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EEMATOLOCICALFINDINGSINEIROSEIMAANDNACASAKI

ATOmIICBOMBSURVIVORS:A10YEARREVIEW

広 島 ･長 崎 両 市 の原 爆 被 爆生 存 者 に お け る

血 液学 的所 見:10年 間 の観 察

NtELWAl,D,WAYNEE TRUAX,MARYE.SEARS,GEORGE

SUZUKlANDTSUTOMUYAMAMOTO 山本 筋*

lnvestlgatLOnSOEthehematologlCStatusOEthe

survivorsOftheatomlCbomblngSOfliLrOShlmaand

NagasaklhavetkentamedoutbyvariousStaff

rnernbersottheAtomicBombCasualtyComrnlSS10n

foralrnosttenyears.SlnCethlSSttldyperiodt*gan

aftertheimmedlate,acuteeffectsofthebomblngS

had subslded, any positLYe EindlngS related to

radlationexposuremaybete√med delayed.long-

term or Chroniceffects Thisdoes TWllmPIy

chrontcltyOEexposure.however,slnCeSLgnlflCant

radlatlOn∝Curredinoneinstaneousdose

BothnegatlyeandpositiyeflndLngSreSultlngfrom

theseinvestlgat10nSCOnCernlngleue∝yLes,erythro-

cytes,andplateletsharetkenbroughtup･to･date

forsummaryatthistlme.ParticularemphasIShas

txteJlglYen td investlgat10nS perforrned by the

presentworkers

LEUtiEnnA

Seyenty･nlneABCC conflrmedcasesoEleukemla

have deyeloped ln Persons.exposed to atornLC

tx)mbLngandwhowerellYlnginHlrOShLmaCllyat

thetlmeOfdlagnOSIS Slmilarly,39Caseshave

a:curledinNagasakiClty.Thereareaddltional

casesarislnglnPeoplewhowereexposedandlater

movedtootherpartsoEJapan However,these

cannotbeused lnCOmPLIIng dataconcerntng the

incldenceofleukemlaSlnCeSuchcasereportLnglS

erratlCandIncomplete

広也および長崎における原子爆瓢被爆生存者の血液

学的状態の調査は.過去10年近く原爆倣番調査委員会

(ABCC)の我且に上って実施されてきた｡原子爆砕投

下直後の急性彰辞が減退した後にこの桐壷は始められ

たのであるから.放射良照射に関連する陰性所見は,

いずれも遅発性,長期性もしくは悼性的影辞 といって

よいかもしれない｡ しかしながら.有意な放射擁照射

は 1回限 りの瞬時照射の形で行なわれたものであるか

ら,照射が較性的に行なわれたことを恵味するもので

はない｡

これらの調査によって得た白血球 ･赤血球 ･血小板

に関する陰性所見と.膜性所見を最新のfF料としてま

と軌 ここに要約 して提示する｡本報告執筆者らが行

なった網査には特に正点を匠いた｡

白 血 病

原爆被爆者であって診断時に広払市に居住していた

人々に,ABCCが確培した白血病症例は79例である｡

同校に長崎市においては39例の発生を見た｡このほか

被爆後に他の地方へ移動した人々にも白血病が発生し

ているが.これらの症例報告には偏 りがあり.また不

完全であって.白血病発生率に関するff料の収集には

使用することができない｡

ReprlntedbypermlSS10nfrompr∝eedlngSOEthe6thlnternat10malCongressoEtheInternatlOnalSo=iety

otHemaLology,Augl'St27-Septernber1,1956 NewYork,Grune良StrattonCo.･1958･pp382-9
*AtornlCBornbCasualty Comrniss10n. NatlOnalAcademyofScLenCeS-Natio,.alResearchCourに11･

HlrOShma.Japan.

