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PREFACE

序

ThlS report,One Ofa serleSOf comparable
broadanalyses,presentsasegmentofdatafroma
contlntungblnat10nalepldelmologlClnVeStlgal10n
The research protocol was)Olntly authorlZed
under agreements sLgned by the DlreCtOrSOf
JapaneseNatlonallnstltuteOfHealth(JNIH)and
AtomlCBombCasualtyCommlSSIOn(ABCC) The
research plan alld textsofthe agreementsare
presented ll1bllmgualTechnlCaIReport4-59

PresentaLIOnOrtheseperIOdICallalysesofdata
from theJNIH-Al】CClong-term sttldLeSISpOSSlble

onlythroughthecontl】1ulllgCOOperatlVeresearch
effortswhICh Involved mally formerasweHas

currentprofessJOl-alstartmembers Theauthors
ofthlSreportWerereSpOllSlbleforthepresent
an{llysISandlnterPretatlOn,{lSWelltisforthetext

BllLngualpresenlat10m Was authorlZed on the
basISOfrevtew by theJapaneseandAmerican
professLOnalst.lffofABCC,andbytLleKyoglkaJ
jOlntlyappolntedbyDrKenYanaglSaWa,DlreCtOr
ofJNIH and Dr George B.DarlJng,DlreCtOr
ofABCC

この報告否は.-)ftiの広範な解析報告の -つであっ

て,El米両国が雛絞rf;'施 している疫-T的詞丑からはたデー

計画雷は,国 立干FJ7衛生研究所 (千綿)と伯棟梢雷.関正

委員会(ABCC)との内確閥の所見 が瀬印 した同.e1.,日:

よって承認を安けている 計@r吉とEnl忠むの'i丈は繋続

報',lJ一吉4-59に日英内,1.1で発表した.

干研一ABCCのJil坪=iZltニわたる凋丑から絹られるデー

タを看糊的に解析 し,発L;できるL7)は,ひとえに縦続共

rLl川叶究i占4'Dによるものであって,同時 にこれは,数多 く

のr-77Tおよび現削 り峨 Elの寄与によるものである この輔

㍗.-1Jは,本文の IJ､招 fJ.ちびにデータの解析 と耶駅につい

ては,嘗瀕が乃(‡をもっている

この日英両始による邦FT4utは,ABCCの日米禅門椴

I,jの検討 に引 き維いて. 1･研dr丘仰fllヱ書とABCC仲良

Ceo■geB.Dallmgがさ喝したrA演 台の番EXを椋で承認

さJtf=



Arxlperbasedor)tlllSreport､VaSpresentedatthe4thlntemat】ona)ConferenceofRad】tltl0n

ResealCh.EvlarL.FlanCe,29June-4July1970

本報告 に基づ くね文は.1970年 6月29日17月4E】エ ビ7 ン(7ラ/ス)で関川iされた荊4回国際放

射扱研究全様(ICRR)において発案 した



preface 序

MedlOdology三円査方法

salT-PlingConsLderatlOnS 対象抽出(:関する考察

AscertaJnmen【OfMortaltty 死亡の確iyL>

Mor⊂al▲tyLnEoETnauOn 死亡に関する栄料

DoslmeCEy 宗与き且測定

slatlSt.GalandocherConslderatL｡nS統計的考察およびその他の考察

htortaLl⊂ybyCause,LnRelal10n【ODLSlanCeandT6うDose

死国別死亡率と被爆距離およびT65線丘推定値との関係

AHC auses,Traumこl,andA=Naturこ■1Causese'こ⊂eptLeukernla

全死臥 外周死,をちびに白血病を除 く全病死 ...

Tubercu)OSISandO血eElnfectlOuSandParaslrlCDISeaSeS

結核ならぴ[:その他の伝娘病および寄生虫病

MaJIgnantNeoplasms 悪性新生物

BenlgnNeoplasnsandNcoplasmsofUnspecIE▲edNaCure

別綿で詑められた良性新生物および性解不詳の!rT生物 .‥

ALLers▲C,EndocrlneSystem,MelabollC,andNu【r1亡10na)DISeaSeS

アレルギー性疾患,内分泌系疾患,柏餅代謝性疾患および栄養の疾患 .

DISeaSCSOEBLoodandBLood-foErnLngOrga■､S血嫡および造血器の疾偲 .

DJSeaSeSOE【heNerv肘SSys'err"ndSenseOrgarts神経系および感覚豊の疾患 ･････

DISeaSeSOhheClrCuLa一OrySystem 循環器系の疾漕 .

DISeaSCSOhhellespI'alO'ySyslem 呼AIl器系の喉IBS.

DISeaSeSOrttleDlgeStI､,eSysLem 消化器系の疾JLi

DISCaSeSOftheGe.-1一OurlnarySystem 性尿器系の疾惣

SympCons,SenllLEy,andllトdeflnedCondLtLOnS

症状,

Sum'TlaTy.MorCallCybyCause,D▲sCanceandDose

要約 (死因別,被爆距触別および純允別死亡率)...

EarlyandLateEnl-aJIESln【OtheC.tylnConpa･1SOnW･(llLhose川 (heClryATB

早期入市者および後期人市者と原爆時に市内にいた者との比較

Tn一rOduc【10n.Earl)raLldLateEntEantS緒言(早期入市書および綾偶人市者)一･

AllCauses

ACclden⊂S,PoISOnlng,andVIOlence

AllNalulalCauses(Ex-Jeukemla)

lrlEect10u5-andParasIllCDISeaSeS

11aLLgnan【Neoplasns

NaturalCausesO亡herdlanCancer

Summary EarlyandLateEntrants

SummaryoFFlnd.ngs 総 括

全死因

申故,中奄および畢力

全病死(白血病を除 く)

伝染病および寄生虫病

悪性印生物

癌を除 く死因

要約 早期入市老および後期入群書
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AppendlXl･Sa.T･plLnglrnpll⊂al10nOECertainAspecLSOfOrlgmalDesignoEMorEall【ySurvey

付錨 寿命詞盃の 範?刀の 計画 (=おけるサ ンプル抽 出上の 間招 . .

Appertd▲x2 htortalltylnthehla】OrMortalitySampleComponents

付録 寿命調査 対象群中の主要構 成区分 群 におけ る死亡率 .....

AppendlX3 日e(hodo)OByOECon【.ngencyTabJeん-alyses

付き衰 分割 黄の解析法

ReEeren⊂es 参考文献
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ReLaLLOnbetweenrTngra【LOrLStatusltl1962-64良nor(allEyln1962-6(),SeLe⊂【▲onI
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Regr｡uplngOfICD causeofdeath& 亡OnLr｡LCountsforden(hslrHhetotalsarrLPle良

exposed.1950･66

死周(同搾横柄分頒Iの再'dRL,ならびにtI吸群全作および鞍碍-%I二おける死亡数,1950-66q-1 83
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0bser､.cddenLhsbycause,ProperPartOrMofLaLJ⊂ySample.1950･66,良deaLhsexpeCLed
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等n'IT的Itt-対戦押J.1木酢にわける1950166EF-の死(那川税額死亡靴とFlネ全国の死亡率に)1_づ く

Obser､･ed/expecteddeaths.ProperPar(ofMoT⊂aLlrySample,1950･66bycaLlSe

帝15沸点対戦押Fl.Jt肝(:I'LHる死亡の税額itと欄侍鞍との比 死同別,1950-66年

Observed'expecteddeaLllS,PEOPerP:lrtOrMorLallLySalTIPle,19～0166byageATB

か{3g刃先対象群基 ホ群における死亡のLR!1靴と岬はttとの比 押棒崎守'-飴別 1950-66年

Dea【llSdassLrLedbytLndeFlyJrlSCause也prlnClpalautopsydlagnOSCSIVl一hCorlllrmaHOn

良deLeCElOnrates1950-65.)N IH･̂ BCCLlfeSparlStudy

考あ刃 lTi吋常群(:お[1る死亡放tT)帽死PHIJ･主要剖括,7タ断別'jT問ならびにその確認肇と碓R

辛.1950-65年

DIStrlbut10nOlauLOPSydlagnOSeSfordeaEhsLnPropelPartOlSarnple1961-66.5LJbJeCLS
TuthT65doseesElm;lies

帝海浦正対穀群甚7t:耶J)T65栗丘椎-,主伍か求め らnている右の1961-66年にt'ける死亡 古

10 ComparlSOnOlT57(York)良T65(̂uxler)nlr-doseCurves

T57LYo】klとT65(ALLXlel)空気線且曲緑の比約

11 ExtendedMor【aLIEySamplebytotalT65dose

甥命閃電舷 /､り製群 T65轄斡Lt別

12 DeaEhsoヽertlne.良 nlallabLlHyOET65doseest1lTlaEeS

a咋qLr)死亡王'(J'よぴT65持蛙推潅流の tfk ..

obser､ed& exF'e｡Ledde〇一hs 死亡tウIq繋lてt'よび糊i寺'Tt

13 AllcausesbyEO【aldose,1950･66

立花TB f三稚且別.1950166年



14 Ju CausesbydLSLanCe

15 Allcauses,SurvIVOrS&notLrLCJtyATB,1954･66,日LrOShlrnaEemaleS

全死凶 妓体毛辞と原体時 に市内(=いなかった群,広島の女性.1951-66年 ..

16 AHCausesbyyeaEOfdeaLh&T6idose,1950-66

全死因 姥亡羊便 T65線丘別 199)-66年 ,.

Ⅰ7 ALIcnusesbysex.cLEy.A T()5dose.L950166

皇死同 性 郷市 T65線丘別 1950-66年 ....

18 Z111causesbyyearofdeatll&dlS一nnCe,1950･66

全死因 死亡牢flE 掩蔽別.19文)-66年 ‥

19 AllCauSeSbysex,CITY,S.dlStallCe,1950154

生死同 作 茄市 距Jt別,1950-54年 ... . .

20 Ĉ亡▲deJILS,pOJSOrun8,也V101en⊂ebyyearofdeath&rT65dose,1950166

不慮の巾札 中碓および舞力 死亡年畦 T65孤Bt別.1950-66年 .

21 SulC1dcbyyearofdenLh& r65dose,1950-66

日青畳 死亡咋唆 r65線Bt別,1950-66年 ...

22 l̂LnaLuraLcausesex･1eukerTuabyyearordeath也 T6～dose.L950166
Fl血柄 を除 く土塀死 5t:亡年哩 T65線丑別.)99)-66年 ,.

23 l̂LnaLuEalcausesex･1eukemlabyse_Y,cILy,氏dLStan⊂e,1950-!4

rl血稲 を陀 く阜病死 作 排rli ll2雌別.199)-54年- ‥

24 1̂1rtatLLrnlCausesex-leukemlabysex.cl【y,良T65dose,1962-66

FHrlL桶 を除 く皇病死 仰 怖Tri T65線iEt別,1962-66年

25 TLJbercuLosJSbyyearordeath氏T65dose.1950-66

結陀 JjE亡牛岐 T65符Tn別.199)-66年 . .

26 TtJberculosJSbysex,cL【y,良T65dose,L950･66

結柊 作 郁市 T65純血別.1950-66;f- .

27 IrlfectlVe良 parasltlCdLSeaSeSeX-LUbercl】losIS))yyearOldcnLll良T65dose,1950166

孝郎女をF'fH云掛 l弓も･J:び符fl=iZlH.･】 I/t･亡糾 空 r65線1止別.1950-66咋

28 LeukemLabyyearofden(h& 165dose,1950166

日血柄 死亡年増 T65線El川J 199)166年

2q l̂LtT)allgTlnn(neOplasnsex-1euk亡mlab)yearoEdeath良T6～dose.1950-66

白血病 を緑 くす/(てLrl懇牲粥牛的 死亡年FfE T65線且別.1950-66句

30 1̂1mallgrlarL日LeOpl∂smsex-leukemlabysex,cILy,良dlSlanCe.1950-～4

白血蛸 をr･i(すべての懲性紳生的 僧 都市 Er,離別,1950-54年 ..

n ALlnaLLgTtarLlneOPLasmsex-LeukerrLLabysex,cIEy.良T65dose.1958162

白血病 を除 く十′くての聾性祈生的 作 都市 T65線且別.1958162年

3_7 L̂lmallSTlar)Ir)eOPlasrrtsexlleukemlabysex.CJEy,良T65dose,1962-66

白血稲を砕 くすべての悪性師生的 佳 祐市 T65線丘別,1962-66年 .

H htallgnantneOpLasITlSOlgastrolrlLeSLlrlaLlraCLbyyearOtdeath良T65dose,1950166
消化器系の懇性帥生的 死亡年度 T65絹鑑別,199)-66年 .

34 LuaLl帥3nHleOplasmsofgasLr01n一eSLLnal⊂raclbysex,C1【y,良T65dose,1950-66

消化器jYr'の想性開生的 性 拓rfi T65線Jt別,1950166年 …
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35 九taLLgnantneOplas-nsolgastrolnteStlnal【raC【bysex.cJEy.也T65dose,1962-66

消 化2;糸の 悪性 締生的 性 都市 ･T65線丑別.1962-66年 ."

36 Call亡erOEslomaChbyyearofdeath& T65dose,1950-66

問軸 死亡 年債 T65線此 別,1950166年

37 Cal-⊂erOlslOmaChbysex,clty,良T65dose,1950･66

m輔 作 価市 T65純且別,1950-66年

38 CanCerOFs10maChbysex.cl一y.良dLStaTl亡e,1950う4

VT感 性 都市 拒牛別.1950-54年

39 CanceroEstomachbysex,⊂lLy,良T65dose,1962-66

河曲 推 称rF-T65経度 別.1962-66年･

LiO Observed良expec⊂edautol〉SydlagnOSeSOrStomachCaLlCerbyyearofdeath良T65dose.
L961166

利 根例 にt'け る77屯 の硯解 釈および期待 きt 死亡 L'fL･佐 T65線Bt別,1961-66'iT･

ObscFVed良expec⊂eddeatlts 死亡の脱腎 皇セおよびIM待 放

41 CaTtCerOELargeboIVel,llVer,良pan⊂reaSbyT65dose& sLLe,1950･66

人Jlq,肝眼 1'よび肺娘の輔 T65緑 放 射 立札 1950-66年 .

42 CaLlCerOILL､er&bLllaFytractbysex,CLty,良T65dose,1950166

肝塀 I,よび眼路の癌 性 都市 T65枚且別,1950166年 .

43 1laELgnarttneOplasmsorresFHratOrySystembysex.亡lLy.良T65dose,1950･66

pf噸 器具の 悪作 紡毛杓 推 称市 T65線丑別,19弘一66年 ...

44 hlall帥nltrleOPlasmsofrespLraEOrySySLeJllbyyearoEdeath良T65dose.1950166

呼Tlfl誤系の潜性 !fr'J=物 死 亡 年J一便 T65純血別.19弘一66咋

L15 Ca11ccrOEbronchus,⊂rachea.也 lulls bysex.cl⊂Y,A T65dose.1950-66

7Tll77号 TL祥 1'よび帖 の磁 性 柿市 T65放血 別,199)-66年 …

46 Cancerolbronchus,【rachea,&･LungbyyeaFOrdea(h良T65dose,1950-66

7t帯 i-,TL帯 J'Lよび肺 の頼 死亡 牛唆 T65托 昆別.1950-66年 .

47 CaTlCerOHenaLebreastbyT65dose,1962･66

女椎 孔頓 T65稗 耶llJ.1962-66年 .

48 CancerofuterusbyC1ty也dlStarlCe,1950166

子LiT輔 柄粥 1rl磨別.1950166年

49 0bserved良cxpeCtedautopsydLag110SeSOTcanceroru一eTuSbyyearoEdeD⊂h良T65dose,
1961166

別 枠例 に1'(1る T宮城 の税額 FZもよび偶繕IJL 死 亡 年使 丁65線且別 , 1961166年

obSeEVed&expecteddea⊂hs 死亡の税額 放 および糊 1#政

)0 Carr⊂eroroLber&punspe亡lEledslte5byyearofdeath良 T65dose,1950166

そLT)他 および,L7t;f9:不明の専 死亡 年度 T65線 正別 199)-66年 ..

51 CallCerOrOther&unspecLfLedslleSbysex.C1【y,也T65dose,1950･66

その 他お よび部(立不明の埴 性 都市 T65線止別,1950-66年･

52 0bser＼red &cxpe⊂ted ElUlOpSy dlagnOSeS Ofbenlgn neOpJasms & neoplasms orun･
speC1(lednaLuTebyyearorden一hAT65dose,L96ト66

剖 持例 にbけ る良性 所生的 1,よび作 耶不祥の析主神 の祝祭 故 および糊待 散 死亡 呼IR T65

鞭且別.1961166句

～3 0bserved&expeC一edau10p51dlagnOSeSOEbcrHSnLIeOplasmsBLneOPlasmsorunspeCLrLed

na【ureb)rsex,亡LtV,&･T65dose,1961-66

割 楕f句におlIる良作 門生的 および性 貰 不詳の粥生杓 の収祭 主tおよtF期待教 性 感市 T65

線Jt別.1961-66年
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obseTVCd& expeCteddearhs 死亡の批帝 政および期待扱

54 AlLergL亡.endoCrLnCSystem.metabolLC,也nuLtltJOnaldJSeaSeSbyyearOEdeathA
T65dose,1950･66

7レルギー性疾 忠.内分秘系の疾 缶.神官代謝および葉菜の疾 愁 死亡年喋 T65指

反別.1950-66牢

H AllerglC.endocrlneSystem,rneLabollC,AnutrLtLOrtaldLSeaSeSbysex,CLLy,SIT65
dose,L950-66

7レルギー性疾 患.内'h泌糸の疾 患,拘午代謝 およU'栄善の疾患 性 郡市 T65純
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jNIH･ABCCUFESPANSTUDY.HLROSHIMA-NAGASAKIREPORT5

予 研 一 ABCC寿 命 覗 査 .広 島 .長 嶋 第 5壬E

MORTALITYANDRADIATION DOSE.OCTO8ER1950-SEPTEÎBER1966

1950年 10月 - 1966年 9月 の 死 亡 率 と 線 丑 と の 関 係

INTRODUCTION

The Llfe Span StudylofA-bombsurvIVOrSul

JapanlSaJOlnteffortoftheJapaneseNatlOnal
lnstlhlteOfliealth(JNJH)andtheAtomlCBomb
Casualty CommLSSLOn (ABCC) to detect and
measurethelateeffectsofatomicTadlatlOnlTtSOfar

asthesemaybeexpressedlnmOrtallty. Earller
reports2-5 have provlded evidence ofulCreaSed
mortallty'lmOngheavilyexposedsurvIVOfSfrom
leukenlla,thean¢mlaS,tubercuLosIS(lnmales),and
cancerotller仙anleukemla,lIltile1950-601mterVal
DeathsfronlallcauseswereespecLallyhlgh 1nthe
interval L950-52 for those who were wlthln

1400m from the hypocellterS atthe tlmeOf
thebomb(ATB),almost25% aboveexpectation
fornlalesand 50% forfemales. Deathsfrom

allformsofcancerexceptleukemlaWereabove
expectationulthlSSamegroupul1950-52,and
again LJ1 1959160 Conclus10nSreachedonthe
basISOrdlStanCefrom thehypocentershavebeen
confirmedbyparallelanalysesutlLほLngT57dose
estimates4 AJthough thelrdeathswerefew at
thetlmeOfthelastarlalysIS,thegreatestrelatlVe
mcrease ln mortality Seemed to haveoccurred
amongthosewhoweretheyoungestATE

InformationOnthemortalityexperienceOfA-bomb
survivorsPrior tO I October 1950,when the
peflOdofobservationbeglnSforthepresentstudy,
lSaVauablelnarecentreportOnHlrOShlrnaSur-
vIVOrS,6 andasmausampleofNagasaklSurVIVOrS7
1Salsounderstudy.

The presentanalysisextendstherecorded ex-
perience Ofthe LifeSpanStudy(LSS)sample
from 1960to1966,dunngwhlChthe8614deaths
prev10uSly reported upon4 1nC.eased to 15,285
among the 100,000 membersofthe mortality

sample ltalsoincludesanaddlt10na11251deaths

緒 言

厚9='B国立干防待iヨ̀研究斬 りこ珊 )とJ左'.棒 偶'TY朗態委El

会tABCC)か共IF7)で'jt施 しているJ,(.!爆 被爆 満の寿命顔

Ttlは,死亡率に対するJ前任放肘筋芝の綬尽き'Sをn=机 測

定することがRll'.)である LJ前J)報'J.A2-5では,195O-

601T;の期 間の ｢l血事43,貧血,結核 (男 子のみ)およびr'l

血柄 を隙いた癌による死亡率か瀕.Jff被曝古に,rl.m lことか

認められた また,1950-52lH二は,祇櫛HLj雌IJO(Jnl末

欄の郡に皇死因によるJ/ヒ｣41がTJrに(LIJL､ことか ,tLJN)らll.

桝緯lulLに比 べて91+は25%,女f-は50%ほと.I..･一力っ/i

JITl群 におけるrJ血鳩 を除 いた女掛 ま195O-52FIおよび

IL15LI-6LI;r-L二も糊持仏より多カっf_ 伴心地かJの距軽

にJJづ く解析(')耕益は,こ31にr-iTしてil/.1,,/=T57純

血推'&Z征に基づ く解析によっても認められI.:.1 白IEl''tの

解析では,死亡酌が少な75･っf=とはtlぇ 死亡率の増h"

がJほも若い lのは.似煤時句･齢の原 も耳目群のよ うで3)

った

今｢plの調査の開始ZlSJPけ ある195O年1U‖1l三l以rlTlの欄間

におけるJlr,!爆被根省の死亡率については,広由の杜松省

に関しては如L近の離'J,･があり-6 また長崎では少苦り寸叙

群 をrHいてE=l下舶査rTlである 7

'1̂回の解析は,196U年から1966年までの考,'g瀬立村簸者

の死亡例にまで推 大 したのT･,約LnTの報告4では死亡瀬

王i対象者 lllI,OOO名巾における死亡者が861J例であった

のに対 して,/7･､Fr'llよその例.W(が15,285名に増加 しI; こ

のほかに,本籍が広あ 長崎両市上〃 トで･J)るとい うこと



occumng from 1950166 among950O survlvors
who were exposed wlthln 2500m ATE and,
althougholherwISeellglble,werelnLtlallysetaslde
asa"reservegroup"onlybecausetheユtplaceof
famLlyreglStrat10n(honsekI)wasatsomedlstance
from thetwocltleS aJldltWasnotthenknown
how effectlVe WOUld be the ascertalnmentOf

moTtautythTOugh thefamilyreglStratnnSystem.I
Hence the sample sIZe hasbeen lnCreaSed to
109,000,anddeathsto 16,536 TheT57dose
estlmateS8 used ln tile lastreporthave been
replaced by T65 estLmateS,9 whlCh depend on
revISed all-dose curyes10 and .n much more

sophlStlCated estlmateS Of the attenuatlOn Of
all-dosebymatenalsshleldlngthesubjectll on
thenewcurveforHlrOShlmatheall-dose(gamma
lad+neutronFad)atlOOOm lSLessthanha)ithe

correspondlrlgValueontheYorkcuⅣeusedro√
T57D,and at 1500m ltlSlessthan athird,
forNagasaklthevaluesareessentlallyunchanged
TheT65 doslmdry calculatlOnSalsoextend to
moresub)ectswlthsubslantlalexposurethanthe
T57calculatlOnS,butforsub)ectsheavily shlelded
underかound,orlnrelnrOrCedconcreteblユlLdulgS,
mdlYldualdoseestimatesStillcannotbemade

Since)96日hestudyhasbeengreatlystrengthened
bychangeslntheautopsyprogram.】2 AutopsleS
arenow performedon35% to40%ofallsub)ects
wI10dle,aJldonsomewhatmoreofthosewho

dleWlthlnthecltleSOfHlrOShlmaalldNagasakl
By30September1966therewere2882autopsleS
amongall15,285deathsm themaln mortality
samp)eof100,000subjects A recentanZllysIS
oftheserleSthrough)96513provldesanevaluat10n
oftheaccuracyortheundeTlyLngCauseOfdeath
Ln tlle largemortalltySample,andsuggeststhe
useofautopsydataforcausesnotwellreported
ondeath certificates

InyLeW OfthedrasticreYIS10nLndoseestimates

for HlrOShJma SurVIYOrS,the earller()950-60)
experlenCehasbeenre-allalysedtogetherwltllthat
oftheSllbsequent6years Thegeneralapproach
to theanaLysLSremainsunchangedln thatboth
dose and dlStanCe are used,heavy relJallCelS
placed on mortaLlty ratlOSStandardlZed forage
andsex,andthel6-yearexperlenCelSSubdlVlded
LntOShortertlmeIntervals However,thosenot
ultheclty ATB havebeenremoved rronlthe
analysISOfvarlatlOnlnmOrtallty m relatlOntO
dosebecause.theydlffersocIOloglCallyfrom the
survIVOrS;2,4thesampleofsurvIVOrSISItselfade-

quatelystronglnthelow-doseregion,alldltWas
deslredtomakeseparatecomparlSOnSOfsoICalled

を除けば,対象者 としての他のすべての条件 を満たす者

があったが,対穀群設謹当時はその人々についての戸沖

を過 L+ての死亡の確認 がどの程度に効果的に行 なえるか

不明であったためそれ らは｢千僻群｣として別個 にとり

扱 った.1 今回は,その うちで被爆iE･鮭 が2500m東浦の

老9500名[=おける1950-66年の死亡者1251例 を追加 して

解析 した これによって対象者の総款は 109,000名,死

亡者数は16.536名になった また.前回の都告ではT57

線且推定fdlSが使用 されたが,今川 ま新 しいT65線且推

定値 9 を用いた この絶 食推定仏 は,改訂空/j'1線 丑 曲

線 Ilと被爆者の遮蔽的 とによって生fる空気線丘の減弱

についてのより相密 な計算11をカLF昧 し/=ものである こ

の改訂杢5lL維丑によれは,広島[=bける空気線 且 (カン

マ+中性子線且)は,T57線丑推 定 に用 い られた York

の曲線 と比べると,1000mの1虹(:真で▲l･分LJ下,1500mで

3分の 1以下である,長崎ではほとんど差はない この

T65線兄斬罪法は.T57線見言1罪法の付合よりも,被爆

者への遠別範囲が広い. しかし,地下または鉄筋 コンク

リー ト建築物 などの東遮蔽 があった者については.個々

の線丑推定を求めることは依然として不可能である

この寿命刑恋は,1961,畔から行なわれた 剖検,g!･J兼 L2の改

良にi:って非右目二強化 されている 調査対象者中の死亡

者の35%ない し40%について剖検が行fJ.'われており,広

島 長崎両市内で死亡 した者!:ついてはもっと苗字であ

ら.1966年 9月30日現 在 までに頼 み鋼玉 の主賓対象群

100,000名中における死亡者15,285例の うち,2882例 が

剖検 を受 けた 1965ilこ末までの剖検例に関する311と近の解

析 13では,この大規快 な寿命朔正対良における死亡診断

番に紀赦 される原死因の正確性の評Id)が行/A.われ その

結果,死亡診断杏 による報告が正確でない死EElについて

は剖検診断を使用すべ きことが示唆 されている

広鳥の被爆者に対する線丑推定値が大 きく改正 されたの

で,LJTITl(1950-60年)の死亡をその綾の 6糾 川の死 亡

と合計 してあらためて粁折 を行なった.解析 にrlJいられ

た一般的 な方法は前tnlと変わりはrい , すなわち,線畳

と鞍燥距鮭がともにFllいられ,年齢 性別gT正死亡率に

盃点 をお くとともに,全16年間の死亡を4年ことの短期

間に区分 して検討 した しか し,繰出による死亡率の差

に即け る解析 には,何件時市内E:いt.カった者は除外 し

た その理由は この群は被爆者 とは社会学的条目に差

があること2 一,被爆者対象群自作に低線 jt城 の例数が



"earlyentrants"and"lateentraTltS"amongthose
notacttlally Ln the city (orw)thin 10,000m)
ATB lnaddlt10n,thosenotLn thecltyATB
aresystematlCauyCOmparedwlthallwhowere
The testlJlg rOutlneS USed forthlSreportare
considerablymoreelaboratethanheretofore,espe-
clauylnthecompansonsutiLIZulgradlatlOndose,
ln thatthey are designed to testyarlety Of
speclflCalternatlYeStOthenuuhypothesLS,ulCludlng
especiallyallneardependenceofmortalltyupon
dose. Effectsaresotlghtnotonlylnage-al一d

sex-standardizedcompansons,butalsoulage-and
sex-specific,aSWeH as t]me-and clty-SpeClflC,
compansons,ontheγlew thatsomeeffectsmay
be )1mlted to onesex ratherthana110ther,or
tooneelldoHheagerangeATB. Thedlfrerence
between cltleSUlquality OfladlatlOnreCelVed,
and the gatherJLLg eVldence thatthe RBE for
neutronsmay be wellulexcessOfunlty for
certain effects,makeltessentialthatthedata
contmuetobeexaminedbycltyaSWellasfor
both cltleS COmblned Also,the numberof
HlrOShlmaSurVIVOrSulthesamplelSaboutthLee
timesthenumberofNagasaklSurVIVOrS

Flnally,thegeneralapproachtotheanalysISISOne
ofexamllllng lndlyldualcauses,and groupsof
related causes,forspeclflCevidenceofradlatLOn
effects,011theylew that,ifdeathratesfrom all
naturalcauses (exceptleukemla)are found to
dependondose,theexplanzltlOnmayllelnmore
dlSCreteeffectsldentlf]ablebymeansoftheclassl-
flCatlOnOfdeathsbycause.

METtlODOLOGY

SamplillgCol1SjderatioIIS

The generalprLnClples govemlllg the sampllng
planl were･

Thatthesamplebedrawnfrom theearliest,
most complete llStS OfsurvJVOrS 'lVallable,

ThatthesuTVIVOrSbestratlfied by distance

soastolrlCreaSethelpowerOfthedose-speclflC
contrastsultlmatelytobemade,

ThatacomparlSOllgroupOftllOSenotLnthe
clty AT】3be)JICluded asonecomponentof
theSample,

ThatthevanousdlStanCegroupsand those
notlnthecltyATBbechosellSOaStOhave

ULOうぶんあっ7=こと,お.i:び原爆時 に実際に市内 (あ

るいは10,000m 未満 )にLl/1かった省のqlの いわゆ る

｢早期入市者｣とr綾抑人市音｣との比較 を別に行f_いた

いことのためであった. さらに,原横時 に市IJqにいfdか

った荷と市内にいた省との系統的な比中クを行なった 本

報告で性F71し/=榛左方･,よは,柿 に線丘別の比較では,従

来の解析 よりかT_りす女権である すなわち,棉簸仮説に

対する捜々の特定の対立仮説の検定が意EZ)され この中

でも死亡率が維丑の増1川ととい こ直幸削勺に増加するか否

かを柿に号膿 した 被蜂の影JA を祝祭 するに､Liたって,

年齢 と性 を補B･.して比較 を行なった/=けではな く,男女

のいずれか一九 または.原爆時年齢の範囲のいずれか

一方の端 に限定 されて郎甲が現われる可惟性 を考慮 して,

年齢および牲別.ならびに時)WもよぴCI;市別に此蛇を行

なっr=.両市における線F'hこ相通があり, また.ある紐

の影JjFに対 す る中性子のRBE75,'1よりもかなり高いこ

とを示す知見が子.狩られているので,やはり浜村の検討 を

両市合.11のみ(..らず.両市別 に行なうことが血賓である

しカ し.両市では対象群の大 きさも異 なっており.広.B

の被爆者款は鼓峰の約 3倍である

鼎綾 に.捌 斤の-一般的rJ.プ)向 としては,すべての日夕/ミ死

(ただし,白血病 を除 く)による死亡率が嫉き血にr'J順 あり

と認めらLl.るならは.それは,死EEl別の検討によってILJ)

らかにf+るような,もっと特定の影響によってT i;てい

る可旭tl=があるので.個 々の死EEl別に,また,疾恩群別

に疾III;をまとめて榛討 を行なうことに Ll=

調査方法

対象抽出に関する考察

対象抽出計画は.次の一般的な原則に従った

被爆者[=ついて入手で きる血!も早期の.茄 も完全な

Y.海から対象者 を州出すること.

