教育の改善や子供の放射線リスクに関する
活動も行なっています。福島県立医科大学は
核医学治療の進歩
先端臨床研究センターと先端診療部門との連
「覆水盆に返らず」
の現実、原爆、チェルノ
携による各種放射性医薬品による診断のみな
ブイリ、そして福島の負の遺産の清算の考え
らず、各種アイソトープを利用した内用療法
方の一つとして、永井隆博士が予言したよう
のメッカとなるべく、オールジャパンでの支
な原子力の平和利用があります。そして、医
援体制づくりが今始まったばかりなのです。
学放射線の利用促進あるいは治療への応用が

あります。竹之下誠一理事長兼学長の強い
おわりに
リーダーシップで、震災後直ちに核医学治療
以上のように教授就任以降 27 年半にわた
の国内外の専門家を福島へ糾合し、サイクロ
り、幅広い活動ができた最大の理由は、長崎
トロンセンター構想を実現すべく努力しまし
大学の理解と支援に加えて、私自身が大学人、
た。同時に、核医学施設やアイソトープ治療
そして原研の一員として基礎研究を推進でき
施設を緊急被ばく医療対応時にも使えるよう
たからだと言えます。先に紹介した Goldstein
な準備を日本学術会議と一緒に推進してきま
博士が警鐘を鳴らした PAIDS という病態に
した。医学教育における放射線健康リスク科
陥らないために、基礎研究を支えてくれてい
学教育の改善や子供の放射線リスクに関する
る鈴木啓司、光武範吏、Vladimir Saenko の
活動も行なっています。福島県立医科大学は
3 名の准教授の存在が大きく、同時に、福島
先端臨床研究センターと先端診療部門との連
原発事故後の大学病院国際ヒバクシャ医療セ
携による各種放射性医薬品による診断のみな
ンターを担ってくれている宇佐俊郎准教授の
らず、各種アイソトープを利用した内用療法
のメッカとなるべく、オールジャパンでの支
援体制づくりが今始まったばかりなのです。
おわりに
以上のように教授就任以降27年半にわた
り、幅広い活動ができた最大の理由は、長崎
大学の理解と支援に加えて、
私自身が大学人、
そして原研の一員として基礎研究を推進でき
たからだと言えます。先に紹介したGoldstein
博士が警鐘を鳴らしたPAIDSという病態に陥
らないために、基礎研究を支えてくれている
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鈴木啓司、光武範吏、Vladimir Saenkoの3名
の准教授の存在が大きく、同時に、福島原発
事故後の大学病院国際ヒバクシャ医療セン
ターを担ってくれている宇佐俊郎准教授のお
蔭です。そしてもう一人、グローバル化と福
島対応を担っている高村昇教授です。
最終講義では、自分自身の40年間の大学人
としての研究業績等も自己反省しましたが、
本稿では放射線影響研究の活動を中心とした
為、その詳細は割愛しました。
謝辞
本功績賞へのご推薦を頂いた宮崎泰司原研
所長、そして長崎大学ならびに福島県立医科
大学の関係者の皆様に、これまでのご支援と
ご協力に心から感謝とお礼を申し上げます。
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相同組換えの線量依存的抑制機構による放射線感受性に関する研究
京都大学

放射線生物研究センター

ゲノム動態研究部門

相同組換えの線量依存的抑制機構による放射線感受性に関する研究
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DNA損 傷の 一つであるDNA二 重京都大学
鎖切断
（DSB）は相同組換え修復（HRR）と非相同末端

放射線生物研究センター ゲノム動態研究部門
放射線量に関わらず一定であったのに対し、
斎藤 裕一朗
放射線生物研究センター
ゲノム動態研究部門
HRR頻度は線量に依存して低下した（図 2 ）
。
斎藤 裕一朗
8 Gy照射後には非照射時の10%程度まで減弱
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結合
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ポーター遺伝子 DRGFP および pEJ を用いた。
HRR 活性、NHEJ
活性を定量する既知のレ
で 生じたDSB部
位をそれぞれHRR、NHEJで
これらのレポーター遺伝子は制限酵素
ISceI
ポーター遺伝子 DRGFP および pEJ を用いた。
修復した際にGFPを発現するように設計され
で生じた DSB 部位をそれぞれ HRR、NHEJ で
これらのレポーター遺伝子は制限酵素 ISceI
ているため、修復活性を蛍光タンパク質の発
修復した際に GFP を発現するように設計され
で生じた DSB 部位をそれぞれ HRR、NHEJ で
ているため、修復活性を蛍光タンパク質の発
現により定量可能である
（図 1 ）。
修復した際に GFP を発現するように設計され
現により定量可能である(図 1)。
放射線照射後の修復活性を定量するため
ているため、修復活性を蛍光タンパク質の発
放射線照射後の修復活性を定量するために、
に、本研究ではISceI発現ベクターのトラン
現により定量可能である(図 1)。
本研究では ISceI1-8
発現ベクターのトランスフ
スフェクション後、
Gyの放射線を照射し、
放射線照射後の修復活性を定量するために、
ェクション後、1-8 Gy の放射線を照射し、GFP
GFP発現陽性細胞割合への放射線影響を調べ
本研究では ISceI 発現ベクターのトランスフ
発現陽性細胞割合への放射線影響を調べた。
図 2. 放射線照射後の
HRR 頻度
図 2 放射線照射後のHRR頻度
た。その結果、ISceIサイトでのNHEJ頻度は
ェクション後、1-8 Gy の放射線を照射し、GFP
その結果、ISceI サイトでの NHEJ 頻度は放射
図 2. 放射線照射後の HRR 頻度
発現陽性細胞割合への放射線影響を調べた。
線量に関わらず一定であったのに対し、HRR
次 に HRR 経 路 で 主 要 な 役 割 を 果 た す
その結果、ISceI サイトでの NHEJ 頻度は放射
頻度は線量に依存して低下した(図
2)。8
Gy
RAD51 の局在を観察した。RAD51 の放射線
2018.
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次 に HRR 経 路 で 主 要 な 役 割 を 果 た す
線量に関わらず一定であったのに対し、HRR
照射後には非照射時の 10%程度まで減弱した。 誘発 foci を観察すると 0.5 Gy 後の foci と比べ
RAD51 の局在を観察した。RAD51 の放射線
頻度は線量に依存して低下した(図 2)。8 Gy
これらは放射線照射によるトランスフェンシ
て 3 Gy 後の foci は顕著に小さかった。また、

foci が観察されなかった。これは DRGFP 実験
において RIF1 欠乏による HRR 回復が 1 Gy
照射後では見られなかったことと一致する。

とでがん細胞の放射線感受性を亢進し、治療
効果を促進している可能性を示唆しており、
より効率的ながん治療を考える上で重要な知
見であると考える。
線照射後のDNA複製をチミジンアナログEdU

および増殖細胞核抗原PCNAの免疫染色によ
謝辞
り観察した。その結果、3
Gy照射後にRIF1依
本研究を遂行するにあたりご指導を賜った
存的なDNA複製
（特に複製開始反応）の抑制
京都大学放射線生物研究センターの小松賢志
教授をはじめ、同センターの先生方に心より
が観察された。
感謝申し上げます。
以上の研究結果から、放射線照射後にRIF1
を介したDNA複製（開始反応）の抑制が起こ
参考文献
り、その結果HRRが低下する可能性が示唆
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Group/眼の水晶体は、外から入ってきた光
Japan Clinical Oncology Group trial.

４．Ishida, K., Ando, N., Yamamoto, S.,

Jpnさせて、網膜上に焦点をあわせる凸レ
J. Clin. Oncol. 10, 615-619 (2004).

Shinoda, M. Phase II study of cisplatin and

役割を果たす。白内障とは、本来透明
体が、灰白色や茶褐色に混濁すること
白内障の主因は加齢であるが、電離放
被ばくによっても生じる。国際放射線
平成29年度 放射線影響研究奨励賞受賞研究の概要
（2）
員会（ICRP）や米国放射線防護審議会（
は、放射線による視覚障害性白内障を
眼の水晶体に関する生物学・疫学・放射線防護
るために、水晶体線量限度を勧告して
一般財団法人 電力中央研究所 原子力技術研究所
放射線安全研究センター
本稿では、
筆者が 2010 年度から関与し
主任研究員 浜田 信行
生物学・疫学研究と放射線防護の議論
えて、水晶体について紹介する。

はじめに
眼の水晶体は、外から入ってきた光を屈折
させて、網膜上に焦点をあわせる凸レンズの
役割を果たす。白内障とは、本来透明な水晶
体が、
灰白色や茶褐色に混濁することである。
白内障の主因は加齢であるが、電離放射線の
被ばくによっても生じる。国際放射線防護委
員会（ICRP）や米国放射線防護審議会（NCRP）
は、放射線による視覚障害性白内障を防止す
るために、水晶体線量限度を勧告している。
本稿では、筆者が2010年度から関与してきた
生物学・疫学研究と放射線防護の議論を踏ま
えて、水晶体について紹介する。

図1

水晶体の構造（文献 1）の図を改変）

図1

水晶体の構造（文献

1）

の図を

が核を構成し、その外側は、新しい水晶体線

維細胞が皮質を構成する。
水晶体線維細胞は、
水晶体の構造・透明性維持機構と白内
水晶体の構造・透明性維持機構と白内障
図 1 に 水 晶 体の 構 造を 示す。 水 晶 体は、

規則的に整列している。水晶体上皮細胞は、
図 1 に水晶体の構造を示す。水晶体
水晶体内で唯一増殖可能な細胞であり、特に

面一層の水晶体上皮層にある水晶体上
と、それが分化した水晶体線維細胞が
と、それが分化した水晶体線維細胞が、水晶
水晶体には、血管がなく、水晶体上皮細胞
体嚢というカプセルに包まれた構造を
体嚢というカプセルに包まれた構造をしてい
が分化する過程で、細胞核やミトコンドリア
る。水晶体嚢の前半分は前嚢、後半分は後嚢、
など全ての細胞内小器官を喪失し、水晶体線
る。水晶体嚢の前半分は前嚢、後半分は
その境界は赤道部と呼ばれる。後嚢下とは後
維細胞は主にクリスタリンというタンパク質
その境界は赤道部と呼ばれる。後嚢下
嚢の内側のことで、水晶体上皮は前嚢下にあ
により構成されるため、
水晶体は透明である。
嚢の内側のことで、水晶体上皮層は前
る。水晶体の中心部は、古い水晶体線維細胞
しかし、水晶体上皮細胞の増殖や分化、クリ
ある。水晶体の中心部は、古い水晶体
胞が核を構成し、その外側は、新しい
2018. 4, No.95 
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線維細胞が皮質を構成する。水晶体線
は規則的に整列している。水晶体上皮
前面一層の水晶体上皮にある水晶体上皮細胞