米Ea学士院一学術会俵,原爆筋車狗韮委且全,広島
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The Incidence of ABCC conflrmed cases ln

HlrOSh･maCitySlnCe1947,asoE1Jnly1956,was

14801npe rSOnSeXfDSedwithln2000metersErorn

theA･tx)mbhypo:enter,and140501nthosebeyond

2000meters.TnNagasaklCIty,aSOf1January

1956,thelnCldencelnthosewlthln2000meとerswas

i410andlnthoSebeyond,ttwas15420(Table1)

19JI7年以降ABCCで確招された広島市における患者

の発生率は,1956年 7月 1日現在,爆心地から2000m

以内の被爆者においては 1●480であり,2000m以遠

の被爆宅においては1.4050の割合であった｡玉と崎市

においては1956年 1月1日現在,2000m以内の被爆者

における発生率は 1.410.2000m以遠の被爆者にお

いては1 5420の割合であった (襲 1 )｡

TLLble1. LetLkemiAIncidence*
蓑 1 白血病発生率

諾F (tlmJ to71BJld岩主gieP))
DIShncefrom hyI:瓜:enter(meters)

被爆距離 (m)

Under2000 以下

Ch′er 2000 以上

Total 合計

NagasakT(to1Jam1956)
長崎 (1956年上月1日まで)

i∴ T. ･_

1●410

15420

*Smce1947

1947年以降

T一一hle2. LeukemiaCasesVerifiedaLABCCEstimatedYearofOJIBe一

義 2 ABCCで確認された白血病症例数ならびに推定発病年
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Anattemptwasmadetodetermlnetheyearof

onsetoftheleukemlaCasesVerlfledbyAt3cc,uslng

hLStOrlCal,physICaland laboratory flndLngS.The

rateofoccurrenceofnewcaseshasIncreasedsznCe

1950andhasshownnOdeflnl亡eevidenceofdecllne

asyetTheapparentdecllneln19551SProbably

duetodelay lndlagnOSISandreportlngOfnew

cases(Table2)

(2)

病歴 ･診察所見 ･路床換査所見に基づいて,ABCC

が確捻した白血病例の発病年の決定を訳みた｡新患省

の発生率は1950年以来増加 しており,まだはっきりし

た減少の徴候は現われていない｡1955年には一見減少

しているように見えるが,これは所症例の診断ならび

に報告が遅れたためと思われる (表2)｡



ACOrrelatlonisbelrlgattemptedt氾tWeenimme-

dlatePst-radlatlOnleucocytelevelsandtheeventual

developmentotleukemla,undertheleadershIPOE

Dr.GeorgeJacobsTheInadequacyoEidentLflCation

oE pe r50nSfTOrnWhom theearlydatawasco一lected

makersthisdlEflCult･Thusfar,theearlycountsln

4leukemiaCaseshavebeendeterrrlIned

ThereI泊S beennoapparentdifference tN:tween

theexposedandnon-exposed in types,frequencleS

orCoursesofleukemLa Commontypes,lnOrderof

frequency,arechronlCgTanul∝ytJC.acutegranulo-

cytLCand acutelymph∝yt.cleukemla(Table3).

Respnse to therapy wlth 6-MP, prednlSOlone,

prednlSOne. Myleranand amtnopterLn hasshown

norelatlOnShlptOradlatlOnexFK)Sure.

被爆直後の白血球数とその後発生 した白血病との相

閑々係究明の訳みが,現在 Dr･Geo,geJacobsの指串

の下に行なわれている｡初期のff料収非の対象となっ

た人々が思 う上うに確提できないため網走はなかなか

四七であるが,これまでのところ白血病 4例について

初期の血球数が判明している｡

被爆者と非被爆者の間には.白血病の塾,発現頻

皮,ないしその経過に明白な差異はない｡普血見られ

る病型を頻度順に並べると,使性骨髄性-,急性骨髄

性-.急性 1)ソJ<球性白血病である (敦3)｡ 6-MP,

prednlSOlone,prednisDne,Myleranお上びamlnOpterln

療法に対する反応には何等被爆との開脚 ま招められな

かった○

Table3, Le tlkenli皿TypchlCidcnce
表 3 白血病塾別発生堺庶

TiFe I H"品 ma E "aiac7kl

Granul∝ytlCtO(al粁粒球性 合計

aCute急性

ChronlC仮性

unspeCJfled評細不明

Lymph∝yllCtOtalリンパ球性 合計

acute急性

ChronlC仮性

unspecILled詳細不明

Mon∝ytLCtotaljii硬性 合計

aCute急性

EoslnOPhlllCLotal好酸性 合計

acute急性

Stemcelltotal幹細胞性 合朴
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LeuC∝ytlC alkallne phosphatase measurements-