いずれ行rJ.1われるところの線丘別の比較 を強化する

ために,被爆者 をき巨艦別に層化すること,

此船群 として取捲畔 に稚内にいなかった省を対象者

にhllえること,

広島または長崎 [=おいて各距擬群 と同様時 に市内t:

いなかった群 を,その年齢および性別分相が等 しく



the same age and sex dlStrlbutlOn Wlthln
eachclty,

That any necessary selectlOn from among
ellglblesubjectsbedonerandomly,

ThatellgibilJty berestricted on thebasISOf

honsek】so as to capltal)ze on theun】que
morta】ltyfollow-uppotentlaloftheJapanese
raml】y reglStratlOnSystem (arestTICtlOntllat
removesforelgnerSfrom theellglblel上st),and

ThatthellStSOfsurvIVOrS,andofothersfrom

whlChselectionWouldultimatelybemade,be
completelylnVeStlgatedastoellglbilltySOaS
tom)nlmlZeblaSarlSILtgfrom anassoclatlOn
betweenmortalltyandeaseorsuchlnVeStigatlOn

CertalnpTaCtlCal decISIOnSandcompromlSeSnatu-
rallyaccompanledtheefforttoputthesepnncIPles
towork,amongwllichthoseofgreatestsignlflCanCe
are

The supplementary schedu)es oblalned for
AJiCC atthe time Ofthe 1950 NatlOrLal

Censuswere Chosen asthesamp】1ngSOurCe
forsurvJVOrS,thiseffectlYely excluded the
1945-50 per】od,

LoglSIIC LlmltatlOnSaSSOCLated wlth thefleld

investigatlOnOfanatlOn-Wldesarnpleof284,000
Survlvorsforced thechoICeOfthe 195,000
surv)VOTSenumeratedlnthecJtleSOfHlrOShlma

andNagasakl,

ln theabsence ofany smgle listOfthose
whowerenotILLHITOShlmaATB,usewasmade,
ofboth ABCC and offJClalcensussources

datulgfrom 1950,195I,and 1953,

AlthoughhonsekllSavailableforeverysubject
lnVeStJgated,ltlS thehonseklthatwasul
erfectatthetlmeOrfleJdlnYeStlgatlOn for
eHglblHty.WhICh spanned an lnterYalof10
years,110WeVer,ChangeslnhoIISekユ1nJapan
areI一〇tFrequent,aI-daremuchlessfrequellt
thanchangeslnreSldence,

DedlCated fleld work by ABCC fle)d staff
provzdedlndlVldualreportsoflnYeStlgatlOnSOn
aubut219ofthe195,000SurvJVOrSenumerated
LTLthe two cltleSatthetlmeOfthe 1950

Natlona)Census,butfortheIIStSOfthosenot
ln theclty ATE acomparableperformance
was)mposslble,andwhenthesamplewasclosed
l144remalned tobelnVeStlgatedamongthe

なるよ うに適訳すること,

適格者の中からの抽出にあたっては,無作為的な方

法で行なうこと,

木簡 を適格古の灸件に加えることにより.Fl本の戸

籍制度が持 っている死亡追跡のための独自の托辞任能

力 を沌 mで きるようにすること(この粂川によって

該当額の中から外国人は除外される),

対象抽出の三吉礎 とfJ.る被爆者および非被爆者の名確

に記徹 された全fiの適桔性 を調査 して.生死の別 lこ

よって生する調査の鮭易性に基づく偏 りを依少隈に

とどめること.

これらの原RrJを瀬行するにあf=っては,当然.いくつか

の決定や妥協が行なわれた その中で崩 も菰賓 (.Lものは

次の とおりであっI=

1950年国勢湘丑の際にABCCの依細で糾 られた被爆

生存者調査課 を被爆者抽出の基礎 としてlA5柑するこ

とになった これによって,1945-50iFの糊Hllが完

全に除外 された;

全国で即上 された 284,000名の被爆省について野外

調査 を行なうことには'JX･施面で雌々の制約があるた

め,やむをえ-f広血 長崎両市で即J-された被煤者

195,000名のみを利梢することに した.

原爆時 に広見にいなかった者についてその単一の名

簿がか ､ため,1950年,1951年および1953糾二ABCC

やその他の公的機関の行なっF.:様々の人口BZl盃の黄

料を利用することに した,

調査の対範となった者全員について本師がhかって

いるが,適格性の決定には,10年にわたって行なわ

れた郡外制空[当時の本籍を用いることになった し

か し,E1本では本件の異動は節米に行なわれること

はtJ.く,住所の変空よりはるかに少ない

ABCC調査flの努Ihにより,1950年国勢調査の際 に

両市で計上 された被爆者 195,000例の うち219例 を

除 く生見の個別鵜宜が行なわれた しか し,ll,5爆時

に市内にいなかった者については, これに匹敵する

成果を窄けることは不可能で,対象柚.*.を締め切 っ

た時 には.考慮の対象となった96.581名の うち1144



96,581consldered,

Since the sample wasputtogetherdul.Lng

1955161,and the ABCC porgTam began Ln
1947,agreatdealoflnformat10nWasalready
available atABCC o∫一thellldlvldualstobe

lnVeStlgated forellglbillty,especially thesur-
yIYOrS,underthepressureofcurrentprogram
requlrementS,therefore,thesamplewaschosen
Lnthreeselections,Irk1958,1959,and1961.

ThenecessarllyretrospectLYeCharacterofthesam-
pllnghasalwaysposedachallengetostatlStlClanS
responsLbleforlt,and thechlefweaponagainst
blaS,namely an exhaustlVe lnVeStlgatJOnOftlle
】9501LStSOfsuryIVOrS,hasbeenwleldedlnmerci-
lessfashlOn. Nevertheless,asthellS【ofcompro一
mlSeSSuggests,thereremaLnOppOrtunltiesforblaS
ofonesortoranother,andatthlStlmeltSeems
appropr)ate to reyiew availabledatabeanngo∫一
seyeraloftllem. Thegreatestproblem,ofcourse,
concernsomlSS)OnOftheJ945-50experlenCe,and

the posslblllty thatsurvIVOrSnotLn Hl∫OShlma
and Nagasakton 1October1950dlfferedasto
healthfromthosethatwere However,thespecial
studleSOnSupplementarysamplesa)readyrefeJTed
tohavebegunto throw llghtonthisproblem
TherepoltOnr111rOShlJm SurVIYOrSbyTachikawa
andKato6 clearlyLl-dlCateSthattl1ereStflCtlOnOf
thesampllngtOSurYIVOrSenumeratedLnHlrOShlma
atthe tlmeOfthe 1950 ccnsusIntroduced no

blaSllltOtheLSSsample

Otherproblems thathave been ralSed by the
natureofthecompromisesadoptedare.

ThosenotLnthecityATBdlffersoc1010glCally
and demographlCauy from thosewho were,
andasmigrantsIntotheareaafterthebombs
thelT health may differ from thatof the
exposedforreasonsotherthan radlatlOn,and

l11theabsenceofprlOr)nformal10nOllthe
frequencywlthwlllChhonsekllSCllanged,al一d
on ltSpOSSlbleassoclat10n Wlth health,the
useofthehonsekldeterrnllledatthetime

ofInterview,and noton 1October1950,
carnessomerisk,believed to besmall,that
dlfferentlalmortalltymayhavebeenlIltrOduced
LntO dose-specLflC cOmParlSOnS through sys-
tematlCdlffeTenCeSIJldate oflnVeStlgatlOn.

Wlth the thlrd select10nln 1961themortallty
sample became complete,and any dlfferences
among thethreecomponentselectionslostany
slgnlflcal-Ce they mlghtharehad ln the LSS

名が詞査未完了であった

対禽群の設定は1955-61年の期間に行なわれたので

あるが,ABCCの調査7ログラムは1947年[=榊始 さ

れているので,適格性の潟宜の対良となっr=古,特

に被爆者については相当の情報がすでに入手 されて

いた したがって,過行中のBSl査7ログラムの必要

を満たすため.対象者は1958年,ユ959年,L961年の

3rF,Iに分けて迦達 し.三つの抽出群 か縛 られた.

この対穀抽出における必然的の遡及的性格の点は.担当

の統計学者にとっては補に大 きfJ.諜瓜 となっていた 偏

りを避ける/.:めの主賓 な武器としては.被爆者の1950年

名花の徹底的鯛宜 を行なう以外には1-い. しかし,前記

のいろいろの妥協をみても,なん らかの偏 りがはいる可

能性 が残 っているので,その中のいくつかの点について

涙料 を再検吉すすることは時 宜 に適 していると思われる

もちろん,東大の聞雌は.1945-50年の経験が脱稿 して

いること,および1950年10RIEj当時広曲 長崎にいな

かった被爆者のt紐解状態 が,市内にt､J::弗と巣なってい

た可能性のあることである しか し,flTl記の補足的な対

象群についての特別湘丑 によって.この間雌はある程度

掛 1Jlされている.広由の被煤者に関する立川および別様

の郁告 6 では,1950年国勢鯛杏の帖 に広.(7)(二州立してい

た被爆者のみをFTlいて対象抽出を行なったために.寿命

邪恋対象群 に偏 りが脚人 されたとい うことは認められて

いrJ.目

安rAの結果からg=L'たその他の問題 としては次のよう/..

ものがある

偵爆時 に市内にいなかった者は,当時市内にいた者

とは社 会学的 にt,人口淡 ,.y草的にも異r+つており,

かつ原爆綾に市内に転入 しているので.放射線被曝

LJ外の理由からでも,被爆者とは憾席状態が異 ･+..っ

ているかもしれない.

本籍発動の併度および傑傑状態 とのJ那系についての

湘恋が行なわれたことがないので.1950年10円 lEl

現在の木簡では/J.く.面接調査時の本旅 を仙川 した

ことにより,調査時期の系統的な差異によって線丑

別の死亡率のj:L.恨に偏 りが導入 されたという他険が

わず~かながらも存在する

1961年に行なわれ/=P,KI次抽出によって寿命銅盤対象群

が完戒した 寿命調査では,対象抽出が3Tglに分けて行

I_･hねたことによる差があっ/=としでも,そのことはも

.r土や無意味 となった. しか し,第1次抽出群 が戒 JJ唾康



However,slnCeSelect10n IbecamethedeflnltlYe
samplefortheAdultHealthStudy(AHS),certain
hlStOrlCalaspectsoftheselectionprocesscontinue
toholdinterestfortheAHS TwopolntSare
ofparticularInterest

SlnCethel爪YeStlgatlOnSOnthe195,000survIVOrS
weTe Of lnCreaSlng levels of completeness
throughouttheselection Period,belng97%
atSelect10n I,998% atSclectlOn II,and
99.9% atSelect10rLTIT,theposslbllltymust
beentertalnedthatSelectionsIandlldlffer

asto mortautypriortOSelectlOnbecauseor
anassoclatlOnbetweenmortalityandeaseof
lnVeStlgatlOnaStOellglblllty,and

tn assenlb]1ng Se)ect10n I,pnmary emphasis
wasplacedonGroupI,thosewlthln2000m
ATBknowntohavehadacuteradJatlOnSymp-
tomsfouowlngthebombs,sincetheselectlOn
wasmaderetrospectlYely,aftersomesubjects
haddled,onemustasklfthedeceasedand
thesumvor,both with acute symptomsln
1945,actuallyhadthesamechanceofbeing
chosenLnSelectlOnIln1958

RecentstudleSdlreCtedattheforegolngProblems
aresummarlZed lntheAppendix. Presentlndl-
CatlOnSarethatthelnfrequenceofhonseklChanges
LnJapan,arLdthecomparativelysmal)increaseln
morlalltyamongthosewhochangetheirhonsekl,
lelld no supportto the feartllattheuse of
thehollSek1Obtained atlnterVleW forellglblllty
mighthaveIntroducedblaSIntothedlStanCeand
dose comparlSOnS The mortallty Ofsubjects
LnSelectIOnI,used fortheAHS,contulueStO
besubslantlally lowerthan thatofsubjectsln
SelectJOn H ofcomparableage,Sex and city,
when )lmlted to 1950 survIVOrSexposed ator
beyond 1800m ln HlrOShlma and 2000m lJI
Nagasakl ThlSdifference remalnSuneXplalLled

bythisaTlalysISandmentsfurtherstudy.

lnvestlgatlOnOfasamplewhoseacuteradlatlOn
symptomsarereportedonthe1945JointCoTTlmlS-
slOnLnYeStlgatlOJISChedulesfailstosuggestthat

deathpriortOInterviewfore11glb111tyforlnC]usIOn
I一ltheheavllyexposedsubgroupofSelectlOnI,
forWhJChahlStOryOfsuchsymptomsWasrequlred,
Couldhaveexcludedearlydeathsfrom SelectlOnt
Moreover,themortalityadvalltageOfsubjectsln
SelcctlOn IlSnotnlerelyanear)yphenomenon
butcontinuesthTOugllthe1964-66perlOd The

AppendlXCOntaJnSSyStematlCCOmparlSOnSOfthe
majorsamplecomponentsusedatABCCl∫ldeyISLng

investlgatlVeplansandstorlT唱 data,namely

飼宜の対象と して決定 されたため,成人健横瀬歪の見地

からは抽出過程のいくつかの歴史的な面について依然 と

して関心がもたれている.符に次の 2点について興味が

ある

被爆者 195,000名に対する潤丑の完了の程度は,慕

]次抽出時に97%,第 tl次抽出時 に998%,訴 u]次

抽出時 に99.9%で.抽出の各l糾明を油 L;て Lr='いに

向上 しており,生死の別 と適格性の調査の難易性 と

のrLF=こ関操があれば,そのために第1次抽出群と誘

Ⅲ次抽出苛羊との死亡率は,対象抽出LJ前からすで[:

異 なっていr=可舵性があると=SR.ねばならない

第 1次抽出群を設定するにあたっては,椎体老爺 1

群.すなわち,原爆縁に急性放射縦症状があったこ

との判明 した2000m未満の被爆 -B に血点 を濫いた

対象省の抽出は遡及的に行なわれ,中にはすでに死

亡 していた者 もあるので,1945年･に食性症状 を呈 し

た者でも.死亡前 と生存者 とでは.19581年の郡丁次

抽出で選訳 された確率がはた してrijiL'であったか否

かを考 える必要がある

上記のWrul過 についての制丑が叔近行なhれ.その#!Hlさ

を付出に絵描した 税d_までに判JIJlしたところによれは.

El本では本編の異動が少なく,また本海 を異動 した者 に

おける死亡率のnMllも比較的少ないので,適桔性の面接

朋盤で入手 された本秤を使JTJLたために距離別 ･線丑別

の比較に偏 りが中人されたかもしれ/日､とい う不安 を轟

づける結果は縛 られていない.成人liB席羽衣の対範 とし

て使用 した第 Ⅰ次柚aJ.群 におliる死亡率は,伝.nで1800

111以遠,長崎で2000m以遠で被爆 し1950J'Fユ'J峠当行 して

いた者に限ってみm S-,F,tl次抽 出群のrF,lLJ年齢,性.

都市の者よりは依然 としてかt..り低い. この際臥 よ,/7､

回の解析では不明であり, さらに朋恋を要する

1945年の合同羽立t31のPl重来 に急性放射線症状の記載の

ある書の宋料を遊んで飼べたところ,第 1次抽出で急性

放射線症状 を呈 した強度被爆者 としてj誕ぶための適格性

を刑ペる面接調査以前に死亡 したことがLr,tEElで.荊Ⅰ次

抽出から早期死亡者 が脱落 したとは認められなかった

その うえ,窮J次抽出群における死亡率が低いことは抽

出直後の時柄 においてばかりではなく,これは196｣-66

年の時糊 まで続いている 付出には.鞠丑か由の立案や

資料の兆計のためにABCCT･剛いられている主賓 を窮査

対象群印成区分の系統的比較を示 した



Component RelatlOntOMortalltySample
構成区分 希.'6羽立 lI魚群との開拓

ME200(AHS収入呼13fPIZi) SelectlOnJ･751′k抽出群

MEY Select】orLSITandHL萌P1,よぴ･TSu)榊.LH群

Reser've了州T群 Reservesubjects<2500m ATEonly
噸蝶鴫2500m 七.杓の了以q群のみ

AscertainmentofMortality

TheJapanesefamilyTeglStratlOnSystem WasdesI
cnbed Ln the flatreport.2 ln bnef,every
JapanesecltlZellhasapermanentplaceoffamily
reg)stratlOl1(honsekl)to whlCh acopy ofthe
death certlflCate W上llbesentln theeventof

death TllerethedateandplaceofdeathlVill
bepostedonthereglStrat10nrecord(famllykosekl)
TheLSSwasdesIPedtoutlllZethisSystem for
theascertalnmentOfthefactordeath Cause
ordeaHllS then obtalnable from the Health

CeTlterllltheareaWheredeathoccurred,under
standardproceduresestabllShedfortlleStudyby
theJapanesegovernment. RetentlOnOfthedeath

certlfJCateby theHealthCenterVarleS,butthe

legalm)nlmurnlS3years

Attheonsetofthestudy,beforethenowroutine
trlennlalkoseklClleCkformortalltyWaslnStltuled,
lnVeStlgatlOnOfthecensusllStSforellglbilJtyand
oth¢rfouow-upworkhaddevelopedlllforrnatlOn
on mortallty bydlreCtfleLdlnVeStlgatlOn,lrlde-
pendentlyofthekoseklrecord. Ttwasofespeclal
ultereSt,therefore,toIncludethedeceasedamong
thosesellttOthekosekl-kafortheflrStmOrtallty
checklnL958,an(1tolearnthatthekoseklrecords
reyealed allbutnlneamong the )300 known
deathslnSeLectlOn1subjectslntheper▲odJ950-582
lnplaTLnlngthepresentreportaneffortwasmade
toobtallla一aterreadlngOnthecompletenessof
themortalityinformationonthekoseklrecord.
Although mlgrat10nlSl10taSfrequentlnJ'lPan
aslntheUnltedStates,ItlSneverthelessfalTly

common among theyoungerA-bombsurvIVOrS,

beconllngpronouncedLnlateadolescencelnaSSOCla-
tlOn Wlthschoollng.maTrlage,andemployment

lthasseemedimportant,therefore,tolearnwhether
theascertalnrnentpOtentlaloftheramllyreglStra-
tlOnSystem lSbelllgelOdedbymlgrat10nOrSOClal
change. finally,InformationOnthelagbetween

死亡の確認

口車の声福利f空についてはr751部で;卯月し/= 2 両蝉に

いえば. 日本 人はひとりひとりが本稿他 を持 って あ り.

死亡 した瑚 合,死亡診断むの写 しがそこ/＼送 られ,ijJ旅

E=死亡年F==1と死亡1LjFVTが記録 される 了川-ABCCIJP

命凋むは,死亡の確iEにこの剃T空をfl日日するよ うに.汁ITlrJ

さJlた ノ矢に死亡のJq所の所軒(引か叶か らは.H本軟lr-i

による鋼玉のために語り られた手続 きを提て,死LEにつ

いての弦料 を入手す ることカで きる Anifか'rrにlJけ,3

人口軌態調査死亡,H.U;のni711-相川日は 7Eではないが,は1日t

でJ紋低 3irL-FiHと.ため {)nてい る

調丘糊姑叫Ir寿,十rJ.わら,現 在のよ うにtt:亡についての

3Zlに lEnlの TE別的 な戸綿蛸/.才がrTなわ11,31川 Iにムい

ては.様 々の 人11調盃の 名蒲 についての適格 古の湘TEや

その 他の追跡凋fEで,死亡の怖報がFJ福 とはk関係に直

接的野外調査 によって1,.7ゝめ られてい/= そこで,1958坪

にh-なわゴlた耶1回戸綿nEi合に死亡 者をLlTめて網干.-し

たか,1950-58tl-のIy日日=二硫 l.大仙.JIJ.群に判HHしていた

死亡 者1300島中jlで'かに98をF,hく'E例 がF-1市 に記事たさ

れていると認め ら11たことは特記すべ きで3)る 2 /7LLg

の報告を準lii'Tす るにあた-'では.声柿_[の死亡記録の完

全lJjにつ いて(T)方と妃の瑞相の糾むを訳みた LJ木にわけ

る軽屈LT)硬質は.米国はと高 く-JLいが,)'･'相性作者の El･

年屑ではか,なり高 くて. 翌春邦枝朋にあける進 ,･:,結婚

および就職の開院で努 しく+JLる した力って.f多軌 やそ

の他tT)社会的条件の変 化のために声柚制rlの持つ締認能

力が阻脊 されているか否 かを知ることが玉野であるよ う



death aJld theavailab山ty oftheInformationln

thekoseklrecordwassoughtasaguldetoestab-
llShlngCut-Offdatesforanalysts

SLnCeanynatlOnalsystemofmortalityreglStratlOn
willbreakdownulthefaceofexternalmlgrat10n,
lfthekoseklrecordshowsthatthesubjectem)-

gratedpriortO]October1966,withoutreturning
toJapantollVe,hehasbeenexcludedfrom the
presentanalys上s ln all,56 such caseshave
been excluded,dupllCate Cases,Othererrorsln
ldentlficatlOn,and subjectsWhosekoseklCOuld
notbefoundaccountfortheremainderofthe

differencebetween the99,389subJcctsspeclfled
by Jablon etalasthe rlnalselectlOn forthe
LSS,4and the99,3日 usedhere AddltlOnOf
the 9513 TeSerVeSubjectswlthln 2500m ATE
bringsthesampleto108,824forthepresentanalysis

Au lnd)V)dualsln the LSS samp)e notalready
known to be dead on the basュs OfprevlOuS
koseklChecksarerecheckedevery3years,ona
schedulethattakesone-thirdofthesampleeach
year Al)Select10n Isubjectsnotknown to
havediedpreviously ateVLSltedby membersof
theABCCcontactlrlgStafftoarrangetheblermla】
otltP{ltlenteXamlnatlOnSOftheAHS Tosubjects
whohavemovedfrom tllelmmedlateareaServed

bytheABCCcllmCS,lettersarewnttentoyerlfy
addressand survIVal ln thlSW'ly thepatlent
contactlngProcessPrOVldesIndependentlnforma-
tLOn thatmaybeusedlnlnVeStlgatlngthecom-
pletenessofthekosekJCheck Whenthen上ewas

closed forthepresentanalysュs,the5thcycleof
AHSexamlnatlOnShadbegun,andthepenodof
the3rdcycle,1962-64,hadbeenlnVeStlgatedby
boththepatlentCOntaCtOrSandthestaffmaking
the koseklCheck. At the end ofcycle 3,
howeyer,'202Select10nJsub)ectswereearnedas

"addressunknown,"sothatevenlntenSlVePatlent
contactlng and letterfo一low-up do notsufflCe
toprovJdeabsolutelycompleteascertalnmentfor
SelectJOnI Atthattlme,about2200subjects
wereJIStedasmlgTantSfrom theareasservedby
the cllnlCS l】y December 1966,331 deaths
amollg SelectlOn Isubjectsln theIntervalJ111y
1962-June 1964had beenascertalned. Every
death had been checked atthekosekl-ka,and
lnnOCasedldthekoseklCheckfalltorevealthe

thefactofadeathoccumng3monthsormore
beforethecheckwasmade.

SlnCethegreatma)orltyOfdeathsLnthemortallty
sampleoccurattheolderagesATE,whlChare
leastsubjecttO mgratlOn,about90% ofdeaths
l∫一t】leproperpartofthesamplestilltakeplace

に思われた Rt校に.死亡から戸籍記載 までのずれにつ

いても調べて.解析のための期限を決め る参 考と した

全国的な死亡埜iNI1度のす′{てが｢海外移住｣によって陣

宮 を受けているので,対象者が1966年10円 1日llIl1日二移

住 してその綾帰国 していか ､と戸掛 こ記を点してある均合

には,今画の解析から除外 した.このような省は合計56名

であった 寿命脚恋対象額の赦給的な抽Llt'.としてJLtbJon

ら4 の報告 した99.389名と.今回ここで利川 した99,311名

との差は,これ以外に!巨視例,身許確i7u)の符のその他の

誤 り,戸籍の確認がで きなかった者などがあるためであっ

た 予備群の中で原体時に2500m未満にあっ/=老9513名

を追加したので,今回の解析に用いた対象者は 108,824名

l二1'j-1/こ

戸籍昭合は,毎年,寿命調査~対束群の3'71の lfっにつ

いて行なわJJLるよ う計画 され それに従って,以前の戸

籍照合で死亡の記事兼のなかった老皇nの調.uJ'を3年ごと

に行なっている 死亡の報告のか ､苅 Ⅰ次細山群の全員

について.伐 f̂辿俳桐里王における2年に lFilⅠの診察 を行

をうためにABCC341紘Hが,y川fJしている その際,診察

該当区域外へBZ云居 した省には郵ほ調査を行なって性lYrと

生死の別を確認 している このような調志村扱古との過

給兼務を通 L'て 戸術,Ha合の完全性 を粥′くる[=めに利用

で きる独立 した州報が†持ちitる 今回のl芋折のために記

鋲 を締め切った時 (=は.FJq人17f味調査の･7!5周期診察が

開始 されており.萌3周♪凱 すなわち.1962161;F･の期

間(=ついての迎孝吉flによる調査と戸祷LV!告がともに完了

していた しかし,窮3同期が岸を7した時 [=は,r7H 次

抽出群の対毅 身中の 202名は｢住所 不明｣であったので,

第 1,k抽出群の確認 を絶対に完全に行,JIJ.うためには,蘇

力な連絡 と郵便閑盃/='Hではふ しLOうぶんである その

時には,対象省の うち2200名が診察言文当地域外へ移抑し

ていた 1966年末 までE:,第1次抽出群rこおける1962年

7日-1964年 6月の脚rhrlの死亡者 33L例が判明 した こ

の死亡者'fflの声梼照'Eiを行なったが,El･1台の 3かFHJ

前の死亡はすべて確認で きた

寿命粥査対象群中の死亡の大gt.分は,拶酌の肋 t,少ない

高年齢唇であるので,調査対象旗EElの基本群におltる死

亡の約90%は現在も広島 長崎両市で軽二っている. し



ulHlrOShlma and Nagasakl Thusthe laglll
postmgtothekoseklrecordslSShort TabtllatlOn
ofarepresentatlVeSampleofabout2000deaths
occumnglntheperiod 1958-63,andascertained
priortO 1October 1966,Showed that98.9%
Werepostedtothekoseklrecordbytheendof
the 4th month afterde･ath ShorterIntervals

werenottabulatedbutthepercentagewouldbe
appreclably lowerl爪 the lstand2nd months

From thebeglnnlngOftheAHStherehasbeen
concern asto the possibly selectlVenatureOf
mlgratlOn,andeyen fortheLSSsomeconcern

ttlattheascertalnmentOfmortalitymlglltprove,
lntlme,tObelesscompleteformigrants Some
reassuranceaStOthelatterpoITtthasbeenprovlded
by theforegoinganalysts. nleassociationbe-
tween TTl1gratlOnandmortalltyWasattackedon
the baslsofresldenceatthe tlmeOfthe3rd

cyclecontact(1962-64)forsubjectslnSelect)on
1andmorta)ltyl∫一the1962-66perJOd ThlSIS
asllghtlyblaSedcomparlSOn,lnthatperhapslO%
ofthesubjectsclasslfled asmlgrantSWerenot
actuallyexposedtotherLSkofdyingaSmlgrantS
throughoutthisPenOd,butLSneverthelessuseful
asabencllmark

Mlgrantsweresomewhatmorenumerousamong
those notln the clty AT13,about16% belng
IISledasnolongerlnthecltyOradjacentarea
seJVed by thecllnlCS,1nCOmpa∫lSOnWlth ll%

Orthosewho wereactually ln thecity ATB
ButthegreatestsourceorvanatJOrHSage,since
mlgratlOnreneCtSPrlmarllythec'lreerChoICeSOf
hteadolescentsandyoungadults Sexandclty
arealsoImportant,aSmaybeseenfrom Tablel,
which lSrestricted to those Ln theclty ATE.

Therewere742deathsulSelection1subjectslll
the1962-661nterVal,or41% ofthe18,016aIIVe
onIOctober1962 Thec】asslflCat10nbyleSldence
ul1962-64 (Table2)lSnotClearly assocLated
wlthmortalityul1962-66 TherelVere39deaths
amongthenljgrantSLnCOmparlSOnWlth48expected,
afterad)ustmentfordlfferenceslnage,butP>05
1tmaybeonlybecausemlgratlOnlSnotCOmmOn
amongtheelderly,butreflectscareerandmarrlage
opportull】tleSOftlleyoung,thattheascertained
mortallty Ofthe mlgrantSdoesnotyetclearly
differfrom thatofthose who remain ln the

areasserved by theABCCclinics Plainly,the
mortaljty Ofmlgratlng membersofthesample
w111assumegreaterImportancem thefuturearLd
ltwillbecome lnCreaSulgly importantlftheir
ascertalmedmortalLty differsfrom thatofthose
whoremainlnHITOShlmaandNagasakl.