水晶体上皮の増殖帯で増殖する。

スタリンの立体構造、水晶体線維細胞の整列
などが異常になると、混濁して白内障となる。

15 mSv/年を勧告してきた3）。
2004年に、ICRP主 委 員 会は、 従 来 考えら

加齢白内障は、主に核と皮質に生じるが、放

れてきたよりも低い線量で放射線白内障が

射線白内障は、主に後嚢下と皮質に生じる。

生じることを示す疫学的知見が報告され始

水晶体線量限度に関するICRPの勧告

めたことを受けて、新たなタスクグループ

ICRPの勧告は、本邦を含む世界各国の放

（TG）の設置の検討を開始した。ICRPの放射

射線防護体系の基盤となっている（ICRPの委

線影響に関する第 1 専門委員会（C1）の傘下

2）

員会構成や最近の動向等は文献 を参照）
。

に2006年に 設 置されたTG63の 草 案は、2011

放射線白内障は、実験動物では1897年、ヒ

年 1 月20日から 4 月 1 日に公開意見募集が実

トでは1903年から 報 告されていたが、ICRP

施され、筆者は所属機関を代表して、水晶

が1950年に「考慮すべき影響」に含めることに

体に関する意見をICRPに提出した。ICRPは、

なったきっかけは、1949年に原爆被ばく者と

2011年 4 月21日（韓国のソウルで開催された

加速器作業者で放射線白内障が報告されたこ

主委員会会合の最終日）
に、声明を発表して、

3）

とである 。ICRPは、放射線白内障について、

作業者の水晶体等価線量限度を、150 mSv/年

1969年にしきい線量を伴う線量応答関係を示

から「5年平均20 mSv/年、かつ、いずれの年

すと述べ、1977年に非確率的影響に分類し、

も50 mSv/年」に改訂した（1954年から8回目

1984年にしきい線量を勧告し、1990年に確定

の改訂）
。TG63草案は2011年10月に最終承認

的影響に分類し、2007年に組織反応に分類し

され、2012年 8 月にICRP Publication 118

3）

4）

と

5）

た 。そのため、水晶体等価線量限度の目的

して刊行された（邦訳版 がICRPホームペー

は、視覚障害性白内障の防止である。

ジで無償公開されており、筆者は水晶体の箇

図 2 に、ICRPが勧告する水晶体線量限度

所の翻訳に携わった）
。

の変遷を示す。水晶体線量限度は、1954年に

これまで、ICRPは、微小混濁は必ずしも

初めて勧告してから2010年までに、作業者は

視覚障害性白内障に進行しない、白内障に線

7 回、 公 衆は 5 回、 改 訂してきた。 そのう

量率効果があるとして、微小混濁と視覚障害

ち、作業者（ 7 回目の改訂）は1980年より150

性白内障、急性被ばくと高分割・遷延被ばく

mSv/年、公衆（ 5 回目の改訂）は1990年より

のそれぞれに対して、しきい線量を勧告し、
視覚障害性白内障に対する高分割・遷延被ば

線量率効果はないとして、
線
くのしきい線量である8
Svを作業期間の50

年間で割った160 Gy
mSv/年を安全側に丸めた
をしきい線量（被ばく後
150 mSv/年を作業者の水晶体等価線量限度と
団の 1%に視覚障害性白内障
してきた。これに対して、新勧告では、微小

して勧告した。水晶体等価線
を 50 年で割った 10 mSv/年で
に線量率効果はないとして、線量率によらず
量限度とあわせて「5 年平均
0.5 Gyをしきい線量（被ばく後20年に被ば
く集団の 1 %に視覚障害性白内障が生じる線
いずれの年も<50 mSv/年」と
量）とした。水晶体等価線量限度は、0.5
Gy
ばくの最適化の重要性が改め
混濁は視覚障害性白内障に進行する、白内障

を50年で割った10 mSv/年ではなく、実効線
量限度とあわせて
「 5 年平均20 mSv/年、かつ、

2011 年 ICRP 声明後の各国で

図2

いずれの年も50 mSv/年」とされ、水晶体被

ICRPが勧告する水晶体線量限度の変遷
2011 年の ICRP 声明を受け
図 2 （文献
ICRP3）が勧告する水晶体線量限度の変遷
ばくの最適化の重要性が改めて勧告された。
の図を改変）

（文献
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3）

の図を改変）
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2004 年に、ICRP 主委員会は、従来考えら
れてきたよりも低い線量で放射線白内障が生

が展開されている。作業者に
新たな水晶体等価線量限度を
2018. 4, No.95
関（IAEA）は 2011 年 11 月に
準（BSS）の暫定版に含め（B

の150 mSv/年と公衆の15 mSv/年を、水晶体

2011年ICRP声明後の各国での議論
2011年のICRP声明を受けて、各国で議論

吸収線量限度として作業者に50 mGy/年と公

が展開されている。作業者に対するICRPの

衆に15 mGy/年へ改訂した。等価線量限度に

新たな水晶体等価線量限度を、国際原子力機

はICRPの放射線加重係数（wR）の使用を勧告

関（IAEA）は2011年11月に国際基本安全基準

してきたが、吸収線量限度にはNCRP Report

（BSS）の暫定版に含め（BSS最終版は2014年

No. 132

14）

で勧告した生物学的効果比（RBE）

に刊行）、
欧州連合加盟諸国、ノルウェー、
オー

の使用を勧告した。等価線量限度から吸収線

ストラリアは各国の法体系に取り入れ済みで

量限度への変更は、皮膚と四肢にも適用され

ある。カナダ、タイ、中国、韓国では、取り

る。NCRPは、これらの吸収線量限度の勧告

入れに向けた議論が進められている。以下に、

を、2018年に 刊 行するNCRP Report No. 180
（1993年主勧告15）を更新する新主勧告）に含め

本邦と米国の動向を紹介する。
（1）本邦での議論

る予定である。

日本保健物理学会は、2013年～ 2015年に

米国原子力規制委員会（NRC）は、作業者

「水晶体の放射線防護に関する専門研究会」
、

の 水 晶 体 等 価 線 量 限 度を150 mSv/年から50

2015年～ 2017年に「水晶体の線量限度に関す

mSv/年に 変 更するために、2014年7月から

る専門研究会」を設置して、委員として議論

11 ヶ月間の公開意見募集を実施した。しか

に関与した。水晶体の放射線防護と線量限度

し、
引き下げに反対する意見が多かったため、

に関連する課題等を整理・検討した報告書が、

引き下げの検討を継続しないことを2016年12

6）

7）

2016年10月 と2018年2月 に刊行された。ま
8）

月に公知した。そのため、現時点では、米国
が水晶体等価線量限度を150 mSv/年から変更

た、検討内容を世界に向けて発信した 。
放射線審議会は、作業者に対するICRPの

する予定はない。しかし、NCRP Commentary
9）

新たな水晶体等価線量限度を取り入れる方向

No. 26

であり、取り入れに向けた具体的検討のた

センター（CDC）との共同財政支援によって、

めに、2017年 6 月16日に「眼の水晶体の放射

NCRPが作成した文書であり、将来的にNRC

線防護検討部会」の設置を決定した。筆者は、

が検討を再開する可能性がなくはない。

は、NRCからの依頼と疾病制御予防

2017年 7 月25日の第1回会合で、新たな水晶
体等価線量限度の科学的根拠や国外動向を紹
介した。部会は、2018年 2 月17日の第7回会

水晶体への放射線影響に関連する課題と展望
（1）白内障の線量率効果

合で報告書「眼の水晶体に係る放射線防護の

ICRP Publication 1184）は、急性被ばくのし

在り方について」を完成させて、同年3月2日

きい線量は原爆被ばく者の知見に基づいて

に解散となった。

0.5 Gy、高分割・遷延被ばくのしきい線量は

（2）米国での議論

チェルノブイリ事故清掃員の知見に基づいて

NCRPは、 放 射 線 影 響に 関する 第 1 専 門

0.5 Gy、慢性被ばくのしきい線量は不明と

委員会（PAC 1）の傘下に、水晶体線量限度

判断して、白内障に線量率効果がないと仮定

ガイダンスに関する科学委員会（SC 1-23）を

して、しきい線量を線量率に依らず0.5 Gyと

2014年に設置し、顧問として議論に参 加し

勧告した。

た。2017年 1 月にNCRP Commentary No. 26

9）

が刊行され、その概要を、保健物理を含む
10-13）

動物実験からは、一貫した知見が得られて
いないが、低線エネルギー付与（LET）放射線

。このコメンタ

の分割効果と線量率効果はあるが、他の組織

リーでは、水晶体等価線量限度である作業者

での効果よりは小さいことと、70-110 keV/μ

複数の学術誌で紹介した

2018. 4, No.95
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mの高LET放射線では逆分割効果や逆線量率
16）

もない。
水晶体内では、
貪食、
オートファジー、
マイトファジーが生じる。これらの機構が、

効果があることが報告されている 。
筆者は、ロシアの南ウラル生物物理学研究

放射線によって損傷した細胞を取り除けるか

所（SUBI）が主導しているマヤック核施設作

は不明であるが、水晶体内の細胞の入れ替わ

業者コホートの疫学と、米国の国立がん研究

りは、線量率効果が認められる他の組織に比

所（NCI）が主導している米国診療放射線技師

べて、著しく限定的であることは確かであろ

（USRT）
コホートの疫学に関与している。
マヤック作業者は、初期の線量率が高いこ

う20）。このことと、マヤック作業者17）と陽江
住民18）の疫学的知見をあわせて勘案すると、

とや、線量計測に弱みがあるものの、コホー

白内障に線量率効果はないというICRPの仮

トサイズが大きい慢性被ばく集団で、線量範

定は、現時点では、妥当と考えられる。しか

囲が広く、症例数も多いことから、重要な疫

し、疫学的知見が限られていて、コンセンサ

学データを提供する。第 1 報として、0.25

スが得られる段階にないので、更なる研究が

Gyに比べて、0.25 Gyでは、白内障全体の

必要である。

リスクが直線的に増加することを2016年に報
17）

告した 。第 2 報として、発症部位別（後嚢下、

（2）白内障のRBE
NCRP Commentary No. 26 9）は、水晶体、皮

皮質、核）の白内障リスクに関する論文を投

膚、四肢の吸収線量限度に、放射線の線質

稿中で、第 3 報として、白内障手術リスクに

による 効 果の 違いを 勘 案するために、wRで

関する論文を2018年内に投稿予定である。

はなく、RBEの 使 用を 勧 告した。 本 来、wR

USRTは、疾病の情報が自己報告に基づい

は確率的影響のための係数であるため、組

ており、発症部位別（後嚢下など）の情報がな

織反応へのRBEの使用は合理的である。しか

いなどの弱みはあるが、コホートサイズが大

し、NCRP Report No. 132

きい低線量・低線量率・遷延被ばく集団であ

は、地球低軌道で活動する宇宙飛行士に対し

り、水晶体線量も推定されており、重要な疫

て勧告した値であり、地上での作業者に適

学データを提供する。白内障と白内障手術の

しているか検討が必要である。白内障のRBE

リスクに関する論文を投稿中である。

は、ヒトではデータがないが、動物実験から

13）

で 勧 告したRBE

慢性被ばく集団の他の疫学としては、2015

は他の組織よりとても高いことが示されてお

年に、中国陽江市の高自然放射線地域の45

り、どのような値を採用するか検討が必要で

18）

歳の住民における知見が報告された 。皮質

ある16）。 また、 上 述の 通り、100 keV/μm付

白内障と核白内障のリスクは増加しなかった

近では、高分割・遷延被ばくのRBEが、急性

が、後嚢下白内障のリスクは有意に増加した。

被ばくのRBEより大きくなる可能性があり、

生涯累積線量は、最大でも数100 mSv程度で

検討が必要である21）。また、NCRPに加えて、

あると考えられる。更なる解析が期待される。

ICRP TG79も組織反応に対する等価線量限度

症例数が限られたヒトデータの解析結果で

の廃止を提案しており、国際放射線単位・測

はあるものの、線量率効果は、非進行性白内

定委員会（ICRU）も実用量に吸収線量の使用

障にはあるが、進行性白内障にはないかもし

を提案しているので、このようなRBEの議論

19）

は有用であろう。

れない可能性が示唆された 。
生涯、水晶体は増殖を続けるが、水晶体嚢

ICRP   Publication 118
22）

4）

と 1984 年 の ICRP

に包まれているため、水晶体内から細胞が水

Publication 41

晶体外に出ることはなく、水晶体外からマク

の 報 告 書で、 その 間に 刊 行された1990年

ロファージなどの細胞が水晶体内に入ること

の ICRP   Publication 58

18
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が 組 織 反 応に 関するICRP
23）

と 2003 年 の ICRP

2018. 4, No.95

る 21）。また、NCRP に加えて、ICRP TG79 も
可能性が示唆された 27）（図 4）。長期増殖遅延
組織反応に対する等価線量限度の廃止を提案
機構としては、アポトーシスなど細胞膜透過
しており、国際放射線単位・測定委員会（ICRU） 性を変化させるような細胞死ではなく、特に
も実用量に吸収線量の使用を提案しているの
Publication 92 24）がRBEに 関するICRPの 主な
で、このような
RBE の議論は有用であろう。
報告書である。ICRP
Publication 41 22）は、低
ICRP
Publication 118 4） と 1984 年の ICRP
LET放射線と高LET放射線の組織反応を評価
Publication
41 22） が組織反応に関する
ICRP の
したが、ICRP
Publication 118 4）は、そのうち、
報告書で、
その間に刊行された 1990 年の ICRP
低LET放射線についてのみ更新した。今後、
Publication
58 23） と 2003
年の
ICRP影Publication
ICRPとしても、
高LET放
射 線の
響に 関す
24）
92 が
RBE に関する ICRP の主な報告書であ
る検討が必要になるであろう。
る。ICRP
Publication 41 22） は、低 LET 放射線
（3）水晶体の放射線高感受性機構
25）
と高 LET
放射線の組織反応を評価したが、
ICRPは、2007年主勧告
で、放射線防護
4）
ICRP の観点から、生体で最も放射線高感受性の組
Publication 118 は、そのうち、低 LET
放射線についてのみ更新した。今後、ICRP
織として、水晶体、骨髄、生殖腺の 3 つを挙と
しても、高
LET 放射線の影響に関する検討が
げている。2011年の声明で、白内障のしきい
図 33 水晶体上皮細胞の放射線応答
必要になるであろう。
図
水晶体上皮細胞の放射線応答
線量を引き下げたことから、水晶体の放射線
（文献26）の図を改変）
(3) 水晶体の放射線高感受性機構
（文献 26） の図を改変）
感受性は、従来考えられてきたよりも、更に