(Kaplow.WlltshalVandMoloney)sholヽedanaverage

Hscore"(Kaplow)oE6641n50sup押虻dlynormal

adultslnelghtehTOnlCgranUl∝ytLCleukemlaCases

araLlgeOf0to13wasfound desplte adequate

remLSS10nSProducedandmalntalnedby Myleran

LOW Counts∝CurredlnthreeprecILnlCalcases.also

TnEIVeCasesO†acutegranulocytlCleukemla.hlgh

alkallnePhosphataSeCountsWereObtalTleddurlng

thepe rlOdorprednlSOnetherapy,Wlthasubsequent

(3 )

自血坪の7ル カ リ性 フ*スフ1クー七測定値

(Kap】O､V.Wlltsha､VおよびMoloney)は正偏と考えら

れる成人50名においては平均値 (KJaplow)664であっ

た｡鰻性骨髄性白血病8例では.Myleran投与に上り

十分な寛解性向がみられ,かつそれが特段 したが,測

定値は0から13の範囲であった｡また症状発現前の3

例においても低い数値が現われた｡ 5名の急性骨髄性

白血病患者においては,prednLSCneに上る治痢期間中

はアルカ.)性7*ス77クーゼ値が市かったが,うち



falltolow levelsdesplteadequateremissLOnOEthe

diseaselnthreeofthepat)entsThreepolycythemla

veracaseshad hlgh alkallnephospha亡asescores.

NorelatlOnShlpOfalkallnephosphatase levelsto

radlat10nexposureWasObserved.

Basophllla hastxen found consIStently ln the

chronlCgranul∝ytlCIeukemlaCaseslnCludlng the

precllnlCalones,andlnthepolycythernlaCases.

PANArrEl.OSIS

TnSIXyearsatotalof64autopsiesWereperformed

lnHlrOShLmalnCasesOfblooddyscrasla.Flfty･sIX

wereatflrStCOnSLderedto be leukernlabuton

revleW,8ofthem,60fwhom wereradlat10n･

exposed,appearedtoharethedlagnOSticfeaturesoE

panmyelosIS (Black-SchaEEer) Ofthese8,there

weretwo withInconclusive and 2Wlth deflnlte

characteristlCSOfchronlCgranuI∝ytlCleukemlaaS

well(Table4) AlthoughthepathogenesISOfthlS

syndromeISStillobscure.lthasbeenconstderedto

bearesultofdlSturbedregenerationofprevlOuSly

damagedbonemarrow

3名において疾患がかなり軽快したにもかかわらず,

その後数値の下降を見た｡3人の共性多血最私書では

7ルカ1)性フォスフTクーゼ値は市かった｡7ルカリ

性フォス77クーゼ値と被爆の都実の間にはなんら関

係は認められなかった｡

症状発現前の患者を含む捜性骨髄性白血病患者なら

びに多血症患者には.例外なく好塩基症が認 め られ

た｡

汎骨髄症

6年間に広島において血液疾患患者合計64例の剖枚

が行lJ:われた｡56例は叔初は白血病と考えられたが,

再換討の括果.そのうち被爆者6例を含む8例が診断

挙上汎骨髄症 (Black･SchaEfer)の特色を有するように

思われた｡同時に,これら8例のうちに明確ではない

が快性骨髄性白血病の特徴があるものが2例あ り.特

徴が明確なものが 2例あった (安4)｡

この症候群の病因は依然明らかでないが,肋筋を受

けた骨髄の再生が阻零された結果であろうと考えられ

ている｡

TI■hle4.PaJlmyeloBiJB
表 4 汎骨髄症

(4 )



Table5･Lc止ocy一eSllldy
蓑 5 白血球桐査

Group;dens;flCat10n l 等 nlt;On

AExposed

AControl
対照老

BExFX)Sea
態壌者

BControl
対照者

CExpsed
被爆者

CControl
対照書

lndlVldtulsdeveloplngSCalpep.1at10nfollow.ngexposuretoA･bomb
原爆被爆後に頭鉱脱毛を生じた者

Unexpsed resldentsofKureClty matchedastoageand sex withthe
exposedppulat10n
年齢及び性別に網走対象被嬢老群と組み合わせた兵市在住の非苗爆音

IndlVidualsexpsedtotheA･bombwlthin1500metersfromhyIXにenter
爆心地から1500m以内の原爆被爆者

TndiyldualswhohadmlgTatedtoHiroshlrm afterJanuary1.1946
1946年 1月 1日以後の広島転入者

IndLVldualsexFN)StdtotheA･bcrnbwLthln2000metersandwith major
radlationsyrnp【oms
2000m以内で破壊し主要放射魚症状を有した老