たがって,戸師に死亡が払械されるまでのLr.川 】的な遅延

は少ない 1966年10月 IFl以前に判PFIした1958-63句の

問における死亡者の代妾的なサ ンプル約2000EPlJの炎.汁で

は,その989%は死亡から4かFl以内に戸福 [=記i3さLJL

ていた もっと短糊問についての姓計は行なわなかった

が, 1か日または 2カF]以内のものの割合はかなり低 く

なる

代 入値硬調韮開始当時 から.移軌による偏 りの可能性が

懸念され,寿命凋歪にもいても転居&群(=おける死亡確

認の約度がいずれ よ低下するのではか ､かとの不'/i(があっ

た 校名のか こついては,前記の解析によればあまれ心

配はなさそうである 移軌と死亡率との悶掛 こついては,

宗Ⅰ;k抽出群の･7;3周期診察のための連結 を行をった畔

の現住所 t1962-61年)および1962-66年の糊flrlの死亡 を

用いて検討 した この比較には軽便の偏 りがある すrJ

わら,拡屈者として'7T和 された 古の10%伸 iEは寄掛 よこ

の全期FLilにおける娠 官話 と同 L'よ うな死亡の危険 に曝

露 されてはいないが,やはり一つの指侍 としてtlT益であ

ろう

原爆rlかこ市LJlll二いなかった杏では,診察冨亥当何機である

Frl内および隣1&地域から作物したと報告 された者がやや

多く,iLIJ16%であるのに対して,l如体鴫 に'rl内にいた 古

では11%である しかし.JFtも遇 うV)は年齢であり.こ

れはIL一存如 ii糊および甘Lt･1脚における就職がよとしてVy

釣にl別TAされるからである 原爆11#市内にいた古に脈,≡

Lで示 したlZilにみ られるよ うに 件 と糾汁r別の触額を,

重安である

1962-66年の期間における第1次抽出群の死亡 fH土742例

であり1962年10円 1日現在の生存者18,016例の 41%(:

当たる 1962-64年のはWrの分梯 (黄2)と1962-66ヱH:

おける死亡とのriflに明確を開帳はない 年齢榊戒の差 を

縛正 して比較 を行なうと.転居古に死亡者が39例 あ り,

これに対して期待故は48陶であったが,統計的には有寿

でか ､(P> 05) 転居者の死亡率が,ABCC連絡地域

内に治まっている者とtlJ伯 な墓 を示すには至っていない

のは,移grJjが有司三郎屑において少なく.移恥はむ しろ若

年齢層にわける靴職や結解の様なを反映 していることの

ためだけであるかt.Ljlか - 対象群中の転居者におけ

る死亡は, 今絞ますます並要になってくることは明らか

であり.その人々における死亡率が,広島 技崎 に残っ

ている者の それ と塞 があ るとすれば,いっそう重要で

ある



MortalityhlformatlOn

From 1Octob¢r1950to 1October1966there

were 16,536 deathslrltheextended mortality
sampleof82,271A-bombsurvIVOrSplus26,578
whowerenotlnthecltyATE Theintervalof
observatlOnformortalityVarleSSOmeWhatbetween
these two majorcomponents ofthesampled
AlltheA-bomb survivorsWere Observed fora

full16years,butdlfflCultleSlnassemblingthe
matchedcomparlSOngroupWhowerenotLnthe
city ATE could be solved only by resortto

census llStS generated after 1 October 1950,
especlallytheHlrOShlmaDaytimeCensusof3June

1963 DlTeCtCOrnParlSOnSusing thosenotlr)
the city ATE become needlessly complex for
theflrSt3yearsOfthe161yearSpenOdandhave
beensacrlflCedtoeaselTltabulatJOn Also,slnCe
Jablon eta14 haveshown thatsubjectsno= n
thecity ATB havelowermortality rat10Sthan
thesurvIVOrSatalldlStanCeS,dose-specjflCanalyses
arebest)1mlted to tltesurvIVOrS,forwhom the
full16yearscanbestudleddlreCtly SlllCetlle
lateeffectsofradlatlOnSeem nottOberarldomly
dJStrlbutedmtlme,thepresentanalysisISStruCttlred
ultermsOfcalendartlme(川terValfrom radlatlOn
toobseTVatJOn)aswellasageATE OtherbasIC
yarlablesdetermlnlngthepatternofanalystsinclude
sex,clty,doseordlStanCe,andcauseofdeath
Somewhatarbltrarily,therefore,the16-yearperlOd
ofobseTVatlOnWasdlVldedllltOfour4-yearintervals
e】ldl】lg30September1954,1958,1962,al一d1966
The numbersofdeatllSLn theseIntervalsare

死亡に関する資料

寿命網走拡大対毅姑臥 こおける原爆被爆者82,271名と原

爆時 に市内にいなかった者26,578名E=おいて,1950年10月

1Elから1966年10日 1Elまでに16,536名の死亡者があっ

た 対象鵜B]のこのこつの主要糾成区分にもいては,死

亡についての観察胴TZllが若干輿 なっている 4 被柵者の

全か こついて,16年間の独繁が行なわれてい る - ll-,

原掛 噂に市内にいなかった者から成る比蛇群の設定には,

種 々の国難があって.1950年10月lEILJ綾に行なわれた

いろいろの人口調査,特に1953年 6円3Elの広島市昼間

人口調査の名籍を利用する以外に解決法がなかった そ

こで,原体時市内にいな75･つた者をそのまま比較に用い

れば,この16年Rj)の収納の 3年については不必ECt二複雑

となるので,恥刺を稚凱 こするためE=この桝を除外した

また,Jablol1ら4は,原爆特 にTll内にいなかった古の死

亡率が,いずれのPLL触の被爆者よりも低いことをすでに

発車 しているので,16年の皇糊r汀)が直接 に柏計で きる帳

燥者に踊って純i;t別解析 を行なうことがJFl良で あろ う

放射線の(妾影響が時間的に血作為イ1'L)E二分価しているとは

考えられか ､ので,今回の解析は.原爆lri'LF齢のはかに

暦上の時期 (放射線被塀から観察 までの州FEIl)を用いて行

怒った そのはか,解析の様式を決竜する払本的嬰rEと

しては,性,都市.線Etまたは被爆BLi離,および死凶を

用いた ややff密約ではあったか,この16ifrH)の触幣糊

rulとしては,1954年,1958fF.1962年および1966年の9声r

30日をもって四つの咽糊に区分 Lf.: それぞれのJ剛川に

おける死亡例数は次のとおりである

Year Totalsample A-bombsurvlVOrS
咋性 耗畝 耶燥椎蝶&

0

3

2

4

0

3

3

3

3

3

Deathshavebeencoded astourlderlyulgCause
according tO the 1955 (7th)revISIOn Of the
TnternatlOIlaJStatlStlCalClasslflCatlOnOfDISeaSeS,
InjurleS,and CallSeSOfDeath14 asInterpreted
bytheStatlStlCSDIVISIOn,MlnlStryOfHealthand

Welfare,'toachleVemaximum COmParabllltywith
offlClalJapalleSe mOrlaHty StatlStlCS Although

原死周は,1955年(第7回)幡正国際疾病,協普 および死

因統 計'*溜iLlに基づ き.かつ厚生告統計調悲部の頂く導'

を'1けて符号化し,l｣木の公式死亡統計とできるだけ一致

するよ うに努めた 寿命調査対象群 100,000名における

'lftSaPLeaszLretOa亡hnoLL,ZedseLbe亡OTJL.nTJeddSSLSLE7TJCe0/DT･FusE7UedE70/thejuznlSLTySLa//zT2regardLosEL亡bcodzng･

挿うl化二L '_-ノて 哩'tnLへ上田7叶博士.二引き技きこ協力い(_I_'r･てLることをL･L.LrAf十る

10



theautopsyratelSCurrentlyabout40% forthe
LSSsamp一eof100,000subjects,rarelydoesthe
physIClanhaveinformat10mfrom thepostmortem
examlnatlOnbeforehecertlfiesthefactandcause

ofdeath. Thus,apartfrom leukemia,WhichlS
soLntenSIYelystudledlnHlrOSlllmaandNagasakl
durlng llfe thatonemustsupposethatdeath
certiflCateSfromthesecltleSarefarmorecomplete
and accuratethan elsewhere lnJapan,therelS
no reason to expectthatthequallty Ofdeath
certlflCat10n l1-HlrOSlllma and NagasakJdiffers
greatlyfrom theaverageforJapan

Only the undeTlylng CauseOfdeath hasbeen
used from thedeath ceTtlflCatebecause lshlda

and Jablon haveshown that,lllthlSmaterial,
the codlllgOfsecondary causesarLd assoclated
condlt10nSaddsyery llttle Information lO that
provldedby仙eunderlylngCause15

As∫-Oted,ABCCpostmortem StudleS13 haveproI
vldedspecJflCInformationOntheyalldltyOfthe
underlyulg CausesOfdeath o♭t.lined from tlle
deathcertlficates,andltlShoped【Ilattheyolume
ofautopsymaterLalwlHuttLmatelypermltCOnSld-
erably more trenchant analyses of lndlVLdual
causesofdeaththandeathcertlflCateSWlllsupport
Forthepresent,however,theautopsy materlal
can beusedonlylnSupplementaryfashlOn,and
the obllgatlOn tO use the underlyulg CauseOf
deathseemsclear

lntheInterestsOfefflClenttabulatlOn,areCOdlJlg
schemewasdeyelopedonthebas上sOfpastexperi-
ence wlth the data,the mcreased InterestLn

spec汀ICformsofcancer,andtheneedtorepresent
allsystems ThlSregroupingOfthelCDrubncs
IS)lSLed Ln Table 3 Therecodestherewere

used both LndlVldually and ln varl0uSgroups,
e.g.,0ト82(ex 24)torepresentallnaturalcauses
excepHeukemla,10-23allcancerexceptleukemla,
ll-15CancerofthedlgeStlVeSystem,etC

As ln tlle earlieranalysesofthlSSeneS,the
mortalltySamplewascomparedwlththenatlOn
asa whole aspartoftheeffortto evaluate
procedures forthe ascertalnmentOfmortaLlty･
ThegeographicdlStnbut10n OftheJNIH-ABCC
mortalitySample)snotthatoftheentlTenation,
ofcourse,asmostsubjectsSt111llVelnHlrOSh1ma
andNagasakl Hence,1nallyre州yclosecom-
parlSOn between the mortallty Sampleand the
nationaSaWholethegeogTaPhlCInfluencemust
beconsideredasWellastheA-bombexpenence.
InTable4SomecomparatlVemortalitydataare
given tO Indicate theImportanceofgeographlC

剖検率は現在約40%であるが.主治医が死亡診断書の記

入 を行なうときに剖検の結果がすでにわかっていること

はまれである 白血病の梢合は,広島 長崎T･は,患者

の生存中から非,FH二強力な調充が行なわれるので,両市

における白血病の死亡診断料 ま他のEl*各地 におけるそ

れよりはるかに完全,かつ,正確であろう.これ以外に

は,広島 長崎における死亡診断書の質が全国平均 と大

きな姿 を示す と考える理由はない

石田およびJablonが行なった鋼玉で,死亡診断杏に記赦

される二次死凶 と関越死周 を用いても.頓死Iql二よって

得 られる情報にほとんど追加すべ きものがないことが認

められたので,ここでは原死匡】のみ をr史用す ることに

した 15

校述のように.ABCCにおliる柄理学的調査 】3では,死

亡診断廿から求め られる原死凶の確実性についてfL-体的

を実相が待ちJlている 別I糾4料が増加すれは,死亡診

断啓ではで きないような,はるかに徹底 した解析が個々

の死因についていずれ可能になることが期待さil.ている

しかし,現在のところ,剖根材料は的足的な形で糾rHで

きるにす ぎないので,原死因をflJ剛する必要があること

は明 らかである

il主部を効果的に'fTなうため,Yt料にF哨す る過去の皐羊膜,

措置の功 に対する用心の増大.ならびにすべての器官系

統 についてBul･する必要惟･などを考慮して分群符号の再

編成 を行なった このl国際疾病分損の朽編成 を滋3に示

した.ここに示 した惟正符号は,個 々に利rrlするととも

にいろいろに組み合わせて使用 した.たとえば.01182

(24を除 く)は白血病 を除 く皇病死,10123は白血病を除

く全癌.ll-15は消 化器系の癌 などである

寿命調査に関する以前の解析と同 じように,寿命調査対

象群とEl本皇国の死亡率 を比較して死亡確認の作菜の評

価を拭みた 干研一 B̂CC寿命泊韮対良群の地理的分布

は,皇国人口とはもちろん実 なっており,大部iHま現在

も広島 長崎に居住 している したがって,時命調査対

象群 と皇国の死亡率の脈密 な比較 を行なう梢 'E,JH=は,原

爆被棒Lがいこ地理的影'&をも考慮 しなければ ならない

黄 4(:おける死亡率の比較は,地理的嬰因の並野性 を示



VarlatlOn lttendstobereflectedlrlratesfor

particularcauseseven moreStrongly,Ofcourse.
Forexample,ln Nagasakldeathrateshavebeen
weHaboyethenationalayeragefortuberculosis
overthepenOdunderstudyhere. lnHlrOShlma
rates have been especlally high foraccidents.
Expecteddeathswerecalculatedforclty-Sex-age
groupsforeachyear,onthebasュsOfage-and
sex-speclflCmortalityratesforallJapanlnthat
year,and theappropnatesumscomparedwllh
thenumbersofdeathsactuallyobserved Because
oftheIrregularonsetofthepenodofobservatlOn
fortheirmortality,thosenotm thecityATB
wereomlttedfrom thecalculation. ForadmlnlS-
tratlVereasonsthecalculal10nWasfurtherrestrlCted

to the 72,758 A-bomb SumVOrSlntheproper
partofthesample,1.e.,eXCludlngthereservegroup
AgewasgroupedIrk5-yearlnterValsforpurposes
ofcalculationthroughout, EstlmateSWeremade
forthefouowlngsomewhatarbltrarygroupsOf
Causes

している この要因はもちろんある特定の疾 怨の率 に特

に強 く反映 される傾向がある たとえば,ここで珂盃の

対範 となった期FFjlにおける結核 による死亡率は,全国平

均 よりも長崎 がかなり高い 広島では解放死の率 が梓に

高い 各年倭 における都市 性 ･年齢別の期待死亡者故

は, その年度 における日本全国の年齢別および性別死亡

率 を用いて計算 し,それぞれ適 当に合Ttlして実際の観察

死亡者数との比季長を行なった 原体峠 に市内 にいなかっ

た群は,死亡 につ いての税額 が開始 されt.:時期が不規則

で あるので,計算 に含めなかった このほか,実施上の

理由で計罪は対象拡団の基本群のみ,すなわち,テTq'LT群

を除いた被爆者72,75B名に限定 した すべての計昇 に5歳

年齢階紐 を用いた.死因 を次の よ うE=やや任意に群別 し

それについて計算 を行なった

Recode lCD(7th) cause
推正符Tr等 前7回同際疾稲死Bl分捕 死闇

I-

0-

1-

0-

0-

Al)皇例 Allcauses全死因

E800-E999 Accldents,poISOnlngS,andvlOlence
不臆の解放,中確および偉力

00ト795 Aunaturalcauses,lnCludlngleukemla
皇揃死 (白血病を含む)

001-0I9 TuberclllosIS
f∴Iホ

1401203,205 MallgnantneOPlasms,exceptleukemla
白瓜梢を除 く懇性抑Jii物

204 Leukem)a
rj血1r'q

330-334 VascularlesionsaffectingCentralnervoussystem
中限神経系の血･TS=JEl悩

420 ArterlOSClerotlCheartdisease
軌脈硬化性心暇横位

540-541 PeptlClllcer
消化性親疎

5901594 NephrltlSalldllephrosIS腎炎および耳.7 ローゼ

Finally,thecalculatlOnSWerenotmadeasone
wouldcreateallfe-tablecurveofsurvIVOTS(Lx),
le,by multlPlylng the orlglnalcohortby the
complementofthe mortality r(lteforthe lst
year,leduclIlgthecohortby thatproduct,and
thellmultlplymgthereducedcohortbytherate
forthe2ndyear,andsoon Rather,theywere
made by multlPlylnB the obseryed (rrudyear)
numberofsurvIVOTSlileach yearby therate

なお, この計算では生存数 (Lx)の生命 表曲 線 を作る均

合のよ うに,F(袖の コホー トの尖女に第 1年Elの死亡率 を

祥トけてその柵 をコホー トから引 き,次に.喋 ったコホー ト

の敦に2年目の死亡率 を瀕トけるとい う方法は岡Llなかっ

た 時期別比較 におElる期待散の者燕 を高め るため,各



for thatyear,So asto enhance thevalueof

theexpecteddeathsfortlme-SpeClflCCOmparlSOnS*

Forthe72,758A-bombsurvivorsWhoseeCPeCted
deathswereestlmatedlrlthefashiondescribed,
the 161yeartotalsareasshowrblnTable5for
both cltleSand both sexes In view OfIts

A-bombexperienceandnarrowgeographlCSelection.
the mortality Sampledlffersfrom the natlOnal
average less than might have been expected
OutstandinglSthediscrepancyforleukemia,but
also orLntereStare those forothermallgnant
neoplasmsand fortuberculosis lncomparlSOn
withanexpectationOf25deathsfrom leukemia,
the A-bomb survIVOrS Ln the sample actual)y
suffered96,forthosewlthln1400m ATB,how-
ever,onlythreewereexpectedvs570bseryedH

ForthelndlVldua14-yearperlOdsthe0/EratlOS
are 97, 104, 95,and 97 For the four
c】ty-SexcomponentsorthesampletheratlOSare

HlrOShlma
広.(A

Nagasakl
長崎

ThatlS,forbothsexes,mortaLltylnHlrOShlma

lSatOrbelow thenatlOnallevel,butlnNagasakl
the ratlOSareWellabove ThlSCOmparlSOnlS
extelldedtoothercauseslnTable6 AgeATE
ISCOnSJderedlnTable7 alsobyclty andsex,
fortheagegroups5-9,15-19,etc.,ATB There
lSnOCOnSIStenttendencybyage

ProceduresforobtaLnlngpermlSSIOnforautopsy
atABCC aresuchthattheattendlllgphysIClan
willalmostalwayshaveflledthedeathcertlflCate
beforeautopsycanbeperformed. ThisCreates
anunusualopportumtyformonltOrLngdeathcertl-
flCateSaStOthequautyofthelrlnformatlOnOn
cause ofdeatll Jablon etal16 evaluatedthe

ABCCseriesOf1215autopsleSfor1950162,and
showed that the correspondence between the
ullderlylngCauseOfdeathalldtheprlnClpalautopsy
dlagllOSLSISgenerallygoodformallgnantmeOplasms,
andforthema)orcardlOVaSCular-renaldlSeaSeSaS

年度の年央 における観察生存者故にその年度の死亡率 を

掛 けて計_33:した *

上記の方法で原爆被曝省72,758名の期待死亡者数を計罪

したが,両FFiもよび男女をlmlしたL6年l汀Iの祇刑を滋5

に示 した 原爆被爆者であり,かつ限 られた地域 からの

対象者相.Eiiが行なわれたにもかかわらず,対命汎玉村範

群 と全国平均 との間の菱は予想 さnたほど大きくなかっ

た 白血柄に成語 な差がみられるが,その他に%EL性桝当三

相および指摘 にも差 があることが卿味 を引 く 白山柄 に

よる州丁寺死亡者数が25例であるのに対 して 対象群中の

原爆被蝶者に実際に観察 されたのは96例である しかし,

被爆距触ユ400rrL束I継の者では,期待放3例に対 して触解

離が57例 であっ/i ''それぞ れL]'rr-ごとのJlF川H=わける

観察 数 とJg]待 奴の比 は 97.104, 95, 97である

対毅者を郡市別 憎別に四つの群に/JTけてこの比率 をみ

ると,次のとおりである

male 9与 1.00
female女 .89

male ダ与 114
remale女 112

すなわち,死亡率はgi女ともに広/ntlJが全国平均あるいは

それより低 く,一方,長崎はかなり高い その他の死周

について同様の比帖 を哉 6(=示 した J窮保崎 の fF一齢 を

5-9歳,15-19歳 というような年齢肝に分けて郁巾 ;lJ

性 別に絶対 したのが妾 7であるが,fF･齢による一定の傾

向は認められない

ほとんどの1坊合,剖臓の英施以前に主治医はすでに死亡

診断がの記入を完了している そこで,クE亡診LUr即に記

聴 き31ている死国に関する脚部の正確件 をt.jT肘するql例

のない械会が得 られ る Jab】orlら】6は,1950162年の

ABCCにおける別根1215例を調査 し,原死凶と主EZl剖根

診断 との一致は,蛮性字Fr生物 が一般に良好であり,心腎

棋 牡も一括 してみれば良好であるが,個 々の循環器系疾

怨は一致率が低いものが多いことを認めた そのほかに,

-IγEL7'eZTldebLedEO 1̂'.AlasdnOTZOLahe/o'LbesecaLcuLaLTOJJS. この朴井 を担当 した大作TE繕氏に感料する

H A= beEetJeLo/L7[LhllOZL/n CaIL5eS0/deEZLb(ex亡ITLdITZg32deEZLbS/rot,2〟n如oTLm Cases),Lbere we,eLJ,8LO
obseTLJed(O)deaLbsusI2,006exgecLed(EJ,LL/,Lh0/E-98.
皇死周による死亡でEi(死凶下LlllJ)321可を除､ILq繋Ft(0Ill.810名書=Ulr奇抜lE日2006名で,川L古と(生名との比は 98である
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a class,butpoorformostofthelndlYldual
circulatorydiseases. Theyalsoshowedthatslnce
1961theABCCautopsyseneshadbecomemuch
morerepresentativeOfaudeathsLnthemortality
sample,especlauy regardlngexposuretOatOmlC
radlatlOn and causeofdeath By theendof
1965 theseneshadlnCreaSedto2539autopsleS
ofwhich J972 had been accumulated ln the

1961-651nteJValwhelltheaverageautopsyrate
was39%,and every effortwasbelllgmadeto
achleVeamaXlmum,unblaSedprocurement. ln
1967 BeebeetalstudlCdtheseriesaccumulated

through 1965astosourcesofvanatlOnLn the
autopsyrate,ProbableyalldltyOfthedeathcertlfl-
catlOnOfcause,andposslb)eInfluenceofatomlC
TadlatlOn13 Theyshowedthattheautopsysenes,
whilestllIsub)ecttosomeselectionwithrespect
toage,placeofdeath,exposuretoradlat10n,and
causeofdeath,hadbecomelnCreaSlnglyrepresen-
tative. A summary of thelr findmgs asto
correspondence between the prlnCIPalautopsy
dlagnOSeSand theunderlylngCauseOfdeath lS
glVen ln Table8 ThedetectJOnratesShown
thereglVethellkelll100dthatthecasesattrlbuted
to apTlnClpalautopsy dlagnOSISWLu have the
same dlagnOSISaS theunderlylng CallSe The
conrlrmat10mrategivestheJikelLhoodthatcases
of a glVen ullderlylng C.luSe lVlllhave been
"confirmed"by thepmncIPalautopsydlagnOSlS
Thesearenottheonlyusefulmeasuresofvalldlty
oreven ofagreement,anddonotuseallthe
lnformatLOnavailable ThatlS,for39% Ofthe
underlying Causes lacking COnflrmatlOn by the
prLnClpalautopsydlagnOSIS,theunderlylllgCause
dldneverthe)essappearamongtheancillaryautopsy
diagnoses Thus,amongl52caseswlthtubercu】osIS
astheunderlylngCause,Only 100,or66%,had
tuberculosISaS the prlnClpalautopsy dlagnOSIS,
butln 123,or81%,tuberculosisappearsamong
theautopsyd)agnoses TheseconslderarlOnSa一e
especlauy Important for uldlYldual circulatory
dlSeaSeSWhlChhavelowconfJrmatlOnrates For

example,therewere316deathsforwhichcerebral
orsubarachnoldhemorrhagewastheundeTlylng
cause,andIessthan20%ofthesewere"confirmed"
by the prlnCLpalautopsy dlagnOSIS,butln an
addlt10na133% thesecondltlOnSWereamongthe
ancillaryautopsydiagnoses.

Low detec(Ion ratesreneCtPTOPOrt10natetosses
ln theamountoflnformat10n,CitSeSarem lSSed
ConflrmatlOnrates,On theotherhand,measure
thevalldltyOrtheunderlylTtgCauseultermsOf
thepnncIPalautopsydlagJtOSIS Theobservat10nS
ofTable8suggestthatonlyfortuberctllosIS,most

formsOfcancer,cITThosIS,POSSlblydlabetes,and

1961年以降のABCC剖検f剛土.特に原爆放射線被曝およ

び死因の枚 卓からみれば,寿命調査対扱群における全死

亡 をよくlt妾するようになったことをま7?I,めた 1965年末

までに剖綿は2539例に増加 した この中に,平均別技辛

が39%で,で きるだけ偏 りの少ない剖抽例を入手するよ

うに極力努力 した1961-65年の期けrllこ行なわれた別綾例

が1972例ある 1967畔に BeebeらはL965Lr一束 までに収放

された剖検例 を川いて剖根率における変PlJの軌 死亡診

断沓に記磯 されている死因の正確性 および原体放射線被

曝の影響の有坂を晴押 した 13 割附朴 二は.if･'齢,死亡

場所,放射裸被篠および死四の面で若干の選択性が残 っ

ているが,以前よりは対象者のt弗蛇に伯 りのないことが

認められた 主要剖l兵診断と原死因との一致についての

成頴 は衷8に示 した.ここで発見率は,ある剖綾.診断が

与えられた症例に対して同 じ疾病が原死Egとして記取 さ

れる可能性 を示す 柿認率は,ある析死同が別柏診断で

｢確認｣される可能性である この方はは,稚東伯あるい

は一致のヰ呈度 を劾-梨的に示す唯一の指標でもなく. しか

ち,入手されているすべての伯都を泊桐していない す

なわも,主穿剖幡診断で確認 さJlなかった原死岡の39%

は,関越剖掩診断の中に含まれていF.= たとえは,結核

を原死因 とする 152例の うちわずかに 100†臥 すrJ.･わら

66%が結帽 を主嬰剖 梅吉夕断 としていた しかし, その

123例,すなわち,81%では剖 持診断 の一つに結核 が含

まれていた これについての考察は,確認率の低い個々

の循環器疾患の柏倉に柿E:重要[:なる たとえば,脳出

血 またはクモ膜下出血を原死因とする死亡 316例41の20%

以下が主管剖根診断によって｢柁詑｣されたが,そのほか

に33%は関越剖根診断に含まれていた.

発見率が低いことは,それだけ情報が失われることであ

る すなわち,症例が失われることである.一方,確認

軍は主等剖柏診断 と比ノミI=JB/E,-(T)頃確用LT)正確性 を測 る

ものである. 彰8をみると,結持.大部 分の項,肝硬要.

増環病および外縄についての確inLj宰がか壬.)高い 二の

)1



trauma are conflrmatlOn ratesreasonably high
Thisdoesnotmeanthatforallothercausesthe

dataaresolnaCCuratethat)aterradLat10neffects,
lfpresent,couldnotbefound,butltdoesmean
thatsuch effectsmustberaLrlyJargetoemerge
from theanalysis Obviouslythedataonleukemia,
where the radLat10n effectlsyery large,COuld
besubjecttoconsldcrableerrorandstLllproylde
statLStlCaleyldence ofradlatlOn leukemogenesIS

Although,on thebasISOfTable8,1tWasnot
consLdereddeslrabletoLlmltanalysesofunderlying
causeofdeathtothedlagJIOSeSOfgreatestyalldlty,
ltWasneYeTthelessdeclded tosupplementthat
analystswithautopsydataofthe1961166period,
andtoemployallautopsydlagnOSeS,notmerely
theprlnCIPalautopsydlagnOSIS. ThedlStrlbutlOnS
ofdlagnOSeSdenved from 1576 autopsleSare
shownlnTable9. TabulatlOnSWeremadefor

thedlagnOSeSStartedinTable9andwererestncted
forconvenJenCe,tOSubjectsln theProperPart
ofthesamplewlthT65doseestllllateS J)ecause,
evendurLng1961165,thereremainedsomeselec-
tlOnOfautopsleSWlthrespecttOdlStanCefrom
hypocenter ATE, tabulat10nS Or the autopsy
dlagnOSeSareCOnflTledtothesetof1576autopsled,
autopsy dlagnOSeSarenotrelated totheentire
sampleofsubjectsasISdonelntheanalyslゝOf
underlyLng CauseOfdeath ltlsbelleYed that
thlSProceduredoesguaranteethatthesearchfor
radLatlOJleffectsISfreefrom thesmaublaSln

theautopsyrateItself

Doslme【ry

The methodsused lndeveloplngthedoslmetry
forA-bomb survIVOrS have been descrlbed by

ArakaWawithpartlCularreferenceto theT57D
system used atABCC lntheper10d 19591658

The currentT65D system representsa major
modlflCat10nbasedLnlargepartontheworkof
Auxleretal10 and ofChekaetal,lland lS
descnbedlr[detailm anABCCTechnlCa】Report.9
AnllldependelltCOnrlrmatlOnOftheal一-dosecurves
ofAuxleretal10hasbeenpublishedbyHashlZume
etal17 valuescalculatedforLndLVldualsuryIVOrS

dependondetailedshleldLnghlStOneS8 0btalnedul
theperlOd 1951160LrLNagasakl,and 1954-621n
HlrOSlllma TherelSllttleobJectlVelnformatlOn

onthereLlabllltyOfthesehlStOrleS,thecollectlOn
of which has been underthe supervIS10n Of
consultants from the Health PhysICS DIVISIOn,
ORNL,since1957,butthroughouttheper10dof
lnqlllTy StlrVIVOrSSeemed able,with theaidof
aerlalphotographsofthecltybeforetllebomb,

ことは.その他の死因は溌料が非常(=不正確である/=め

に放射線紘影野があってt,繰 出で きないとい う一哲味では

ない ただ,その泉多管がかなり大 きくないかきり,この

解析では判明 しないとい うことである たとえば,白血

病には放射線の影甥がきわめて紺碧であり,その輯料に

相当の誤差があってt,放射線性 rl血柄発生についての耗

計的征11月がで きる

去8の結果からは,原死EEのA手折を正味性の爪も訪い疾

病に限 ることが望ましいとは巴わないが,解析にあたつ

ては,1961-66'rFの剖柏宋料をbn昧 し,よ窄剖柏診断 名

のみならず,すべての割怯診断 名をflJfFIすること[=した

仏計では,便宜 l･.対象古の基 本肝の中でT65線fit推定肱

が求め られている毛に隈竜 して頚 9で旦印を付した項 目

のみを取 り上げた か こ示 してある卿哩は1576例の剖根

からはたものである.L961-65年の脚rEilでも,原爆時の

棒心地 からのG日経によって剖検例が選択 される仰向が若

干残 っていたので,剖根診断の処計はこの1576例lこ限定

した 刑検診l折については,呼死周の肺桝の梢 '.lu.のよう

に対象群全体との開院は求めなかった.この方法によっ

て,放射線影やの探索にあた り別綾宰そのものにおける

畦度の(捕りを逝けることがで きると考えた

綬1測定

原爆裸体竜の線li主測雇を行なうためにIIhlら11[=性 その

方/i',特に1959-65年の朋rEIH_Al3ccでfJ川】LI_T57宗虫

兄推在仏に関 しては l̂tlkalVaが記述 している 8 現行の

T65線iA推7E肱は,主として Auxlerら-1と Cllekaら1'
の研究に基づいて行なわれた大税快rJe'(打の結 柊̀であり,

束発車のABCC某紙 報 害怨に.lTt細lに脱仰lされている 9

招語 らは,他日の調丘で AuxlerらLOの空気線 虫曲線 を

確認する幸吉栗を報菖している 17 各掩体毛の音別正計主7:の

基礎 となったのは,長崎で1951-60年･,広.eTJで195J-62'Lr-

(:収 fJ:.された.if･純 な遼東u亡録である 8 これらtT)漣砿k記

録の粥 処は,1957年111ミOakRldgeNatlonalLaboraton

作It&拘理部門から派遣 さnた榔ri:JJ)指礎の もとで行合わ

れたが,JEのISTITL性 についてくT)筈枕的戊梓=よほとんどな

l～



torecallthelrCl∫CumStanCeSATElngreatdetall.
When stateddlStanCeATE onasampleofthe
JoJntCommlSSIOnrecordswascomparedwltllthat
obtainedIndependentlybyABCCshleldlngteChn卜
clansyearslater,theagreementwasgood18 1n
hisPSyChlatnClnterVleWSlrI1962,Llftonl9was
ImpressedbythelmmedlaCyWlthwhlChsulVIVOrS
recalledtheeventsofthefatefulday

Although AJ〕CC field workersllaVeCustomarily
evaluatedtheirShleldlnghlStOrleSIlltermsOfthe
probablerellablllty Oftheirlnformants,andthe
resultLllg ClasslflCatlOn lSCamed on thesource

tapesusedforthepresentanalysts,nOadequate
analyslsofthlSClasslflCatlOnhadbeenmadeprlOT
totheplanningOfthepresentreport Accordingly,
thisClass)ficatlOnhasbeenJgnOredlnmaklngthe
current analysis,and alldose estlmateS Were
employed.