濁と視
量を勧
ICRPは、1954年から、水晶体実効深度を3
仮定で
mmとしており、そのため、実用量にH（3）
が
P
混濁は
用いられている。それは、増殖帯の水晶体上
たは消
皮細胞を放射線白内障の標的と考えているた
混濁は
めである。しかし、放射線に対する水晶体上
水晶体
線量で
皮細胞の致死感受性や応答は不明であった。
ままで
そこで、ヒト正常水晶体上皮細胞（HLEC1）
「混濁
を用いて実験することにした（なお、TG63草
図
4
水晶体上皮細胞の放射線応答
いる 22）
図 4 水晶体上皮細胞の放射線応答
案の公開意見募集が開始される10日前に細胞
原爆
培養を開始した）。コロニー形成法により評
累積倍加数が高い場合、p53 経路の活性化を
36%が進
価したX線照射後の生存率は、HLEC1とヒト
細胞老化が誘発される可能性が示唆された27）
伴い、DNA 二重鎖切断修復に依存して、早期
60%が進
正常肺線維芽細胞（WI-38）で同程度であった
（図 4 ）
。X線照射後の増殖促進は、2 Gyで27）
細胞老化が誘発される可能性が示唆された
福島第
26）
ことから、HLEC1の放射線致死感受性は高
認められた
。このような増殖促進が増殖帯
内障リ
（図 4）。X 線照射後の増殖促進は、≥2 Gy で
26）
くないことがわかった。また、HLEC1には、
で生じれば、
水晶体線維細胞に分化する前に、
下中心
認められた 。このような増殖促進が増殖帯
放射線を照射すると、大きな生存コロニーを
水晶体上皮細胞のまま急激に後嚢下へ押し出
で生じれば、
水晶体線維細胞に分化する前に、 増加傾
形成する（増殖が促進する）亜集団（図 3 ）と、
水晶体上皮細胞のまま急激に後嚢下へ押し出
の長期
されることで、後嚢下白内障の原因になると
26）
されることで、後嚢下白内障の原因になると
得られ
小さな不全コロニーを形成する（長期に増殖
考えられる 。また、水晶体上皮で早期老化
26)
考えられる
(5) 白
。また、水晶体上皮層で早期細
が遅延する）亜集団が含まれていることがわ
した水晶体上皮細胞は、他の水晶体上皮細胞
ICRP
胞老化した水晶体上皮細胞は、他の水晶体上
かった26）。増殖促進機構としては、線維芽細
の分裂に伴い、分化できないままゆっくりと
皮細胞の分裂に伴い、分化できないままゆっ
きい線
胞増殖因子（FGF）経路の活性化が関与する可
後嚢下へ押し出されることで、後嚢下白内障
くりと後嚢下へ押し出されることで、後嚢下
示すが
能性が示唆された27）
（図 4 ）。長期増殖遅延機
の原因になると考えられる27）。
27）
白内障の原因になると考えられる 。
の線量
構としては、アポトーシスなど細胞膜透過性
水晶体の低LET放射線高感受性機構には、
水晶体の低 LET 放射線高感受性機構には、 水晶体
を変化させるような細胞死ではなく、特に累
増殖帯の水晶体上皮細胞の異常な増殖や分
増殖帯の水晶体上皮細胞の異常な増殖や分化、 覚障害
積倍加数が高い場合、p53経路の活性化を伴
化、酸化ストレスやクリスタリンの変性など
量応答
酸化ストレスやクリスタリンの変性などが考
28）
28）
い、DNA二重鎖切断修復に依存して、早期
が考えられる
。これらに加えて、水晶体の
ている
えられる 。これらに加えて、水晶体の高 LET
る可能
放射線高感受性機構には、低酸素、高窒素、
16）
晶体幹
細胞周期非依存性などが考えられる 。
2018. 4, No.95 
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作成可
水晶体は、生涯増殖を続けるが、がんにな
から形
らない。しかし、実験的には SV40 でがん化
すれば
可能なことから、水晶体には強力な発がん抑

高いこととなるが、その機構は不明である。

高LET放射線高感受性機構には、低酸素、高
16）

窒素、細胞周期非依存性などが考えられる 。

水晶体等価線量限度を改訂した。しかし、視
覚障害性白内障に対して、しきい線量型の線

水晶体は、生涯増殖を続けるが、がんにな

量応答関係を示さない疫学的知見が増えてき

らない。しかし、実験的にはSV40でがん化

ているため、放射線白内障が確率的影響であ

可能なことから、水晶体には強力な発がん抑

る可能性を、ICRPとして初めて議論した。水

29）

制機構が備わっているに違いない 。興味深

晶体幹細胞から透明な水晶体様体を技術的に

いことに、ヒトでも動物でも、がんに関連す

作成可能になったら、照射した水晶体幹細胞

る遺伝子の白内障への関与が示されてきてい

から形成される水晶体様体が混濁するか解析

29）

る 。放射線白内障については、ヒトでの知

すれば、答えのひとつが得られるであろう20）。

見がないが、ATM、Rad9、Brca1、Ptch1の 関

NCRP刊行物には、数100ページのレポー

与が動物実験から示唆されており、個人感受

ト、100ペ ー ジ 程 度の コ メ ン タ リ ー と 数

30）

性の観点からも、更なる研究が必要である 。

Commentary No. 26 9）は、白内障を組織反応と

（4）白内障の進行性
ICRP Publication 118

ペ ー ジ 程 度の 声 明の 3 種 類がある。NCRP

4）

は、微小混濁が視覚

判断して、水晶体線量限度を改訂したが、そ

障害性白内障に進行すると仮定して、微小混

のしきい線量、線量応答関係、進行性、RBE

濁と視覚障害性白内障に分けずに、しきい線

などが不明であるため更なる検討が必要であ

量を 勧 告した。 これは、ICRPとして 初めて

ること、白内障以外の眼への影響も検討が必

の仮定で、1969年には「視覚を障害しない微

要であること、そして、これらを検討するレ

小混濁は進行せず、時間の経過とともに軽減

ポートの作成が必要であることを勧告した。

31）

または消失する」 、1984年には「高線量では、

筆 者は、2017年よりPAC 1委 員としてNCRP

混濁は何ヶ月かで形成され、急速に進行して、

の審議に関与している。2018年 3 月に開催さ

水晶体は完全に混濁するかもしれない」、
「低

れたPAC 1年会で、SC 1-23の第二期となる科

線量では、混濁は何年かで形成され、微小な

学委員会（仮称：SC 1-23 P2）の設置を審議会

ままでいて、 視 覚を 障 害しないかもしれな

に提案することになった33）。設置されたら、

い」、
「混濁が進行するかは線量に依る」と述

眼への放射線影響に関するレポートを作成す

べている22）。

ることになる。

原爆被ばく者の白内障は、被ばく 6 年後で、

これまでの疫学的知見から、放射線白内

36%が進行なし、19%が軽減、被ばく21年後

障には、早発性の（被ばくしてから10年以内

で、60%が進行なし、30%が軽減を示してい

に生じるような）明確なしきい線量を伴う後

る 。福島第一原子力発電所事故の作業者で

囊下白内障、遅発性の（被ばくしてから何10

は、白内障リスクは有意に増加していないが、

年も経ってから生じるような）明確なしきい

後囊下中心空胞（後囊下白内障の初期病変）

線量を伴わない後囊下白内障と皮質白内障、

は、増加傾向にある一方で消失例もあり32）、

という 3 つの型の存在が示唆される29,34）
（図

今後の長期追跡から混濁の進行性に関する知

5）
。生物学的機構としては、早発性の後囊

見が得られることが期待される。

下白内障には水晶体上皮細胞の増殖促進な

19）

（5）白内障の線量応答関係
ICRP Publication 118

ど、遅発性の後囊下白内障には早期細胞老化

4）

は、微小混濁は、し

など、遅発性の皮質白内障には老化の促進な

きい線量を伴わない直線的な線量応答関係を

どが 関 与しているかもしれない29,34）
（図 5 ）
。

示すが、視覚障害性白内障は、しきい線量型

この観点から、放射線白内障は、組織反応

の線量応答関係を示す組織反応と判断して、

でも 確 率 的 影 響でもあるのかもしれない。
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ろう。また、放射線によって核白内障も誘発
される可能性があり、増殖帯の水晶体上皮細
胞は後嚢下白内障の妥当な標的と考えられる

専門家グループ（OECD/NEA/CRPPH/EGRPS）
の委員として、放射線影響に関する科学的知
見の放射線防護への示唆について 2013 年か
ら議論に参加した。2016
年 3 月に報告書が公
護に活用するのが理想的であり、この観点
35)
開された
。本邦の視覚障害の原因は、1
位
から、ICRPのC1もNCRPのPAC
1も、リスク
が緑内障、2 位が糖尿病網膜症、4 位が黄斑変
予測可能な生物学的機構に基づく線量応答
性 、 7 位 が 白 内 障 で あ る 36) 。 こ れ ま で 、
（BBDR）モデルの開発を重要と考えている。
OECD/NEA、ICRP や NCRP の報告書で触れら
筆者らは、細胞応答から疫学データまでを繋
れていないが、原爆被ばく者の疫学から、黄
ぐ白内障形成過程の数理モデルの開発に2013
斑変性のリスクは増加しないが、緑内障と糖
年より取り組んでおり、第一報の論文投稿を
尿病網膜症のリスクが増加することが示され
37-39)
2018年内に予定している。
ている
。このような眼疾患のリスクの有
経済協力開発機構/原子力機関/放射線防
無を、他の被ばく集団でも検討する必要があ

図 55 線量応答関係と発症機構が異なる
3 つの型
線量応答関係と発症機構が異なる
3つ
29）
の放射線白内障（文献 の図を改変）
29）
の型の放射線白内障（文献
の図を改
変）

る。筆者が関与している研究としては、USRT
護・ 公 衆 衛 生 委 員 会/放 射 線 防 護 科 学に 関
での緑内障と黄斑変性のリスクに関する論文
する 専 門 家 グ ル ー プ（OECD/NEA/CRPPH/
を投稿中であり、マヤック作業者での緑内障
EGRPS）の委員として、放射線影響に関する