IndlVldualsexpsedover3000metersfromhyp∝enter
爆心地から3000m以遠で被爆した者

LEUtiOPENIA

lnanerlorttoclarJfythemeamngoflow leuko-

cyte counts ln many Ofourcases that were

apparently otherwise normal,a revleW OEover

15,000 1euk∝y【e counts performed at ABCC,

Htroshlna,slnCe1947hasbeencamedout(Table5

andFlg.1).Themean hasdescendedgradually

from about9,0001n1947toabout5,5001n1956

There lSnO SlgnlflCarLtdlfference between the

leuk∝ytecountsforexposedandcontrolpatLentS.

SeveralJapanesestudiesalsohaveshownthLSfatt

ln OtherpartsoEJapan. TheetlOlogy ofthe

downwardtrerLd.alreadybelowthepre･warJapaJleSe

levelandthe~usuallyacceptedAmerLeanmeanisnot

known.An LLbiotlCS.dlet.andotherenYlrOnmental

factsmayt光lnVO)ved.Theposslbl1ityofasimllar

shlftlnleuk∝ytelevellnOthercountriesmight也

investlgated

Nochange hasteemfound .nthedifferentlal

leukocytedlStributLOnexceptforad∝ rea実ineosino･

phLItawhLChlSParaueledlnttmebyareductLOntn

intestlnalparasltLSrn

RED BLOOD CELLSTUDIES

PolyCツLhemla.FIVeCasesOfpolycythemiavera

havebeen observed ln the HlrOShlma exposed

populatlOn･Thisdoesnotappeartorepresentan

Increaselnincldence.

白血球減少症

症例中には外見上ほかに界常がないのに白血球数が

少ないものが多数あったが,その意味を解明しようと

1947年以来広払ABCCにおいて行なわれた15,000件以

上の白血球数井定結果に再検討を加えた (袋5及び図

1)｡平均値は1947年の約 9.000から1956年の約 5.500

にまで漸減している｡被爆者と対照者の白血球数に有

意の墓はない｡いくつかの日本側の狗糞でも日本の他

の地方においてこの下降が認められている｡すでに敬

前の日本人の水準ならびに一般にためられている7メ

リカ人の平均以下になっているが,この下降燐向の原

田は不明である｡坑生物質の使用,食物ならびにその

他の環境上の問題が関係しているのかもしれない｡他

の国†こおいて白血球狂に同様な変化が現われているか

香かを研究してみても上いであろう｡

腸内寄生虫感染症の軽快と同時に好鼓球増多症の軽

快が捉められるのを除けは,白血球分析吸には変化を

みなかった｡

赤血球DZl圭

多血症 広島の調査対象被爆者掛 ここれまでに其性

多血症 5例が観察されたが,発生率の増加を示すもの

とは考えられない｡

( 5)



Anem,a･ An ,JICldence oEmcdera(ely severe

anemla(hemoglob,nbelow10G)oEaboutElVeper

centln HLrOShLma prompted an lnVeStLgat-OJllo

determlnetheetLOlog'esandposslblytherelatLOnShlp

to radlatLOn, lfany. TechTllqueS tlSed and the

numtkroEpatLenEsstudtedarelLStedonTable6

DetailedanalysLSOfa randomlyselee.tedgl･OuP

oE4,196exposedandnon･eXpCSedpoplelnHlrOShlma

falled to show anybLOlogica】lysignLficanldLfter-

enceslnhemoglobln Level,red blood cellcount,

hematocrit,meanCOrpuSCuhrvolume and mean

corpuscularhemoglobLnCOnCentrat10n Ananalysis

of4.600卯OPIclnNagasaklgaveSlmllarresults.

TntestlnalparasltLSm WLthhooklVOrm aJldascarlS

waspresentln 72FNerCentOE4,000patlentSln

HlrOShJmaWho underwentonestoolexamLnatLOn

between1950and1952 By1954to1956,only35

prCentOF8,000 patlentSShowed thisflndlng,

however

箕 血 広也において中等皮に去月な貧血 (血色素

丑109以下)の発生革が約 52.'に逢したことから.そ

の病因ならびに放射巌との関係の有無を明らかにする

ための調査が行なわれた｡調査に用いられた方法なら

びに被扱者数を蛮6に掲げた｡

広か こおける壱頬舌と非被爆者4,196名からなる任

意抽出掛 こついて詳細な解析を実施したが,血色素五

･赤血球数 ･-7トクT)I/ト値 ･平均赤血球容摂およ

び平均赤血球血色素濃度になんら生物学的に有意fL:基

を惣めなかった｡長崎で4,600名について行なった解

析でも何校の成故を得た.