TheT65J)estlnateSOfbothgammaandneutron
dosesrotHlrOSLl】rnaSuTVIVOrSaregenerallyahalf
toathlrd oftlleT57Dyalues(Table10),reflec-
ting thedrastlCreVISIOn ln theestlmatedyleld
oftheweapon by Auxlereta1.,10 moderated
tosomeextentbycollSlderablyhighertransmlSSIOrl
factorsforgammarays ln 1962Brilleta】20
CalledattenLIOntOthegTeateTapparentlnCldence
ofleukemlaperT57 rad ln Nagasaklthan Ill
HlrOShLma I.lblonetallaternoted4 thatthe

T57DestlmaLesforHlrOShlTllaalldNagasaklSeemed
LnCOmmenSuTate When thesuryIYOr50fthetwo

bombs were compared on the'basIS Ofthelr
reported preyalenceoracutesymptomsATE,a
fad ln NagasaklSeeming tO beabouttwICeaS
potentasa一adlllHlrOShlma Accordlngly,the
tattercompansons have been repeated forthe
new T65D estlmateS(FlgureI)byFukushlma,21
andagaulthecltleSdlrfer,butthelrpOSltJOnis
reversed The two bombsdlffered greatly ul
thelrSpectraOfnuc)earradlatlOn,thealldose
atlOOOm being madeup ofgammaraysand
neutronsllltheratlOOf131forlilrOShlmaand

about2511nNagasakl )ftheT65DestlmateS
are correct,ltWOuld appeartll.ltan EtVerage
R13Eforl一eutrOnSWOuldbeaboutfourforsuch

ma)oracutesymptomsasepllatlOn

Although thepresentsampleLSheayilyweighted
wlthprox)mallyexposedsumVOrS,abouttwo-thirds
oftheT65D estLmateSarebelow lOrュd The

dlStrlbutlOnOftheentireSampleofsurvIYOrS,by
clty,andaccordLngtOthec]assILnterValsusedhere,
lSgivenlnTable ll,wlthneutronsandgamma
comblnCd H toprovldethetotaldose lthas
notbeenposslbletoestlmatethedoseofalmost

い しかし面積銅盤の行なわJlた期間の 全作 を通 Lrて,

鞍捧者は,原拝以(-)fJの空Itl写共から原件時の巾:態 を詳細

に思い,ttll-ことがで きた.合同網走EFEの妃絹の -EBを遊

んで,そこに記録 してある横棒距能 を,何卒も経過した

綾にABCC連立凋盃凸が単独に調べて求めた距離 と比較

してみると,両者はよ く-鼓 した lB1962年に LlfLonl9

は心増学的面接凋J!Eを行なったが,抵頒古があの運命的

杏-･Rので きことを容馴 二F7L_Z.い起こすことがで きた!5が

印象的であったとい う

ABCCの誹】五日は,過.lil;,回答 古の(;T雌l削 こ応 して遮蔽h,

記事責を評価 しており,その評価のf!i架は,今回の解析の

基礎漬料としてFFJい7=テ-プ記鼻毛に記叔 されている. し

かし, '1回の報3-をp7hqlする川前にこの.!f･ldi結果の分頬

法について L'仲うぷんをr長打がIJ"えられた ことは ない

したがって,今回の粥折では,この評価;lyiをk祝して,

すJlでの;托屯推7E坑を桐いることにした

広島被楳 古のT65抑IJ川仁在位は.カ/て耗!と中性子がと

もにT57緑l_ltlLE,{帆のたいたい1'JTないし3分の 1であ

ら(案lo) これはガンマ荊!の通過係I'Lかかなり古めらn

たことE:よっである相性絹刺 さ11たとはいえ,Auxlel･1710

により原ナ削二よる稚生放射毒力壬_h亡の椎',iIT血に大きな安聖が

行なわれた結 架である 1962･1-に 131111ら:Oは,T57書架

訳推定値による llad当たりの仁E血賦与を生やは広.鴨より

もJ;1(崎がISいようでj)ることを指摘 した その(>LJablon

ら1は,鮎洪 されているl琉体IEJTの an=_症1(･の堺性を川い

て両市の椎体古を比lRL,ll;息 ･追時雨rFlのT57線:一t推

定鮭の問に了､均恥がJll),長崎にわける 11adは広fu17の

Iradのi')2供 し強 ノ)であるよ うにIil.われることを認め

た.そこT･,祈 しいT65歳延推看肱を糾い[=同相な比蝦

が福島=1によって行なわれ(図 日 .両市IL:)の壬が再びみ

られたが,両市の糊掛 土逆転 していた 二つの呼株の放

射線 スペ 7トルに大 きな葦があり,1000!11にわ(-1る空気

線止のカンマ線と中性子 との?flJ(Tはは.鶴が 1.3 1,長崎

が約25 1であった.このT65線fl川長老組が正 しいとす

れば,脱毛などの主賓亀性症状発生の/=めの中性子の平

均 RBEは約 4であるように思われる

/7-回の 対象者 に近距舶被件名 が多いとはいえ.その約

3分の 2はT65純血推定値が10radltJFである 両市に

おける被爆 対象者全作の中性子とガ/マ諦止 をそのまま

I 1で告計した縫線丘別'3両 を'TA回の解析で･伺いf='}JI

頚圧 )Tl二托って示 した(I)が黄11である 正確 +J:fl{Bt推竜

法のない異 常 な建甫引火j見下[=あった者 (屯 砂 工Jq等),
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FlGURE1FREQUENCYOFHISTOPYOFEPIL̂T10NBYT65DOSE& CTTY

図 1 脱毛の材i度 T65宗易ミR 附 h一別
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5% (3% 111HlTOSlllmaand9% lnNagasakl),elther
becauseorulluSualshleldLngSltuatlOnSrotWhlCh
Tellable methods of estlJT)at10n do not exist

(【ro)1ey-cars,factories),OTbecausedeathormlgra-
tJOnOCCurTedbeforeasllle)dinghlStOryCOuldbe
obtalned SIlle)dlng COnfiguratlOnSOutSlde t】le
scopeofpresentestlmatlOnproceduresaremuch
moreprevalentamongNagasaklSurVIVOrS There
lSanaSSOClatlOn between theabsenceofaT65

doseestimateandearly(1950-54)morlalltythat
hasstrengthened ourdetermLnat10n tO Perform
theanalystsOnthebasJSOfbothdoseanddIStanCe,
alldtoincludeamongthedose-SpeciflCCOmparlSOnS
onethatwouldenablethehlghermltlalmortalJty
ofsub)ectswlthunknowndosetobeexamlned
(Table12) ntelndlCat)OnSarethatlnltlalmortality
lShlgh lnthoselacklngT65D estLmELteSbecause
death occurred before shleldlng hlStOrleS Were
sought,and tllatthey tend to bedrawnfrom

those mostproxlmally exposed Orthe379L
subjectsofunknown dose,1918 Wereexposed
lVlthln 1200m lnHlrOShlmaOrWlthLn1500m ln

Nagasakl,andrepresent26% ofau73401nthe
sampleexposedatthesedistances Jneachcity,
forTIXed dlStanCe,1950-54 moTtaLlty 】Shlgher
byanaverageofabout50% amongthosewhose
doselSunknownascomparedwlththosewhose
dosecouldbe=alculated

または池蔽調王己炎施tJJ'1n=死亡 またはfS糾しf/i;がある

ため,約5%(広島 3%.Li崎 9%)について線 iIとの推 ,ii

が不可伐であっf= 現ifの線T.u推,EL'i:tr)帥外にある虐ill

状況下の古は妓崎の椎体古にはるかに 多い T65裸;Li推

定値の TT虹と■IL州死亡率 (1950-5111r-)とのriH(:riH7.6がみ

ちhたので,満州.とSE･J省長のメ丈JJを川いて解JJ-Tをllなうべ

きであると考え,線;止別比暇のllIに孤iltの lThEによる比

較 を加えて,孤 :lt1;11Flの占[:ムliる-I'糊死亡率の州bEIを

拍j･J'することにした (弟121 T65抱 はLfモ雀机が縛られな

い例(;rll糊死亡率が-I.71いのは.磨献湘TE7f碓L)rJlLll死亡

したためであり,そのような井が至近SL!雌の被搬 占桝と

して 多く抽出 されている帆 司があるよ うにみえる 純1li

不明J)3791例の うL',1918例は瓜 屯で12001rl束.弟,妓崎で

15OOm束i臥T)鞍体古で5)り,これらはこのBL!艦蛙'JLTにあ

ける対範音程訣7340名の26%に当f=る 両市のい-Fnに

おいても一定V)Sr･.雌 における1950-54年のJ/E亡率は,線

_FLk不llnの者のほ うが経過計_杵の可帖であっ/=令よりい rL

均 して約50%高い



CalculationOftheT65DestlmateShasencouraged

prlmaryreltanceupontlleSeeStlmateSlnSCreenlng
theexper】ence forevLdence thatlatenortallty
dependsupon the amountof)onlZLngradlatlOn
receIVed Ground dtstance*̂ TB hasnotbeen

Ignored,however,buthasbeenusedlnParal)e)
analyses forthe sake ofcontlnulty Wlth the
earllerreports,becausedosecannotbeestlmated
forasLgnlflCantnumberOfsurvivors,andbecause
ofthecorTelatlOnWithmortaLJtyalreadydiscussed
DISlancelShandledsomewhatdlfferentlyinthis
reportbecauseorthechallge)nall-dosecurves
Itno longerseemsadv)sabletodlVlded)Stance
lnthesamewaylnbothcltleSandthencomblne

theclty-groupsdlreCtly ThenewmteTValsemployed
fordlStanCe,and the medlan T65 totaldoses
(neutronsandgammacomblned 11)are･

後脚死亡率 と巧雌放射親.慨 噸純hT王とのr削ibの有埠を調査

す るためにこの T65純血推在仏 を主としてFflいることに

した しか し,原爆碑の被俳距離'は hE祝しなか っ た.

以前の報告 との一軒t]=_を保つ/=め, また,前記のよ うに

相当数の鞍横着 についての線位推定が不可能であ り, ま

た,これが死亡率 と相関があることなどの埋由で,距離

を開いて解析 を並 行 して行なった.ただ し,空 気芳名Hit曲

線 lI変更が加 えられ/=ので, /;LE)の報告では拒能の収い

方 を若干要 えてある 両ポにおいて距艦 を同 L'よ うにr%

'hL,その うえT･両rliを直接 /n̂計十ることは望 ましくな

いと思われた gL･肝のWrLい分捕区分 とT65総妬きiitのrP

央fEa(中性子 とガンマ線 を l対 Lの削合で合計)は次のと

お りである

Group GroundDhtJn功 7ttt… NedlanDlD#
肝 HlrOShlmad=/･7' Nagasakl戊崎 毒虫jLt中央TL丘

1 1700十 ,m

II 1400-1699

111 1200-1399

1V <Ⅰ200

2100十 nl 0rュd

1800-2099 18

1500-】799 60

<】500 199

ThosewhowerenotlnthecltyATB,butwho
enteredwlthJnthenext30days,havebeendlVlded
accordingtOearliestdateanddepthorpenetration
towLlrd the hypocenter,1n reCOgnltLOn Ofthe
factthatsomeoftheearlyentrantsreportsymptoms
characteTIStlCOfacute radlat10n JJIJllry,and of
thedecISionoftheJapanesegovernmenttorecognほe
asHexposedMthosewJ10entered､vlthln2weeks22

AnalysesofInduced TadlatlOn and fa11out23,24

suggestthatearlyentrantsprobablydidriotreCelVe
slglllrLCantamountsOfr乙IdlatlOn Evenlfeffects
WerelobedemonstrLltedforthisgroupltWOuld
be )mposslbleto descrlbethem lndose-speclrlC
terms Forthesereasons,andalsobecausethose
notln theclty ATE dlffersoclOLog]Cauy from
thesuLVIVOrSOfthedirectradlat10n,thedose-spec)flC
analysesareconfllled tothosewhohavestated
thattheywerelnthecltyATB

原爆時 に市内にいなかった者の うちの ■p-糊 人市名の中に

は,急性放射線枠磐の特散的畦,1JLがあったと報告する者

t,あること,また,日本irx和が 2週JZルIrJqに人rllした古を

微俳名と詑7Eしていること:2を考え,30日以内 に人rlI'した

古をFHlJの 入i71J年Huと 入Tff他 L!･.1二基 づ い て 分印した

しか し,絹瀕 放 射従 と降 下杓 についての調丘では,:= '

rll糊人Tff糾 ‡おそら くTl悪な放射純 を12けていなか･)た

とい -)ことが示唆 されている ニLT)群に;卓三羽 が托hLされ

たとしでし,維Liとのf'J]緑を確立することは不可能であ

ろ う. この ことのはかに 頃喋時 に市内 にいなかった舌

は.直接被爆者 とtT)間に社会･(_･的を条件に差があるので,

稚拙別解析 を原保崎 に市内にいたと巾 し述べた省に限定

した

'LncdLcLLLaEzTle doseLE,S ''sIa〝tdzsLanceH, t･e･,d･sLancE/TOM Lbe eL･ZぐenI亡'.LbarJSused. ForLl･TosbLma SIEZnL
S･mPLeLLnear/〟,ICLIOガOfgroutldd･sLance.butM Na▲LZSat,.a,hereLbeterraln0/LnLE'ESLZSnote乃LzreLy

Flat,LblSIS〝OJLbecase, NeuerLbetess.gTO〟TTddzsLancezsusedhE,eLTTPTe/eren亡eLosLd,ILdlSL伽CC/OTLbes̀zkeo/
compL7TGbJILtyWZLbp'Eo'allaLyses･

線んいつ.相帯.:､i｢hJ.rill･艦｣. 卜'IJ,>'.坤古さLりうらL'川E･艦 を rHL･る 広.bでは 正純柁qtは地JBEAlの堆純な絶望阿itでf)るか.丘崎

で.川l臥')他rqLT)JM,ri完i;I_叩けこ士+'いtr)で 'll川う一端JJ)でいる LカL l川IJ)耶折との此l空を可能t.に1.るため.虻神経AEよ
･)はJdiJTltlEBをFrlい/_
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StatisticalandOtherConsideratlOnS

sinceltCannotbe assumed thattheeffectof

radlatlOn Wlllbeunlform wlthrespecttodemo-
graphic factors,calendartime,Oreven Cltyat
theleveloftotaldose,and since the rlSk of
mortallty lSeSpeClallysensltlVetOSuch factors,
the analyses have allbeen controlled on age
ATE,sex,city,arLdcalendartime. ComparlSOnS
areeltherstandaTdlZedforageorareage-speciflC,
and separate tab)es are provlded foreach of
four4-yearlnte"alsand fortheentlre 161year
period AgelSgrouped Ln 101yearIntervalsof
ageATE ln thesetables,and thetlme-)nterVals

are the four41yearPerLOdsdef川edpreyIOuSly.

SincetheradlatlOnunderstudyemanated from
bombs.theposs)bLllty mustbeentertaLJled that

the radlatlOn dose TeCe]Ved by a survIVOrlS
correlated wlth othercharacterlStlCSthatmight
lnfluel一CeSurVIVal,Whetherthesebeotherproducts
ofthebombofeCO10glCfactorswhosedlStrlbutlOn
somehow correlateswlth thatoftheradlatlOll.

St】cheffectsaTtdcorrelat10nShavenotbeenshown,
butneithercantheybedlSmlSSedoutofhand.
FortechnlCaLreasorLSlthasnotbeenposslbleto
includesuchfactorslntllePresentreport

Screenlngthemortalllyof16yearsforeyldence
thatLOnLZlngradLatlOllmayhaveinfluenced the
probabllLty Of dylng lJl thlS ulterYallmplleS
dependenceuponstatlStlCaltest,andsometests
aremoresensltlVethan othersaga)nstpaTtICuLar
alternatlVeSlothenullhypothesISOfnorelatlOnShlp
A smallbutllnearIncreaselnrlSkwlthlnCreaSlllg
dose,forexample,maynotseem 【Obeaslgnlf1-
Cantdeparture from homogeneLty ln a2xnx2
testofgeneralhomogeneltylnWhichthedlreCtlOn
andorderingOfdLSCrePanCleSfromaverageexpecta-
tLOnarenotCOnSldered However,ltmaybesuppoI

BedthatanyeffectofradlatlOnWOuldbepTOpOr-
tlOnaltodose,OrtosomefunctlOnOfltHencetests
wereusedthatwouldtakeintoaCCOllntthepattern
ofdlfferencesIrkmortalityln relationtOdose

Thesetestsmaybeiuustraledwlthreferenceto
thecomparlSOnSutll1ZLngtotaldosegroupedInto
flVeC)asses,lnCludlngOneOfunknowndose,and
on theL)asISOfdeathsfrom allcausesforthe

total16-yearexperlenCe(Table13)

Theretlleexpectedvaluesaresumsaccumulated
from therespectlVeage-SeXICltyelementsofwhlCh
thlStablelStlleSunlmat10n,theyarenotobtainable

from theobservedtotalsglVelllnTable13 Seven
dlfferenttestswereperformedone.lChsuchtable,
asfollows

統計的考察およびその他の考察

放射線の影苛は. 人Lj学的EB子,咋糊,あるいは総線蛙

に基づいてみたN'市別によって米なると考えられる し

かも,死亡率はこの種の要因に対して特に敏感であるの

で､すべての解析は原爆峠の年齢illJ,性別,郁市別およ

び暗州別に行をった すべての比雌は年齢 を州正するか.

年齢別[:分けて行なった LF主計は 4年ごとにJhHて行な

うとともに16年間の全作についても行なった 原I馴寺の

年齢 を10歳 ことに区分 し,時期はrl;l妃の四つの 4年ごと

の粥rTurほ Fflいてul･計した

ここで調査の対象になっている放射翁!は,原爆 によって

生 したものである したが )て,被件名のJnA･(1た線itiが,

生死に影管 を及ほしうるその他の嬰閏と相関 を示す可能

性 を考楢 しなlHlぱrJ.ちない たとえば,原体による放

射音別J,外の軸rr'_との閥f系や放射純の分冊に1■･Iちかの形で

開始 している生態 ､(_･的凶手などとの糊はSがあるかもしれ

LJ.-い この子垂の影響や相関はまだ証明さ41ていないとは

いえ,その可能作 を直 ちに否,fすることはで きない.い

ろいろの技師･1的な関越があるため今岡の搾告ではこの純

の背r劫を耶 り｣けることは †､可能であった

この16牛R.Llの妃亡率 を帳対してLV鮭放射線かこの側聞に

.+'(†る碓亡牢 [=書き'Gを及はしたか否かを花祭するためl二

は,純.汁的nJ:帖',{に繰る･ビ･晋がある しかも,ある的.il

汰 では.lIiに1咽旅 がないとい う仰 旭Tli説よりも,ある特

7gの けJaf戻税のは つ がもっと効架的なJLl(ナもある たと

えば,抱tLtのLObLlととも1こ牝亡半がId5:線的[=帳lTitにLfl加

するAllT 平均剛 寺鮭 との豊のIJJH61や峨はを考慮 し石目､

で行rJ.わJlる均TT性の-一般的を2×nlTl別表におけるx 2

帳竜一上では,垂が有せであるとは詑められて日､かもしれ

か - しかし,放射線の彫1mがあるとすれ f,そhlよ岸rjl

LlrLlに比例するか.線iiiとlLIIちかの偶数的開院を示すと予

想 される したがって.死亡率の差と線Etとの閉院の態

はを考慮lこ入れる綾定法 をmいることにLI= この強電

法 を脚 明するため,16年riFlを通 じての生死T23による死亡

者について,純血不明の紺を含めた九つの縫線Lt区分肺

を用いて行なった比較 をここに例 として示 した(蓑13)

この炎の期待&は,各年一齢 性 tlW'市群における期待放

を合計 してii,括 したt.のT･ある この桝梓故は,素13の

観察総数から砿接求めることはで きない そhぞnの穀

について次のような7手並切の榛走を行なった
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statlStlCaltest Alternatrvehypothesis TeststatLStlC 削 佃

削 十的緯完 11才仮説 t書 x2

1K Knownvsunknowndose t)1fferencelneltherdLreCtlOn -345 一 <001
抑ht氏Xt)群村議!見不吋J耶 差がある

21_ LLnea∫trend Increasewlthdose 272 003
推型回伸輔rtL･) 托LlnとともにJVI抑

3 ResldualquadTatlC Convex)tyorconcavltyOftrend -.2l - > 10
戦塵平方糾

4 ResldualcublC
叩ギI'Jih1

5Q QuadratlCtrend
二,k曲線傾向

6H Totaldose
鑑i句ilt

7 Totaltable
rEJ:L

ハ またtlBJlの捕向誇

Morecomplextrend 113 - > 10
さらIこ7丈経を傾向抑

QuadraticincreaseWlth dose 746 2 0.24暮̀
幹mととい二二,tk曲線的に増bf]

Nonhomogenelty Or4 kmown - 8.73 3 .033
dosestoups
rLlつの扱rn群が非均肝性
NonhomogeneltyOfall5groups 1 20.66 4 < 001
ILつのFfがll.ミて非均Tr性

'NoTmatVarrqLe.1E均質IIt

H TJ〉eQ sLmTSL,亡SM Sr01,SJdeTedLoOro一′ldeel/ldenceagq･nSLLbeTZ〟LLbypotbeszslrl/L7UO,0/IbeE7LLemqLlue
o/,ncreL7SlngITerldMLb･ncreLZSJngdoseonlyI/(beLstaL･sL･csudSPosTLtue(TL,beLbera,770LSlS"-/tcdnLJ
Tbe'e/ore,(beP･ual〟esobLLl'ned/ronx2tables/O'LbeQ sEaLISL'亡SLlrecOnSe'UOL'Z'C.

QJ)uLが佃 ilRl史を爪.たし.絶LtのJn日ととい二死L:S_カ州州十る帆ilを支持する但柊となるのは し稚さrlltが7ラブ･の昨
日ILrYでムる.ないにカカJlち 1'lのみである し/_がって.x2のiZからTrFらLlf=Pの止は7iF2J:I)I,大きめの肌を;J､1

01863-Tll

The teston tlle alternatlVe Ofalineartrelld 妾13にみ られる非均符性 に対 しては,l当つの純血群の軸

WlthLrLCreaSIngdoselSVerymuchmoresensltlVe
totiledeparturefromhomogelleltySeenlnTableJ3
thantheLestofslmplenonhomogenelty Orthe
fourgroupswlth known dose. TherelSalso
a slgnlflCantquadratlCIncrease With dose,bLLl
thedeparttLrefrom LmearltylSWellwlthlnChallCe
llmltS TllTOughouttheanalysIS, testsI,2,5,6,
alld 7 wlllbesystematlCally used LnSCreenJng
forrelatLOnShlpSbetweenmortalltyallddosegrouped
asLn Table 13. TheresultsoftestsI,2,5

and6areroutlTtelyshownlnthetablesonthe

dosegroupswheretheyarecodedK,L,Q and
H respeC(lVely. Sca血g to servetheneedsof
the testsoftrend used medlan doseestlmateS

forthegroups 0,17,75,and250lad

The testlllgProceduresused forTab一e 】3weTe
umformlyextendedtospecJflCCausesandgroups
orcauses,and to thecontrolvarlablessothat
norelatlOnShlpSWOuldbeobscuredbytheaverag-
1nglmpllCltlntheadjustmentprocess

CLtl･L711d se_r -eachcomparlSOnWasfirstdone
roreachofthefourClty-SexCOmpOnentSOf
thesample,thenforthesubtotalsbycltyand
bysex,andflnallyforthetotalsample.

CoIe77dartLITLeOfe.rpo∫LLretOtherJSko/dyLllg･

forartonlysomewhatlesscompletellStOf
causesofdeaththetablesforthe16-yearpenod
Wererepeated foreach ofthe four41year
lnterValsdefinedabove

純 な非均Tl性 旅篭よ りは,I/E亡饗が抑止 ととい 二紅孤(1'･)

に噌/ml る傾向があるとい う対､上佃吉光の綿確のほ うがは

るかに効果的である 純i止ととい二-lTtuTな二;穴曲線的な

仲川Ilもみ られるが,縦型 巨か榊との過日の柑壕は,偶叫の

ru[軌)qにじr巾うぷんはいっている この解析の 毛根 を通

じて,綿雀の 1,2,5.6および7H,nを系統 的にlLb目

して死亡率 と黄13に示 した純117tE<''/Tとのrql.TT乙を追求 LI.:

隷iJ主群 についての妾では 縫竜の 1.2,5もよU'6の

結 果を示すよ う[:し, そhそれK,L,Qおよび Hとして

詑搬 した 傾向書架の随在には. み群の線Li推在位の中央

値,寸を)･)ら,0,17,751,よぴ25Oratlを川いた

妾13で11hl/=繕竜方法は,個 々の楳 tEl.やそれぞJtの疾恕

群およびElSffl-,性,LF齢.Fl引耶 IJの解析 にも-･ほに適Ftl

して,補正の過程における平均 化のためにいかなる悶仔

も見落 とさJlることがないよ うに した

弥Irfl'別と性別- まず,対象群にわけるllqつの都市別

性別区 '71群の そJlぞJtについて比較 を行tJ.い,;大に

両市 '.,̂計と男女合計,hLt純に吋穀群立作の誌itにつ

いて比較 を行なっ[=

鋭繁糊FL'1別-止わ壷tT)4年ことLT)各別間に関して16年

間 を通 してt7)Jq'E三･と同 IjlJ)鵜計を稚rqの一筋につい

てのみではあるが行,なった



AgeATB-age-speclflCCOmparlSOnSWeremade
wlthlneachofthe4-yearlnterYalswlthadJuSt一
mentsforsexandcity

meseparatetablesbycltyhavethementofpro-
vidulgsomeprOteCtLOnagalnSttheriskthattheT65
dosJmetrylSnotequallyapproprlateforthetwo
cltleS,arLdtoalesserextentagainstthearbltra-
rlneSSOfthelllcombLnatlOnOfthegammaalld
neutroncomponentsoftotaldose,andagainstthe

posslbllltythatinonecltyOrtheotherchanges
LrLmOrtalltyWithdosemerelyreflectaconfound-
mgofdosewlthsomeIrrelevantvarlablelikeoccupa-
tlOn.Separare tableswerenotpreparedforeach
typeofradlatlOn Tablesontheotherfactors
provIde some guaTalltee thatsex-speclflC,tlme-
speclflC,andage-speclflC,relat10nShLPSWillnotbe
mlSSed

ThegrouplngOndoseshownlnTable11domlnateS
theanalysLS Altt10ughwewouldhavepreferred
methodsofallalysIS,SuchasanalystsOfyarlanCe
and multlpLeregressIOn,lnWhichdosewasnot
constramedbysoaTbLtraTyagrOuplng,thedlStnbu-
tlonsofthebasICVarlables(sex,city,ageATB,

survlval,dose)seenled toustoprecludemajor
dependenceuponsuchmethods Wedld,however,
maketLSecondanalysisparalleHnScopetOthaton
tot.lldose,1mWhlChweusedmearLlog(totaldose
+ L))n a largeser]esorStudenl'st-testson

10-yearageATBgroupsOfeachcltyandsex,where
the contrastwasbetween meandoseforthose
whodled and thosewhodld)lot. Thesetests

werecomblnedtoyJeldprobabilltyJudgmentsfor
each cJty alld sex,and forthe totalsample
Theyweredoneforboththe16-yea∫perlOdand
the4-year)ntervals lnaddltJOn,thefourclty-Sex
testsforeachage-groupLneach4-yeartlmeultCrYal
werecombmedattheprobabilltylevelTheselec-
tlOllOfcausestlSedlntheseparallelanalyseswas

verynearlyascompleteasthatfortheanalyses
usingtheseveraldose-groupsofTab)eI3

DIStanCeWasanalysedlnmuchthesamefashlOn
astotaldose(Tab)e14) Thetestswerefewer
because ofthe absence ofasetofcasesof

unknowndlStanCC(dlStanCeATEwasacrlteTIOn

ofellglbl】ltylntlleO'lglnalsampllngplan1) Also,
noeffortwasmadetousedlStanCeaSaquantltatlVe
yarlable,only thedLStanCegrOILpSlnTable 14
wereused Scalulgforthetestsoftrendmade
useofthemedlandoseforeachdlStanCeInterval
ltwillbeseenulTable14thatthetestoflLnear

trend does notfltWell,and thatthetest of

gerLerall10nhomogenelty lSmorepowerfulthan
thatforllneartrend,LnCOntraSttOthesltuatlOn

lil盲爆崎il:齢別一年齢別の比率史では, 4年ごとの削 り】

fu‖二おける性および都市による例ざ女の追いを補正 し

て行なった

都市別に分けて雄,汁を狩/jうことには,T65kg'R丘測走 方

式 がl郎 h-で平等に適用できないという危険をある程度防

ど, また-ガンマ線 と中性子 を 1対 lの割li･で合計 して

結線丑を求めるとい う任意的f+決誼 を行/dつたことによ

って起こる関越,ならびに.いfれか一方の杯rfHこおけ

る死亡率が線丑 ととい 二変化を示 したとしても, それが

職業 などのように撫関係の何 らかの-#因を反映 している

にす きろ.いという可能件がf)ることの危険をもやや純朴

できる並所がある なれ 放射線の唖類別のjJS計は行 な

わ/J.かった その他の要 田 についても払計を行なって,

性,時期 あるいは年齢との開院が兄箔とされないよ う窮

力 した

今回の解析では,滋 11に,17した扱丑区分を主としてmL､

た このような任意的な分類T･は扱鹿が拘束 されない分

散分析や多盃回帰解析 などの方法を榊いるほ うが望ま し

いと.r7._[っr=のであるが,9.1.-本的 な嬰l当り'1-,肺TIT.ll,ミ燥

時年 齢.三lミ死,差出伍)の分柿を見るとこのよう/d方法を

主体 とする解析 は不可能 であると考えられf= しか し.

程純血に基づ く解析 に匹敵する規幌のいま-1つの解析プi

法 として.死亡者と生存者の平均繰出 (総線虫+ 1の対

歎のi'均)の差 を Studentの t検定 を=いてJJ'.i保崎 年齢

の1O歳Lg分について邦;ff了別,性別に推'主した これらの

検走の結封さを合計 して各m;rh'.性別 および対艶群全体 lこ

ついても検討 した こrtは.16年閉会掛Rilと4年･ことの

各期間について行/J.つた.この解析で耶 り｣-(1た死田は.

去13に示 した線丑区分群に非づ く解析の梢lTとはと人と

同 じである

鞍煤距鮭の解析は,緩線虫の)iifTとほと人t'Er･IL;よ う(:

して行なった(滋14) た/こし,距鮭不 明の群 がないた

め,検定の妻女が少ない 鵜川の対象 斤抽出計Bllでは.I,日-

爆時の距離を適格1J生の非坪 として剛い[_ L また,距離

をF(皿的 な変FTとして川いる猷みは行なわず,よき14に'示

した距雌区分のみをRh-た 軌 f'】線の榛在では,各距舵

群の繰丘中央位を川いた.)を14にみ られるように,線型

傾向線 とはあまり一致 しtJ.I, また.線丑を剛いた川合

とは過 って,寿火型傾向よりは一般的な非均深性の検定の

ほ うが効米的である 距離 についての衣では.検定のiXJ-



whendoselSused TlletablesondlStanCeInclude

testscodedL,QandH

A fourthger]eralanalystsWasmadeonboththe
exposed membersofthesampleandthosewho
werenotlnthecityATB,partlyfordescrlPtlVe
purposesandpartlytoInvestigatetheearlyentrants
ln amoreSPECIFICWay thanwasdoneLn the
flrStreport.2 Table 15 exempllfleSthenature
orthecontrastsusedonthebasISOfHlrOShlma

fema)esfor1954-66,comparJSOnSforHlrOShlma
excludethe 1950-54perlOdasamatterofcon-
venlenCeln tabulating,SinceSOmany Ofthose
notlnthecltyATBweredrawnfrolllthe1953
HlrOShlmaDaytlmeCensus Asexplalnedm the
footnote,groupsa-careearlyentrantswhopenet-
ratedtovarylngdegreesofclosenesstothehypo-
centersoonerorlater,andremainedforshorter
orlongerperiodsoftlme Thelateentrantsale
thosewhoseflrStentryWas30daysormoreafter
thebomb. Theexpecteddeathswerecalculat¢d
ulthesamefashJOnaSthoselntheotheranalyses
The comparJSOnS pertall一tO the entlre perlOd
I954-66,lothefour41yearlnlervalsforNagasakl,
and to three4-yearper10dsforHlrOShlma,and
IncludesummarleSbycityandsex. Age-speclflC
comparlSOnSWerenotmade,butage-adJustlTlent
wasalwaysdone Fewercausesofdeath were
examl∫ledthanlntheCaseOfotheranalyses

Fln･luy,becauseoftheb1010glCinterestaltachlng
toageATBasaf･lCtOrInfluencingtheprobablllty
thatlOnlZlngradlatlOnWlllexertaparl1Culareffect
uponsubsequentmortallty'25 1naddltlOnl0the
age-standarほedcomparlSO】lSOfthefourdose-groups
andthefourdistancegroups,andthellSeOfmean

log(T65D+1)lr"ge-,Sex-,andclty-SPeClflccom-
parlSOnSOfthosewhodiedofaparticularcause
and allothers,aseparateseriesOfage-speclflC

comparlSOnSWas made for10-yearage(ATB)
CohortsIl一WlllChbothsexeslnbo仙 cltleSWere

combined Thesesupplementary-age-speclflCCOm-

parlSOIISWeremadeforeach41yeartimeperlOd･
{111d theseveralmeasuresofexposurewereemp-

loyed,the fourdose-groups,the fourdistance
groups,andlneanlog(T65D+1)forthoseWho
dledvsallotllerS

InthecourseOftheanalysisSeveralthousandstatlS-
tlCaltestsharebeenmadelnOrdernottooverlook
evldence ofeffectsthatmlghtotherwISeprove

elusIVe PerformlngSOmanytests,Wlthrandonl
variablemodelsprovldlngthereferertcecrlterlOn,
makesltlneYltablethatmanyfalseposltlVeleads
wュllarlSeforwhlChotherLnformatlOn,COnSIStenCy,

e上c,providetheonlyprotect10nagalnSterrorsOf

架を示 したが,それぞれL,QおよびHとして詑暇 した

第 4蘇目の一般的 な解析 として対象者中の被爆者 と原爆

碑 に市内にいなかった者を検討 したが,その日的の一つ

は粥査対象群の性格を説明するためであり, また,箭 1

郁 2よりは早期入市者をもっと具体的に開窓するためで

もあった 行 なった銃 創的検定法 を示すため,袈15に

19別-66年における広由の女性 を例 として'示 した,広血

では,原爆時に市内にいなかった者の大部分が1953年の

広島市宜聞入口調査から過はれでいるので,]JulのlgI宜

上,1950-54年の期間を除外 した 脚注で掛 】月したよ う

ド. a-C群は,早期人Frl者の僻心地への進入の程JfEと

時期 な らびに滞 在糊rltilに-2.1､づいて分類 したものである

後期入市者 とは,),(,!爆峠から3UElU降に細めてTTl内には

いった者である 期待死亡数は, 他の解析のJi,5合とI.7I

鎌の方法で話1許 した ここでは,1951166年の全州FhF】に

ついて比串文したが,炎崎の比串irでは四つの 4J'r-ごとの川1

糊をFrlいたのに対 して.広Ehlでは三つの 411ごとの州rhL】

を川いた 郡市別および惜別の総括 も'T-1した この比串R

は年齢別には行なわなかったが,ii齢の補｣l三は必ず子1tJ.