4）

で組織反応に新たに加

科学的知見の放射線防護への示唆について

えられた循環器疾患の疫学的知見も明確なし

2013年から議論に参加した。2016年 3 月に報

きい線量を必ずしも示しておらず、1977年に

告書が公開された35）。本邦の視覚障害の原因

定義された確率的影響と組織反応の区分は不

は、 1 位が緑内障、 2 位が糖尿病網膜症、 4

ICRP Publication 118

明瞭になってきている 。放射線防護のため

位が黄斑変性、 7 位が白内障である36）。これ

に、放射線白内障を組織反応と判断するにし

まで、OECD/NEA、ICRPやNCRPの報告書で

ても、しきい線量の妥当性は今後も議論が必

触れられていないが、原爆被ばく者の疫学か

要であろう。また、放射線によって核白内障

ら、黄斑変性のリスクは増加しないが、緑内

も誘発される可能性があり、増殖帯の水晶体

障と糖尿病網膜症のリスクが増加することが

上皮細胞は後嚢下白内障の妥当な標的と考え

示されている37-39）。このような眼疾患のリス

られるが、皮質白内障と核白内障には他の標

クの有無を、他の被ばく集団でも検討する必

的も考える必要があろう。

要がある。
筆者が関与している研究としては、

3）

欧州では、CONCERT（Horizon 2020が財政

USRTでの緑内障と黄斑変性のリスクに関す

支援している放射線防護研究統合プログラ

る論文を投稿中であり、マヤック作業者での

ム）の第 1 回研究公募に 8 件の放射線影響関

緑内障と糖尿病網膜症のリスクについては解

連課題の応募があったが、そのうち、 1 件の

析が進行中である。SC 1-23 P2が設置された

み採択された。それは、LDLensRad（水晶体

ら、様々な眼疾患について、科学的な評価と

への低線量放射線影響に関する生物学研究プ

放射線防護への示唆を検討することになる。

ロジェクト）であり、欧州での水晶体研究へ

白内障も緑内障も、眼部放射線治療後の代

の関心の高さが反映されている。LDLensRad

表的な有害事象である。放射線防護では、50

は、2017年に開始した 3 年間の英独伊合同プ

年間や生涯など、被ばく後の長期にわたるリ

ロジェクトで、筆者は、英米露日の専門家で

スクを考慮している。放射線治療では、 5 年

構成される科学諮問委員会の委員長を務めて

以内の有害事象を主に考慮しているが、治療

いる。線量限度を始めとして、放射線防護基

効果の改善により、治療後の生存期間が長く

準は、最新の科学的知見に基づいて合理的に

なるにつれて、考慮すべき有害事象の期間も

判断されるべきで、そのために、水晶体の生

長くなる。そのため、様々な眼疾患の放射線

物学・疫学の研究が今後も必要である。そし

影響評価は、放射線防護だけではなく、放射

て、生物学と疫学の知見を統合して放射線防

線治療の有害事象推定にも有用であろう。
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ICRP第５委員会活動を終えて

東京医療保健大学

酒井

一夫

・はじめに
2017年 7 月、ICRPでは、 新たな 4 年 間の
活動期間（2017-2021年）の開始にあたり、委
員会組織の改編を行い、環境の防護を担当し
ていた第 5 専門委員会が｢発展的に解消｣され
た。｢環境の防護を放射線防護体系の中に位
置づける｣という役割を達成したとの判断で
ある。筆者は、10年あまりにわたり、第 5 委
員会の活動に参画する機会を得た。ここでは、
第 5 委員会の活動を通して環境の防護が、放
射線防護体系の中にどのように組み込まれて
きたかを概観するとともに、残されている課
題についてまとめることとしたい。

2007年から筆者が土居さんの後を引き継ぐ形
で加わった。
この 委 員 会の 活 動の 成 果の 一つとして、
2007年 勧 告において 主 勧 告としては 初めて
「ヒト以外の生物種の防護」
について 1 章が設
けられたことが挙げられる。

・環境の防護の導入
ICRPの1990年勧告においては、「現在望ま
しいと考えられている程度に人を防護するの
に必要な環境管理の基準は、他の生物種をリ
スクにさらさないことを保証するものと信じ
ている。」
（下線筆者）と記載されている。また、
｢現在のところ、委員会（ICRP）は、人類の環
境については環境を通じての放射性核種移行
に関してのみ関心を持っている｣とも記載さ
れていた。
しかしながら、人類の活動が環境に及ぼす
影響に対する関心が世界的に高まる中で、放
射線が環境に影響を与えていないことを「信
じる」だけでなく、体系的に評価し、確認す
ることが求められるようになった。
ICRPでは2003年に 初めて 環 境の 防 護を
扱った刊行物「イオン化放射線がヒト以外の
生物種に及ぼす影響を評価するための枠組
み」
（刊行物91）を発表した。この作業の中で、
｢環境の放射線防護｣の重要性が再認識され、
2005年には環境の防護を担当する委員会とし
て第 5 専門委員会が設置されることとなっ
た。日本からの初代の委員は独立行政法人
（当時）、放射線医学総合研究所の土居雅広さ
んであったが、土居さんが急逝されたため、

・標準動物と標準植物
この目標を達成するためには、環境中の放
射性核種への曝露と被ばく線量率との関係、
被ばく線量率と作用の関係、そして作用と影
響との関係を評価する枠組みが有効と考えら
れ、このためのツールとして
「標準動植物」
の
概念を導入した。
標準動物および標準植物は、分類学上同一
の
「科」
に分類される生物種に共通する生物学
的な特性を有した仮想的な存在である。これ
らは、線量評価、影響評価のための基礎的情

24



・環境の防護の目標
環境の防護の目的は、
（1）生物の多様性を
維持し、
（2）
生物種を保存し、
（3）
生態系の健
全性を保護することにあり、各国の規制当局
は、環境が防護されていることを明確に示す
ことが求められる。

表１
標準動植物
シカ
ラット
カモ
カエル
マス
扁平魚
ミツバチ
カニ
ミミズ
マツ
イネ科草本
褐藻

放影協ニュース

標準動物および標準植物
陸上
○
○
○
○

生息環境
淡水

○
○
○

海水

○
○

○
○
○
○
○

○

○
○
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報を提供するために導入された概念であり、
これらの動植物を現実の防護の対象にしよう
とするものではない。標準動植物は表１に掲
げた12種類である。
より広く、生態系を対象にすべきとの意見
や、微生物が重要であるといった意見もあっ
た中で、｢なじみやすく｣｢手が届く範囲で｣と
いう意向も強くはたらいたと聞いている。
・標準動物、標準植物における線量評価
線量評価については、形態を円筒形などに
単純化したモデルを当てはめ、生息環境中に
存在する放射性核種濃度と被ばく線量率の関
係を示す「線量率換算係数」が計算されてい
る。例えば「シカ」の場合には、径が130cm×
60cm×60cmの回転楕円体で、重量は245kgと
して、放射性核種が体内に均一に分布すると
仮定した内部被ばくと、周囲の環境中の核種
による外部被ばくを考慮した上で、放射性核
種濃度と被ばく線量率の関係を示す「線量率
換算係数」
が計算されている。
出版物108には、このようなモデルを想定
した上で75核種からの放射線のエネルギーに
基づいて生物体の中での吸収割合などを考慮
に入れ、放射能（Bq）から線量率（Gy/day）に
換算する線量率換算係数が全ての標準動物お
よび標準植物について計算されている。
・誘導考慮参考レベルの導入
影響の指標としては、
（1）
早期死亡
（Mortality）
、
（2）寿命の短縮や繁殖能力の低下につながる
晩発性影響（Morbidity）、（3）繁殖能力の低下
（Reduced Reproductive Success ）および（4）染
色体異常（Chromosomal Damage）が挙げられ
ている。
該当する生物種においてこれまでに報告が
ある影響と線量率との関係がまとめられてい
る。 シ カの 例を 表 2 に 示すが、 このような
表がすべての標準動物および標準植物につい
てまとめられている。 このような 情 報を 基
に、「この線量率を超えると何らかの影響を
考慮する必要がある」というレベル（Derived
Consideration Reference Level 誘導考慮参考レ
ベル）が与えられている（表 2 網掛け部）。
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表２

標準「シカ」における影響の評価と「誘導
考慮参考レベル」

線量率
（mGy/day）

影響

造血系障害による早期死亡
（1-9 Gy LD50/30）
100-1000 種々の原因による寿命短縮
晩発障害の増加
10-100 寿命短縮の可能性
繁殖能力の低下
1-10
雄の不妊による繁殖能力の低下の可能性
0.1-1
影響は非常に小さい
0.01-0.1 観察される影響無し
<0.01
自然放射線レベル
>1000

・今後の課題 ヒトの防護との融合
環境の防護体系は、ヒトにおける防護体系
を参考にしながら展開してきた。
標準動物や標準植物も、ヒトの場合の｢標
準人｣と同様のアプローチの中で導入された
経緯がある。
このような共通性がある一方で、
環境の防護とヒトの防護とでは根本的に異な
る部分もある。例えば、ヒトの場合、防護の
対象は個人であるのに対し、環境防護では、
｢種の保存｣や｢生物多様性の維持｣に示される
ように、個々の個体を対象とするわけではな
く、生物種
（集団）
が防護の対象である。
また、影響の｢横軸｣については、ヒトの場
合には線量であるが、環境生物の場合は｢線
量率｣である。このような点を含めて、環境
の防護とヒトの防護をどのように調和させる
かが大きな課題である。
・おわりに
筆者は、環境の防護という考え方が放射線
防護体系に組込まれていくという大きな動き
に加わることができた。貴重な経験をさせて
いただいたと考えている。
第 5 委員会の解散にともない、旧メンバー
はそれぞれの専門性に応じて第 1 から第 4 の
各専門委員会に移って活動を続けることと
なった。筆者も第 1 専門委員会（生物影響担
当）に移籍して活動を続けている。今後も、
様々な被ばく状況における環境の防護の考え
方や、ヒトの防護と環境の防護の融合など、
ICRPの中で検討が始まっている課題にいさ
さかでも貢献できればと考えている。
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国際放射線防護委員会
（ICRP）
が勧告する放射線防護体系の変遷
―個人的体験を含めて―

公益財団法人放射線影響協会

はじめに
非政府機関である国際放射線防護委員会
（International Commission on Radiological
Protection：ICRP）は創設以来、放射線防護
の理念と原則を勧告してきた。その勧告は
国際原子力機関（International Atomic Energy
Agency：IAEA）のより詳細な安全基準と共に
各国の放射線防護管理規制に取り込まれてい
る。原子放射線の影響に関する国連科学委員
会（United Nations Scientific Committee on the
Effects of Atomic Radiation：UNSCEAR）報告
に科学的根拠を置くICRP勧告は、科学的知
見の進歩、防護技術の発展そして社会の動向
と価値判断に連動して進化してきた1）
（表１）
。
最適化（Optimization）原則を重視する2007年
勧告に至る歴史と防護基準の変遷を、個人的
な体験を含めて、解説する。2011年 3 月の福
島第一原子力発電所事故（福島原発事故）は
2007年勧告の利点と問題点を顕在化した。
1．ICRPの発足
レントゲンのX線発見（1895年）、ベクレル
の放射能発見（1896年）、キュリー夫妻のラジ
ウム発見（1898年）は速やかに放射線診断学と
表1
主な勧告年
（Publ.No.）
防護対策の
対象となる
被ばく状況
主な防護手段

倫理基盤
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初期
1928 年
1950 年
1959 年（Publ.2）
医療従事者の
職業被曝（平常時）

実際的助言⇒定量的制限
（耐用線量など）
徳倫理

佐々木

康人

放射線治療学に応用された。一方、放射線の
人体障害作用が1896年に報告されて以来、個
人及び集団で多くの犠牲者をだした。電離放
射線は両刃の剣である。
19世紀末から20世紀前半にかけて、X線と
ラジウムが主として医療分野で用いられた。
放射線医療に携わる職業人を放射線障害か
ら守るために、国際X線及びラジウム防護委
員会（International X-ray and Radium Protection
Committee：IXRPC）が 国 際 放 射 線 医 学 会
（International Congress of Radiology：ICR）の
委 員 会として1928年に 創 設された。ICRPの
前身である。
2．初期
（1928年－1950年）
の防護体系
1896年にはフックスがX線作業者の防護の
ための助言を提案した。
（1）X線を受ける時
間を可及的に短くする、
（2）X線管から30cm
以内に立たない、
（3）皮膚にワセリンを塗り、
X線に曝露する皮膚を覆う、という時間、距
離、
遮蔽の 3 原則は今日でも実践されている。
医療従事者を保護する目的で、就労時間制限
と休養の奨励、線源から距離をとる、線源を
遮蔽するといった実際的な助言が、急性の身