広島で1950-1952年の間に1回換鍵を受けた4,000

名の被換老中.その72,04'に十二括旗虫及び掴虫による

船内寄生虫感染症があった｡ しかしながら1954-1956

年における8.000名の硬焼老中この所見を示した賓は

わずか35%に過ぎなかった｡

Fig･1･ AvengeLeukocyleCountsbyYear
B] l 年度別平均白瓜常数
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AtwoIWeekdLetaryanalystsCarrledoutoveraone

year押rlOdin800cases.nHLrOShlmaShowedadaily

ayeragelntakeof130土 33mg oElrOnformen

andll7土 29mg.forwomen ThlSISmarg-nat

formalesandbelow theusualmlnlmumSaccepted

(6)

=広t,'Jにおいて1か年にわたり800例について2週間

分の食物の分析を実施したが.鉄摂取丑は男では 1日

平均130土33LZg,女では117土29AZgであった｡これ

は三別ことっては限界丑であり.女にとっては泡常叙位



TAhle6･AneJniaStudyMetho心 (mr｡血imazuldZY且gASAki)
表 6 貧血牧童方法 (広島および長崎)

B一oodcount,hemat∝rltandlrldlCeS
血球数.-マトクリット値および柑数

DietironanalysIS(2weekdtethistory)
食物中鉄分析 (2週間の食物歴)

Fenuptake,utl]12ation,andturnovertests.
FeH吸収.利用及び交替換査

CrilredCellsurvIValtest
Crllによる赤血球生存換査

CotlvltamlnBlZeXCretlOn test
CoM ビ タ ミン B12排涯換査

Fecalandabnormalhemogloblntests
胎児血色素及び異常血色素換査

8,796cases例

066cases例

800caSeS例

651cases例

558cases例

24caSeS 例

24cases例

6cases例

362ca95 例

forfenlales SerumboundlrOnlevelsofJapanese

menwerealsohigherthaninwomenbutwerewe一l

belowtheAmerlCanaverages(Table7).

TheerrectofamarglnalIronreserveWasShown

lnaCOmParlSOnOfhemoglobln ]eve】sversusage

ln3-600patlentSLnNagasakl(Flg2).Therelsa

pronounced droplnhemogloblnleveLln femaks

dunngthepenodfrom20to45yearsofage,the

reproduc【lVeyearsThenlalesdonotshowthlSEa日,

butonlythegradualdecreaseass∝latedwl(haglng

hematopoletlC tlSSue WhLCh )隻also seen ln the

post-menopausaLfemales TherelsnoslgnLflCant

dlfferencebetweenexposedandnon-e:くpOSedofeLther

Sex

所要丑と考えられているもの以下である｡血清抵合鉄

値も日本人男では女に比較して高かったが,アメリカ

人の平均値に比較すれば相当低かった (衷7)｡

長崎における妓換老 3,600人について年齢と血色第

五の比較が行なわれ,限界丘の鉄の貯鼓が及ぼす効果

が明らかにされた (図2)｡女では20-45歳の生放年

齢期に血色素血の著しい低下を見る.男ではこのよう

な低下はlj:く,蝉に造血組杓の老化に伴 う漸減を放め

たに過ぎない.これは閉経後の女についても見られる

現象である｡男女ともに被爆者と非被爆IEの問には有

意の蓋はないO

Table7･ADemiAStudy(PhgaSaki)
蓑 7 貧血窮ま (長崎)

SerurnboundLrOn(Schade)
血泊結合鉄心Expsed

____墨些里._一･･.

･i l還 蕊

UnboundlrOnblndlngcapaclly
非結合鉄結合惟

E:くFN)父d

∴ i-i____:

901土357

1150土402

賢I(e*'E混 晶;aiSbe,bo) E 可1573土363 1

2501土789

212.8土672

2470土872

227.0土677

( 7 )