うよ うに した 検討のjl毅にした死因の権助は,他の解

析の柏倉よりも少tJ.くした

ll;!爆時年齢は.確離放射線 が死亡軌 二対 してあるIa7iiの

彩塀 を及はす可能性 を左もする因子 としてFJ物半的なIrll

から興味 が持 たれている 25 そこで,帆Eつの線公肝と凹

つの維離群について咋齢訂iJした比較,fJ.ちびにT65線

者と生存者との年齢別.性別,都市別比較を'(i-なうとと

もに,両市の男女 を合計 した総対象群についてI以恨時年

齢に封,づ く10故年齢階級別コホー トの月齢別比*3,を別他

に'(i-7L..った この補足的 なLl齢別比重かまLlilごとの朋FHl

別 EI'(-1なわれ,被爆 については歎柚排の指標 を川いた

す1..から,四つの紙皿群,凶つの距離群 およびT65線

且+ ユの対数の平均 をtIjいて死亡者 と生存者 との比較を

行なった

解析 を進 めるにあたっては,数千に及ぶ銃.11的検定を行

なって見落とされやすいよ うな形世 もすべて頼.LiJ.するよ

う実力 した 確率7AJTt新をFHいたモデルに基づいた検左 を

これほど多数行なえば,貫呉った相件所見も多数得 られる

ことは当然であるが,推論の過誤 を避けるためには, て

の他の紫料や所見の-耳性 /i.とにたよるtソ外はない I -



Lnference. ItwouldbeaserlOuSmlStaketotake

aslngJetestresultoutofcontextandconclude
from ltthatatomlCTadlationIncreasestheriskof

thecorrespondingmortality.

ModelsforradlatlOn-Inducedaginghavenotbeen
considered ln making thisanalysts,Onereason
belngthatallprevlOuSWOrkwlththlSeXpenenCe
hassuggested to the authorsthatany effects
are focal,notgeneral,wlth respectto causes
ofdeath､ lIladdltlOn,ZllthoughlnVeStlgatOrSat
ABCC arevltauyCOnCemedwltJltheInterpreta-
tion Of flndlngS,thelr firstobLlgatlOn tO the
sclentlfLCCOmmunltylStOmakeexp11C1tthefllld-
lngSOnWhlChanylnterpretat10nmustbebased

MORTALITYBYCAUSE,lNRELATION
TO DISTANCEANDT65DOSE

AllCauses,Trauma,andAllNaturalCausesExcept
Leukemla

lrLthelrand)ys)SOfdeathsthrough30September
1960,Jablonetal4 foundthatthosewlthln1400m

ATE had ahlgherrate ofmortallty from all
causes,a】1(IfrontalhlaturalcatLSeS,thansurvivors
exposed'ltgreaterdistancesandthanthosenot
ln thecLtyATB. They aLsoshowed thatthe
ayerageT57dosewashlgherforthoselVhohad
d上edofal一naturaJcausesthanforthoseallVe1
October 1960 ThelreXamlnatlOnOfthedata

by calendar tlme Showed thatthe Increase ln
mortalltyamongthosewlthLn 1400m ATliwas
largelyconfinedto1950-54 Whentheyexamined
deathsfrom aunaturalcausesdumng1950160by
age,they round thatobseryeddeathsexceeded

expectatlOnatallagesatobservat10nexcept50-59,
buttherelatlVeexcessWaslargerattheyounger
agesand atages0-9 (atobservation)observed
deathsnumbered10vsonly1.9expected Jablon
etalalsoshowedthat,amongthosewlthln1400m
ATBmortalltyfrom allcauseswashlghestamong
thoseclosesttothehypocenter. Theyprovlded
ftlTtherevLdence thatthosel10tactuallyln the
city ATB maydifferLnregard todeterminants
ofmortalltyOtherthanradlatlOnthatmakethem

notaltogethersultable foruse ln COmParlSOnS
deslgned to detectand measure theeffectof
radlatlOn Theseearllerflユ1dlngSgreatlylnfluenc-
edplansforthepresentanalysIS,WhLChdlffersul
several majorrespectsotherthan thosealready
mentioned,Ia,theIncreasednumberofdeaths,
theLnClusLOnOfadd)tionalsuryIYOrSWithln2500m

ATB,theadvancelndoslmetry,thellmlteduse

つの検定の結果のみを耶IJ上けて原爆放射線によ ってR･

亡軍 が増加したと結晶-することは重大なまちがい を化す

ことになろ う

今回の解析では,放射線 による加齢についてのモデルは

考慮 しなかっf= その理由の一つは,これらの調査例 に

関する従来の研究では,死因に関 しての影甘は 一般的な

ものではなくて,む しろ.特定的であるように.lLlわれた

からであり, また,ABCCの研究者は所見の解釈 に非',1I

なr朴L･を持 っているが,その解釈の基礎 となるべ き所見

をEljl掛 こ記述することが刑半価城 に対する?,-のti(rで

あると=&えたからである

死因別死亡率 と被爆距牡お よびT65線t推 定 値 との

関係

全死因,外因死.ならびに白血病 を除 く全病死

Jatllonらlは,1960年 9月30Elまでの死亡者の解析を行

ない.被爆距離1400rn東湖の被煉者における全死因およ

び全病死 による死亡率が,これよりも遠距離の徴体軒や

IJTL爆時に市内にいなか･,,r=者に比べて称いことを雌めた

また.全病死 による死 亡者 のT57線 RIl?均す柁',空値 が.

1960年10月IEl当時のg=.存者に比べて高いことも1mめ ら

れた 浜村の時期別検討では,被爆距離1400 m 東浦群に

おt†る死亡率の増加が主 として1950-5J年の糊H;)に認め

られた 1950-6O年にもりる全病死例 を死亡時年齢別に

みると,5O-59故t〃 トのすべての年齢群において死亡者

の扱察‡主は期待款よりも多いことが認め られたか.死亡

の相 対的 な増hIHi若年齢層に特に大 きく,0-9歳 (死

亡時 年齢)では死 亡者の期待芳年は 1.9名にすぎfJ.し､のに

対 して牧無数 は102.であった.Jab)onらは,被爆距離

1400m 未満における全死Egによる死亡率が蝶心地 に近い

ほど商いことをE.G7Jめ, さらに,Jl7f爆時に市内にいなかっ

た者には.被爆者 とは死亡を左右する放射線以外の因子

に差 があるため,放射線影響の検出と潤竜 を唐図 し/=比

lかこflJ関することが必ず しも適当では/い ､ことを示す所

見も持た.このよ う/..以前の所見が/7-EE,lの解析の計画 を

大 きく左右 Lf.:.今B]の解析 には,すでに記述 し/=よ う

にLJ前の解析 と比べていくつかの相違がある.たとえば,

死亡者政の増机 鞍位距臆が2500m 未満の被球春の追加

補充,擁立測定方法の退歩,1961-66年における死亡者

2う



oftheprlnClpalautopsydlagnOSISfordeathsdu一一

mg1961166,theutiLIZatlOnOfnewdlStanCegrOup-
1ngSlnSurmgrOugh comparablLltybetweencities

asto totalT65dose,and theuseofavanety
ofstatIStlCaLteststhataresensltLYetOSPeCIrled
patternsofrelatlOnShlp

AgeATBISusedonthesupposltlOnthatany
sensltlVlty Ofyoungerpersonsmightnotbe
fully expressed ln Chlldhood,and thusnot
come to attelltLOnlnanalysesbasedonage
atobservatlOn

Althoughthegroupnot-1n-CltyATBISretalned
ln thean且)ysIS,emphasISISplacedoncom-
parlSOnSamong the A-bombsurvIVOrSthem-
selves

SlnCC the leukemogenlCeffectlSnow Well
establlShed,deathsfrom leukemlahavebeen

removed from the categoTleSOfau natural
causes,and allmalJgnanlneoplasms,sothat
theresldualsmlghtbeexamlIled

ExamlnatlOnOrdeathsfromallcausesISnotreally
a)nedatlearn)ngwhetherther)Skofmortallty
has been Increased by thes)ngle,wholebody
exposureto10nlZlngradlatlOnfrom theA-bombs,
foIWealreadyhavetheanswertothlSqueStlOn
lntheleukemlaeffect Rather,theproblem lS
oneofdecldlngl101Vlargeanyoyeraueffectmay
be,andhow ltdependsondose Nevertheless,
ltmaybebesttobegJnthepresenlat10nOfthe
datalnaStandardformatSullableforanswerlng
questlOl1Saboutboth the exLSterlCe Ofeffects
and thelrS)Ze WellaVenotWIShedtoburden

thereportWlththetremelldousvolumeofunderly-

ingdata,butlnCludelnTableA19 thetabula-
t10nSOfdeathsfrom allcauseslntheentire19501

66perlOd,byT65dose,ageATl;,sex,andclty
Theage-sex-cLty-StandardlZedcomparlSOnSCalculat-
edfrom TablesA19,A20andfrom thelrequlVa-
1entcomponentsforeach4-yearperLOd,areall
sL川1manZedIl一Table16forbothsexesandboth

cltleSCOnlb川ed ForHlerlll116-yearperlOd
bothobservedandexpecteddeathsareshown,as
well.lSthestandardlZedmortalityratio(observed
deaths/expecteddeaths),bLLtforeach4-yearpeT10d
only the ratiosaregJYen Stat1StlCaltestsfor
whlChP<05areLndexedlntherlght-handcolumns.
Thehlgll1950166mortalltyratlOSforthosewith
40+FadevidentlyderiveChleny from theHIEO-
shlmaeXperlenCe (Table 17)ofbothsexes lll
noneoftheclty-SPeClfICCOmpanSOJISforNagasakl
ln Table 17 lSthevarlatlOnWlthdoseoutsldc

therangeofchance

の一部に対する主要剖検診断の使用,T65線丑推定法で

求めた経線丘 (=基づいて両市をもっと比l史"T能にするよ

うT.L新 い ､jE,鮭区分の利用,ならびに特定の関係の検出

に効果的 な僅々の統計的検看法の描TT7/+どであるが,そ

のはかにも次のよ う/.大きrJ.違いが3)ら

ここでは原爆碑年齢を剛いた これはtli･7･'船群の放

射線感受性が拭 くても,少年州にそれが しE匂うぷん

に現 われないかもしれないので,死亡rI.1'rト齢 を糊い

た解析では検出で きないと考えたからである

解析には,lEi!促峠市内にいなかっ[=Gも入れた し

か し,鞍体老rL'Iの比較に露点をおいr=.

放射鞍の白血病繕発効果はすでに し.ゥうふん立証 さ

れているので.女病死およびす/<ての悪性析g=相の

分類項 目から白血病 を除 き,その他の横 取について

調べるよ うにした

全死因についての検肘のト川勺は,IT,l樺の和郎放射線の一

同全身照射によ.,て死亡率が糊大 したか密かを決定する

ことではない なぜならば,このFHJ姐の回答は,白血病

に孜ぽすiLJ兄からすでに判El月しているからである む し

ら.全般的な影せがとの程度であるか, また,絶息とい

か7-1る椙l巣tをもつかの決定力弟l題である.しか し,彩管

の有JLEならひに書きJ符の手呈TEEの両融が陣紺できるよ うな

胎的 な形で玖村を提示することがいちは^よいであろう

この井l'Aでは払三-I:f_衣礎等料 をp7L一連 するi:,団は7.,日か.

黄 1̂9には1950-66;fA･の全期間における皇GE関をT65音字Ta

推在位,原爆昨年軌 性 ('よぴu'iTT別に'J-;した 素A19,

A20およびrE]し')'Iull7分を相いてLILl-ことのtHy‖Zjは 仏

射した東(:遊づき･'t齢,件およびGT'市をTyVl化 して行な

っ/=比較の総括 を.2…16にIT,女 と両fllを缶,TlLで示 した

16卑･rlrilの金網ILHについては.死亡弟の税額酌と仰持碁とな

らびに惜准 化死 亡比 (眼繁 死亡‡七/期待死亡吉日 を示 し

たが,4年ごとのみ刷JZiH:ついては比軍のみを示 した

統即的榛竜でP< 115を示 したものは 石塊Lr)棚 に印を

付 して7)-.した 40raduJ･の群 におけるltlSL--66年の死

亡率の増大は,壬.として広見J)男女の死亡峯が高いため

でS.るl去17J R･17を各市別にみると,長崎において線

I L:よる変刺 がみられるが, 二11はいすilも偶,照の抱囲

を出といものである.

2.1



For tlle entlre 1950-66 perlOd the0/E ratlOS
superflClallysuggestallnearresponseWithanIn-
creaseofaboutl% ln theexpecteddeathsfor

every25rad Removaloftheleukemiadeaths,
however,vlrtuallyellmlnateSthlSeVldence,trans-
formingthe0/EratiostO 100,98,102,10I,

and 1O7 ForthoseofunknowIldosetlleratlO

l･07lSllOtgreatlyreducedbysettlllgaSldethe
deathsfrom leukemla,becauseshleldlnghlStOrleS
arerarelylackJngforsuchcases

Forylrtuallyeyerymemberofthesample,location
ATEISknownlnteTITISOfcoordlnateSOnaStandard

map,alld thealr-dosewasusedforlndlVlduals
exposedbeyond1600mlIIHlrOShlmaand2000m

lnNagasakLlfadetailedshleldlnglnterVleW Was
1lllaVa11able SubjectsWhosedosecam10tbeest1-
mated,therefore,areofseveralklnds.

ThoseWhoseshleldlngCOnflgurat10nlStCChnl-
cailydJffLCu1日 Ocopewllh(eg,apassenger
lnaStreetcar)

Proxlmally exposed subjects who dュed too

soon to pelrrutan adequate hlStOry tO be
taken

ProxlmaJly exposed survIVOrS Who mlgrated
beforeshleldlnghlStOrleSWeresought,oIWho
refusedtheInterview

IfradlatlOnhadcauseddeath,theexpecteddose
ofthesecondgroupwouldbehlgher,andthusIts
exclus10rLWOuldleadto underestlmat10m Ofthe

effectolradlatLOn TheIssuegainsInterestfrom
thelepOrtOfJabLoneta14 thatthe0/EratlO
foISubjectswlHllI11400m ATB Washlghestln
)951-52,hlgherthallthatofmoredlStallyexposed,
anddecJlnedsteadllythrough 1959160 Weshall
attempttOresolvethlSIssueafterexamlnJJlgmor-
talityfromALLcauseslneachofthe4-yearperiods,
lnrel'lt10ntObothT65doseandgrounddlStanCe
ATE

Asnotedearller,thesubdlVIS10110ndlStanCeWas

changedfromearlierreportstOenhancethecompa-
rabllltyOfthetwocltleSLnthelightofthenew
air-dose curves at1400m thetotalall-doselS
noIVeStlmatedtohavebeen50FadlnHlrOSlllma

alld1801nNagasakl FourdistancegroupsWere
deflnedsothatthedosereceivedbythemedian
sllbJeCtln thearray forthatLnteⅣalwouldbe
aboutthesalnelneachcity(0,18,60,and199
lad) Table 18provldesasummaryofthetotal
experlenCeOYerthe】6-yearperlOd,withsubtotals
forthe4-yearIntervals,andTable19givestheage-

1950-661日htlの全州間についての観察敗とml得をirとの比

をみると,点酎 杓には死亡率は25rad当たり約 1%榔JJH

するとい う線型傾向が示唆 されている しか し,亡】血柄

による死亡を除けはこの岬IE,Hまはと人ど/削舷 し,観察教

と期 待数 との比は,それぞれ100, 98,lo∑,101お

よび107になる 宗裂足不明の群 における107の比率は,

白血病死亡例 を除いても大 きくは低1 していないが,こ

れは,連gH亡多読の求められていな川 ′l血病 による死亡者

が非9.に少 ないためである

対扱者のほとA_ど全日について.1I,!横叫 にいた糊T･lrが標

避地囲 いの座標によって.u妄表されているので,詳祁ItJ.逮

東uef_iが,求 め られていない新でも,広AIJで160UmLソ連,

長崎でZOOOl】lLJ遠の+iE:は空JRE1線先をそのまま利目 した

したがって,親l虚不明群のqTに含まれている満は,し

くつ カに分節 される

速脈H､態 についての,Tt封が技術的に凶相7Ld&,たと

えば,相中の乗客 .

い勺うぶん7:h-iJuが,;ドめ られる以前に死亡 した近SL,

離被俳名,

遮由i(p'LLS_iを求める目前に移O-, または 伽接部は を

押否 した近距離被喋 PE

この節2の')T芸Tlに拭Lている省の死亡が放射矧の/=d)千

あったならは,その純 血 が商 かったとT.FIt_I.されるので,

二の肝 を除外すると放射線の身Z郷が過小評rllHされること

になる このr引=rlllしては,JtlbLonら4 か被榔ELI雌1｣uum

未満群の脱離富士とLgJ締着2との比率か1く)5ト 52･'tにもいて

]i‡もriT'く, しかも,述針･離群よりも.i.'】∴ その核.lq5()-

6(Jflまで した川 ニト降 し/=と満目lTしていることは興味が

ある これについては, ます.411ことのろ糊FHlt二I⊃け

る1-死凶による死亡率'とT65寿かi)t推7ii岨および禎悌HLl艇

との即日茶をflj;討 し/=あとで究明することに したい

前述のJ:うに,新 しく三1ミ.V)られl_空;硝 ミ血曲線 を名勝に

入れてInJTllの比辞去をいっそう可能にす9ために7,tl架の報

'Aとは適 ったErI舶L{Wを川いJ_ す7:,わら,lJOUn)にも

E寸る新 しい綻空'/t絞出推 Ji依は,広心511zad,広場 180

Iadてあるのて,向Illにおける糸Brll雄Li'IT(Tlrl･典に†言r芯

するj;J)被曝線Biがほほr'llLに七つよ うに･L=八･:,'れ被機

屋Fl灘 をLgつの群 に分けた【U,18,6日.19(Ira(H 滋

18には16iflrlL卜全期FEilの粍死亡者妄J(おi:ひ4qことJ)終期

脚におけるfT計,求19には195〔JlSJIFにおけるlF齢およ

び性別を補正 した死亡者数 を示 した 1950-5J年の期間
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and sex-standardlZed expenenceofthe 1950-54
Interval Lnthreeofthefoursex-Citycomponents
there lSStatistically slgnlflCantVanatlOn among

thefourdlStanCegroupsdunng1950-54,usually
hlghly so,wlth evidenceofllneartrend when
fittedagaLnSttheaveragedosevaluesglVenabove.
lfthlSZStrulyadose-responsephenomenon,then
ltrepresentsanIncreaseOf3% to4% per25Fad
forthe41yearInterval,or2% to3%afterTernOVal
ofthe40deathsfrom leukemla

ne4-year0/Eratiosforbothdose-anddlStanCe-
groupsareplottedlnFlgure2. Theevldenceof
varlat10n ln risk ofmortallty tn the 1950154
penod thatseemsso cLearLn theanalysISby
dlStanCe lSeSSentlaLty lostm the dose-speclfic
analysisshown ln Flgure2,and thehlgh 0/E
ratlO for(hose ofunknowndosesuggeststhat
tlusgroupmaycontalnmuchoftheexcessmor-
tality OfdlStanCe group IV ln 1950154 ThJS
mIghtcome aboutlftheearly deathsin the
unknown dose group Involved lndlYLdualswho
recelvedmorethantheayerageamountofradlatlOn
A)though the222deathsln theunknowndose
group compriseOnly 73% ofalldeathsLn the
suryIYOrSduring 1950154,IllrelationtOthe294
de;ltllSlngrOtlpTV(lurlngthlSPerlOdthelrnumber
lSformldabJe. Thehlgh0/EratLOforthoseof
unknowlldose ln L950154 1SnotSlmPly the
resultofanatypLCaLdlStrlbtLtlOnbyage,sex,and
clty,aSthesefactorsareallstandardLZedLnthe
calculatLOnOftheexpecteddeathsMoreconcrete-
ly,amongHlrOShlmamaleswith uTLknowndose
therewere75deathsduring1950-541nCOmParLSOn
wlth 424 expected on the basISOfthelrage-
dlStrlbutlOn,amongHlrOSIumafemales61deaths
were observed ln thLSPenOdys23.0expected

AlthougtlthespeClflCCross-tabulatiollSthatwould
provldetheultimateCLanfLCat10n Oftheroleof
the group wlth unknown T65 dose were not
made fortllepresentanalysts,theevldencesug-
geststhatthedose-speclficanalystsbreaksdown
ln the 1950-54 per10d,an(Ith'ltrell'1ユICeShould
contLnue tO beplaced on dLStanCeATB. The
sharp doc)lne lTlrelatLVe mOrtallty nSk ofthe
unknown dosegroup after 1950-54 (Flgure2)
lSpuZ之llng,mlgratlOnmaybeafactorheresLnCe
thoseunknown astodosearemuchll10reCOn-

centrated atage 10-29ATB thanatotherages
m e0/Eratioof.81denvesFrom 108Observed
and 133expecteddeaths Thedownwardtrend
overtimeandthemagmludeorthediscrepancy
in 1962-66combLnetOruleoutchancevariation

astheprobableexplanatlOn

では,四つの性 ･瀬;市別区分の うちの三つでは,四つの

距鮭拝聞の差が統計的に有塩であり, しかも,その差の

統計的有意性は一般に布くて,前記の平均線丘を当ては

めると線型傾向があるようにみえる こhがまちがし､/i

く線丑によって生 じた現象であれば,この 42Frli=二は25

rad当たり3%ないし4%の増加 があったことにT.Lり,

白血病による死亡者40例 を除外すると2%ない し3%の

増加 になる

それぞれの線丑群 とBEL雌群における4年 ごとの枇祭数 と

期待数との比 をEg)2に示 した 1950151年のi日蝕別解析

でみ られる死亡率の明 らかな葦は図 2に示 した線且別解

析ではほとんど認められす.また線且不LIJlの群 (:おける

観察敦と期待釣との比が高いので,1950-51年の距JgE群

Ⅳにみられた死亡率の州加は,主 としてこのために生 し

ているのではないかと考 えられる すなわち,このこと

は早期死亡者の線最不明の群にbける被曝娘且がjlT均よ

り多 かったと考 えることによって説明で きるであろう

1950-54年にも(1る純血不明の死亡者 222例は全死亡者

の 73%に相当するにすぎないが, この期l川における距

離群 Ⅳの死亡者敗294例 に比べると非 .,1日:q(晋 である

1950-511年の観照ぎ史と州待酌との比が娘五t不明の群に高

いのは.年齢 件および都市別分布の不均WTのためでは

ない なぜならば,州待死亡苦女の計罪では,これらの軍

国のすべてについて傑準化 を'(1-なっているからで3)ら

もっと具体的にいえば,広島の男件 にbHる線虫不明の

群では195015lqの死亡令が75例税額 されているのに対

し,その年一齢分布にa!づいて計算 した期待坑は424であ

っ/I.広島の女tg=では,二の同期間の軟禁死亡穀が61例

であるのtこ対して桐待鮭は230であった

T65線丑が不rlflr.群の役割 を掃き与的にh'rlJlする具体的

な抑離別_iB計は,/7Alnrの解析では行rdhhT-カっf=が.

195(1151'r｢の糊榊については,満毛虫別持nrrが囲靴であり,

被爆BL,敵 を引 き鈍 さlJ:lHすべ きであることか7J､唆 されて

いる 1950-54年tソ綾の純ft不明の群 において死亡比が

急激 に1降 していることは不 巴派であるHg12).線丑

不明の群 にはJ!'J煉P'r年齢10129歳の満がその他の年齢の

者よr)多いので,この杓告は転EI.tがその要凪のひとつで

あるかも しれ･ない 団にみちJlる税額‡tと期待か との比

.81は, 祝祭 壬生108例および期待Fr133例に基づ くもの

T･S,る この下描帆 67か時間とともに現われていること

と196216turl=おける妾の程度 をあ■かせ 考えると. 二の

nliJ.因が偶.WL亥刺である可能性は否竜で きる.
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FIGURE2 0BSERVED/EXPJ:CTEDDEATHSFROMALLCAUSESBYYEAR,

DISTANCE,良 DOSEGROUPS

図 2 女死因による死亡の姐祭政と期待数の比 )明tiH 被 爆距 微巨 線虫群別
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When theexpenence lSeXamlnedbyageATB
fortheentlre1950166period(Flgure3),itseems
clearthatthedisadvantageofthoseexposedto
180+rad,orwhosedoseremainsunknown,extends
throughouttheagerange,butnotunlformlyso
lt)s marked forthoseunder 10,30139,and
60十ATB,andhardlyapparentatsomeages The
observed and expected deathsforthoseunder
10ATB,belngOfpartlCularInterest,areshown
below for1950-66

1950-66q=･の全期間のすべての死亡 を原爆碑年齢別に掩

紺すると(団3).180rad以上の群と線丘不明の群にお

ける死亡率の増加がすべての年齢にわたってみられるが,

均一ではをい.原棒時年齢が10歳以下.30-39歳 および

60歳以上のものでは相加が嘗 い lが,ほとんど岬tIjr)のみ

られない'tF一齢 もある 原横時年齢が10歳Lソ下の名[=おけ

る死亡者の祝賀故 とJg7待針 ま梓に興味深いので.19501

66年の結紫を次に示す

Deaths 1950-66
1950-66;Fの 姥亡lk Ol9 10-39 40-179 180+ Unk不叫

0 枚･.H1 168 39 32 18 11

E lmrHよ 182 47.2 228 802 841

0/E比 0.93 0.83 J40 225 1.31

Thedeleter10uSeffectappearsnotonlyLnthose
exposed to 180十 radbutperhapsalsointhose
belleVedtohaverecelVed40-179rad Whenthe

groupofuIlknowndoselSeXamlnedbyageover
tlme,ltlSSeen thattileexcessln 1950-541S
falrly general(Flgure 4),wlth 0/E ratlOSOf
about17 aftefage30,andnosuggestionlh.lt
arty Ior2decades,evellthelaterdecadesof
llfe,accountfortheexcess Thoseunder10
ATB,andcloseto thehypocenter,asllaSbeerl
shown,hadanexcept10nallyhlghTelatlVenSkln
theearly yearsofthestudy(Flgure5) The
ratlOSplotledulFlgure5representthefollowing
setofobservatLOnSOn those under 10 ATB

有害な影平は.180FadlJLの群のみならず40-179一ad

の線血 を実りf=群にも認められる 線il-と不IJJIの群をaJ時

期ごとに年齢別(=緑.3･fすると,1950-5411･における訪い

死亡率はす'{ての年齢にhl.:つており(図 JH,30歳以降

の観察故と期待故との比は約 1.7であり,いずれかの10歳

年齢L亘分の一つかこつ,あるいはだ川･附け弓にわいてさえ

ち,叩IMが相 に=&しいとは認め らilfJ.い 厄諸件rl.lJ印齢

が10歳 lリ.下のⅠ作における近拙祉織似 古では.十でに何

回も報-1L]-1されているように調左的糊に死亡牢が柿に.I:JLl

(図 5) 図5に示 した比率は原爆rl.川 ･齢10歳lllFの群[=

ついて求め らJlでいる;kのような税額結Ttlこ基づ くもの

である.

Deaths 1950-54
1950-51年の it-亡n

DIStanCeGroup 托Jt群

L ]l lll lV

0 枚繋政 35 9 12 )3

E 獅丁寺n 477 1051 576 505

0/E比 0.73 086 21 26

The rac上thattlleexcessln group lV largely
representsdeathsfrom leukemLaprobablyexplaLnS
the relatlYe Infrequency with which dose was

unknowlllnthLSyoungestagegroup h 1962-66
(Flgure5),0/EratlOSforthoseofunknowndose
arelustaboveone,butnotslgnlflCantlyso,rot
theflrSt3decadesoHlfe,andconsIStentlyabout
75 foTthe4th andsubsequentdecades The

high-dosegroupsdo notbehave thisWay,but
conllnue tO eXpenenCe an excessmOrtallty Ln
1962166 throughouttheagerange

この若年齢群において純血不叫の死亡 拝が比眼的少ない

のは,距雌押IVにおける死亡率のJrybnが上として亡l血病

によって生L'ているためであろう 1962-66q･'の時期に

は (国 5),練成不明の群の税繁 故と糊締約との比は30歳

まででは lよりわずかに茄いが有音ではなく,30歳以降

は-rrして約 75である 朽妄受皿群ではこれとは適って,

1962-66iIH二はすべての年齢 を通 じて死亡率の増加が続

いている



FrGURE5 0Ⅰ∋SERVED/EXPECTEDDEATHSFROMALLCAUSESBYT65DOSE良 AGEATB.1950-66

図 3 全死臥 二よる死亡の払祭政と期待故の比 T65繰出 原爆時 年齢別,1950166年
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FTGURE4 0BSERVED/EXPECTEDt)EATHSFRO入1ALLCAUSESBYT65DOSE

& AGEATB,1950-54

団 4 全死因による死亡の祝祭故と用時政の比 T65線丑 原爆時年齢別,

1950-54年
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FIGURE508SERVED/EXPECTEDDEATllSFROMALLCAUSESBYYEAR,DJST̂ NCJI,
& DOSEGROUPS,& /GLI T̂t)

図 5 生死匡=こよる死亡の肌解散と期待故の比 糊附 被爆距離 線虫群 府卿 寺年齢別
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Amongthe 13,093deathstherewerel16from

leukemla,12,069From othernaturalcauses,550f
unknown cause,and 853 from accldents and
yLOtenCe The55deathsofunknowncausedo

notvaryremarkablylnrelal10ntOdoseordIStanCe.

Amongthesubjectswith40+,orunknownFad,
12 deathsofunknowncausewereobservedys

IIexpectedoverthe161yearPenOd,28ofthe
55deathsorunknowncauseoccurredln1950-54,
and 12,10,and51mthethreelaterlnleTVals
Accordlngly,thesくさdeathsarenotfurtherdescrlbed
here BeforeattentionlStuTTtedtodeathsfrom

allnaturalcausesexceptletLkemla ltmay be
helpfultoexamlnedeathsattnbutedtoaccLdents,
PoISOnlng,andviolence

ln exam)nlngaCC)dentalandvlOlentdeathsone
lsnotlooklng forradlat)On effects,ofcourse,
and comparlSOnSCOnflned to theexposed may
JIOtbeentLrelycompetenttotestforothereffects
ofthe A-bomb expenence AccordlngLy,more
attenLIOnWl)Ibepaldtothesecauseslaterwhen
those notln thecLty ATJ3arecompared wlth
thesurvIVOrS Table20suml11arほeSthedeaths

from tmum'1,etC.,Overthe161yearPeriod The
excessmortallty amongthoseofunknowl一dose
lSCOnflnedto1950-54,(lndlSfoundlnallclty-Sex

groupsexceptN･lgaSaklmales ThとLtttPrObabJy
15110thLng more than an .lrtlfactorttlerelro-
spectJYeCOllectlOnOfshLeldlngLnfoLmatlOnlSSug-
gestedbytheapparenthonogeneltyOfthetotal
1950-54 experleIICe by dlStanCe forwhlCh all
testswerenegatlVe(P>05)

死亡13,093例の内訳 をみ ると,rl血病 116f机 その他の

病死12,069例,病EEl不Fl月死55例,不慮のIJi放?/Eおよび暴

力死 853例で あった 原因不LUlの55例 には,隷止 まT.:は

距鮭 による著 しい差はない 40ltldJ.1上あるいは葺袈Ei不

明の群では, この16年間における原田不明の死亡12例 が

税繁 されたの に対して制作故はIlであっ/i_原hEE不明の

死亡55例は,1950-51年に28例,その綾の三つの期間に

それぞれ12f軌 10例 および5例認め られている ここで

は,これ らの例 についてこれ以上述べ る ことは しをい

白血病 を除 く全病死 を取 り Lげる前に,外四死,すなわ

ち不慮の解放死,中葡および塘力による死亡につ いて榛

討~することが適 当であろ う

御杖あるいは凍力による死亡の(.A.相は.もちろん,放射

線の影JjFを持すための ものではなく. まf=,鞍体老のみ

について比較 を行な うことは.原埠のその他の82管 を植

票すす るうえには Lrゆうぷん効Ljir1'･)でない かt.しれ ない

そこで, こ11.らの死Lilについてはの ['ほど講和 代LLru)l

げて,原爆 Ir#にfflJ内にいなかった月 と杜仲 市 との比 較

を行な うことに した 墳20に この 16'LFIHにおける外周

による死亡 をまとめた 純ili不rlHの 肝では,死 亡率 は

1950-5411-の桝Fhr)のみが,ll.･3く. これ ま.Ji崎の判作 を除

けばすべての 俳市 yL別附 二,拙め らn る この こ とは,

外国死の1950-5411=.の&ri離別死亡率に韮がか ､ことから,

退此墳料 を遡 及的にJl川 ～した/=めにJl-LIl=人工(桝 7=物 に

す ぎないであろ うと考えられ〇 二の柏定はす'{て統計

的に有意で なかった (P> 05)

Deaths 1950-54 DLStanCeGrotlp抑鮭群

1950-5-ITf･の 死亡仇 I II ITI IV

0 枚幣ft 143 26 16 22

E l那寺‡t 14335 2849 16.69 1848

0/E 比 1.00 091 096 1.19

1】1tllelaterlnteⅣalstherelSalso a recurrlng
deflC)tlnthemortalityOfthoseexposedto180十
Fad wh】chLSStatlSl1CallylJISlgnlflCantbutlSalso
renectedlntheparaueldlStrlbut10mSbydistance
ExamlnatLOn Ofthe data by agedlSClosesno
otllerVarlatlOn

JloEorlJehLC/eandoTJ7eraCCldeltTSWereeXamu一ed

separately wlthoutflndlngStatlStlCalLyslglllflCant
varJat10n lnre)atIOn tOeltherdoseordistance
SILLCtdesnumber2991n thlSSerleSandaredlS-

32

被曝絶id180radl)上の群における死亡 事は.綾織に至っ

て再び低 くなった. これは銘 ,汁的には下意で ないが,EF;

離別分1fiにはやは り反映 している.涜料 を年齢別 に抜討

して もその他の変動は認め られをい

自動車事故 とその他の事故 はそれそれ分けて検討 したが.