ICRP 防護体系の歴史的変遷
中期
現在
1966 年（Publ.9）
2007 年（Publ.103）
1977 年（Publ.26）
1990 年（Publ.60）
全ての職業被曝
制御可能な線源からの全ての人の
公衆被ばく
被ばく
患者の医療被ばく
人以外の生物種の被ばく
（平常時＋緊急時）
（平常時＋緊急時＋復旧期）
最大許容線量⇒線量限度 線量／リスク拘束と参考レベルを
次いで最適化（拘束値の 用いる最適化を重視
適用）
功利主義倫理
義務論倫理
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体障害に対する当初の防護対策であった。そ
の後ICRPが勧告した定量的制限は、放射線
業務従事者の被ばくを皮膚や骨髄の障害が出
現する線量
（しきい値）以下に抑えることが目
的であった。
3．中期（1950年－1990年）の防護体系
各種の人工RIの利用と加速器、原子炉の開
発などにより、新たな放射線源が急速に増加
し、防護の対象は各種線源に曝されるすべて
の 職 業 人に 拡 大した。 そのため1950年には
IXRPCはICRPと改称して今日に至っている。
米ソ冷戦の最中、大気圏内核爆発実験による
放射性降下物（fallout ／フォールアウト）が世
界各地に降下し、一般公衆をも放射線被ばく
から防護する必要性が生じた。フォールアウ
トへの懸念が高まるなか1955年に国連総会で
UNSCEARが組織された。世界中の放射線源
とその影響に関する情報を収集し、その科学
的健全性を審査して、国連総会に報告するの
が委員会に付託された任務である。
1950年代に原爆被爆者集団では非被爆者集
団と比べて白血病が多く発症すること、その
後固形がんの増加も報告された。放射線誘発
悪性腫瘍発症にはしきい線量がない、と考え
た方が合理的とされ、「確率的影響」として認
知された。被ばく者個人に臨床症状として認
められる身体的障害に対して、症状ごとに発
現する下限線量（しきい線量）以下に被ばくを
抑えるという当初の防護目的（確定的影響の
回避）に、確率的影響の最小化という目的が
追加された。
ICRPが防護の対象とするのは当初人工放
射線源のみであったが、近年は自然放射線源
のなかで制御可能なものは防護の対象として
いる。鉱山などの職場や家屋内のラドン、航
空機乗務員の宇宙線による被ばくなどがその
例である。
実際的助言で始まった防護基準は、確定的
影響回避のための最大許容線量、生涯許容線
量の勧告へと進化し、線量限度中心の防護体
系（1977年勧告（ICRP Publ.26））へと変遷した
後、1990年勧告（Publ.60）で最適化重視へと
舵が切られた。
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4．ICRP委員としての経験
1993年 7 月にICRP第 3 委員会（C3）委員に
就任した。当時の主委員会委員松平寛通先生
（放射線医学総合研究所所長、放射線影響協
会理事長経験者、故人）の推薦であった。C3
は医療における放射線防護を担当している
ので、長年にわたる核医学、放射線医学の
経験を生かして自然体で委員を務めること
ができた。東大病院のRI研究施設管理不行
き届きに対応していた経験も役に立った。H.
P. Jammet C3委員長は放射線影響分野の大家
であったが、フランス人らしい洒脱な方で、
委員会終了時のお別れ会では上質のシャン
パンを振舞うのが常であった。Jammet 委員
長のもとで、ICRP Publ.73「 医 学における 放
射線の防護と安全」を作成して、1990年勧告
の医療への適用を解説した。
「診断参考レベ
ル（diagnostic reference level : DRL）
」の概念を
導入した。Jammet 委員長が不運にもアメー
バ肝膿瘍で逝去され、放射線・核医学医のF.
Mettlerニューメキシコ大学教授がC3委員長
を継いだ。新委員長は医療現場でICRP勧告
を読む人はほとんどいない現実を憂慮し、医
療現場で実際に役立つ刊行物を作成する方針
を表明し、実行した。以後様々なテーマを選
んで小冊子を次々に刊行した。中でもPubl.84
「妊娠と医療放射線」
は国際的にも日本国内で
もベストセラーになった。米国人らしい率直
でユーモアに富む人柄と広範な知識と事務能
力でMettler委員長はC3委員を魅了し、活発
な議論と出版活動を誘導した。互いにファー
ストネームで呼び合う親密感と知的かつ国際
感覚に富む委員達との付き合いは楽しく実り
の多いものであった。
2000年 5 月には第10回国際放射線防護学会
（International Radiation Protection Association：
IRPA10）が広島で開催され、R. H. Clarke 委員
長が“Controllable Dose（制御可能な線量）
”と
題して講演した。1990年勧告改定開始の狼煙
であった。この折放射線影響研究所が主催し
たICRP委員懇親会で筆者は大勢の主委員会
（Main Commission：MC）メンバーと面談し
た。松平先生からは主委員会委員として筆者
の適格性がこの時審査されたと後に伝えられ
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た。2001年 7 月にMC委員に就任した。
5．2007年新勧告作成過程
2007年勧告（Publ.103）作成のほぼ全過程に
MC委員として参加したことになる。本改訂
の最大の特徴はその作成作業過程であった。
2 度にわたりIRPA総会で新勧告案が公表さ
れ、世界各地で委員長が内容説明を行い、意
見募集が行われた。多数の意見が寄せられ、
それを受けて大きな方針変更もなされた。一
口で言えば、1990年勧告の大きな枠組みが維
持され、Clarke委員長が当初意図した新しい
防護体系からやや後退した。利害関係者の関
与
（stakeholders involvements）
と透明性の確保で
新時代の要請に応えたことになる。さらに、
「環
境（ヒト以外の生物種）の防護」
（第8章）を取り
上げ、「患者の医療被曝の防護」
（第7章）を独
立させて、他の分野の防護体系と分けたこと
が大きな特徴であった。倫理学的基盤として
は、
「最大多数の最大幸福」を目標とする功利
主義（utilitarianism）から義務論（deontology）へ
重点を移し、社会全体の防護重視から個人の
防護重視へ軸足が移ったと言える。防護原則
としては、線量限度以上に最適化原則を重視
して、新勧告が作成された。筆者を含む母国
語が英語でない委員は、母国語への翻訳を考
慮しながら、英語表現に注文をつけた。
6．最近（2007年－2011年）の防護体系
2007年勧告では、1990年勧告の
「行為」
と
「介
入」という行動に基づく体系を変えて、 3 つ
の被ばく状況に基づいて防護の体系を構築し
ている。平常時に放射線被ばくを伴う業務の
遂行に当たり、事前に放射線防護対策を計画
できる状況を「計画被ばく状況」と呼ぶ。線源
や被ばくを事前に制御できない、事故あるい
はテロによる被ばくなどの非常事態を
「緊急時
被ばく状況」
、以前からある線源による被ばく
や非常事態からの復旧期などの被ばくを「現
存被ばく状況」と呼ぶ。各状況に対して、被
ばくの分類
（職業被ばく、公衆被ばく、患者の
医療被ばく）
毎に防護体系が勧告されている。
放射線防護の基本原則は、行為の正当化
（justification）
、防護の最適化（optimization）お
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よび個人の線量限度（dose limits）である。計
画被ばく状況では職業被ばくと公衆被ばく
に線量限度を適用する。その上で限度以下
に拘束値を定め被ばく線量を合理的に達成
可 能な 限り（as low as reasonably achievable：
ALARA）
低減するのが最適化である。社会的、
経済的要因を考慮して、不必要に費用と労力
をかけないという条件が付く。患者の医療被
ばくには線量限度を適用せず、診断参考レベ
ルを用いて最適化する。緊急時被ばく状況、
現存被ばく状況では線量限度は用いず、参考
レベルを設定して防護対策
（最適化）
を実施す
る。公衆被ばくの参考レベルは緊急時被ばく
状況では急性または年線量で20 ～ 100mSvの
枠内で、現存被ばく状況では1 ～ 20mSvの枠
内で、普遍的状況に応じて、適切な参考レベ
ルを選定して、最適化をはかる。参考レベル
の選定には専門家だけでなく、被ばくする可
能性のある住民を含む関係者
（stakeholders）
の
関与が重要である。不要な被ばくを避け、常
に最善を尽くしたかを自問しながら線量を下
げる安全文化の醸成を目指している。
7．福島原発事故以後
（2011年－2018年）
の動向
ICRP2007年勧告（Publ.103）に示された新勧
告の 骨 組みを 補 強するbuilding blocksと 呼ば
れる刊行物（Publ.）が既に40 近く出版されて
いる。
緊急時被ばく状況での人々の防護（Publ.109）
、
放射線非常事態や原子力事故後の長期汚染地
域に住む人々の防護（Publ.111）が2009年に刊
行され、日本語への翻訳作業中に福島原発事
故が起こった。我が国ではこれら勧告が参考
にされると 共に 勧 告の 不 備も 明らかにな っ
た。日本の専門家が参加して、現在その改訂
作業が進んでいる。
Publ.118は組織反応（確定的影響）の臓器組
織ごとのしきい線量を論じている。確率的影
響の概念が加わった当初、しきい線量のある
身体影響を
「非確率的影響」
と呼び、1990年勧
告で「確定的影響（deterministic effects）
」と呼
び変えた。しかし、最初の出来事（線量）で
結果（影響）の出方が決まるという「決定論的
（deterministic）
」の本来の意味が適切でないこ
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とが明らかになってきた。体内の反応や薬物
などの投与で影響の出方が修飾されることが
明らかになったのである2）。2007年勧告作成
過程で「組織反応（tissue reaction）」と呼びかえ
ることが議論されたが、放射線防護の世界で
「確定的影響」が定着しているので、当分併用
することが決まった経緯がある。しかし、今
意味に言及し、前者は低線量影響で後者は高
後は漸次
「組織反応」ないし「有害な組織反応」
線量影響でそれぞれ適用するべきことを示唆
と呼び変えることを宣言している。
している。丹羽太貫主委員が先導して作成さ
Publ.131は、発がんにおける幹細胞の役割を
れた。
解説し、線量効果係数と線量率効果係数の意
Publ.99 は放射線防護のための「しきい値
味に言及し、前者は低線量影響で後者は高線
な し モ デ ル 直 線 （ 仮 説 ）： Linear
量影響でそれぞれ適用するべきことを示唆して
No-Threshold :LNT Model (hypothesis)」を
いる。丹羽太貫主委員が先導して作成された。
支持する疫学的研究成果を集約して、LNT は
Publ.99は放射線防護のための「直線しきい
科 学 的 に も っ と も ら し い （ Scientifically
値なし（Linear No-Threshold :LNT）モデル（仮
Plausible）
」と結論している。証拠の重みは
説）」を支持する疫学的研究成果を集約して、
LNT に傾いているとの表現も使われる。一方
LNTは科学的にもっともらしい（Scientifically
で、LNT は間違った仮説で害を及ぼすだけと
Plausible）と
結 論している。 証 拠の 重みは
の意見を、放射線医療の専門家などが主張し
LNTに傾いているとの表現も使われる。一方
ている。また、LNT は最近の疫学的研究で実
で、LNTは間違った仮説で害を及ぼすだけと
証されていて科学的事実であると主張する
の意見を、放射線医療の専門家などが主張
人々もおり、異説・議論の的である。いくつ
している。また、LNTは最近の疫学的研究で
か提案されている線量・反応関係（図１）の
実証されていて科学的事実であると主張する
どれもをそれぞれに支持する研究結果が存在
人々もおり、異説・議論の的である。いくつ
する。米国放射線防護委員会（NCRP）委員
か提案されている線量・反応関係
（図１）
のど
れもをそれぞれに支持する研究結果が存在す
長で疫学者である J.D.Boice,Jr 博士は最近の
る。米国放射線防護・測定審議会
（NCRP）委
総説論文で NLT は放射線防護に用いられる
員長で疫学者であるJ.
D. Boice, Jr博士は最近
仮説であるが、支持する多くの疫学論文があ
の総説論文でLNTは放射線防護に用いられる
るがいずれも決定打ではなく、今後生物学と
仮説であり、支持する多くの疫学論文がある
疫学の統合により回答が得られる可能性を示
がいずれも決定打ではなく、今後生物学と疫
唆している 3)。
学の統合により回答が得られる可能性を示唆
線形
劣線形（Sub-linear）
しきい値あり
ホルミシス
優線形（Supra-linear）
模試図的データ点