Fig･2･An emi AStd y(NagASAki)
図 2 貧血調査 (長崎)
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In24CasesoEsevereanemlalnexposedpatlentS

selectedfordetalledstudyLnHlrOShlmaand121n

NagasaklCr5tredcellsurvivalstudiesandblood

volumemeasuremeJltS,andFeSluptake,utlllZattOn

andturnovertestswereperformed.Theresults

werecorroboratIVeOEseyereIrondeflClenCyanemia

lnalmostallcases.Therealsowasevldenceofa

somewhatdecreased eryth∫ocytellfespaninthe

JT)OStSevereCases.SubsequentresponsetoIron

therapy and vermlfuge ln many )nStanCeSWas

conflrmatOry.

In sl:くlnStanCeS,Co60-Vl(aJTun B12eXCretOry

studLeSWereCarrtedout.OnecaseofpemlCLOuS

anemla and one InstanceOfmacrocytJC anemla

secondarytosurgicallnteStlnalanastomosISWas

verlfledbythistechnlque

FetalandabnorTr)alhemogloblnShavebeensought

ln 362 anernla Cases ln fllrOShlma by alkalL

denaturatlOn and electrophoretlC teChmques. No

abnorTr)alltLeSWerefound.

AplasttcorhypoplastlCanemiahasbeenseenonly

InfrequentlyatABCC.Fourautopstedcaseswere

reportedlnNagasakland31nlllrOShlmalnexposed

patlentS.ThreenOn-exposedcaseswerealsofound

atautopsylnfILrOShlma.Threeaddlt10nallIVLng

(8 )

栴密検査実施のため,被爆者の中から韮府貧血点者

を広由では24名,長崎では12名選択して,CrS■による

赤血球生存換査 ･血液容群測定ならびにFei'の吸収･

利用 ･交替の検査を行なった｡その結果,ほとんどす

べての患者に正月な鉄欠乏性ft血が証明された｡班に

長も盃府な患者においては赤血球の寿命が親分短縮す

る徴候が抜められた｡鉄投与ならびに駆虫摂法に対す

る反応が立証的であった例が多数あった.

6例についてCo●4-ピタ ミソBLZ排壮換盤を突施し

た｡この方法により悪性貧血 1例.ならびに外科的腸

吻合術に統発した大赤血球性貧血1例が証明された｡

広かこおける362名の貧血患者について,7ルカリ

変性および屯気泳動法により胎児の血色素ならびに興

常血色粟が追求されたが,異常は発見されなかった.

無形成性もしくは低形成性条血はABCCで時たま見

られたにすぎない｡すなわち,被爆患者の中から長崎

では4剖検例,広島では3剖検例が報告され,また非

被爆宅では広也で行なわれた剖検で3例が発見 され



non･eXPSedpatlentShaveteem seenonthemedl⊂al

serviceH1HLrOShlma.

InsunlTnary,lnthecasesoEanemiaan10ng the

radtatlOn･eXpOSed,1thasnotbeenposslble,bythe

methodsused,todemonstrateanyslgnLflCantdevla-

tlOnEromthecharacterlStlCPathophysio】ogycfthe

dlSeaSeaSlt∝CurSinthenon.exposed.Also,no

dLfferenceslnredblccdcellvalueshavebeenfound

lntheexposedpopulatlOnaSCOmparedtothenon･

e:くPOSed

PLaLeLeLsILLdF'es.ⅠnHlrOShlma213menand360

womenhavebeenstudledforevldenCeoECOagulatEOn

d.Sturbances･TherewasnoslgnlflCantdlfference

lnPlateletcountbetween(hoseexposedWhohadhad

acutepurpurlCSymptomsandthenon･e_YFX)Bed.Jn

a65patlentpllotstudyuslngbleedlng(In肥,Clotttng

tlnle, SerurnarLd plasma prO【hrombln tlnle,nO

slgnlflCantdlEEerenceswerefoundelther

SU)DIARY

By 1956 hematOlogLCalstudleS al ABCC oE

Hlroshlma and NagasaklatOmLC bombsurvLVOrS

hateshowntheLollowLngresults:

l TherelSanIncreasedlnCldenCeofleukemJa

WhlChisrelatedtodlStanCefrom theatomlC bonlb

JlyPC⊂enterandthecCCurren⊂eoEacuteradlat10n

symp亡olllS.AnelevatedcaselnCldenceplateaus】nce

1950hasshowJll10deflniteevLdenceofdeellneaS

yetLeukemLa(ypefrequencies,responsetOtherapy.

