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文部科学省委託調査報告書「原子力発電施設等放射線業務従事者
等に係る疫学的調査」（2010年発表）

• 対象：男性：203,904 人（観察人年は222.7万人年）
• 平均観察期間は10.9 年
• 観察期間内の死亡数は14,224人
• ガン死亡は5,711 人
• 平均年齢は54 歳
• 平均累積線量13.3mSv
• 白血病を除く全ガンのSMR（標準化死亡比） は1.04（1.01-

1.07）で、全日本人男性の死亡率に比べて有意に高い。
• 肝ガン、肺ガンのSMR は、各々1.13（1.06-1.21）、1.08

（1.02-1.14）で、全日本人男性の死亡率に比べ有意に高
い。



日本の原発労働者ガンリスク（対一般人口）

（平均累積被ばく線量13.3mSv）

全ガン 1.04倍 （95%信頼区間1.01‐ 1.07）

肝臓ガン 1.13倍 （1.06‐ 1.21）

肺ガン 1.08倍 （1.02‐ 1.14）

（文科省調査）
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日本の原発従業員等の全ガンリスク（白血病除く）

http://www.rea.or.jp/ire/pdf/report4.pdf 文部科学省委託調査報告書 原子力発電施設等放射線業務
従事者等に係る疫学的調査（第Ⅳ期調査平成17 年度～平成21 年度）

傾向性の片側検定p=0.024（有意）

+4%/13.3mSv（有意）

http://www.rea.or.jp/ire/pdf/report4.pdf


この不都合な事実に対する「言い訳」

• 原発労働者は飲酒率が高い
（肝臓ガンが多いのは飲酒のせい）

• 原発労働者は被ばくが多い階層
ほど喫煙率が高い
（肺ガンが多いのは喫煙のせい）



注２ 「お酒を飲んでいる」と回答した者の割合
注３ 、飲酒習慣のある者とは、週3 日以上、かつ１日に1 合（日本酒換
算）以上飲酒する者

原発労働者の調査



飲酒の定義が違う

原発調査

国民栄養調査

ほとんど（まったく）
飲まない

月1‐3 週1‐3週4‐6 毎日

飲まない(飲まない＋週２日まで）
飲む(週３日

以上)

飲酒群

飲酒群



年代別喫煙率の差はなかった



この文科省調査では、禁煙者＋現在喫煙者＝「喫煙者」

100mSv以上群は10mSv未満群より喫煙率が5～10%高い
⇒10mSv被ばくが増えると、その群の喫煙率は0.5～1%増

えている⇒政府は被ばくの多い労働者に喫煙者が多いか
ら肺ガンが増えると説明



喫煙率が1%増えると、肺ガンは何%増えるだろうか？

【試算】 喫煙率80％の集団。喫煙者の肺ガンリスクを非喫
煙者の5倍とする（日本人のデータ：喫煙者に禁煙者も含む

から多めの見積もりとなる）。その集団からは非喫煙者
20%×１＋喫煙者80％×5＝420肺ガンが発生。喫煙率が
81%になれば、非喫煙者19%×１＋喫煙者81％×5＝424の
肺癌発生。つまり、(424‐420)÷420＝0.95%肺ガンが増加す
る。
喫煙率50％の集団では、同様に非喫煙者50%×１＋喫煙者
50％×5＝300肺ガンが発生。喫煙率が51%になれば、非喫
煙者49%×１＋喫煙者51％×5＝304の肺癌発生。(304‐
300)÷300＝1.3%肺ガンが増加する。

【結論】 日本人男性では、集団の喫煙率が1％増えると、肺
ガンもほぼ1％増える。



1. 10mSv被ばくが増すごとに、その集団の喫
煙率は1％程度増えている

2. 肺ガンは、13.3mSvの被ばく集団で1.08倍
（8%）増えていた⇒10mSvなら6％

3. 増えた6％のうち1％は喫煙率増加によるも
のとして差し引くと

4. 10mSvの放射線被ばくにより6‐1=5％肺ガン
が増える



もし高線量被ばく労働者が「被ばく隠し」をしたなら…

• 被曝隠し「以前から」証言続々 車内に放置や預かり役も
• 鉛カバー「線量３割遮る」東電、下請け違法派遣認める
• 退職か“被ばく隠し”か 迫られ 自ら線量計外し作業 福島原発