老衰iLtあるいは距離 によって統計rl'･】にも皆を墓は認め られ

なかった '7-同の調査例*に白寿負が299例あり.その分



trLbuted asshown ln Table 2l Someofthe

statlSt】CaLtests,especlally thoseofllneartrend,
Wouldhave returned suggestlVelylow probabill-
tleShad thealtematlVehypothesュsnotbeerLSO
narrowly speclfled asalLnearupward trendln
the mOrtallty rat10 Wlth lnCreaSlngdose The
1950-54varlatlOnSeenlnTable211Sprobably
artlfactual,slnCe Only lnSlgnlf)cantvarlatlOn lS
associatedwith thedlStanCeClasslflCatlOn

布 を蕃21に示 した 対 立†辰説として純血 とともに死亡率

が直線的にlm rJするとい うようを妖い仮説を用いなかっ

たならば,若干の統計的続竜,掛 二毒見生型 傾向の根毛で,

有意性 を示唆 したであろう 三を21における1950-5岬 に

み られる差はおそらく人工的なものと巴われる それは

BF,_離区分別との問の有意の差はほとんどか -からである

Deaths 1950-54 DIStanCeGroup郎陳耶

199315Z'lFの死亡貰え r Il trl rV

0 触紫朗

E 州件数

0/E 比

60 6

576 日 7

104 051

0

14

8

7

･･1/0

′0

3

0ノ

′LU

I

After1954 adeflCltOfsulCldesISSeenbothln

group IV al-d thoseexposed to 180+ rad,and
standsasaremarkable,ulleXplallledobservatlOn.
The numberordeathsare 13 0bserved v521

expected ln group IV,and 1observed vs86
expectedln thoseexposed to 180+ rad

The12,069deathsfromallnaturalcausesexcept
leuke川 La aredlStrlbutedlnTable22,andyary
littlelnreLat10rLtOdoseexceptLn1962-66 The
rel110YalofleukemladeatllSfrom theearllerCOm-

paTISOrlln Table 16 forallcausesleaveslittle
evldence of l̀ny relatlOnShlp tO radlatlOn ln
1950-54exceptperhapsLndlreCtly,m theknown
dosevsunknown dosecomp,lrlSOn,butm the
1962-66 comparlSOn the assoclatlOllWlth dose
seemsclear For1950-54 thedlSlanceclasslfl-
catlOnlS

1954年Lリ.綾は,距雌群Ⅳおよび 1801adLJJの群 にはと

もに自殺が少なく.この原臥 ま不Fl月であるが特記すべ き

観察結果である すなわち.死亡数はRli舶群Ⅳで観察散

13に対 して期待放21,1801a(LLリ卜の群では祝祭放1に

対して期待放8.6である

白血病 を除 く全病死12,069例の分布 を表22に示 したが,

1962-66JTを除けば糸瓜inによる差はほとんどない さき

の責16におElる変死r軌 二ついての比碑文からEl血柄 による

死亡を除けば,1950-54年の峠Itr=二放射線との閥(7.宗を示

す;A-椎は.組i止既知郡 と孤立と不明群 との比蝦 にもいてFHJ

接的に,認めらJlるll)外はほと/tど消尖するが,1962-66'rl乙

には孝iultとのnH椛rJ.I鵠日系があるように■L_u-'れる 1950-54年

における距離性分別'JT裾は次のよっになる

Deaths1950154

199〕15iLiFの死亡書生

DIStanCeGroup距雌押

1 【l III IV

0 弧解放 1884

E 柑‖専政 1919

0/E 比 098

389 256 241

405 234 212

096 109 1】4

forwhlChP<011nthetestoflineartrendand

.021n theteston thehomogeneltyOfallfour
distancegrOtlpS lftheratlOSareplottedagalnSt
averagedoseforeachgroupontheassumptlOnthat
radlatIOn dose lS the only ImportantVarlable
dlfferentlatll-gthedlStanCegroups,ltCanbeseen
thattheulCreaSelnrisk LSarOund2%-3% for
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線型傾向の根号ではP< 01,四つの距離群の均解性 に

対する快走では .02であった 各距雌群別で差 を示す亜

要 な国子は放射経線iiiのみであるとTLi竜Lて,二の比率

と各距激評の平均線止 との関係をみると,1950-54年の

時期には,251ad当た り2%ないし3%の死亡率増加が



each 25raddunnB 1950-54 For1962-66the

lineartrendwlthdoselooksslmllarandP=.01,
thetestsagalnSttheotheralternativesalsoyleld
statLStlCallyslgnlfLCaJltdlSCrePaLICleS.

When the 1950154 mortallty from allnatural
causes(exceptleukelma)lSeXamlned foreacll

Clty-Sexcomponent,Onlythefemalesprovldesta-
tlStlCallyslgnlflCantevidenceofarelatlOnShlPtO
dlSlaIICe from hypocenler(Table23),butthe
experienceOfHlrOShLmamalesISnotatVananCe
wlth thatoftlle females For the 1962_66

period theexperlenCe OfthefemalesISmuch

lessprolnlnent,a∫-dforNagasaklfemaJesexposed
toI80+Fadtlle0/Erat101Sbelowolle(13/】47)
Table24 glVeSthemortallty eXpenenCeOfthlS
mostrecentperlOdbydose AslgnlrlCantllnear
trend lSSeen fortotalmalesand forthreeof

the five COmParlSOnSln Which femalesappear

Oncethedeathsfrom leLlkemlaareremoved,age
ATBseemstohavelessInfluenceonthemagmtude
oftheapparentradl･ltLOneffectm 1950154,and
ln1962166 ThenumbersaresmallwlthLrt10-year
age-ATB subgroupsofgroup IV and orthose
whorecelVed 180+fad,and lftheage-rangelS
dlVldedatage50ATEthenltdoesappearthat
theoverallmortalityexcessOf14% ln 1950-54
comeslargely from those50+ ATB,whllethat
of 16% In 1962166 comeslargely from those
under50AT】】

あるようである 1962-66年には同様の純血 との線型傾

向が認められ p- 01,その他の対立仮掛 二対する検

定も統計的に有意な葦 を示 している

1950-54年における全病死 (白血病を除 く)を部IJ. 性 別

に拍肘すると,爆心地 からの距離 との開削 ま女性 におい

てのみ統計的に有窃であるが(衷23).広掛 二おいては男

性 が女性 とは全く異 なる傾向を示すものではか ､ 1962-

66年の峠朋では 女1Jj-(二おける差が少なくなY),180rod

以上の長崎の女性における観察故と期待政との比は ILリ

下 目3/147)である この時糊の死亡者を線BL別に蕃24

に示 した 線BiJ傾向は,男性の指数についてfJ藷であり,

女性では五つの比碑文の うちの三つが石者である

白血掛 二よる死亡を除 くと1950-54年と1962-66年にみ

られる放射線の彩鞘の程劇 ま,原脚 時年齢にはあまり左

右 されをし､よ うである BL,雌群 rVおよび 180radLリ｣-の

群 を10歳年齢区分で分けると例敗が少か -ので.原卿 寺

年齢50歳で年齢 を分けてみた 1950154年における全年

齢の死亡率における14%のJ附 口は.主として原灼帥JT年齢

50歳以上の掛 二基EElL,1962-66年(二あける16%の憎/A

は原爆碑年齢50歳末梢lの群が主である すなわち

Deaths Age ATB 原嬢嶋咋齢

死亡艶 AuAges全年齢 <50 50+

1950-54 0 軌+.iぎt
(Group lV) E 州繕歎
yl一粒群

0/E比

1962166 0 視察 賢女

(180+rad) E 糾特 約

0/E此

241 104 137

211 102 109

】】4 101 125

日6 70 46

100 55 45

116 127 102

Insummary,Tat10SOfrelatlYeriskfortheentlre
1950-66 perlOd tend to obscure the factthat

rathermarked,dose-allddlStaJICe-dependentre-
1atlOnShlPSare Seen ln 1950-54 and again ln
1962-66 FoTteChmealreasons,dlStaIICeprOVldes
themoreretlableguidetotheearlleTeXperle)lee
forwhlCh theeffectrepleSentSan Increase Of
about3%-4% per25 radlnrelatlVemortality
forallcauses,or2%-3% afterremc)valofthe
40deathsfrom leukemla h11962-66there上S
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要約 1950-66年生糊=illを通 Lての死亡率 をみ ると,

1950-54年と1962166年E:み られた繰放または被爆別･離

とのかなり著 しい関仔が不叩脚 になる帆 句がある 技術

的な関越があるため糾 明の死亡率については,絞燥距離

とのTLL】係で示すほ うが確実であり.その柏 倉,全死怯=二

よる死亡率は25.ad当たり約 3%か ､L4%の憎机 白

血病による死亡40例 を除けば 2%ないし3%の増加】とな

る 1962-66年の糊FhrH:も相対的死亡率は251ad当た り



alsoabouta2%13%increaselnrelatlVemortality
per25fad Atthelevelofallcauses,ageATBhas
aperceptlbleulfluenceonthemagnitudeofthe
relatlYCrlSk. Although auagesshareLnthemor-
talltydlSadyantage,theveryyoungestandtheoldest
ATBsufferthegreatestexcess_ IfleukemLadeaths
areremoyed,ltappearsthatthe1950-54excessof
14% lnthemostproxLmallyexposedderlYeSmore
fromthoseaged50+ATEthanfromthoseunder50
Tn1962-66,thoseunder50ATBcontnbutemost
heavllytotheexcessofI6% amongsubjectsex-
posedto180十rad AcclderllalandylOlentdeaths
plainlydonotdependorLtheamountofradlatlOn
recelYed,buttherelSan uneXPLalned deflCItOf
deathsfrom sulCldeamongthoseexposedto180十
fad ThlSlastobservatlOnServesaSaremlnderthat

weare,afterall,deallngnotWlthexperlmental
butwithsurveydata,andttlatfactorsotherthan
radlat)On,and cap(lble oflnfluenclngmortality,
may dlStJngulSh bolll the distance and the
dosegroups

Tuberculosisand OtherInfectlousandParasitlC
DISeaSeS

TTleCOnCePtthatradlatlOnInterfereswlthnormal
1mmunOlogICmeChilnlSIllSlelldspartlCularlntereSt
to the examLnatlOn Ofmortality from the ln-
fectLOLLS and paras)tlC dlseases Among these,

tuberculosisISOfspeclalImportancebecauseof
ItshlghprevalencelnJapan andbecauseearller
anaLyses4･24 have )ndlCated thatmalesuryIVOrS
wlthLn1400m AT13,especlal1ylnHlrOSh)ma,have
sufferedahlgherrlSkofmortalityfrom tuberctll
losュstllan themoredlStallyexposed Illthelr
reyleW Of the AIiS Ln 1958160,Turner and

HoLLmgsworth26 found no eyldence that the
preyalenceoftuberculosISWasattllattlmeaS-
soclatedwlthexposuretolOnlZLngrad]atlOn ln
1961 determlnat10nS Ofserum antLbody levels

agalnStVュnousStrainsOflnnuenZaYlruSpre-and
post-vaccJnatlOn by KanamltS､leta)27revealed
Borne JrnPalrmentLn thelmmunOloglCdefenses
ofthesuryIVOrSmostPrOXlmallyexposedlnuterO

hcontrasttoradlat10n,manyenVlrOnmeTLtalfactors
arealreadyknowntoLnnuenCethelike)Lhoodof
anlnfect10nOrItsCLLnlCalmanlfestatlOnS JabLon

eta14 found thatthelargestandmoststable
dlfferences ln tuberculosis mortality ln their

contrastsofsubJectsnotLnthecity ATBwlth
thesurvIVOrSaSaWhole,waspresurnably are-

flectionOfvanat1011LnenvironmentalhlSloryand

ofselectLYefactorsdetermlnlngmlgratlOn lrutlauy,
the presentsearch fora radlatlOn effectwas

2%ない し3%穏便の増加 を示す 全死同についてみ る

と,死亡率 に対す る原爆碑年齢の影轡 がn7智め られる こ

の死亡撃の増加はすべての'牛酪 にみ られるが,原掛咋年

齢のJitも低い群と崩も高い群に17いて い ちばん著 しい

白血病 による死亡 を除 くと,1950-54年にみ られる近距

鮭複俳 名における14%の増加は,50歳東浦の群よりは50歳

以上の群に基因す るところが大 きい 1962166年の脚間

では,180rad以 上の群における16%の州Iyl=よ,J弓l.爆峠

年齢 が50歳末潤の翁が主である 不膚のJlt故や眼力によ

る死亡が放射経線iitと閥ITZ;がないことは明 らかであるが,

180rad以上の群 に白 扱者の少ないことの理 由は不明で

ある この叔綾の批繁結 果は,この浅科が実漠 ではを く

調査 によって得 られたものであること,そして,ayll壮

群や紺地群においては,放射線Lリ.外の死亡 を左右す引勾

子 にも壬 があるかも しれないことをLi.い起 こさせるもの

である

結核 な らびにその他の伝染病および寄生虫病

放射宗か=よって正 捕.な免疫 機IlrSが肺哲 を空けるであろ う

と考 えられるので†云娘病 および祢Jji虫1.･n=よる死亡群J)

緯肘t二は拝に同心が寄せられる なかんず く,出棺 は11本

で古城率がrr.U7Fく 以前の解析 J.三一では1400m未満の披様

方の!)与性 は特 に広瓜 において遥拙牡鞍轍 Rよ りも結指死

亡 串が芯いことがえ告め られているので,もて情は梓に並晋

で ある TulnCrおよび IloHHlg5､､,0)th28は,1958-60f｢

Ehr)の JJiへ【姐碓 網fE結 城の 絶対 を行か 1,その 当日Jrの寺,t

相 手日月率は確雌放射線 lft肘とrq越がない こと を認 め た

1961牛に金光 ら!7は. ワ クチ ン接性FITF経のaf_垂 インフ)L

エ ノザ ウ イルス株に対する血消tJt体位 を洲毒し.近郎

離胎内被曝 古の免疫肪御附 削 こ若干の抑P,Tを詑めた

放射線以外の 多くの環境閃イが(云社の噺哩や臨床症lノこの

発生 を左右することはすで[:よ く知られている JatIIon

ら一結,原環時 に市内にいなかった者 と被爆 方全部との

比l文で,絵描死亡率 にあける壬がJITtt,大 き く,かつ一局

であることを認め.これは1'そらく環規の追いや垂云居 を

左もす る凶j'の迎 いを反映 しているで あ ろ うと考 ;1た

今回の解析では,放射線形呼 を究明す.るI=めにまず被爆

者だけについて年齢,性 および榔市別 に綿,汁を行なった
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conflned tothesurvIVOrSandcontrolledbyage,
sex,andcity Table25provldesacompanson
ofobserveddeathsandtheage-sex-Cltyadjusted
expected valuesfor 1950-66 and forItsSubdl-
yISIOnS Table 26 glYeStheclty-SexdetaLlfor
theentlre 161yearper10d SlgmficantvanatlOn
lSCOnflned to 1950154,asnotedlnthereports
on mortallty through 19604 and l96425 For
the 1950-54 perlOd,aswehaveseen,distance
LSprobablyabettertoolforallalysISthandose,
and the new dlStanCe lnteTVa)s used here for

exposure grouplngSShould makethetwocltLeS
morecomparableastototaldose(melltrOnSand
gammacomblnCd 1 J) ForHlrOShtma males
therewere 132deathsattrlbutedtotuberculosIS

ln 1950-54,dlStnbuted among thefourgroups
asfollows

蓑25には1950-66年の全期間および各時期についての死

亡者の扱繁款と年齢,性およびW,rr;を補正 し/=期待故と

の比較を示 した 去26には この16年の全州rL.Rについて

の詳aJ]を織市 性別に示 した 甘者な差が孟巴められるの

は1950-51年7L='けてあり,これは1960年lJおよび1961年2i

までの死亡率を耶り上けた以前の報告にもみられた.1950-

51年の欄間についての解析では.前述のよ うに,段丘よ

りも距鮭 を性rEEする万力もそら く妥当であり,ここで柁

用 した祈 い -粘性Li;ATによって.両市は緩孜iit(中性+

とカンマ誰を l柑1の割 .'i･でlg計)の繭で互い[=もっと

頬Lll占のあるものになったで あろ う 1950-51年には,

広島の男仕 に結指による7/E亡*･'132例あったが.その距

艇群別分布は,欠のとおりである

Deaths 1950-54
1950151:T=LrJ死亡tt

DistanceGroup l兵服群

I II III IV

0 枚T.<故

E 州tH'L

0/E比

3

′乃

5

9

1･

.
5

5

4

q
′
I･･

2

9

/LU

8

0

0

.
9

7

5

0

8

0ノ

Examln'lLIOn Ofthe ullderlylngmaterlalby age
sllOWS tllatthe excess ln groups Illand lV
occLIrred atages40十 AT】】 ¶le 1950-540/E
ratlOSfortheothercity-SexSubdlVIS10nSOfgroup
lV are 96,57,and 47 EvenonthlSbasIS,
then,tlle relatLOnSh岬 Seen ln I-1lrOShlnlamales
LSZ10tStrengthenedlnanyWaybyconsolldat10m
wltheltherNagasaklmalesorHlrOShlmafemales,
alld remalnSanlSOlated obseryatlOnthatcallnOt

easllybeatlrlbutedtoradlatlOn

T71Claterye'lrSPrOVldednorelnforcementofthe
1950-54 pattern for HlrOShLma males,so ttlat
tlle 0/E ratlOSforthe 16-yearperlOdare 93,
121_, 126,and 1O3 forgroupsIthrouglllV
TTle dose-specirlC analys上s (Table 26)teIlsthe
samestory ltseemsmostLikely,therefore,tllat
someenvIJ-Onlllentalfactorolherthan radlat10n,
butcorrelated wILh distance from hypocenter,
tLnderlleS the relatlonshlp forHLrOShlmalllaLes.
AllaLysLSOftheexperlenceoflndlYldualage-groups
foreach ofthefourtLmepenOdsprovldesno
furthersuggest10110fadose-5peClflCrelatlonshlp.

ln addIt10ntOthe983deathsfrom tubeTCulosIS

therewere l67 from otherInfect)ousartdpara-
sltlCdLSCaSeS(Table27),butnoneoftlleCOm-

parlq011SProvideanysuggestionOfaTelatlOnShlP
toradlatlOndose. StatlStlCaJcomparlSOnSOnthe

.Tb

この益碓itf料を年齢別にみる t:.別l離耶 LnおよびlVにF'

けろImlJnはfT.il料咋て1脈40収1Jhr)料 _よ･'てFEしている

広見V)fB性lJ外Lr)1glHl 作別lヾ''Iでは,HlL雌肝Ⅳにムけ

る1950-54TF･の純潔 iv(とLtFlrl与'LとLT)比はそれて1196､

57.47で5'る し/=か .て.こJtをみて し,氏,(.いりIB

性 に1,[1るrlJH封土 托l.音(r)WYF∫,るい.土Fi;.伽 r)女作 をI)JJ

えて し強化EJlない.こ1日t ･-)tT)uHr.した枇架も-.平で

あり 紅 J-,にyt射弟H:Fl,'川かムるとはいえJlill

その(.Ltt)峠 1LfH::王.11こ.CLtr)A)ユ作.二-日-､わた195U-5-I･'FLr,

傾向か強化されたIFj拝は 'E:･+J.‥ R.触群 Iか･I.lVのLb.'1

問の糾繋i'(と桝rf与'Lとの比は-:･JlそLl.93.I22.1.26.

103である 稚tlt別､り解析日吉26で し同 してiJる した

が-,て.吃.CTlt')男性 にみ (,Jll=Ml'T,I:i.b'(射線ul外で伴

心地カらtT)蹄鮭 とffl梢を7)-;十f"1･iかtT)相場凶j'-のrLLV)に

主 L･ているLfr綻作が跡目.lqつしっ咋剛にtJける各年齢群

()Ft:LL者J)鰐析では,こき11J.上J)勘iLtとの問(蒜を示す所

見はritl

結F左によ,J.牝L'983例tr-:至カにそ r)他､r)lL墳J,'･if,よLL'寄

'i:虫11',):Vよ,-37/E亡カ HIT例 5.'':11:27 し,J)し.いす

11ノ)比手1◆二JJい こ土一放射TY/(T'1乙:iii:')rq仔:壬ホ唆 されて11

+,.い (三壌病および'寄生虫弼J)皇諾い 死亡右(1150例 l::つ



entlre ClassoflnfectlOuSand parasltlCdlSeaSeS
(1150deaths),whetherbasedondlStanCeOrdose.
reflecton)ytheyariatlOnSeenlntheexamlnatlOn
oftubercu)OSLSmortal)ty

MaLlgnantNeoplasms

lntheearllerreportsOntheJNIH-ADCCMortallty
study2･31eukemlaWasincludedasameansof

yalldat10n COnSIStenCy Wlth then accepted re-
1atlOnShlpSSeemedrequlred WlththeLnCreaSLng
Importance Ofthe physICaldoslmetry program,
howeyer,the mortallty Samplehasbecomethe
best slng)e basLS for studying radLat10n leu-
kemogenesISamongtheA-bombsuTVIYOrS Never-
theless,on)yabrleftreatmentwlubegIVenhere
asIshlmaruer a128 harelTtpreparatlOnareport
LnWhichboththe･lSCertalnmentandtheyalLdlty
ordlagnOSISW上llbesuper10rtO
by the death certlflCate As

thosepTOVlded
1"ted earller,14

forleukemladeatllStlleCOrLflTmatlOnanddetectlOn

percentagesare,respectlVely,73and95forthe
1950-65perlOd

Among the A-bomb survIVOrS there were 116
deathsattrlbutedtolelLkemtqlntheI6-yearperLOd
Table 28 pJOVldesan an(llysIS forboth cltleS
combLned rortheentlre t6-yearpenodandfor
each41yearperlOd ThlSform ofanalystsmay
tend to obscure somewhat the considerable

movementofthecorrespondlngdeathratesoyer
tlme Thus,forthose exposed to l80+ rad,
approxlrnateannualdeathsper100,000peryear
areabout115,95,55,and351ntlleSuCCeSSIYe

4-yearperlOds,bLLLofcourselargeuncerta川tleS
characterlZe these rates because orthe small

numbersofdeaths(14,日,6,and4respectIVely).
OvertheentireperlOdthosewhoreceLYed 180十
FadATEdledatarateofabout17tLmeSmore

tllan thosewhoreceLVedlessthan 10Fad The

Increasedmortalltyamongthoseexposedto10-39
Fad,corresponding tO aShlftfrom 43 to7.0
0nthedeathTa一eSCale,LSWellwLthLnthepower
ofchance toproduce. Itwould takealarger
experiencethan thLStO Provideapowerfultest
orthe 111一earllypOthesLSln the reglOn OfLow
dose ltlSperllapSnoteworthy thatthe rlSk
ofthosewhoreceJVedunder10radLSCloseto

theaveragedeathratefrom LeukemialnJapa n ,

4 per100,000peryearys3to4forasample
wlth theagedlStrlbutlOnOfthatunderlnVeSt1-
gattonhere.

lnvLeW Oftllemuchhlgherriskofdeathfromall
causes,allnaturalcauses,etc,ln1950-54among
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いての統計的比較においては,距艦あるいは線iit別にみ

ても.結柁死亡率の陳謝のさいにみ られた差が反映 され

ているにす ぎをい.

悪性新生物

干研-ABCC寿命粥盃に関する以Ftnの報告では.213 渦

査結果の確実性の基づL†の方法として白血病を性IfILf=

すをわら,当時考えらJlでいた被曝線丑 と白血病 との関

絵の-耳性 を示す必要があるとされた しかし,杓理学

的な線丘mIは 洞恋の正窄1Jj.がJ附 lけ るにつれ,荷命調庶

対象群は原爆祇件名の放射線.絹発性rtI血病 を調べるため

の最良の単一の網走対象tこ与った fi丸ら?Iは,死亡診

断杏の叫合よりも症例発見と診断の確実性がとい こす ぐ

れている調査について目下報告辛Fを作成 してい るので,

ここでは白血病について閃111に記述するにとどめる u

IVlの報tE.L･では.[11950165咋のFglFLi)の死亡診l折!LFL=おけ

る白血病 の確認撃 と発 見率は,それで1173%と95%で

あった

16年間の期間には,白血病による死亡が被爆令に 116人

あった r■L】市をli,TFして16年Lulの'i州Ihr),ならびに4'tli

ごとの各糊rin(二ついて行なっf=解析の結果を-1:･28に示 し

た このよ うなカ法による解析では.各期Iinにおける死

亡率のかなりの変動がやや7.'tlfl陀 [=なる傾向があるかも

し11か ､ そこで.被曝隷 rRが180■adu Lの爺の死亡

率を4咋ことの各柳問E:b什る咋IZり100,000人りU=りの

死亡 荷故で示すと 115,95,55,35であるが,i,ちろん.

死亡者をtが少か ､ため (そhぞれ14,ll.6t'よぴ4例).

これらの飲手にはイ;確実性力偉い 土偶問を辿 してみる

と,原価Ilfの被曝禄iitが 180ltldu｣-_の古の柁亡率は被

曝純正10】ad東胡の竜のi'･)17倍である 祐曝鶏!丘101

39rLldの者における死亡率の牢JZH43例から7.0例への

噌brlは,lr%'/JiでもL''0--7,i:人に桂こりうることで あ る

低級丘城における線型仮説について強1)な続TEを行なう

ためには,こ11よりはるかに多くの例 故が必 磐であ る

被曝拓き駄10】ad未満の舌の死亡率は,｢r本皇国の白血病

による平均死亡率に近(Jlしている -1~なhち.L)本金匡1

の年IinlOO,000人当たり4例に吋して, 本調査における

対象者と同 LI年齢 分布のサ ン71Lについてみると3ない

し4例である

1950154岩卜における線此不明の者の 'f死同.全捕死閏等

による死亡率が拓いことが舐められているにもかかわら



thoseofunknowndose,1tmayseemsuTpnSlngthat
thlSLSmuch lesstrueofdeathsfrom leukemla

Thecorrespondingrat10Sforthefourgroups,1
toIV,aTe30,36,I.16,and653,m the1950154
Interval,and theLrPLoton theT65dosescale

vlrtually comcldeswlth thatbased on theT65
doseIntervalsofTable28forthesameperlOd

SincethelatterexcludetheexperJenCeOfsubjects
ofunknowndose,ltLSbelleVed thattheearly,
speclalInterestln leukemlaOperated toreduce
thelossofshleldlnglnrOrmat10nSOCharactenstlC
ofearly deathsgenerally. lfso,the)eukemla
experlertCe prOVldes no rellable gulde to 仇e
probab)eaveragetruedoseofthosewhoseestl一
matescouldnotbecalculated Although thelr
0/E ratlO Of173correspondstoabout55rad
on theleukemia plot(Flgure6),ltCannotbe
assumed thatthlSValueholdsforothercauses

ofdeath More Important,thereseemsto be
no reason notto use the T65 doseestlmateS

lnStudylngleukemLadurlng1950-54

Although theforegol∫lganalyseswerestandardlZed
byage,expllC)Iage-SpeClficcompansonsbydose
werellmlledbygmallllumbers llmaybenoted,
howeyer,that10,oT23% orthe432 sub]ects
exposed to t80+ rad and underage 10ATB,
hada)edofleukemiaby 1October1966 ThlS
compareswith O81% ofthoseaged 10129ATB
andsLmllarlyexposed

WlththeexcLuslOnOfdeathsfromleukemla,there
remaln 2276 deatllSfronlOthermaltgnonTIZeO-
plasnLS Jablon etal,1n theireXamlnatLOn Of
this materlalthrough 1960,4 wltl､abouthalf
thlSnumberofdeaths,rouLldaslatistlCallyslgn卜
ficantelevatLOnOfrlSkonlyforHlrOShlmafemales,
wlthallage一groupsoyer30ATBmanlfestlngSOme
mcreaselnnSk,andtheprlnCIPalexcessbelngln
the1953-54perlOd Table29provldesasunlmary
ofthedataby4-yearIntervalstllrOugh 19661n
dose-speclfLCtermsforbothcltleSandsexescom-
bllled TherelS,flrStOfa)1,anexcessofdeaths

among those orunknowndose. ThlSISmost
obylOuSlrLJ950-54andlSbestexploredlnrela-
t1011tOtheItoIVdlStanCeClasslflCatlOrL(Table30)
TTLISShowsthatfor1950-54thedoseclasslflCa-

t10m(Table29)LSSOmeWhatblaSedforformsof
cancerothertllanleukemla,SOthatdlStanCeprO-

yldesthe bettertoolforanalystslnttllSearly

period Table30alsoshowsthattherelation-
shiptodlStanCeln1950-54dependsyeryheavlly
onHJrOShlmafemales,forwhom theLISSOClat10n

lSStrongaI-dhlghlyslgnlfJCantlnthethreem･11rl
statlStlCaltests,lnCludlng thatforllneartrerLd

ず,白血病による死亡率の増加がそれほどでないのは不

.Ill.日光に巴われるカもしれない 195015LI牢の糊間におけ

る1からⅣの四つの距雌群の白血病 による死亡比は,千

れぞれ 30, .36.116,6.53で,これにT65書架丑推定

値をあてはめてみると,同期n.i(こついて老28で示 し/iT6

計から純血不咽の者が除外 さhていることを考 える と,

7刀糊において白血病 に柿に高いr喝心が払われていたため

に,早期死亡者に一般 にみられる蓮鼓吹科の欠如は,奉

疾患例のJq合,それほどいちL:るしくはをb･つたとrt_L'.わ

れる もしそうであるとすれば,白血病 の 衣料か らは,

繰瓜推定値の別井がで きなかった群に対 す勺だいたいの

平均線丑の確実を指拝は得らhをいことになる この群に

おける税額故と期待故との比173は,白血柄曲線 (囲6)

では約55radに相 当するが,この位 が他の死EEにもあ

てはまると(反覆することはで きをい よりg!嬰なことは

1950-54L'事-の白血病 をl･k討する川合にT65宗方壬LH旺定(血を

使川で きないという埋山はをいとい うことである

荊速の解析ではtf=齢についての摺itEL化がITなわ11た が,

例談が少ないため線LtR'd別の年齢別比43:[=は限19:があ

る しかし.抵取扱ユ止180】ad以上で原爆rr#年齢10故未

満の 432例中10例,すJ;iわち23%が1966咋10HIll以

菅羊の原埠時年齢10-29歳の竜では0.81%であった

白血病 を探 くその他の悪性新生物(:よる死亡は2276例あ

る JLlb】011らJは,1960年末までのこの半数程度の死亡

者についての輯科を帳.uLた紙札 死亡率において統計

的にJ6竜を増加があったのは広見の女f3=のみT･あり.し

かも,原爆峠年齢30歳以上のすべての年齢群にI'いて死

亡率がある程度ttMrrしておr),この増加は r=として1953-

54恥 こみ られることを認めた 19661i'兼 までの'Ji料 を.

