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O-33
高被ばく線量が及ぼした福島第一・第二原子力発電所
職員の心理的苦悩及び心的外傷後ストレス反応への影
響
○後藤 浩文1、野田 愛1、重村 淳2、谷川 武1

1順天堂大学公衆衛生学講座、2目白大学　保健医療学部

[背景]
2011年３月11日の東日本大震災による地動と津波は福島第一原子力発電
所に炉心融解と原子炉建屋の爆発、放射性物質の放出を伴う大事故を
引き起こした。そのような衝撃的な事故に遭遇したことが、職員の心
理的苦悩・心的外傷後ストレス反応（Post-Traumatic StressResponse : 
PTSR）を高め、事故直後の出勤日数の多かった職員で有意に高かった
事やその影響は事故後３年を経過してもなお影響し続ける事を本講座よ
り報告してきた。
[目的]
本研究では、事故直後の高被ばく線量と心理的苦悩・PTSRの継時変化
への影響を明らかにする事を目的とした。
[方法]
2011年から2014年の各年度1年ずつ合計4回、福島第一及び第二原子力発
電所全職員にアンケート方式の研究参加に対する説明を実施し、885名
が参加に同意した（回答率84%）。
このうち本研究では2012年以降に被ばく線量を調査した667人を分析
対象とした。心理的苦悩は日本語版K6、PTSRは日本語版Impact of 
Event Scale -Revised : IES-Rを用いて調査を実施した。K6が13点以上

（24点満点）を心理的苦悩、IES-R が25点以上（88満点）をPTSRとし
た。事故直後の高被ばく線量（50ミリシーベルト以上）と心理的苦悩・
PTSRの継時変化との関連について混合ロジスティック効果モデルを用
いて検討した。解析は事故当時に勤務していた発電所別に行い、調整変
数には性別、年齢、職種を用いた。
[結果]
ベースライン（2011年）時に福島第一原発で勤務していた者において50
ミリシーベルト以上の高被ばく線量の影響が心理的苦悩（ベースライン
時のオッズ比2.80と95%信頼区間1.14-6.85）及びPTSR（ベースライン時
のオッズ比2.11と95%信頼区間1.09-4.06）で有意に高かった。しかし、
福島第二原発で勤務していた者においては有意な関連は認められなかっ
た。またこれらの影響は３年経過してもなお維持する事が認められた。
[結論]
ベースライン（2011年）時に福島第一原発で勤務していた者において、
東日本大震災による事故による高被ばく線量の影響が心理的苦悩及び
PTSRに長年にわたり影響を及ぼす可能
性が明らかになった。
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福島第一原発事故後の放射線被ばくと甲状腺がんとの
関連についての症例対照研究：福島県県民健康調査
○大平 哲也1、長尾 匡則1、林 史和1、志村 浩己1、安村 誠司1、
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【背景】東日本大震災後に発生した福島第一原子力発電所放射線事故後
に、福島県では小児の甲状腺の状態を把握し健康を長期に見守ることを
目的に「甲状腺検査」が開始された。【目的】事故後の甲状腺がんと被
ばく線量との関連をコホート内症例対照研究により検討すること。【方
法】震災時概ね18歳以下であった福島県民を対象に、2011年から検査1
回目を、2014年から検査2回目を、2016年から検査3回目を実施した。対
象者はそれぞれ約36.8万人、約38.1万人、約33.7万人で、これまで300,472
人、270,552人、217,922人が甲状腺超音波検査による一次検査を受けた。
基準によって二次検査を受けた者のうち、悪性ないし悪性の疑いがあっ
た218人中「県民健康調査」の「基本調査」によって行動記録が得られ
た者を症例群として108人を抽出した。さらに、診断年が2012年〜2018
年のがん登録によってのみ確認された症例で行動記録が得られた23人を
抽出し計131人を症例群とした。対照は、症例に対し性・生年月（四半
期）・悪性（疑い含む）判定検査回の一次検査受診年度をマッチングさ
せた者（行動記録がある者のみ）とし、症例：対照＝1：10 の割合で無
作為に抽出した。震災後の行動記録から算出した内部被ばく線量＋外部
被ばく線量を個人の被ばく線量として、甲状腺がんないし疑い例との関
連を検討した。【結果】甲状腺等価線量（mSv）を3mSv 未満、3〜
10mSv、10mSv以上の3群に分けて、3mSv未満に対する甲状腺がんない
し疑いを有するオッズ比を算出した結果、甲状腺検査で同定された者の
みでは、10mSv以上群でオッズ比が上昇する傾向がみられたが、有意な
上昇ではなく、また量反応関連もみられなかった。がん登録症例を加え
て同様の分析を行った結果、10mSv以上群のオッズ比の上昇傾向はみら
れなかった。【結論】検査3回目までの甲状腺検査における甲状腺がんな
いし疑い例と個人の放射線被ばく線量との間には明らかな関連はみられ
なかった。