の元作業員が告白

• 【原発労働の実態】被曝隠し、ピンハネ構造に電力会社は黙
認!?…

原発労働者が被ばく線量を
水増しすることはあり得ない

↓
高線量被ばくの労働者が線量を過少申告することに
よって、「低線量被ばく」労働者の「見かけの」疾患リ
スクが増加する可能性



日本の原発労働者

全ガンは13.3mSvで1.04倍
↓

全ガンは10mSv当たり3％の増加
↓

これと同じ結果が、2004年にスウェーデン、
2011年にカナダから発表されている



1. 血管造影、CT等のエックス線を用いた検査・治
療を受けた心筋梗塞患者82861名を5年追跡。

2. 12020名のガン発生。
3. 10mSv被ばく群で有意にガンリスクが3％増加。
4. 被ばくが10mSv増す毎にガンリスクが有意に3%

ずつ増加（40mSvで12%増加）。

「低線量X線検査を受けた
急性心筋梗塞患者のガンリスク」
マギール大学（カナダ・モントリオール）チームの論文
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心臓疾患検査・治療に伴う
低線量X線被ばくと発ガンリスク
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数字はkBq/㎡

スウェーデン：ガン：20mSvで11％増
（1000mSvなら550％増）

ほとんどが100kBq/㎡以下の汚染

+5.5%/10mSv

M. Tondel et al.: Increase of regional total cancer incidence in north Sweden due to the 
Chernobyl accident? J.Epidemiol.Community Health 58(2004)1011‐1016



CT検査を受けたこどもの白血病・脳腫瘍リスク
後顧的コホート調査（Pearce他．Lancet 2012年）

50mSvのCT被ばくで
脳腫瘍・白血病リスクが3倍に

子どものCT検査でも100mSv以下のリスク証明

http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/current


小児CT検査による骨髄に対する推定線量と白血病の相対リスク
点線は線形量反応モデル適合直線（1ミリグレイあたりの超過相対リスク）。縦線は95%信
頼区間。（Pearce他．Lancet 2012年）
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小児CT検査による脳に対する推定線量と脳腫瘍の相対リスク
点線は線形量反応モデル適合直線（1ミリグレイあたりの超過相対リスク）。縦線は95%信
頼区間。（Pearce他．Lancet 2012年）

脳線量（ミリグレイ）
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10mSvの被ばく（一回でも累積でも）でガン死の
リスクが3％高まる