両市およびタユ女を合計して線止別ならびに4'rr-ごとの各

期r.n別にまとめて表29(:示 した ます,純血不明の 古の

死亡率が高いことが認められる これは.1950154年に

おいて於も那智であり,この期fulでは ⅠからⅣまでの距

離'h項に基づいて榛付することがいちばんよいであろう

(裳30) この炎では1950-54坪における白血柄 を除 く各

唖の頓の緑Ei別分布 (舟29)に若干の偏りがみられるので,

切開の溝科の角芋折では被爆距鹿 を挫け1十るほ うが妥当で

ある.黄30からは.1950-5-I･'T'[:おけるSE･能との開帳は.

広脇の 女性により)くき く左右 されることがわかり,経堂

同珊傾向を含む三つの立賢な統計学的的環に1'いてその

相関は強 く.非細に甘哲である この糊批 T)頓 による総

)S



FlGURE60BSERVET)/EXPECTEDDEATHSFROllLEUI(EMÎ BYT65DOSE.
HIROSIllhlA良NAGASAKl,1951･66

団6 白血病による死亡の税額 を欠と桝子事故との比 T65孟P<止別,

広島 技岬,1951166年
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SlnCethedeathsamongHlrOShlmafemalesrepre-
Sen【lessthan40% OrallcancerdeathslnthlS

perlOd, any modelofradlatlOn CarClnOgeneSIS

wollLd probably have to besex-speclrlC,1fnot
more complex,to fitthe 1950154experlenCe.

ln 1954-58theTelSnOeVldenceofanyrelatlOn-
ShlpbetweenallformsOfcancerandeltherdose
ordlStanCe,evenforHlrOSlllmafemales lnthe
third lrLterValtherelSagalnSlgnlflCantYarlatlOn
among HlrOShlmafemalesonly(Table31),but
the･trend lSTtOtlLneaTand thoseofunknown

dose(0/E = 10/42)mayweakentheeyldence
foradose-speclrlCrelatlOnShlp RatlOSforthe
fourgroups TllV ln 1958-62,forrllrOShlma
females,ale91,101,143,and167,wlthP<01
1ntestsforlJneaTandquadratlC trelld,and 01on
thehomogeneityOftilefourgroups ln1962-66
1tlSagainOnly forHLrOShlmafemalesthatthe
departure from homogeneity achievesSlatlStlCal
slgnlflCanCe,butforHlrOShlma males,and for
totalmales,therelSSuggeStlVeeVldenceofllnear
trend(Table32) The48deathsamongNagasakl
femalesfollow noevldentpattem

ExamlnatlOnOfthematerlalbyageATBshows
thatthedeathsaremostnurneroILSamongthose

30-69ATB,andthatallagegroupssharelnthe

う9

死亡省故の中で広見の女性の占める割 (千は40%以下であ

るので,1950-54年の涜料に適合する放射線による癌3月

発についてのモデルはおそら く性別(:よ って炎 なるか.

より禎栓なものになると思われる

1954-58年の1年川Hには.症.晩の女fg=に1'いてさえt,,全

Iil･と線山あるいは距離 との問fqf.lよ認められない ･7!3品=

目のJyl即日二至って広島の 女性のみに再び1_1壱な葺が,iJ]め

られるが hIき3日 ,純空r,Dj帰の帆 如主な -:.まf=,耗Li不

明tT)古(税額約10例,期待放12例 )によって繰延との開

院は弱め られるかもしれ+.lil 1958-621F-にわける広島

の女性の四つのHLi鹿群 (I-Ⅳ)における死亡比は,それ

ぞれ 91,101,143,167であり,線型回帰傾向1'よ

び二次曲線傾向の抽定ではP< 01,llLlつの肝の均'j7性

についてのftR竜では .01である 1962166TTに広.67Iの 女

性のみにおいて再び総計的にtl澄な豊 が認め らJlるが,

広島の罪性および両市の男性 を合計したJqlS･には線型傾

向が示唆さJlている(妾32) 技崎の女椎 における死亡48例

については,明確を傾向は認められない

菜料を相棒時 年齢別に抽討 Ll=結 -Lf主,原爆時 年齢30-

69歳の書の死亡率が泉も高 く.広島の女性ではし､ずれの



IncreasednskamongHlrOShlmafemales lnanaly-

sesuslngbothdlStanCeanddose,the1950-54
effectlSSeenmostClearlylnthoseaged40-49
or60-69 ATB In J962166Onlywomenaged
50-59 ATB reglSteraSlgnlflCantdlfference Ln
mean dose(92 deaths),although thewelghted
statlStlCrepreSentlngallage-groupsISqulteSlgnlf1-
cant(P <.01)and the excess appears to be
dlStrlbutedovertheentireage-range Forboth
sexesandboth cltleSCOmblned,the0/Erat10S
durlng 1962166 forthoseexposedto l80+fad
byageATEare

年齢群においても死亡率がJtMl1している 距離 および隷

丘 をとt.(二用いた解析では,1950-5J年にみ られる影響

は原爆時年齢40-49歳 および60-69歳の古tこおし-て敬も

明確である 1962166年-の相川JJでは.全咋齢 についての

加重統計且 がかなり1T竜で rP<0日 ,増brTがすべての

年齢 にわたっているよ うに思 われるが.原体時 年齢50-

59歳の女性のみにおいて平均孜丘 にtI一恵を裳 か詑め られ

ら(死亡事故92).1962-66年の糊rZJll二おいでは,弟女血

よび両市 を合計 して被曝線丑か180radJIl上の者の視索

敦と期待故との比 を原蝶時年齢別にみると,次の とおり

である

ATB原体時q=-R
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797 6.44 1.32 010 2269

126 155 076 0 L45

Abouttwo-thlrdsofthedeathsfrom mallgnant
neoplasmsotherthanleukemiaWereCertlfledto
collCerOfthedtgesttl'eOlgan∫and perLIOnelLm
(JCD150-)59),78%lnmalesand56%lnfem'lJes
TheseslteSarereSpOrtSlbleformucllOfthevarla-
tlOn Observed forcallCerSOfaLlfornlSexcept

leukemla,andespeclallyfortheInfluenceofHlrO-

shlmafemzLJes Tables33and34summarLZethe

avallabledose-speclflClnformat10nbytime-perlOd,
city,andsex Onthewhole,therclatLOrLShlpS
seem we{lkerforcancerofthegastrolnteStlnal
trtlCtthanforallslteS Onlylllthe1950-54
LnterValdothedose一groupsdlffersLglllflCalltlyfor
theentlreSample,andunfortunately thesedata
werenottabulatedforthedIStanCe-groups How-
ever,lfthedose-tablesareexamlnedro√HlrOShlma
femalesln 1950-54,1tSeemsClearthattheap-

pareJltaSSOClatLOnWlthdoseextendsnotonlyto
thedlgeStlVeSystembutalsotootherslteS(except
leukemla) A160,ln the 1950-54 1n【erval,the
othercity-Sexgroupsalsoshowsomeexcessmo卜
talltyfrom gastrolnteStlnalcancerlfsub)ectswlth
unknowndosearecombinedwlththoseof40+fad

Thecorresponding0/Eratiosbycltyandsexare

白血病 を除 く悲性新生物 による死亡の約 3分の 2は消化

器および腹膜の痔日CD150-159)千.9;件では78%,

女性では56%を占めていた Fl血柄 を除 く全椴 に1'ける

塞,杵 に広爪の女件の研き塀 における葦は,よ と してこれ

らの部位によるものであ勺 t:･33と34に,入手 されてい

るYt料を純RMIJ 州r川別 ･伽rlJ別および惜別にまとめ/I

全作としては,消 化器系の収 に1'.ける相和は 全焔の梢

合 よ りt.低いよ うにUL_)わゴーる 対扱群全作で,各線点と群

nllに有患 な差 がま望め ら11るのは1950-5-lqのJlTIFhLlのみで

あるが,残念 ながらこの滋ではPLi雌別tA,Jfrは行をわhる:

かった しか し,この純血別のり～計(:おいて1950-54q=-

の広島の女性 をみると,純丑 との間(,.'は消 化凱 Sか りで

な く,他の部位 (白血病 を除 く)[:i.沈めらnる 1950-

54年の期間には,線虫不明の名と40rad以上の老とを合

計すれば, その他の各都市-性別群に tH削 ヒ器系の癌 に

よる死亡率 が高い 挽解 放と期待 杜との比 を都市別 およ

び性別 にみ ると次の とお りで ある.

Deaths1950-54 HlrOShlma広島 Nagasakl 長崎

1950-5-Iif1-の 死亡rZ Maleリ主Female女 Male粥FemaLe女

0 税額J女

E 偶博か

0/E 比

26 23
235 9.98
】11 231

17 5
115 34】
148 146

40



TheexcessderlVeSfrom noparticularage-group
butlSfoundamongal)subjectsaged300rmore
ATB AlrhoughnoneorthestatlStlCaltestsonthe
totalexperienceOf1962-661nTable33returnsa
SlgmrlCantlylowprobablllty,therelSSOMESllggeS-
tlOnthereorlJneartrendwlthdose,andwhen
the city-Sex COmpOllentSareeXamlned forthlS
period(Table35)ltappearsthatbothHlrOShlma
malesandrenales,butespeclaJlythelatter,con-
trlbutetoth]ssuggestlOnOfareLatlOnShlp

Ofa一ltheslteSlnthedlgeStlVeSystem,Onlyfor
calZCerOf Thestomach lSthedeath certlflCate

a reasollably accurate meansofascertalnment,
wlthilCOnflrmatlOnPerCelltageOf83andadetec-
tionPercentageOf721mthlSeXPerlenCe TtLS
also the majorslte WlthlrltllegaStrOlnteStlnal
tract,;lCCOu】ltlngfor63% ofalldeathscertlfled
tocancerofthe(LlgeStlVeSystem lllthisSerleS

Although theconrLrmatlOnratesaremuchLower
forsltesotherthanthestomach,stomachcancer
lStheprlnClpalautopsydlagnOS】SForOnlyabout
16% orthecancelscertlfled todlgeStlVeOTganS
otherthanthestomach TheT-efore,thedeath
certirlCateSdoprovldeagood,1rImperfect,source
ofLnformatlOnaboutstomachcancer,anddeaths
certLfledtothedlgeSt】VeSystemaSaWholecolllprlSC
arilrTTLOrenllSCeIIaneollSgrOLLpOfcancels The
two-wayrelatlOnShlpbetweenthede.lthceTtlflCate

dLagnOSLSandtheprmclpalautopsydlagnOSISfor
autopsled casesm lhlsserleSdurlllg 1950-651S
asfoHows

死亡率の増加は,特定の年齢群にみ られ るのでは な く,

原棒畔 年齢30歳11上の点全.%にみられる 妾33(:示 した

1962-66年における総死亡者故についての統計的憶 定で

は,確率伍が有意に低いものはをい しカし,‡貼 tによ

るi'虫型傾rulが若干示唆 され,このfWIL"について郎ポー性

別に検討すると(去35).この相関は広血の男女,指に女

性によって生 L'ているよ うに巴わ11る

消化器系を喜引立別[='hl†てみると,死亡診断杏では胃癌

のみがかなり確実であり,今回の三岡JlE脚にI'ける稚RJ.溝

は83%,発見率は72%である また,消化器系の中でも

円が櫛のiL嬰発生粕日立であり.今回の州恋例中の消化器

系の癌 による死亡の63%を 占めている

胃1㍍トの射 立では稚詑劉 土かflり低目が,死亡診断否の

死岡がWll外の消化器の塔であったものの中で.剖綾診

断が田切で･あったものは16%にすぎない つまY),死亡

診断潜からは,不完全ながらも閉域 についてかなりの･ii

料が樽らnるのに対 して.死亡診断杏にrri化提糸の秘 と

記糾 されたものの■小 二はその他の切々の桜も含まれてい

る /,4回の調査例中199)-65年に別臓をJFt･けた例の死亡

診断il宇上の診断 と剖綿治Wrとの開帳は次のとおりで3)ら

PnnclpalAutopsyDlagnOSIS剖FSL診断

諾 冨clu" Tot･ C-.nha.r,̀ ?th?r
針 Stomach DlgeStlVe Other その仙

'ITj その他の消化器 消化提1㍍トの窃

UndeTlymgCause

TotaJ総 F( 2526

Cancer StomachrL.] 219

慈 otherdlgeStlYe 171
その他の消化告
Other消化器L.けトの名 266

0therその他 1870

253 176 339 1758

181 19 5 14

27 109 11 24

6 7 234 )9

39 41 89 1701

From Tables36and371tappearsthatdeathrates
forstomachcancerviLTynOmorelnrelationtO
radlat10n dose than do thoseforallmallgnant
neoplasmsandforthedLgeStlVeSystemaSaWhole.
TTLeOnlyexcepl10nlStherateforNagasaklfernaJes,
whlChlSrathersmall Neverthelessfor1950154,
and forboth HlrOShlmafemalesandaufemales

throughoutthe 16-year penod orobservatlOn,

妾36および37にみ られるように.関税 における線虫によ

る死亡率の差はすべての潜性新生物 あるいは消化器系全

体の柏 倉よりも箸 しいということはない 唯一の例外は

長崎の女性であるが.例政は少か ､ しかし,1950-51年

の期間,ならびに16年間の全体を通L'ての広島の女性 お



slgnlflCantYarJatlOn lSSeen Agalnthe early
experiencelSbestreviewedon thebasisOfthe

I-LVdlstancegroups,shownlnTable38Although
HlrOShlmamalesaccountforlooolthe178deaths

from stomachcancerlnl950-54,anyeyldenceof
arelationslllpWlthdlStanCefromhypocentercomes
ratherfrom the HlrOShlma fema一es(48 deaths)
andtheNagasaklSubjects(30deaths) SubjeCtS
orallagesover30ATEcontrlbutetothlSrelatlOn-
shlp

hlthe 1954-58 and 1958-62 intervalsllOneOf

thecity-Sexgroups,andnoneoftheconsollda-

t10llSmade From them,provldesevldenceofa
posltlVerelat10nShlPbetweentherlSkofstomach

caIICerand radlatlOn lllthe 1962-66 perlOd
thetestofllneartrendonaHulrOShlnaSubjects
IS POSltlVe,and thatforHlrOShlmafemalesIS

very nearly so (p-053) Table 39 glYeSthe
0/E ratlOSforthlSperLOd ThesuggestlOnOf
an lnCreaSe ln StOrnaCh cancerln 1962-66 ror

sub)ectswhorecelYedappreclableamountsofradla-
tlOn lSnotStrengthenedbyexamLnat10nOfthe
autopsy materlal NoneofthestatlStlCa)tests

onthemater】allnTable40yleldedaslgnlrlCant
dlSCrepanCy

Ctlnce10/OtllerPrLnCLPaldJgeStII,eOrgL17751Stlle
subJcclorTable4l,wheretheentlre 1950-66

experiencelSSunmarlZed Therewere130deaths
ceTtLfledlocancelsInvolvingOtherportionsOfthe
dlgeStlVeSystemandpentoneurnthatdo
lnthetablebtJtarelnC)udedlnTab)es

FornoneofthethreemajorsLteSIS
effectsuggestedatthe)eye)ofthetota)
and this lS also true Ofthe large
pancreaswhen the clty-Sexandage

notappear
33alld34

aradlatlOn

eXPerlenCe
boweland
ATB com-

ponentsareexamlnedlrLdLVldually Forthelュver
arLd bLLlary tract,howeyer,therearesomedlSI
crepancleSthatdeservementlOn(Table42) Ob-
servedandexpecteddeathsfromcancelOfthellVer
a】ldblllaryPassageslnIn°)vldualclty-Sexgroups
arequlteSma‖atthehlghendofthedose-range,
there belng onJy 43 0bserved ys44 expected
amollgthoseWltllunknowlldoseor40+γad Ollly
fortlleNagasaklmalesISanyrelatlOnShlPSuggested
and the pallCltyOfobseryatlOnSthererobsthe
suggestLOnOranyTealforce TherelSnOeVldence
ofrelatlOnShlpamongthe72 tlutOpSydlagnOSeS
ofcarclI10maOfthellYerForthe1961-66perlOd

CqZLCerOftherespL,qtOn･SyStelTZaccountedfor
203 dea【hs, 145 belng Classlrled asmalignallt

neoplasmsofbronchus,trachea,and lullg(lCD
162-163)Tables43alld44provldesomesugges-

42

よび全女性に有意な差が認められる この梢 'nLH:ち,妾38

に示 したように印糊の死亡[=つLて は Ⅰ-Ⅳの距離群別

に検討を行なうのがいちばん妥当である 1950-54年に

おける胃癌 による死亡者 17!日刊中 100†軌土広島のyi性で

あったが,鞍坪距鮭 との関I'TSが認められるのは,むしろ,

広島の女性 (死亡48例 )および長崎の対象 (死亡30例 )であ

る この関係は原体鴫 年齢30歳 以上の省全体に認め ら

れる

1954-58年および1958162年の期r"[)では,それぞれの郡

市一性別群あるいはそのいかなる組み/E,-わせにおいても,

胃癌 による死亡率と放射線との問に明確な柑(,,I.があるこ

とを示す証鰍 土認められない.1962166年 においては,

広島の全例についての線型El帰傾向の縫竜ではFUl確を関

係があり,また広島の女性 についての粍竜もはとんと確

実である(p- 053) この期関の挽解釈と期待I'(との比

を責39に示 した 剖植付科を棒言寸しても,かrJt)の放射

線 を受けた者の門癌 が1962-66年において増帥している

ことを示唆する析兄を漉づける評柊は己'dめられて日, 去40

の掠料についての統tTH1'･Jflk在では,石窟な左派は認めら

れなかった

他のおもな消化器の癌 について1950-66年の全例 を黄41

にまとめた この,穀に3亡赦 されていないその他の消化器

および脱帽の感 による死亡は 130例あったが,これらは

寅33および34に含まれている.二二に示 した三つの主要

部位のいす11においても,その確政についての帳肘では

放射線の彩管は示唆 されか ､ 大隅および押収について

の都市 性およびIGi株時ff=･齢別検討でt.同Wをことがい

える しか し,肝bZおよび胆道については梓記す′くき葦

が若干認め られる(E･42】 もちろん,祁TF-性別にみ/i

梢 告の肝哨および胆道の癌の税額故と期T孝吉kは,1.は-il凪群

ではかなり少なく,純血不明の者またEiLIOra(ll.JJ=の者

の観察 敗は43,朋待鮒 ま44である 関係が示唆 されるの

は長崎 の男性 にあいてのみであるが,例書生が少ないので

この悶操はあまり強力なものではない 196L166年の糊

th門における肝臓癌の剖検72例には関係は認 め られない

呼吸器系の痛 による死亡は203例あり. 145例は気管 ･

気管吉および肺の懲性群生的HCD162- 163)によるも

のであった 老43および41をみると.特に広島の男性 に



tlOnOfarelal10nShLpbetweendoseanddeaths

from allcancelscodedtotherespiratorySystem,
especlallyamongHlrOShlmamales,andessentLally
thesameevldenceisseenlnTables45and46

forcancerofthebronchus,trachea,andlung
ClearlythebulkoftheLnforrnat10nderLYeSfrom
1958 andsubsequentyears,andaconsolldat10n
forthlS8-yearperlOdElves

おいて線虫 と呼眼筋系の癌すべてによる死亡とのJZJEH:FuJ

L蒜が示唆 される 滋45および46では,ilL管 '/t管玄およ

び肺の租 についても本質的にこれと1771し開緑がみち11る

大多故は明らかに1958年およびそhu校の症例で あ り,

この 8年Fljlの例故をまとめると次のとおりである

Deaths T65 DoseT65識丑 T-ad

死亡放 0-9 10-39 40-179 180+ Unk不明

0 税額故 68 21 18 7 5

E柑=与的 80 19 11 39 47

0/E比 85 111 1.58 181 107

TherelSSOmeeVJdenceofallneartrendwllha

doublingOfre)atlVenSklntheregionOf150to
200 r.1(1 ThlSmaterlallSthesubjectofarnorc

extended analysts by Wanebo etal29 utlllZlng
autopsy and surglCal pathology lnrOrmatlOn
AutopsydlagnOSeSfor1961-66numberonly79,
andareconsistentWiththeInformationOnunder-

1ylngCause,butbythemselvesprovldeonlysILg-
gestlVe(P=09)evldenceofllneartrend

Amongtheage-cohortsltlSOnlythoseaged50-59
ATBthatreyealastattstlCallyslgnlficantvarlatlOn
dllrlng1962-66 HoWeyer,therelSaSugBeStlOn
thatthegroupaged40-49ATBmayalsohave

experlenCed anexcessoflungcancerstartlngLn
the1954158perlOd TherelSaSyetnOlndLCa-
tlOn Ofaneffectlllthoseunderage40ATB
The0/E ratlosby age AT13,fordeathsfrom
cancerofthebronchus.trachea,andlung,durlng
thethreemostrecent【lmeperlOdsforsubjects
wlth40+一adare

線型傾向が若干認めらJl,純丘1501200 radの ところ

で死亡率は2†か こなっている これについては.lV.lTlebo

ら29が別抽および外科病増村料をHlいて,より広範凪を

解析をfTなった 1961-66年l二剖綾で診断 され/=のはわ

ずかに79例で,rR死関のJq合と同t.71の傾向を示すが,剤

陳例のみの梅毒では線型Wl向は示唆的であるにす ぎ,ない

(p- 09)

年齢別にみると1lU爆rl!年齢50-59歳の 丹のみ(:1962-66年

にあいて統計的にTreを薯か認めらJtr= しかし.原棒

時年齢L10-LI9歳の 古にも195J-58Er･-から肺W.の増加が示

唆 さ11る 頓爆時 1l-齢40歳末潮の者については放射崩!の

形特はまだ見習め られていrJ.い 宗削IHlHLIOl.ldU J_の省に

おける̂ と近の三つの期I糊の71号f TH.3:.(I-およびqHIの屯 に

よる死亡の枕繋TEと糊待Ttとの比 を比.I.棟帖年齢別に示す

と,kのとおりである

AgeATE ITP脚 #年齢

開削 30-39 40-49 50-59

1954158 0/05 2/06 3/0.8

1958-62 1/0.8 4/28 5/2.3

1962-66 2/18 7/30 5/36

ltlS possible thatevidence oran errectmay
accumulaterapldlylntheyearsaheadandextend
to those underage 40 ATB SIIICe Wanebo
eta129dldnotfLlldanyevldenceofconfoundlng
betweensmoklngand radlatLOndose,theassocL-
atlOnShouldbemadethebasLSOfmoreLntenSIVe

43

放射線による影苛 を示す証柊が今校.t=Tl進に姑繊され,層

任時fF一齢40歳末1月の古にも彩管が綾出 されることがある

かもしれない Waneboら'9は,喫蛙 と放射純系!止の形

呼 との相乗作用を古君めていろ=-ので,墳料が鵜fAされる

につれ柑迎国子となりうる碓々の要凶に注恵を払いなが



sttldy,with more attent10Tt tO possibly con-
roundlngvarlables,asaddltlOnallnrOrmationac-
cumulates. ltlSOfInterestthattabuLatlOnSOf

deathsco°ed toallformsOfrespiratoryCancer
(ICD 160-165)arenotmoreSenSltlVethanthose

confinedtocancerofthebronchus,trachea,and
lung(ICD 162-163),despltethelrgreaternumber

Only67 deathswereascribed tocar)CerOftlle
remalebreastand theseprovidedllttleevldence
ofvarlat10rlaSSOClatedwlthlOnlZlngrad】atlOnex-
ceptlnthe 1962166Interval(Table47),where
thenumbersareunrellablysmallandthellnear

trendmerelysuggestlVe(P=05) lntheautopsy
serleStherewerebutl5diagnosesOfcancerof
the breas(, and thelT dlStnbutJOn tS not re-
markable. lnthesmallerbutbetterstudiedAHS

senes,Waneboetalrecently foundproyocatIYe
eyldencethattherlSkofbreastcancerincreases
wlthradiat10mdoselnthesuryIVOrS.30

mere were 194deathsattrLbutedtocLTIZCeTOr
thelLtenLSamongthesurvIVOTSdurlngthe161year
intervals,andthetrendlSSharplydownwardwith
time,frorn 64 1n 1950154 to 30 1n 1962166
In thelastmajoranalysJSOft)llSSerleS,4 the
0/EratIOWasShowntobequllelllgllforwomen
mostpro)こLmally exposed,and about174 for
thosewlthLn1400m TltlSObseTVatlOnStlmulated

lshlmaru tOmakeafleldsurreylnHITOShlma3]
butheWasunabletothrow furtherlightonthe
relat10nShlP Table 48 pTOVLdes an up-to-date
summary Ln terms Of distance, but with

dlStanCe-groupsaSredefinedforthepresentstudy,
andshowssubstantlallythesamerelatlOnShlpre-
portedbyJablonetal.4 Therelat)onshlPSeems
conrlnedtothe51deathsamongHLrOShlmafemales
Ln 1950154 and remalnSuneXPLalned Women
ofallagesover20ATBcontrLbutetotheexcess

Thereare35autopsydlagnOSeSOfuterlneCancer
ln the 】96ト66autopsyserleS,buttheycontaln
no suggestlOn Of a relatlOnShlp tO radlat10n
(Table49) Therewerel26deathsfrom cancer
ol ol/terand TJnSPeCLrLed sites (JCD 190-199)
amongtheexposedmembersofthesample,dLS-
lnbuted asshown LnTables50and51 There

lSnOStatLStlCauySlgnlrlCantre)atLOnShlptOTadl-
atlOn,butfor the entlre perlOd 1950-66 the
0/EratlOS areCOnSlStentWLthsucharelat10nShLp

To summanze the aboye observatlOnSattempts

to establlSh adose-responsecurveforleukemla
areseverely Llrnlted bypaucltyOfcases,butln

the presentserleS Of l16 cases the response

ら,前記の閥操についてより徹底 した榛相を加えるべ き

であろう.すべての他殺の呼吸器系の壌(lCD1601165)

による死亡者は,その政が多かったにもかかわらず,負

管 気管 支および肺の癌(lCD162-163)のみのJq合

に比べて解析の怨嗟が高 くなかったのは興味深いことで

ある

乳癌による死亡は67例あったのみで,1962-66年LJ外は

即離放射純 との関係はほとんど認められなかった(寅47)

1962-66年も例故が非新に少なく,線型回帰帆 句が,71･唆

される程圧にすぎか ､(Pと=05) 剖f糾列巾に孔境目土15例

あったにす ぎず , その'JT布 に特記すべ きもの はない

Waneboらは.収入雌廊 調査における小 さな洞虫対象群

について詳細 な凋丑 を放近行与った結乳 被爆者では乳

癌 が放射線隷丘に伴って増加するとい う興味掩い証拠 を

認めた 30

被爆者には,この16年間[:子宮癌による死亡は 194例あ

るが,死亡者故は経年的に皆(糾 二減少す る傾向 にあ り.

1950-54年には64例であったのに対して,1962-66年に

Li30例である この渦充対象群に11mするlJTl回のわもな解

lrT4の結果では.近拙RRで被爆 した女性 における秋野数

と州棒数との比はかなり拓く,1400111東湖の者では174

であった この税!,fに刑赦 されて石丸は広.Grlにおいて野

外調査を実施 したか,31 このt¥H7Tt;(二ついてそれuL解tlFI

することはで きなかった./7､回の調査で用いた析しい師

艦区分に基づいてBi近までの浅科を距鮭別に仏,汁LrL結

果を老48に王とめたが,本質的にはJab】oTlらIが以前報

告 したもの と同 L'r咽係をJ-T<している この岡掛よ1950-

5-岬 における広島の女性の死亡者51例 に限 られてお り,

原因はなお不明である この噌州は,原梯時年齢20鼓以

上の女性 全般 にみられる

1961-66年の剖伯例に7-官位 が35例あるが.放射高さとの

関係を示唆する所見は講習められない(彰49) 淵査対軌巾の

被爆者にはその他および部位不明の癌 HCl)190-199)

による死亡は 126例あり,その分布は黄50および51に示

す とおりである 放射線 との間に統計的に有E,な閃1,.fHま

認め られない ただ'し.1950-66年の全樹fii=二おける枚

繁故と期待さtとの比は,放射線とtT)開院に一致している

以 上の税寮結果を要約i-ると,例圭tが少ないために白皿

項 に対する殺鼠''h唄曲花の.央竜は非無 に用稚で あ るが,

今回の 116岡ではサ3'Bがかなり直線的であるように賢わ

LE.i



appearsreaSOl-ablyllnear,aVeraglngPerhapsthree
casespermLILIOnperyearperfad Examlnation

ofmallgnantneOplasmsotherthanleukemlapOmtS
toanexcessrlSktn1950-54,largelyulHlrOShlma
females,andagainLn1962166,withthelnnuenCe

ofHlrOShlmafemalesbelrLgOnlysomewhatless

dominant SubdlVISlOnbyslteSuggeststhatthe
1950154 excesscan largelybeaccourltedforby
gastrlCand uterineCancerLnHlrOShlmafemales,
butthatthe 1962166excessmay bemoreper-
vasive,lnVOIvLng moreSZteSand belnglessde-
pendentontLILrOShlmafemales Themostrellable

ofthese recentrelatlOnShlpS,ln thestatlStlCal
sense,arethosethatrestonallm;LllgrLantneO-

plasmsexceptLeukemla,forno slngJeslte Or
grotlpOfadjacentSlteSIStheevldenceofassocl-

atlOn Wlth radlat10n dose strongeT･ Forlung
cancerln malesand forcanceroftl1efemale

breastthe dose responsecurvemaybesteeper
than forothersites,buttheevldencefortheir
assoclatlOn Wlth radlation doselSWeakerthan

tllatforallsLteS(CXCeptleukemla),forwhlCh
themagIlltudeoftheresponseseemstobean
Increase Ofabout20% ln the base llneVallle

per H)0 fad reccIVed Noneorthe apparent
relat】OnshlPSCllaraCterlStJC OfllldlVldllalslteSIS
strongerlntheautopsymaterlaHor1961-66than
t-ItheaniltySIS LLStngde{lth certlflCatedlagnOSeS
AgeATBseemsnottobeastrongfactorlnarLy
ofけtese relat10JIShLpS,although ltLSln radl-
atlOnleukemogencsIS

BenignNeoplasmsandNeoplasmsofUIISPeClfled
Nature

Although 120ofthe13,093deathsamongA-bomb
survュyorslnthe1950-661nterValwereattnbuted

to benlgnneOplasms(lCD 210-229)ortorLeO-
plasmsoftlnSpeClfied nature(ZCD 2301239)on
thebasISOfthedeathcertlficate, LtWasthought
thatsuchdlagnOSeSWOuldbetoounTellableto
warrantstudy,especlally lrLtllepresence Ofa
slgnlflCalltamountOfautopsylnformatlOrL Ac-
cordlngly,only theautopsyflndlngSOf196ト66
were examlned,Wlth the negatIVe resultsseert
ulTables52 and 53 TheslngleslgnlflCant
devLatlOnfrom chancethatlSnotedforthetest

olllneartrend among NagasaklfemalesISnot
unllkely ln YLeW Ofthenumberoftestsbelng
lllade

AllerglC,ElldocrineSystem,Metabo)ic,and Nu･
trjtlOTIalDISeaSeS

TheICDclassIlldlSeaSeSaccountfor380deaths

れ,平均すれば lradにつ き'4-'-問100万 人当た り3例程

F空であるよ うにみ える rl血柄 を除 く悪性 締生杓の帳.汁

では,1950-54年にItとしてIi:島の女性 において死亡字

の増刷がb リ, また,1962-66年=･(こ至って再び死亡率の

増加があ り, この時糊は止血tr)女性 における形JhlJ'やや

小 さ く%っている 糾 せ別に'dⅧ十ると,1950-5jJ'トに

みちnる死亡率の畑 柵は 上としてILILIJの女作の'IrJ輔 およU

千怒鳴 によるものであるが.1962-66年の)tMllは このよ

うにじ月',iiされたものではな ∴ 関lJしているLLrHJ.i,多く,

相川 にみ られ るは とには広.亡,')の女作 か主体とな･'てはい

7h - FL近み ち11るrUH言の つ[',托,汁的に爪 t,強 く呪 わ

れているのはFl血塙 を托 く nl性 抑′仁的 'f作にみられる開

帳で ちる これを部は別tこみても,また,描指したい こ

つかの部位 をまとめてみてt,､放叶弱l線ムtとtf)r指=二いっ

そ う強い開帳は.I,'L)Lt')られrJt, T,作の肺窃I.よぴfl作の

孔棚 では 他のT71:はよりも品目LtFIく応rlll稚カ2勾配である

かもLn,ない しか し.十.こての.ir.(謀trEl血柄 を除 目 に

おいて.みられる 100T･ad:こつ きi'･J20%の増榊に比べると,

その放射線稚lLtとLr)間代lEt弱い 1961-66;I-に1,(†る刑

41'約7料 を耶析 してみて t,. 終.L':rHj:に1,日るTll'伽FlHltとの

Tul協が死亡;T3'断TH=鞍づ く附frr(T川,).'TよりL,]ヨihにLRわ

れることはfJ.カ ノf= l山林Il'JTL齢は,放射軌鳩Jn=件 F川rL

捕J)Jq.′Tとは興 ウリ.二八 ･t,J)rqlq'では･ITEYA.I+r七EI'でけ

なp､よ )にLLl11nる

別格 でiBめ られた良性新生物および性質不詳の新生物

195(トtk;･'ELT)糊rZFJに',e亡 した托柑h13.093†恥りうち120例

.三,･:ILT)7/EL',治は庁.1日二J亡qJlをnlIqIrJ:け111n Jr′F.杓LICD

210-229り .,Stl'土作 TLイ､.if-tI)抑′L的IICt)23O-2:19 -

と七 ･'ていたか 印当れt')別枠L'rHが)､すさJtていTJこ

とかJ-'すれは, これ らtl)ユタILJJJは (,.,紬Illか低 : 純コケを

加 える7LlHの価帖はなし､よ-)にLL_iJ.Jlわた した が ･'て.