O-35
原子力施設作業者コホートと全国がん登録のリンケー
ジ：放射線大腸がん罹患リスクと検診受診行動の交絡
○古田 裕繁、三輪 祥江、工藤 伸一、三枝 新
放射線影響協会放射線疫学調査センター

【背景】放射線影響協会は2019年度に全員同意者から構成されベースラ
インの生活習慣情報をもつ約8万人男性の原子力施設作業者コホート
J-EPISODEを設定し、がん罹患を追跡している。大腸がんは、上皮内が
んで発見されると、全国がん登録では悪性新生物でカウントされない。
このため放射線のがん罹患リスクを悪性新生物だけで評価すると過小評
価の可能性がある。また、上皮内がん発見が、健康意識や社会経済的地
位に関連していれば、放射線とがん罹患との関連に交絡している可能性
がある。

【目的】J-EPISODEの2016-2018年がん罹患データをクロスセクション分
析し、交絡の可能性を検討する。

【方法】全国がん登録2016-2018年データとJ-EPISODEのリンケージを行
い、がん罹患データを取得した。CT検査受診歴、X線透視検査受診歴
別の大腸上皮内がん初診発見率を計算した。

【結果】1）2016-2018年の上皮内がん罹患数（265件）は、部位別に大腸（151
件）、膀胱（54件）が多かった。一方、悪性新生物罹患数（1857件）は、
部位別に前立腺（416件）、胃（333件）、大腸（289件）、肺（204件）な
どが多かった。大腸がんは、上皮内がんと悪性新生物の比率がほぼ1対
２と、上皮内がんの段階で発見される割合が高かった。また、大腸上皮
内がんの発見経緯が健診である割合は44％と、他の上皮内がんに比べて
高かった。
2）大腸上皮内がん初診発見率は、CT検査受診有りの方が無しより高
かった。X線検査受診歴でも同様であった。

【考察】1）検診受診行動と累積線量、学歴との関連は既知であったが、
本研究では検診受診行動と発見経緯が検診である上皮内がん・悪性新生
物との関連が確認できた。
2）検診受診行動及びその背後にある学歴は大腸上皮内がん発見率と関
連し、放射線と大腸がん罹患との関連に交絡している可能性がある。

【結論】大腸がん罹患リスク評価には、検診技術、検診受診行動、上皮
内がん発見状況等を考慮する必要がある。

【その他】利益相反なし。本研究は原子力規制庁の委託事業である。が
ん罹患情報は、がん登録推進法に基づき情報の提供を受け、独自に作成・
加工した。
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BACKGROUNDSouth Asian (SA) people are at a higher risk of 
developing diabetes at an earlier age and a lower body mass index. 
Moreover, SA countries are going through a rapid economic expansion
which is introducing new lifestyle behaviours. One such behaviour is 
dining out frequently. OBJECTIVESTo examine the associations 
between eating out behaviour and diabetes among the SA adult 
population. METHODSThe study population is World Bank SA 
countries including Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and 
Bhutan. The analysis sample size was 23,676. The outcome variable 
was diabetes. The exposure variable was eating out behaviour which
was defined as at least one meal per week outside home. Multilevel 
modified Poisson regression was used to produce the risk ratios (RR) 
with a 95% confidence interval (CI). The results were adjusted for 
lifestyles (LS), sociodemographic characteristics (SC), and two 
biomarkers (abdominal obesity and hypertension). RESULTS9.25% of 
SA adults had diabetes. Prevalence was around 13% in Bangladesh, 
Afghanistan and Sri Lanka whereas it was only around 4-6% in Bhutan
and Nepal. 36% of SA adults reported that they eat at least one meal
per week outside home. Eating out habit was positively association in
the adjusted models; model 2 (adjusted for SC) [RR 1.15 (95% CI 1.06-
1.24)], model 3 (adjusted for SC and LS) [RR 1.14 (95% CI 1.06-1.23)] and
model 4 (adjusted for SC, LS and biomarkers) [RR 1.14 (95% CI 1.04-
1.25)]. Subgroup analysis showed that eating out habit was significantly
increasing the risk of diabetes among women [RR 1.22 (95% CI 1.12-
1 . 3 4 ) ]  bu t  no t  among  men  [RR  1 . 0 7  ( 9 5% CI  0 . 9 4 - 1 . 2 2 ) ] .
CONCLUSIONSThis study found a 14% increased risk of diabetes 
among those who had at least one meal outside per week compared to
those who never ate outside.