↓
今の日本では男性の35％がガン死、それに1％

上積み
↓

100人から1人のガンによる超過死亡
↓

10万人当り1000人の超過死亡
（100人に1人）

10mSvでガン死が3％高まることの意味



有害因子
日本政府のとってきた
コントロールの原則

有害因子の
社会的受容度

飲食物中の
有害物質

ヒトが一生にわたり摂取し続
けても健康影響が現れない
（リスクゼロ）

少ないに越したことはない。ゼ
ロが理想だが、経済コストも考
慮する必要あり。

残留農薬
ヒトが一生にわたり摂取し続
けても健康影響が現れない
（リスクゼロ）

少ないに越したことはないが、
食糧生産への貢献は否定でき
ない。

アスベスト
（石綿）

10万人当りの生涯死亡リスク
を6人以下とする（敷地境界基
準）（<10万分の6）

有用な時代があった。現在は
できるだけ低く。

放射線
年1mSv(一般人) 20mSv(職
業的曝露)以下

医療被ばく、職業被ばくは
ALARA原則で。

交通事故 交通事故の根絶を目指す 年間数千人死亡だが交通機関
なしで社会は立ちゆかぬ。

受動喫煙 自主規制で低減 完全禁煙派と「分煙」派



県民健康管理調査外部被ばく線量推計結果（川俣町山木屋地区、浪江町、飯
舘村） 第７回福島県「県民健康管理調査」検討委員会 ：平成24年6月12日

1年

2年

3年



100mSvの被ばく（一回でも累積でも）でガン死のリ
スクが30％高まる

↓
今の日本では男性の35％がガン死、それに10％

上積み
↓

100人から10人のガンによる超過死亡
↓

10万人当り1万人の超過死亡
（10人に1人）

「100mSvまで被ばくしても大丈夫」という国になると…



事例 当初の報告 その後どうなったか

原子力施設の従業員

「一般人よりも明らかに死
亡率が低い。低線量被ば
くによるホルミシス効果
だ」

「健康な労働者効果Healthy
workers effect」にすぎない

コバルト混入鉄骨マン
ション住人（台湾）

「最初の２０年間で住民の
ガン・先天奇形激減！」

被ばく線量別に詳細に分析し
た結果、１００ｍGyで白血病１
９％乳ガン１２％増加と判明

原爆被ばく者

「1970‐1988年の統計

データでは、原爆被ばく
者は一般人よりも１０％長
生き」

追跡期間を十分に取ると、被
ばく者は明らかに短命だった

自然放射線の高い地
域住民（広東省）

「1970～1986年の調査で

は、周辺地域よりガン死
が少なかった」

さらに長期間追跡すると、ガ
ン死亡率の差は消失。

チェルノブイリ事故と
小児白血病

「1982～1994年の調査で
は増加なし」

1987～1997年の調査では、１
０ｍGy 以上の被ばくで小児
白血病が有意に増加

放射線ホルミシス説の運命



原発労働者死亡率追跡調査（対一般人口）

(Park他．2010)SMR=一般人口と比較した死亡率
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康
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健康労働者効果Healthy worker’s effect
http://occmed.oxfordjournals.org/content/49/4/225.long

(1) good health required of workers for continued 
employment タフでなければ働き続けられない
(2) the tendency for those who develop diseases to leave 
their employment病弱者は退職する
(3)基本的なライフスタイルも違う

「特定の集団（ジェット機パイロット・放射線医なども）
と一般人口集団を比較する場合の落とし穴」

http://occmed.oxfordjournals.org/content/49/4/225.long


全固形ガン
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大腸線量（Sv）

1950‐65

1966‐03

「1Sv以下ならガンが減る」
と宣伝された

放射線ホルミシス
「早とちり」の例
原爆被ばく者
追跡調査



原爆被害の全貌が明らかになるためには
40～50年かかった

癌以外の病気



福島県の子どもの甲状腺のう胞検出数

5.1㎜以上ののう胞：2.54%（970／38114）
チェルノブイリ山下調査では、未成年コホートにおけるのう
胞検出率0.5%程度（のう胞径は明示されていないが、5㎜以

上のものを陽性としたと推定できる）なので、チェルノブイリ
の5倍ののう胞陽性率である。



http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1999/00198/contents/012.htm

チェルノブイリのこどもの甲状腺のう胞頻度は0.5％

チェルノブイリ原発事故被災児の検診成績チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクト１９９１?１９９
６より「放射線科学 第４２巻第１０号－12号（１９９９年９月－１１月）掲載」

http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1999/00198/contents/012.htm


まとめ

• 10mSv（一回でも累積でも）の被ばくでガンのリス
クが有意に3％増加することが証明された。

• このことは、日本の原発労働者・カナダ・スウェー
デンの調査で証明された。

• 10mSv被ばくする毎に、100人に1人が超過ガン死
する。100mSvなら10人に1人が超過ガン死する。

• 10mSvで人口の1％が超過ガン死することは社会
的許容リスクを1000倍上回っている。

• 「100mSv以下なら安全」なる言説の拡散は速や

かに止め、現行の被ばく対策を根本的に見直す
べきである。
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