ar)dhiStOehenlJCalall､allnephosphalasestudEeSall

falledtoshow anydtfferencerelatedtoradlatlOn

eXPOSure･

2 Modera(elyseヽereanemlalSpresentlnabout

fIVePerCentOEpatlentS.It)schユraCteristleallyof

theIrondeflCiencytypeasscctated lVlthlnteStlnal

paraslteS,gyneCOloglCalbloodlossandlowdle(ary

IronIntake.TheaverageredCellcount,hemoglobln,

hemaL∝rlt,nせanCOrPtlSCularvolumeandhemoglobln

ConcentrationoEe:tpsedandRon.七.YPOSed easesdo

notdlffers】gnLEICanHy,norhaleanyqualltatLVe

a)fEerenceslnthecasesonanemlabetweenthetwo

groupstmnfound･

3. Platelet Counts and coagulat10m testsare

normallnbothexposedandnon･e_くpOSedcases.

4 AgradualdecreaselnWhltebloodcounthas

cCCtlrred ln both e.Ypcsed and controlCaSeS ln

た｡このほか広也の診療活動で生存非被爆老に3名の

患者が発見されている｡

要約すれは,ここに使用された方法では,被爆者の

貧血患者に,非被爆者に見られるこの疾.吸特有の病理

生理学的現象の有意な差異を証明することはできなか

った｡実に調査対象被爆者群の赤血球数には非被爆者

群と比捺して何らの差典も発見されなかった｡

血小板の討糞 広島で男243名,女306名について振

回作用の降着に関する調査を行なったO急性紫斑病の

症状を持った被爆者と非被爆者とのrulJには血小板数に

有意の蓋はなかった｡出血時間 ･渡EEl時間 ･血満なら

びに血照ブロトpソt='ソ時間を利用して行なった65名

の患者の就験的粥恋においてもまた有意の差を昆誉めな

かった｡

t5三 才舌

1956年迄に広也と長崎の原爆被爆者についてABCC

で行なった血絞学的調査は,次の班な結Riを示した.

1 爆心地からの臣離および急性放射扱症状と閑迎

性のある白血病発生率の増加を詑めた｡1950年以来.

上昇した,畝者発生率水準には未だはっきりした下降の

徴候は醒められない｡各唖白血病の発現叔庇.治流に

対する反応,並びに叙位化学的7ルカ1)性7*スフ T

クー七枚盃では,いずれも放射叔照射に関連する如何

なる墓苑も旺めることができなかった｡

2 約5,cc'の患者に中等庇にEi-I?;な丑血がみ られ

る｡これは腸内寄生虫感染,樹人料的血液喪失ならび

に食物による鋲拭取丑が少ないことにともなう鉄欠乏

性型を特徴とするものである｡被爆者と非被爆老との

間には平均赤血坪数 ･血色素五 ･-マトクリット位 ･

平均赤血球容軌 および血色素浪度に有意の差は暖め

られない｡また2つの群の貧血症例の間に質的墓苑も

発見されない｡

3 血小板数ならびに凝固反応は被爆者ならびに非

敏捷12;･の双方とも正常である｡

4 広B,における被爆者と対照老に.ともに白血球

数の漸減が認められた｡日本の他の地域においても･

(9)



HlrOShlma.Slmllarobservat10mShavebeenmadein 他の研究者によりこれと現似した観察が行なわれてい

otherJapaneseareasbyotherworkers･Thereisno るが,被爆者と対照者との間に有意の差はない｡

stgnlflCantdlfferencebetweenexposedandcontrol

Cases

5 SIXCaSeSOfpanmyelosISand6casesofhyp0- 5 被爆患者の剖検において汎骨髄症6例ならびに

plastlCanemlaWereObservedlnexposedpatlentS 低形成性貧血 6例を観察した｡非被爆患者の剖検でも

atautopsy Three casesoFhypoplastlCanernlaWere

also seenlnnOn-exposedpatlentSatautopsy,and

threecasesoE thts diseaseWereObservedamong

llVlrlgnOn-exposedpatLentSaSWell･

低形成性貧血3例が発見され,町 こ生存非被爆者にも

本疾患3例を祝祭 した｡

(10)