低線量域における可能性のある
線量反応の形状

放射線量

図1

低 線 量 放 射 線 の 確 率 的 影 響 の 過 剰 リ ス ク 3)
を表示する可能性のある線量－反応曲線
（Richard Wakeford の図から作成）3）

している3）。
Publ.138「放射線防護の倫理的基盤」作成に
は量子科学技術研究開発機構放射線医学総合
研究所の栗原千絵子氏が参加した。過去の
ICRPで価値判断の基盤となってきた規範倫
理
（徳倫理、功利主義、義務論）
を整理した上
で、放射線防護への応用倫理
4 原則として善
（Justice）
、尊厳（Dignity）を提唱している。
行と無危害
（Beneficence and non-maleficence）
、
東洋の思想にも言及するユニークな刊行物で
慎重
（Prudence）
、正義
（Justice）
、尊厳
（Dignity）
ある。
を提唱している。東洋の思想にも言及するユ
国内では中断していた ICRP2007 年勧告の
ニークな刊行物である。
法規制への取り入れの検討が放射線審議会で
国内では中断していたICRP2007年勧告の
進められ、複雑でわかりにくい防護線量と実
法規制への取り入れの検討が放射線審議会で
用量の見直しが「国際放射線単位と測定委員
進められ、国際的には複雑でわかりにくい防
会（ICRU）
」と ICRP 合同で行われている。
護線量と実用量の見直しが「国際放射線単位
福島事故により環境が汚染した結果、放射
と測定委員会（ICRU）
」とICRP合同で行われ
線リスクに直面した住民のリスク認知、リス
ているので注目したい。
クコミュニケーション、住民の文化道徳的背
福島原発事故により環境が汚染した結果、
景の重要性が報告されている。
放射線リスクに直面した住民のリスク認知、
おわりに－将来への期待－
リスクコミュニケーション、文化道徳的背景
2017 年 7 月 1 日より任期が変わり新たな
の重要性が報告されている。
委員会が発足している。2 回の見直しを経て
第 5 委員会が廃され、4
専門委員会制に戻っ
おわりに
－将来への期待－
た。福島事故の経験がより優れた、実際的な
2017年 7 月 1 日よりICRPの 任 期が 変わり
防護体系の構築に生かされることを期待した
新たな委員会が発足している。
2 回の見直し
い。日本からの委員の果たす役割は今後益々
を経て第
5 委員会が廃され、 4 専門委員会制
に戻った。福島原発事故の経験がより優れた、
大きい。
実際的な防護体系の構築に生かされることを期
待したい。日本からの委員の果たす役割は今後
益々大きい。
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放射線被ばくの合理的な低減へ
放射線被ばくの合理的な低減へ
― 米国の放射線防護に学ぶ
― ―
― 米国の放射線防護に学ぶ
公益財団法人放射線影響協会 顧問 金子 正人
公益財団法人放射線影響協会 顧問 金子 正人
福島第一原子力発電所の事故から 7 年が経
過している。原子力規制委員会の田中俊一前
福島第一原子力発電所の事故から7年が経
委員長は、厳しい規制基準を設け、これを満
過している。原子力規制委員会の田中俊一前
足する原子炉の運転を再開している。更田豊
委員長は、厳しい規制基準を設け、これを満
志新委員長は、政府が除染基準としてきた１
mSv／年を 1 時間あたり 0.23 μSv と換算し
足する原子炉の運転を再開している。更田
てきたことに関して、｢4 倍程度、保守的｣と
豊志新委員長は、政府が除染基準としてきた
指摘されている。また、食品の汚染基準につ
1mSv ／年を1時間あたり0.23
μSvと換算して
いて世界と比べて一桁低い基準値を設けてい
きたことに関して、｢ 4 倍程度、保守的｣と指
る。また、発電所で大量に発生した廃液が、
摘されている。また、食品の汚染基準につい
他各種を除去後、残ったトリチウムを漁業者
て世界と比べて一桁低い基準値を設けている。
の理解が得られず海洋に放出できないという。

の対応を進めることが妥当であるとされてい
る。

また、発電所で大量に発生した廃液が、他核
種を除去後、残ったトリチウムを漁業者の理
＜放射線の科学と政策を結ぶ＞
解が得られず海洋に放出できないという。
1999 年 12 月 1～5 日、米国ヴァージニア

州 Warrenton の Airlie House Conference
Center で Bridging Radiation Policy and
＜放射線の科学と政策を結ぶ＞
Science
「エアリー会議」最終報告書
1999年12月1
～ という国際会議（エアリー会議）が
5日、米国ヴァージニア州
「エアリー会議」最終報告書
Clarke Center
ICRP で
委員長,
Warrenton 開催された。Roger
の Airlie House Conference
Richard A.
Meserve
米国原子力規制委員会
放射線作業者の線量限度を見ると、実効線
Bridging Radiation
Policy
and Scienceという国
（NRC）委員長、Hans Blix IAEA 名誉総
量当量：50mSv/年、組織線量当量：:眼の水
当であるとされている。
際会議（エアリー会議）
が開催された。Roger
長、Maurice Tubiana フランス科学アカデミ
晶体 150mSv/年、それ以外 500mSv/年、胎
放射線作業者の線量限度を見ると、実効線
Clarke ICRP委 員 長, Richard A. Meserve 米 国
ー教授、
長瀧重信
（放射線影響研究所理事長）
、 児または妊娠中の女性： 5mSv/全妊娠期間
量当量：50mSv/年、組織線量当量：眼の水
原子力規制委員会（NRC）委員長、Hans Blix  
松原純子（原子力安全委員会委員）
、菅原 努
（胎児）、計画特別被ばく： 50mSv/ 年、
それ 以 外500mSv/年、 胎 児
IAEA名誉総長、Maurice
Tubianaフランス科
（体質研究会理事長）など約
100 名が検討に 晶 体150mSv/年、
250mSv/生涯。妊娠の申告は、自由意思です
または妊娠中の女性：
5mSv/全妊娠期間（胎
学アカデミー教授、長瀧重信
（放射線影響研
参加した。最終報告書では、結論として、｢過
るものであって、職業被ばくのベネフィット
児）
、
計
画 特 別 被ばく：50mSv/年、250mSv/
究所理事長）
（原子力安全委員会委
去 、松原純子
50 年間の疫学的知見によれば、がん発生
が、
胎芽/胎児のリスクよりも重要だと信じる
員）
、菅原のリスクに有意差が出る最小の線量は約
努（体質研究会理事長）など約100 100 生涯。妊娠の申告は、自由意思でするもので
な ら 、 取 り 下 げ る こ と が で き る
mSv。ただし、これは、しきい値の存在を意 あって、職業被ばくのベネフィットが、胎
（RegulatoryGuide 8.29,Rev.1,Feb.1996）
。
名が検討に参加した。最終報告書では、結論
味するものではない｣とされている。
緊急時の被ばく限度の規定はないが、この規
芽/胎児のリスクよりも重要だと信じるなら、
として、｢過去50年間の疫学的知見によれば、
則の総則で、
「しかしながら、
この規則が健康
取り下げることができる
（RegulatoryGuide
8.29,
がん発生のリスクに有意差が出る最小の線量
と安全を守るために必要かもしれない行為を
＜米国の放射線防護規則＞
Rev.1,Feb.1996）
。緊急時の被ばく限度の規定
は約100 mSv。ただし、これは、しきい値の
U.S.NRC 規則 Part 20―Standards for
制限するものと解釈すべきではない」として
はないが、
この規則の総則で、
「しかしながら、
存在を意味するものではない｣とされている。
いる。
Protection
Against
Radiation
(May
この規則が健康と安全を守るために必要かも
2009 年 3 月、NRC 事務局が ICRP2007 年
21,1991)が公示され、施行は、1994 年 1 月 1
しれない行為を制限するものと解釈すべきで
＜米国の放射線防護規則＞
勧告の取り入れについて原子力規制委員会に
日。 なお、改正規則公示前に ICRP 1990 年
はない」
としている。 委員長、Jaczko 委員、
U.S.NRC規則Part
20―Standards
for Protection
諮ったところ、Klein
勧告が出されたが、
1977 年勧告の線量限度へ

Against Radiation（May 21,1991）が公示され、
施行は、1994年 1 月 1 日。なお、改正規則公
示前にICRP 1990年勧告が出されたが、1977
年勧告の線量限度への対応を進めることが妥
30



2009年 3 月、NRC事 務 局がICRP2007年 勧
告の取り入れについて原子力規制委員会に
諮 っ たところ、Klein委 員 長、Jaczko委 員、
Svinicki委員が賛成、Lyons委員の反対で否と
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なった。Peter B. Lyons委員は、規則改正に伴
う費用、規制される諸団体へのインパクト
は、規制される者、公衆の防護を改善しな
いであろうと コ メ ン トした。Lyons委 員は、
Domenici上 院 議 員のScience Advisor として、
低線量放射線の影響にも関心があり、「エア
リー会議」
にも参加していた。
日本保健物理学会では、1999年11月18日に、
｢放射線防護における低線量リスクに関する
最近の話題｣をテーマに勉強会を行った。
甲斐倫明
（大分県立看護科学大学）は、米国
エネルギー省（DOE）の低線量（率）生物影響
10カ年計画を紹介した。この計画の中には、
（1）しきい値が存在するのかそれとも単なる
空想なのか、
（2）低線量放射線の感受性の個
人差を支配する遺伝要因は何か、（3）研究成
果をどう伝えていくべきか（リスクコミュニ
ケーションの問題として）なども含まれる。
10カ年で約66.6億ドル（約7300億円）の予算を
当てることになっている。
Antone L. Brooks は , A Commentary on:
“A History of the United States Department of
Energy（DOE）Low Dose Radiation Research
Program: 1998-2008”と題する論評を書いて、
将来のpotential adverse and/or protective health
effects of low doses of ionizing radiationに期待
している。Radiat.Res. 183,375-381（2015）
米 国 保 健 物 理 学 会は、RADIATION RISK
IN PERSPECTIVEという 声 明を1996年から
出しており、2016年 5 月には、次のように改
訂している。“・・・米国の自然バックグラ
ウンド放射線からの年線量は、約3mSv、人
生の最初の17年間で、約50 mSv, 約80年の生
涯では、250 mSvを受けるであろう。確実に
納得のゆく科学的データが、高線量被ばく
（自
然バックグラウンドの何倍もの）の健康影響
に関する証拠を示している。しかしながら、
全線源を合わせたバックグラウンドに加え
て、約100 mSv以下のレベルでは、人々で観
察された放射線影響は、統計的にゼロと変わ
らない。
・・・”
＜NRCに放射線防護基準の変更請願＞
米 国の 官 報Federal Register Vol.80, No.120,
2018. 4, No.95



2015年 6月 23日 に10CFRPart20の 改 正の 請 願
がなされた。この請願に対するコメントが
2015年11月19日とされた。請願者は、Carol S.
Marcus, Mark L. Miller, Mohan Doss の 3 人で、
1956年の米国科学アカデミーのパネルで勧告
されたLNT（直線しきい値なし仮説）には、科
学的根拠がなく、これに基づく諸規則のコス
トは 計り 知れない。 改 正の 要 点は 次の4点。
（1）作業者の線量はそのまま、線量が長期に
わたるなら 実 効 線 量 年 間100 mSvまで、
（2）
ALARA（合理的に達成できる限り低く）を規
則から削除、
（3）公衆の線量を作業者の線量
まで引き上げるべき、
（4）妊婦、胎児、18歳
未満の子供の差別的な線量をやめる。Mohan
Dossは、米国で将来、放射性物質の放散事
故が起きた際のパニック避難をなくすため、
LNTによるがん恐怖などで、福島で起きたよ
うな相当な被災者と経済的な損害をなくすた
め、この請願の早期実施を要請している。
この 請 願に 対して、NRCは、3000通 以 上
のコメント・レターを受け取っている。環境
保護庁（EPA）の放射線防護部長からは、LNT
は妥当、BEIR VIIをもとに、NRCに請願を脚
下せよとコメントした。全米商工会議所の副
会頭からは、LNTモデルの変更を強く支持す
る。1998年から始まったDOEの低線量研究
計画で、約730件の放射線誘発突然変異、が
んが生体でしきい値を示している。
会議所は、
NRCがLNTモデルの適用に適切な規制手続き
をとり、 3 名からの請願を聞き届けるよう催
促する。
＜米国放射線防護審議会
（NCRP）
の動向＞
米国では、非政府機関であるNCRPが放射
線防護体系の枠決めを勧告している。政府
機関は、NCRP の勧告を判断材料のひとつと
位 置づけており、 財 政 支 援をしても 勧 告を
そのまま取り入れている訳ではない。NCRP
Commentary No.26は、2017年 1 月に作業者の
水晶体等価線量限度を引き下げる勧告をした
が、NRCは、引き下げを提案する公開意見
募集をしたところ、ステークホルダーからの
反対が多く、2016年12月に引き下げの断念を
決定した。
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月号の Health Physics News に NCRP の
げる勧告をしたが、NRC は、引き下げを
一般勧告を最新のものとするための特別セ
提案する公開意見募集をしたところ、ステ
ッションを設けるという投稿をした。
ークホルダーからの反対が多く、2016 年
12 月に引き下げの断念を決定した。
NCRP は、Lauriston S. Taylor を初代会
長として、現在、John D. Boice, Jr. が会
長を務めている。昨年 7 月まで、ICRP 主
委員会の委員でもあった。彼は、2016 年 8
月号の Health Physics News に NCRP の
一般勧告を最新のものとするための特別セ
ッションを設けるという投稿をした。
HealthHealth
Physics Physics
News 2016年8月の記事、John
News 2016 年 8 月 D.
Boice, Jr. 提供．
の記事、John D. Boice, Jr. 提供．
NCRPは、Lauriston S. Taylorを初代会長と

特別セッションのメンバーには、元米国保
して、現在、John D. Boice, Jr. が会長を務め
健 物 理 学 会 会 長 の Darrell R. Fisher と
ている。昨年 7 月まで、ICRP主委員会の委
Kenneth R. Kase が入っている。

員でもあった。彼は、2016年 8 月号のHealth
Physics News にNCRPの一般勧告を最新のも
＜原子力学会と保健物理学会の共同企画＞
のとするための特別セッションを設けるとい
Health Physics News 2016 年 8 月
米国原子力学会と米国保健物理学会は、
う投稿をした。
の記事、John D. Boice, Jr. 提供．
｢低線量防護基準への放射線応答モデルの適
特別セッションのメンバーには、元米国保
用｣をテーマに、2018
年 9 R.
月 FisherとKenneth
30 日～10 月 3
健物理学会会長のDarrell
特別セッションのメンバーには、元米国保
R. Kaseが入っている。
日、ワシントン州の
Tri-Cities で、開催され
健 物 理 学 会 会 長 の Darrell R. Fisher と

る。会議の proceedings
は、Health Physics
Kenneth R. Kase が入っている。
＜原子力学会と保健物理学会の共同企画＞
誌に掲載される予定である。
米国原子力学会と米国保健物理学会は、
「低
この広報パンフレットには、Please
Note
＞
＜原子力学会と保健物理学会の共同企画
線量防護基準への放射線応答モデルの適用｣
として、現在の国際的なアプローチは、低レ
米国原子力学会と米国保健物理学会は、
をテーマに、2018年9月30日～ 10月3日、 ワ
ベル放射線の規制は、いかなる少量の放射線
｢低線量防護基準への放射線応答モデルの適
シントン州のTri-Citiesで、開催される。会議
でも、人体に悪影響を及ぼすという
LNT 月
モ3
用｣をテーマに、2018 年 9 月 30 日～10
のproceedingsは、Health Physics誌に掲載され
デルをベースとしている。しかし、ここ数十
日、ワシントン州の Tri-Cities で、開催され
る予定である。
Physics
年では、科学的な証拠が次のことを示してい
proceedings は、HealthNoteと
る。会議の
この広報パンフレットには、Please
る。１）バックグラウンド値までの放射線レ
誌に掲載される予定である。
して、現在の国際的なアプローチは、低レベ
この広報パンフレットには、Please Note
ベルに対してまで、損害を感知できない、あ
ル放射線の規制は、いかなる少量の放射線で
として、現在の国際的なアプローチは、低レ
るいは、２）およそこのレベルまで便益な結
も、人体に悪影響を及ぼすというLNTモデル
ベル放射線の規制は、いかなる少量の放射線
果があるかもしれない。
をベースとしている。しかし、ここ数十年で
モ
を及ぼすという LNT1）
でも、人体に悪影響
は、
科学的な証拠が次のことを示している。
この会合は、著名な教授が関係書類に追加
デルをベースとしている。しかし、ここ数十
バックグラウンド値までの放射線レベルに対
拠が次のことを示し
年では、科学的な証
してまで、
損害を感知できない、
あるいは、てい
2）
線レ
ウンド値までの放射
る。１）バックグラ
およそこのレベルまで便益な結果があるかも
ベルに対してまで、損害を感知できない、あ
しれない。
このレベルまで便益な結
るいは、２）およそ
この会合は、著名な教授が関係書類に追加
するペイパーを出すというような通常の技術
果があるかもしれない。
会議ではない。むしろ、潜在的に深い結果を
この会合は、著名な教授が関係書類に追加

するペイパーを出すというような通常の技術
会議ではない。むしろ、潜在的に深い結果を
われわれの全産業にもたらす会議である。

米国原子力学会と米国保健物理学会
の合同会議の広報パンフレット
＜わが国放射線審議会の新たな期待＞
平成 30 年１月放射線審議会は、
「放射線防
護の基本的考え方の整理―放射線審議会にお
ける対応―」
と題する文書を公表した。
今後、
放射線審議会は積極的に国内外の動向を調査
米国原子力学会と米国保健物理学会
米国原子力学会と米国保健物理学会の合同会議の
し提言することによって、放射線障害防止の
の合同会議の広報パンフレット
広報パンフレット
技術的基準の策定に主導的な役割を果たすと
ともに、関係行政機関と能動的に連携するこ
＜わが国放射線審議会の新たな期待＞
とが求められる。低線量域における
LNT モ
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護の基本的考え方の
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世界保健機関(WHO)等の国際機関において
今後、
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ける対応―」
ける対応―」
と題する文書を公表した。今後、
も基本となっている。ごくわずかな被ばくを
放射線審議会は積極的に国内外の動向を調査
放射線審議会は積極的に国内外の動向を調査
避けるために多大な社会的リソースを投入す
し提言することによって、放射線障害防止の
し提言することによって、放射線障害防止の
ることは、作業の効率性が損なわれるなどの
技術的基準の策定に主導的な役割を果たすと
技術的基準の策定に主導的な役割を果たすと
問題が発生するため、ALARA
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るこ
ともに、関係行政機関と能動的に連携す
ともに、関係行政機関と能動的に連携する
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とが求められる。低線量域における LNT モ
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入す
避けるために多大な社会的リソースを投
日に京都国際会議場で開かれた第
15 回放射
避けるために多大な社会的リソースを投入す
どの
率性が損なわれるな
ることは、作業の効田ノ岡
線研究国際会議で、
宏（元日本放射線
ることは、作業の効率性が損なわれるなどの
の原則に馴染
問題が発生するため、ALARA
影響学会会長）は、16.5
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問題が発生するため、ALARAの原則に馴染
まない。LNT モデルで、線量とがん死亡との
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まない。LNTモデルで、線量とがん死亡との
関係に、原爆被爆者のデータからの線量・線
関係に、原爆被爆者のデータからの線量・線
ことを望みます。
ICRP の２を使う
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量率効果係数
（DDREF）
をICRPの２を使うこ
25～29
月29日に
ことは、止めて欲しい。2015 年 5～
とは、止めて欲しい。2015年5月25
日に京都国際会議場で開かれた第 15 回放射
京都国際会議場で開かれた第15回放射線研究
宏（元日本放射線
田ノ岡
線研究国際会議で、宏
国際会議で、田ノ岡
（元日本放射線影響学
16.5 と試算している。被
影響学会会長）は、
会会長）
は、16.5と試算している。被ばくは、
ばくは、合理的に達成できる限り低くされる
合理的に達成できる限り低くされることを望
ことを望みます。
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われわれの全産業にもたらす会議である。

32



放影協ニュース

2018. 4, No.95

平成 28 年度 研究奨励助成金交付研究の紹介

居住環境におけるラドン・トロンによる肺がんリスクポテンシャル評価

居住環境におけるラドン・トロンによる肺がんリスクポテンシャル評価
手法の開発
手法の開発
弘前大学大学院保健学研究科
放射線技術科学領域
弘前大学大学院保健学研究科
細田 正洋
放射線技術科学領域
はじめに
放射性希ガスであるラドンはタバコに次ぐ
肺がんの誘発因子として世界保健機関を初め
はじめに
とする多くの国際機関によって、そのリスク
放射性希ガスであるラドンはタバコに次ぐ
回避と低減が提唱されている。欧米を初めと
肺がんの誘発因子として世界保健機関を初め
する多くの国や地域では屋内のラドン濃度に
とする多くの国際機関によって、そのリスク
対する規制が進められており、参考レベルを
回避と低減が提唱されている。欧米を初めと
超えるような家屋に対して積極的な低減措置
する多くの国や地域では屋内のラドン濃度に
が実施されている。一方、我が国ではラドン
対する規制が進められており、参考レベルを
の規制に関する議論は未だ始まっていない。
超えるような家屋に対して積極的な低減措置
しかし、1990
年代に実施された全国調査を始
が実施されている。一方、我が国ではラドン
め、我が国のラドン研究者による調査結果に
の規制に関する議論は未だ始まっていない。
よれば、欧米の参考レベルを上回る家屋が発
しかし、1990年代に実施された全国調査を始
見されている。
め、我が国のラドン研究者による調査結果に
Tokonami（Radiat. Prot. Dosim., 2010）によ
よれば、欧米の参考レベルを上回る家屋が発
って、
ラドンの放射性同位体であるトロン（ラ
見されている。
ドンの質量数は
222 Prot.
であるが、トロンの質量
Tokonami（Radiat.
Dosim., 2010）によっ
数は
220
である）がラドン計測の妨害因子と
て、ラドンの放射性同位体であるトロン（ラ
なることがあると警告して以降、国際的にも
ドンの質量数は 222であるが、トロンの質量
トロン計測の重要性が認識され始めた。
また、
数は220である）がラドン計測の妨害因子とな
放射線医学総合研究所の調査によって、我が
ることがあると警告して以降、国際的にもト
国独自の建築様式である土壁のような家屋構
ロン計測の重要性が認識され始めた。また、
造では、ラドンよりもトロンの濃度レベルが
放射線医学総合研究所の調査によって、我が
高いことが発見された。同様な建築構造は他
国独自の建築様式である土壁のような家屋構
国にも存在し、国際的にもラドンのみではな
造では、ラドンよりもトロンの濃度レベルが
くトロンの濃度レベルが評価され始めた。ト
高いことが発見された。同様な建築構造は他
ロンの計測手法に関しては概ね確立されてき
国にも存在し、国際的にもラドンのみではな
たものの、被ばく線量評価手法に関しては国
くトロンの濃度レベルが評価され始めた。ト
際的にも未だ発展途上にある。トロンの半減
ロンの計測手法に関しては概ね確立されてき
期が約
56 秒と短いことからラドンとは異な
たものの、被ばく線量評価手法に関しては国
り空間分布が均一とならず、トロン濃度は計
際的にも未だ発展途上にある。トロンの半減
測場所の影響を大きく受けるといわれている。
期が約56秒と短いことからラドンとは異なり
例えば、日本の伝統的な構造をした一家屋内
空間分布が均一とならず、トロン濃度は計測
のトロンの空間分布に関しては
Doi ら（Health
場所の影響を大きく受けるといわれている。
Phys,
1994）の報告が唯一であり、このような
例えば、日本の伝統的な構造をした一家屋内
2018. 4, No.95
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実測データは国際的にも殆ど存在しない。
ラドンやトロンによる肺がんリスクを低減
させるためには、
ラドン･トロンの放出源や高
のトロンの空間分布に関してはDoiら
（Health
濃度化の要因を解明する必要があり、
ラドン･
Phys, 1994）の報告が唯一であり、このような
トロンのポテンシャルの評価が重要である。
実測データは国際的にも殆ど存在しない。
その評価手法として地表面から放出するラド
ラドンやトロンによる肺がんリスクを低減
ン･トロンの量（散逸率）を計測する方法があ
させるためには、ラドン･トロンの放出源や
る。本研究では、ラドン及びトロンの空間分
高濃度化の要因を解明する必要があり、ラド
布に着目した散逸率の評価手法の開発に向け
ン･トロンのポテンシャルの評価が重要であ
た基礎データを取得している。
る。その評価手法として地表面から放出する

ラドン･トロンの量（散逸率）を計測する方法
ラドン・トロン散逸率評価システムの概要
がある。本研究では、ラドン及びトロンの空
図 1 にラドン・トロン評価システムの概要
間分布に着目した散逸率の評価手法の開発に
を示す。
換気式蓄積容器は Zhuo ら（Int. Cong.
向けた基礎データを取得している。
Series, 2005）の報告を基にして作成した。蓄
積容器は
0.8 m × 0.8 m × 1.0 m のステンレス
ラドン・トロン散逸率評価システムの概要
製で図
21
か所の換気窓がある。この蓄積容器を
にラドン・トロン評価システムの概要
比較的ラドン・トロン散逸率が高い岐阜県内
を示す。換気式蓄積容器はZhuoら（Int. Cong.
にある共同研究機関の敷地内に設置した。蓄
Series, 2005）の報告を基にして作成した。蓄
積容器の下から
cm m
を地中に埋設した。ラ
積容器は0.8 m 15
× 0.8
× 1.0 mのステンレス
ドン及びトロンの鉛直分布を取得するために、
製で2か所の換気窓がある。この蓄積容器を
パ比較的ラドン・トロン散逸率が高い岐阜県内
ッシブ型ラドン・トロン弁別モニタ
（RADUET）を地表面から
1、3、10、30 及び
にある共同研究機関の敷地内に設置した。蓄
80積容器の下から15
cm の位置に各季節で
3 か月間配置した。
cmを地中に埋設した。ラ
さらに、容器内の気温、気圧及び相対湿度を
ドン及びトロンの鉛直分布を取得するため
連続的に取得した（TR-73U、株式会社ティア
に、パッシブ型ラドン・トロン弁別モニタ
ンドデイ）。

図 1．散逸率評価システムの概要と外観
図1 散逸率評価システムの概要と外観
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（RADUET）
を地表面から1、3、10、30及び80
cmの位置に各季節で 3 か月間配置した。さ
らに、容器内の気温、気圧及び相対湿度を連
続的に取得した（TR-73U、株式会社ティアン
ドデイ）
。
ラドン・トロンの散逸率を評価するために
は、蓄積容器の換気率が必要である。換気
率の評価にはCO2ガスとCO2モニタ（TR-76Ui、
株式会社ティアンドデイ）を用いた。その結
果、蓄積容器の換気率は0.3 h-1であった。
野外観測地点の土壌環境パラメータ
蓄積容器を設置している場所の周辺5カ所
において土壌サンプラーを用いて表層 5 cm
までの土壌を採取した。採取した土壌の乾燥
バルク密度、土壌粒子密度及び間隙率を評
価した 結 果、 それぞれ1.34 ± 0.18、2.66 ±
0.03及び0.50 ± 0.07であった。また、表層土
の粒度分析の結果、粘土質が21%、シルト質
16%、砂質が63%であり、土性区分は砂質埴
壌土と評価された。
現在までに得られた結果
蓄積容器内のラドン及びトロン濃度は 3
か 月 毎に 取 得しているが、2017年12月から
2018年 2 月までに 設 置 期 間で 得られた 結 果
を表 1 に示す。地表面から30 cmに設置した
RADUETのトロン濃度は検出下限値以下で
あった。したがって、トロン散逸率は1 cm、
3 cm及び10 cmで得られたトロン濃度を用い
て評価した。ラドンに関しては全ての算術平
均値を用いた。この結果より、ラドン及びト
ロン散逸率は、それぞれ3.8 ± 0.4 mBq/m2s及
び373 ± 158 mBq/m2sと評価された。
蓄積容器の設置場所の周辺3地点において
2018年 1 月及び 2 月にin-situ型ラドン・トロ
表 1 蓄積容器内のラドン及びトロン濃度
トロン濃度
距離
ラドン濃度
（Bq/m3）
（cm）
（Bq/m3）
1 cm
64 ± 20
1514 ± 291
3 cm
43 ± 13
329 ± 38
10 cm
69 ± 28
299 ± 108
< 128
30 cm
54 ± 27
（検出下限値以下）
80 cm
35 ± 9
7 ± 49
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ン散逸率モニタによってラドン及びトロン
散逸率を評価した結果、それぞれ2.0 ± 1.1
mBq/m2s及び275 ± 271 mBq/m2sであ っ た。
さらに、小型の蓄積容器及びシンチレーショ
ンセル型ラドンモニタを用いた手法によっ
てラドン散逸率を評価した結果、4.6 ± 0.5
mBq/m2sであった。これらの測定手法は異な
るものの、いずれも比較的よく一致した。こ
の比較測定は継続的に実施する予定である。
まとめ
本研究では、ラドン及びトロンの空間分布
に着目した散逸率の評価手法の開発を行って
いる。現在までに得られた結果は、他の測定
手法によって得られた結果と比較的よく一致
した。継続的に調査を続けるとともに、国内
外において多地点で同時にラドン・トロン散
逸率を評価するために、換気式蓄積容器の大
きさの最適化を検討する予定である。
本研究で得られた成果の一部は、2017年8
月にフランス共和国ストラスブール市にお
いて開催された27th International Conference on
Nuclear Tracks and Radiation Measurements 及
び10月に千葉市で開催された日本放射線影響
学会第60回大会においてポスター発表を行っ
た。
謝辞
本研究に助成くださった公益財団法人放射
線影響協会に感謝致します。また、本研究を
実施するにあたり多大なる協力を頂いた、弘
前大学被ばく医療総合研究所の床次眞司教
授、岩岡和輝助教及び研究室の学生諸氏、核
融合科学研究所の赤田尚史准教授、琉球大学
理学部の古川雅英教授、弘前大学大学院保健
学研究科の山内可南子助教に感謝致します。
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放射線疫学調査へのご協力のお願い

低線量放射線による健康への影響を明らかにするために
あなたの協力が必要です
放射線疫学調査へのご協力のお願い

放射線影響協会では、新しい放射線疫学調査に向け
放射線影響協会では、新しい放射線疫学調査に向
けて、調査協力の意思確認調査（同意調査および生
て、調査協力の意思確認調査（同意調査および生活
活習慣等調査）を実施しています。
習慣等調査）を実施しています。

 □対象者は、
対象者は、①現在、原子力発電施設等で放射線
①現在、原子力発電施設等で放射線業務に従事し
業務に従事しておられる方（従事者登録をし、
ておられる方（従事者登録をし、放射線管理手

放射線管理手帳をお持ちの方）、および、②かつ
帳をお持ちの方）、および、

て、放射線業務に従事したことがある方です（退
②かつて、放射線業務に従事したことがある方で

職者を含みます）。


す
（退職者を含みます）。

調査書類は、平成 27 年度末から平成 29 年度に

□調査書類は、平成27年度末から平成29年度にかけ

かけて、
順次、事業者を通して配布する方法と、
て、順次、
郵送の２つのルートでお届けします。
①事業者を通して配布する方法と、
調査書類が届きましたら、ご協力をお願いします。
②郵送の2つのルートでお届けします。


調査協力の意思確認調査書
類
調査協力の意思確認調査書類

現在、当協会以外にも、次のように、他機関による放射線業務従事者等を対象とした
調査書類が届きましたら、ご協力をお願いします。
□この調査は原子力規制庁委託調査で、原子力規制庁のホームページにも協力のお願いが掲載
「同意」を求める各種調査も行われていますので、放射線影響協会が実施している同
されています。
意確認調査であることをご確認の上、ご協力をお願いします。
□現在、当協会以外にも、次のように、他機関による放射線業務従事者等を対象とした
・放射線影響協会実施：放射線疫学調査の同意確認（原子力規制庁委託調査） 「同意」
を求める各種調査も行われていますので、放射線影響協会が実施している同意確認調査であ

・放射線影響研究所実施：緊急時作業者の疫学調査の同意確認（厚生労働省委託調査）
ることをご確認の上、ご協力をお願いします。

・原子力規制庁実施：緊急時作業被ばく線量限度引き上げの同意確認
・放射線影響協会実施：放射線疫学調査の同意確認

□他機関実施
・放射線影響研究所実施：緊急時作業者の疫学調査の同意確認
（厚生労働省委託調査）
・原子力規制庁実施：緊急時作業被ばく線量限度引き上げの同意確認

2018. 4, No.95



放影協ニュース

35

主

要

日

誌

３月14日

【人事異動】

平成29年度第４回評議員会（平成30

◯放射線従事者中央登録センター

年度事業計画及び収支予算について

４月１日

等）

原子力登録管理課長代理（出向採用）
關

正洋
〇企画部
２月15日

○放射線疫学調査センター
３月31日
４月１日

課題選考委員会

退職（放射線疫学調査センター長）
笠置

２月23日

文善

平成29年度放射線影響研究功績賞及
び同奨励賞受賞者選考委員会

放射線疫学調査センター長
（採用）
三枝

平成29年度研究奨励助成金交付研究

新
〇放射線従事者中央登録センター
２月８日

第３回放射線管理手帳高度化ワーキ
ンググループ

２月27日

第８回除染等業務従事者等被ばく線
量登録管理制度参加者協議会（平成

關 正洋

三枝 新

29年度事業報告・決算見込、平成30
年度事業計画・収支予算等）

【活動日誌】
〇放射線疫学調査センター

○総務部
１月15日

１月25日

平成29年度第３回理事会（臨時理事

１月30日

会）
（平成29年度第３回評議員会の招

調査進捗状況と協力同意者の特性

集の決定について）

等）

平成29年度第３回評議員会（理事及

２月16日

臓器線量構築検討会（実験による線
量計反応データの取得案

び監事の選任について）
３月５日

放射線疫学あり方検討会（意思確認

平成29年度第４回理事会（平成30年

３月９日

等）

放射線疫学調査倫理審査・個人情報

度事業計画及び収支予算並びに資金

保護委員会（放射線疫学あり方検討

調達及び設備投資の見込みを記載し

会の検討状況について

等）

た書類について等）
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