1961166,'r=LT)剖 ト'FT珂 比(T)みをト約 1したが,炎521,よぴ53

に示す とt'り,佑牲維 ■典かr■;ちかT= 1と叫(T)女rt-(こつい

てLT)純型回帰Nl向の綿7iiで rz替rl丑 を示すしのか つATIc.

め LLLtとカ, 二Jlは朋担し,+=f:F',ELr)壬生を考,-ijtは,あ l)

え･+sH ことではriい

ア レルギー性疾患 内分泌系疾患.物質代謝性疾患もよ

ひ栄兼の疾患

積畔 点に1.ける死亡者の うち380例 7)死臥 i.団搾横柄

-15



among the exposed subjects,and foranalysts
weregroupedIntothreesubcategones

分類の第m苛 に属する疾患で,解析のためにこれを次の

3群に細分殺 した

ICD Descnption Deaths
状恐 死亡鼓

240-245 AllerglCDISOrders7レルギ-性疾愁 212

260 DlabetesMellltuS 紬尿病 118

0tller Endocnnesystem,metabolic& 50
その他 llutrlt10naldlSeaSeS

内分軌 物質代 れ および紫菜の嬢JL.Ll.

Separatetableswerepreparedonall380deaths
LnlCD classIll,onthe212deathsfrom auergLC
dlSOrders,on the118deathsfrom dlabetes,and
on the 168 deathsln the lasttwo CategOrleS
llsled above Tables54 and55summarizethe

findl爪gSWlthrespecttoalldlSeaSeSOfICDclass
lII TabulatlOnSbydlStanCearenotShown,but
fornelnerdosenordlStanCelSthereanysug-
gestlOn OfaTelatlOnShLp tO radlatlOn PrlOrtO
the 1962-66 penod (TabLe 54)forwhich the
observedandexpecteddeathsbydoselnFadare

筋uT郡の疾患による死亡者 380例全fl,アレlレギ-性疾

患I=よる死亡者 212例,柁尿病による死亡者 118例,お

よび上記の細分頬における前縁の二つの疾患を合.許した

死亡者 168例のそれぞれについて別個に兆pl†した 滋54

および55では,第m群のすべての疾患(=rqする所見を総

括 して示 した 距離別の鵠計はここには示 していか tが,

線且別 および距JB別のいずれか らみても.1962166年

の期Pul以外には放射線との開院は示唆 さnない (滋54)

1962-66年にお[1る死亡の触祭 政および糊時 政は線丘

(rad)別に示すと次のとありである

T65Dose絞丑 rad

死亡‡1 0-9 10-39 401179 180+ Unknow-I
†::し-

0 枚繁か 64 15 15 3 4

El即 事rt 689 165 94 29 34

Ln allFourLndlYidualclty-Sex COmparLSOnSthe
0/E ratiosaregreaterthan unlty forsubJects
wlth 401179 rad ExamLJlat10nOfthematerlal

by ageATEprovidesnofurtllerillumlnatlOnOTt
the posslbillty thatmortallty From thesecauses
may have begun to )ncreaseln 1962-661rlre-
sponse to theradlat10nln 1945 Theautopsy
serleSWasnot analysed wJth respectto these
dlSeaSeS

TheL7I/eJgIC dlSOrders,whlCllaCCOtLntforabout
55% ofthede.lthSattrlbuted to ICD classlll,
are thesubjectOfTables56 and 57 Deaths
attrlbutcd tothesedlSeaSeSd)splaynoclearre-
1atlOnShlP tO the amountofradlatlOn reCelVed,
the sLlght gradlentnoted ln the dose-specLflC
analysIS for 1950-66 (Table56)lSWellwlthll-
theboundsofchance(P=301ntestOfllneartrend).

Both doseanddlStarlCearLalysISfor1950-54ale

negatlVe. The0/EratioOf142LEI1962-66for
subjects reCelVl11g 401179 rad represents six
observedys42expected

LL6

都市別 および性別の四つの群のいずれにおいても40-

179radの錦兄 を受けた対象者の収奪 故と期待 故との比

が 1より大 きい この溝料を原爆時年齢別に検討しても,

1945年[:受けた放射線のために,これらの疾 吸による死

亡率が1962-66年に増加 し始めたかもしれないとい う可

能性 について,これ以上解明で きなかった こnらの疾

患に相 しては,剖榛例の角i'折は行なわrJか･)た

アレルギー性疾患による死亡者は,･La,ul群の横怨による

死亡者の約55%を占め,これについては黄56および57に

示 した.これらの疾瓜による死亡と放射純被曝毒虫丘との

問には,明らかをr喝(,T'.はまZ)L,められない すをわち.崩!且

別解qrにlJいて1950-66年の問に認められるわずかを勾

配 (妾56)は,全く偶'/某の範囲内にある(線型回帰師向の

検定で p- .30) 199)-5-1年に関する銭を敬別および距廉

別の解析はとい二陰性総軍=を示す 40-179r.ldを受け

た対象者にわいて1962-66年の問関内にみられたところ

の収繁教と期待汝との此142は,祝祭 約6と期待歎42

とに基づ くものである



AnalystsOfthedeathsfrom dEabetes(Tables58

and59)lSlargelynegatlVe,theexceptJOnSbeing
thesllghtevldenceoflineartrendlnHlrOShlma
malesfortheentire period,and lntheentire
sample forthe 1962-66 Interval Whenallof
lCD classIlldeathsexceptthoseattributedto
allerglC dlSOrders (lCD 250-289)'lre eXaml】led
nostrollgereVlder】ceofadose-responserelat10n-
ShlplSSeen(Tables60and61)

DISeaSeSOfBloodandBlood･formlngOrgallS

Durlngthe 16-yearpenodtherewere51deaths
coded to anemiaOfonekindoranother,and

33 to other dlSeaSeS Of the hematOPOletlC
system

糖尿病 による死亡者の解析 (老58および59)は,伝.C,の男

性 にあいて皇糊nllH=,および対象群全体にもいて1962-

66年の糊FLrH二,わずかな線型棚r句がみ られたことを除い

ては,だいたいにおいてl造作結果を示 した 7 レルギー

性疾IL_tlJJ.外の祈iu群の疾 牡.すなわち,ICD250-289

による死亡者 全体についてrEhp汁Lても(炎60および6日 ,

純正一反応EIJ日系の存在を示す 打力か･rrhiは認められなか

った

血液および造血器の疾患

この16'liの朋rillに,碇血 と記峨 されている死亡者は51例,

その他の造血器糸の疾患による列二亡は33例あった

tcD DescllptlOn Deaths
疾 せ 1/E亡者セ

PernlCIC,uSanemlaql.件貰血 6

SubacutecombineddegeneratlOnOfspinalcord
脊髄のEli曽作押合変惟
IrondefLClenCyallemla鉄欠乏f'川 血

Leuko-erythroblastlCallemla｢げ ,̂､JJy-剛 迫ば椎茸血

AplastlCanemiaiEE剛 t:削 It

AnemlaOfullSpeClfledtypem榊 不nfJのi川 L

PurptlraandotllerllemOrrhaglCCOndltlOIIS
栄城1;･】1,よぴての他の.Lh血捕
AgranulocytosIS lfHTl相即 LF:

0 HepatollerLalrlbrosIS JJII州税抑 EJ

1

1

1

5

7

2

3

00

2

II

I

･･l

nroughoutthe161yearPeriodthereseemstobe
anexcessofmortalltylnthegroupsexposedto
largeramountsOflOnLZlngradlatlOll(Table62)
Unllkedeathsfrom leukemla,WhlChdecllnedfrom
401n 1950-54to 】91n 1962-66,thesedeatllS
Increasedfrom 16to251nthesameIntervalThelr

olderdlStrlbutlOnbyageATBISalsollOtCharac-
terlStlC OftheleukemlaCases TheratlOSOf

observedtoexpecteddeathsbydosedlStrlbutlOn
areshownbelow forthemorecommondiseases

whlCllCOntrlbutetotheexcessofmortalltyan10ng

subjectsexposed to largeramountsoflOnlZlng
radlatlOn

Earnerreports2,4 have l一〇ted some excessof
deathsfrom anemialn themostplOXlmallyex-

posed,andraisedtheposslbllltythatdeathsfrom
leukellllamayhavebeenmlSClasslfled tothea-
nemlaS WlththefurthermaturationOftheleu-

kemlaSCreenlngprOgram32 atABCC,ltlSnow

47

この16'4--の糊fl;ほ 通 じて,多JJとの7荘離放射箱王を･=･けf=群

の死亡率 が .I.I.r,いようである(妾62) 11血柄による死亡省

は1950-54iトの40例から1962-66q-の 19例に減少 してい

るのに対し,このよ うrJ.群E=おける死亡石はこのrrilじ州

間に16例か'L,25例にIeHJnしていた また.このよ うな死

亡者の原矧 11ヱ1-防別分布をみると,｢∃血病の川合とは共

なり,応tF齢層の者が多い 多虫の筒触放射線 を安けた

対象者にみ られる死亡率の増大をもたらしているおもな

模倣について,その批祭 殿とi削手数との比 を線iLiylllに次

に示 した

uflELの純告 2 4にもいては,至近距離被爆群【こおいて貧

血による死亡がい く,T.'ん増大 していることが認 め られ,

白血病 による死亡者が誤 って碇1ruと'7HLiされたtTr他性の

あることい 旨摘 さ11ている ABCCE:おける白血病千綿

調査32の巡行に伴い,妾62および63にみられる非,巧い二掛



TCD DISeaSe
喉 IL.rL

T65D 殺丘 rad

抱rt 0-9 10-39 40-179 180+ Unk
TtLVl

2924AplasticAnemla O税額汲25 1
血形舵諌血 0/E比

293 Al-emla,Unspeclfled O批幣王女17
詳細不FIJlの斉血 0/E比

296 Purpura&OtherHemorr】laglC O 脱繋rr12
柴上抑ほ,よぴその他のLLl.山川弓 0/E比

2980HepatollenalflbrosIS O批幣故18
耶 胴繊 維症 0/E比

possLble to examLne moreClosely thlSpOSSlble
explanatlOn forthevery strongrelatlOnShlPap-
paLentlTlTables62and63

All84deathshadbeenreyleWedaspartofthe
hematologyscreenlngprogram,and60hadcarrled
dlagnOStlC Statements OfsufflClentinterest tO
WarrantreferraltohematologJStSforeyaluatlOn.
Nearly 200 dlfferentdlagnOSeSareused Lnthe
leukemlaSCreenlngprogram Wh)chlSdlreCtedat
the detection Ofnotollly lcukemla butalso
LlplastlC anemla, 1ymphoma,and other allled
dlSOrders Among the60 C乙lSeSSPeClflCallyln-
vestLgaledbythehematologlStS7WereconsLdered
tobeleukemlaand19aplastlCanenLa(Table64)
EllrnLnatLOn Oftheseven leukemiaCilSeSWOuld

weaken, wlthout ellmlnatLng the relatlOnShlP

shown ln Table62 0fperhapsmorespeclflC
yalue IS the facttherecontlnueStO besome

excess ofmortallty ln thegroupsexposed to
largeramounts oflOnlZlng radlatlOn When at-
tentionLSCOnflnedtoaplastlCanemlaaSdlagnOSed
bythe hematologists,the numbers,howeyer,
arequlteSmall

著 な開院が,このような原因によってもたらされたもの

か否かをさら(:綿雷に解明することが可能になった

これらの死亡 古84例全貝は.白血病千絵羽虫の一環 とし

て宥宜 を受け, うち60例の死亡診断･37に記峨 さnている

診肝は非常[=興味環いため,血脈羊研究El二よる調査が

行なわれた 白山稲 子幡網正は什血稿のみならず,虹形

城許血.リノ'I肪 およびその他のruJ迎疾心の柁Ljf]を目的

とするものであり,約 200柵triの邦なった診LU'rE:ついて

の選別が'rTなわれる 血(接乍研究者がIやに根.71を行なっ

た60例の うち,7例がr'-J血病,19例が虹形収貧血 と考え

られた(衷64) この白血病 7例を除けば.炎62lLみ られ

る関係は弱 くなるがなくなりは しない しかし.ここで

i,つと重紫をことは,血液号研究吉の診断 したJJE形成詫

血例のみをみると. 多也の放射線をJll.Hf=群の死亡率が,

やは りい くぷ人増加 しているという和実であろう しカ

し,その例nl土非常に少か ､

DlagnOSIS Total
T65D線1託rad

n45:断 剛 史 0-9 】0-3940-179

Deflnlte,probable,良 possible O 税額Fx 19 11 4

碓炎,ほはr維 )≡ ('よび不確F.r則 0/E比 0.87 138

Deflnlte& probable 0 l妃?･if'(]4 8 3

確実I･よぴは:i確封 印 0/E比 0.85 136

ThecaseswlthotherhematologlcdlagnOSeSthat
accountfortherelat10llShlPathlghendofthe
doserange(Table62)seem rathermlSCeuaneOuS

48

高禄丑群における関連性 l去62)の言卯月となるその他の血

碑疾患としては,;kに示 した各種L7)ものが含まれている



MF HematologlCEyaluat10n
甚ヰy,滞3,73 血､作J･rl').坪価

Anemla,Causeundetermlned I(.-Lfi不明の故血

AgranulocytosIS k印綬球碇

AplastlCanemia,POSSlble(RefractorypancytopenLaWlthsplenomegaLy)

,ミ〉僻了､稚')とのh形IJq故血LE抑T;iを【11拭将他 Tt血帆峨少碇)

AcqulredhemolytlCanemla,SymptOmatlC l]捌 Jこ性tlLL･C性一7袖 性杖血

Laennec'sclrrhosISOfllYer LaennecqfI史実1.77

DlagnOSISunknown,notleukemia,Lymphoma,orrelateddlSOrder

lタl折ィ､FLl I:IiL,rl血JIrL I)/′､帖また:Zl喝適粍恕ではか ,

AcutegranulocytlCleukemla a.作骨髄作白血1/j

AcutelymphocytICIeukemla :J作 りノ′､球作白血梢

Ap)astlCanemla,Probable l鑑形r･ul爪=はば稚)さか

PernlCLOuSanemia t.作抹血

Gastriccancer門瑞

ln thecnd,then,thelnformat10ndevelopedby
the hematologlC SCreenLng program Showsthat
therelat10nShLpdependsonlypartlyonthefallure
ofthe death certlflCatetOreflectthepresence
ofleukemla Allof the speclflChematologlC

dliLgnOSeSarerepresentedbyrathersmallnumbers,
buttherelatLOnShlPbetweenaplastLCanemiaand
radLatlOn dose seen attheleyelofthe death

certlflCate (25 cases)lSalso suggested by the
hematologlCSCreenlng

Among the 1961-66 autopsleS there were 33
diagnosesOfarLemla(ICD 290-293)and2020f
otherdlSeaSeSOrthe blood and blood-formlng
organs These two groups Ordiagnoses Were
tabulated by dose ln thestandard fashionbut
failedto addconyLnClngeVldenceofrelat10nShlP
toradLatLOn(Tables65and66) Especlallyfor
the anemlaS,however,the casesare few,and
theLrdlStrlbutlOn lSby no meanscontrary to
whatonewould expectlfthesediseasesWere
somewhat Increased by exposure to radLat10n

DISeaSeSOftheNervousSystem andSenseOrgans

There were 2840 deathsco°ed to dlSeaSeSOf

the neryoussystem,dLStrlbutedamongthelCD
dlagnOStlCrubncsasfollows

j9

したがって,臼血病17続凋在で縛 られた1'(料 によれば,

ここ[=み ちJl引 咽陳は死亡診 qr評 にr'E血揃 の 記 入が な

か-)たことf='(tが原因ではないことがhかる 個 々の血

液疾 敏をみれば,例数はいずれも比42rl')少 訳で あ るカ.

死亡診断llFのYl料に並形l'q詫血 と放射線維iltとの1剛,TFが

み ちJJL(25例 ).血約･-F的 なス'/リ一二 /タの結半tこわい

でも同根の関係が示唆 されている,

1961-661ト間におliる別托例の うr).貧血 日CD290-

2937が33榊, その他の血網および造血器の1克也が202仲I

認め らjlた この 二つの疾 恕分村=二ついて梯畔的fJ.方法

で維Li別に蝦.tfLI:が,放射線 との岡r7,J7を7)-<十碓rJEなn'lt

鍵は認め ･-,Llなか-)たくB65およ-Lf66).しかし,梓に碇

血 に関しては,例 苦tがこくhf かでj)り, その 分 布 は,

貧血 が放射錦織偶 によりい くらか相川Hした 川 (千に千,fL_U.さ

れる分布 と相fiす るとい うt.Ll)では決 して･ない

神経系および感光器の疾患

神接点の疾 患として記故 Eれ/=死亡石は28LIO伺T･ その

国降疾病 分類別分布は次の とお りである



lCD Descrlpt10n
疾患

330 Subarachnoidhemorrhage クモ万T3下出血

33】 Cerebralhemorrhage AitLJJ.也

332 CerebralembollSm 脱窒fl拙

333-334 ccrebralspasm,etc 脈けい11人.その他

352 0thercerebralparalysIS その他の前作軒坪

340-351,3531398 0therdlSeaSeS Ofneryoussyslem & sense organs
その他の押手指-1ムよび悠îU.uTの 嬢恕

At仙slevelordetailtheullderlylngCauseOf
deathdoesnotenjoyahighleyelofconflrmatlOn
by ABCC pathologlStSWhenagreementwlththe
pnnclpalautopsy dlagnosIS IS the cntenon.14
Howeyer,muchofthedlSCrePanCyrestsOnthe

pathologlSt'spreferenceforhypertens)onandgener-
allZed aTterlOSClerosJSaS the prlnClpaLautopsy
diagnoseslndeathsfrom stroke,andqulteOften
ICD 3301334arellStedamongtheautopsydlag-
noseswhentheyarenotselectedasthepnmary
autopsydLagnOSIS Wlththisbackground,deaths
attributedtodiseasesOrthenervoussystem aTld
senseorgaIISWerefirstanalysedasaclass,and
thenwlthrespecttotlleCerebrovascllhrdiseases
asagroup(TCD330-334)

ForalldlSeaSeSOfthenervoussystem andsense
organsTables67and68 providetheresultsof
thedose-speclrICCOrnParLSOnSforthevarlOuStlme
perlOdsandclty-SexgroupsCOnSIderedhere The
analystsOfI950-54bydlStanCeaddsnonlngtO
thatby dose. Exatlllnat10n Oftheexperience
oflndlYldualage-groupsalsoFallstosuggestthat
radlaLIOn hasplayed any role ln mOrtallty at-
tributedtothesecauses.

IrLSeptlratetabulatlOnSmadefordeathsattrlbLlted
tovascularlestOnSOfthecentralnervoussystem
(ICD 330-334)no slgnlflcantreLalionshLPSWere
found between the rlSk ofdeath from these
causesand radiatIOn dose sincethecauseof

deathlSOftennotconrlrmedbythepathologlSrs

choice OftheprlnCIPalautopsydiagnosesWhen
the underlylllg CauselSglVen aSSOme SPeClflC

cerebrovasculaT dlSeaSe, autopsy dlagnOSeS Of
subarachnold hemorrhage,cerebralhemo汀hage,
andcerebralembollSm andthrombosIS,Werealso

examlnedasagroup(Tables69,70),butwltllOut
uncovenng substantlaleyidence thatthese con-
dltlOnSdepend on fadlatlOn dose,32% ofthe
dlagnOSeS lnVOIved hemorrhage,62% embollSm
andthrombos上s

このように細 か く伯.けしてみると,頓死周がABCC病理

学者の.k'起した土管別抜去金脈によって確iLJされる割合は

S)まりJ.qこないことが認め ら11ている 11 しかしその追

いは,卒中による死亡者に対して病用学 古が高血圧症や

皇身刑脈硬 化症 を⊥lRj-.刊鴨診l折とするところかJ)仁とし

て1-した t,のであり,主要別旅,タ断11叶の別松診断LPに

ICD330-33｣か記戯 されていることがLはLtfある

このことを青砥 して,神-,盲系Z,よぴLL:q食器の疾JErl.(:よる

Tyt亡に糊しては,ますその積怨群'Elflこつ いて解析 し,

次に,qlL'l血1717性喉!.iLH ICD330-331日 を 耶として畔

析 した

i;･67および68では,各糊F;Jlおよびt;rJ市一作別耶(=1'けら

神提糸および感覚P.liのすべてtD喉怨(:関する線L川rJ比較

の結甘さを示 した 1950-5･111'の,Itmf._Y抑雌別に解析 して

みても.線iIと別の解析に追加すべ き蹄 I山王("ELをかった.

各年齢群別LT)持汁においても,放肘袖がこれらの疾lLiに

よる死亡 P_に亭2'f!を牧は Lf.:ことを示唆するl軒妃はか ･

tll伯 仲耳点系の血前川偶HCD330-33LH による死亡を

別個に処計 したがこれらの横I..Liによる死亡率 と放射線純

血 とのPL.1には有意を開院は認められなかった 原死均が

ある特電の脳血管積 怨と記縦 されている棚倉には.病埋

草 古の決定 した主ry,<7割検診!折によ ってその原死凶が碓%J

さhなし､ことが多いため, クモ股 下 出血,脳たl｣.血,脳'&

陀症および脳血†皇症の剖梅吉3itE折t.一群として拍討 したが

(妾69および70),これらの疾!uu.が放射鞭打iJtに左右さL't

るとい うた しかな証拠は認められをかっ[= なお,その

32%が脳.llJ.也,62%が脳塞栓症j･'.よび脳血栓症であった
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DiseasesortheClrCulatorySystem

tn the 1955 (7th)(CD reyls10nCerebrovascular
dlSeaSeSareexcludedfrom diseasesOftheclrCu-

1atorysystem. lnaddltlOntOthe2690deaths

from cerebrovasculardlSeaSeSalready dlSCuSSed,
therewere 1587deathsfrom card10VaSCularand

othercl∫CulatorydlSeaSeS,aSfollows

循王宇器系の疾患

1955年 (第7回)国際疾病繕正分湖では.脳血管疾怨は循

環器系の疾怨から除外 されている IlfL項で楠射 した脳血

管疾仏による死亡省2690例のはかに.次に示すよ うに心

臓血 管 およびその他の循環 器系の疾 患による死亡者が

1587例あった

ICD Descnpt10n Deaths
疾患 死亡約

400-416 RheumatlC fever,rheumatlCheartdlSeaSe 98
リューマチタtI,よぴリューマチ性心鳩疾忠

420 ArterlOSClerotlCheartdlSeaSe 379
軌脈硬化他心順疾想

42I-422 EndocardltLS,myOCardlaldegeneratlOn 458
心内眼炎および心筋変性

4301433 0therheartdlSeaSeS その他の心臨疾忠 234

440-443 HypertensIVeheartdlSeaSe 高血圧他心84疾患 149

444-447 HypertenslOn 高血圧症 191

450-468 0thercirculatorydlSeaSeSその他の稚原詩桑疾JL.B 78

Separate statlStICalanalyses were made on all
1587deilths,on the837deathsco°ed to ICD
420-422,on the234de.lthSICD430-434,on
the 149deathsICD 440-443,andonthe191
deathslCD 4441447 Fornoneofthesecauses

had earllerTepOrtSト 4,14dlSClosedanyeyldence
ofrelatlOnShlp tO radlatlOn,butthepresenta-
nalystsISbased on moreLnformatlOn thanhas
been preylOuSLy available

Thedose-speclflCCOmparlSOnSpertalnlJlgtO the
erltLreClrCulatorysystem(Tables7Iand72)conta川
llttlesuggestlOnOfaradlatlOneffect Detalled
age-speclfLC lnVeStlgatlOnS using dIStanCe,mean
dose,anddose一groupsalsofadedtoldentlfyany

portionOftheage-range T̂Bthatwasassoclated
wlth aslgnlfLCantIncrease ln deathsattrlbuted
tothesecausesAnyslgnlficantdlfferenceswerelSか

Latedandwithoutoby10uSrelatIOnShlPtOradiation.

ExamlnatlOn Ofthe ma)Orcomponentsofthe
entlre Classofcirculatory diseasesadded little
tothelnformatlOIlprOVldedlnTables71and72
Tile0/E rat100f144 (32/223)seenlnTable
72forNagasakHemalesubjectsexposedto40-179
Fad doesrLOtdepend onanysulglecomponent
ortime-perlOd Table73summarlZeStheLnfor-

mal10n On thefourmajorcomponentsofthe
classofclrCulatorydiseasesOVertheentire16-year
period

う1

死亡者の1587例の皇fl.lCD420-422として符号化さ

れている死亡者 837例,1CDL130-Ll34に民する死亡冶

234†恥 lCD440-443に昆する死亡た149例および ICD

444-447に尻する死亡者 191例のそLl.ぞ ill=ついて別個

に統計的解析を行なった これらのタE国のいずれについ

ても,以前の報告 2~4･''では放肘線 との間掛 ま認められ

ていない75･',/+回のl宇折では,ulJILの解析に力(.fるより

も多くのや料を削lllで きた

千/(ての循環 器系の疾 患[:関する線i辻別比較では(衣71

および72),放射線の形塀 を示唆するF-1rr兄はほとんどか ,

距離,平均純血および線iiE群 を川いた詳細 な原爆時咋齢

別I,hp71で t,,こJlらの疾LE･.による死亡の 打者な増加を/i-I

ナ年齢群は認められなかっf=.Tl慈な差異がある川 合も

それは孤立 しており.放射書架とのl削 こ明らかな澗(.TS･は認

められなかった

すべての循環器系の疾患の うち,主要な疾患(:FlJlする梅

村にムいても,戟71および72で'r#らわた輯料を補足する

知見ははと人どなかった 炎72において,40-179llld

の放射線を受けた長崎の女性 にみられる税額敗とJul柿敗

との此144(32 223)は,ある一つの疾駄あるいはある

一つの欄間に基周するものではか - 去73に,循環器系

の疾患の うちの主要を四つの疾患群に関する16年r悶全期

間の葉科を総括 して示 した.



The 1576 autopsleS Performed Ln 1961166 0n
exposedsubjectsOfthemortaLltySamplegener-
atedmorethan ll,000separatediagnoses The
cardlOV'lSCular diseasesare represented by the
followlngCOuntS

1961-66年間に寿命調査対象群の被爆書中に剖検が1576例

あり,総数11,000例以上の診断が縛られている この う

ちの心臓血管疾他の例数は次のともりである.

TCD DescrlptlOn DlagnO
棋 惣名 例数

400-416 RheumatlCfeyer,rheumatlCheartdlSeaSe 76
りユーてナiL,リューマチ性心眼疾患

420 ArterlOSClerotlCheartdlSeaSe 493
軌蝶硬化は心膜疾恕

42]1422 EndocardltlS,myOCardlaldegeneratlOn 238
心内純炎,心筋74;牲

430-434 0therheartdlSeaSeS その他の･LJ娘疾TtL_t･

440-443 HypertensIVeheartdlSeaSe高血Tf一作心脹11三悪

444-447 Hypertenslon 荊血圧症

4501468 0therclrCulatorydISeaSeS
その他の縮環㌫来援牡

SelectedforspeclflCanalyseswerethe76deaths
wlth autopsy dlagnOSeS OfrheumatlC feveror
rheumatlCheartdisease(Table74)andthe238

wlthdiagnosesOfendocardltlSOrmyOCardlaLde-
generatLOn (Table 75) tn both Instancesthe
dlstrlbullOn Ofobserved dLagnOSeSbyT65dose
waswellwlthln the bound5 0fchance uLtder

thetestlngSystem adoptedhere.

DISeaSeSOftheRespiratorySystem

Therewere352deathSattrLblltedtodlSeaSeSOf

theresplratOrySystem,282from lnrluenza,pneu-
monla,and bronchltlS,and 70 from otherre-

spLmtOrydlSeaSeS Examln･ltlOnOfthlsmaterlal
by clty,Sex,age ATB,and lnterV'llofdeath
dlSClosednoImportantSuggestionOfallyrelatLOn-

shlP tOeltherdoseordlStanCe･ ThlSWastrue
not only ofdeaths from alldlSeaSeSOf the

resplratOrySystem butalsoofdeathsfrom lnn11-
enz壬1,pneumOrLIa,alld bronchltlSCOnSldered as
a separate class Tables76 arLd 77 glVe the
detailsofthemalndose-SpeclflCCOmPaTJSOnSfor
aI)d)seasesoftheresplratOrySystem The0/E
ratlOOf164forsubJectsexposedt0180+fadln
1962166represents9ObservedarLd55expected

DISeaSeSOrtheDlgeStlVeSystem

Deaths from dlseases orthe dlgeStlVe System
number日19amongtheA-bombsurylYOrSdunng
theentlre 16-yearpenod,distrlbutedasfollows
amoTtgthemajorSubgroupsofthlSClass

別絶診断がリューマチ熱またはリューマチ性心臓疾低で

あっt.=76例 (衷741および心棚 .;!炎または心筋社性の238例

(怒75)を棒に選んで解析を行なった ここで捌 口した経

定升法を剛 -るかぎ()では,しけ Jlの糊 合にもT65稚ia

別の硯解放の'が作は,全 日rFILy)!の範凶内にある

呼吸器系の疾患

呼臓器系の積怨による死亡は 352例あり, うち, I/フ

ルエ /サ.qJ7ゴミムよぴn苛支炎が282例,その他のけ噸

賢弟の疾 牡が70例であった.この頂料をn柿 ･件 原梯

時 'LF-齢 ･死亡帖IgJの別に伯討 しても,純iitあるいはHIl離

とのF削q'=を示唆するgtly,47-r+qrkはなかった このことは,

呼噸器系の十/くての7兵rElによる死亡についてのみ,-i.らす,

インフ･L,エ ンす,d'lJ炎および',lt背 丈炎[=よる死亡を別個

の 一群としてrr'G肘 したJq合でも同紙であった 呼噸群系

のすべての喉 L'L_hJ=ついてrrを-'[=主嬰を隷止別比較Lr).洋

azlは妾76および77に示すとおりである 180rad以上の

放射線を受けた対象者における1962-66年の批索 靴と期

待 故との此164は.観察散9および榊柿故 55に払づ く

ものである

消化器系の疾患

16年の皇Jmfulの消化器系の疾 敗による襟任 者の死亡は

1119例で,この疾 患群の うちの主要を疾患別r:みた分布

紘;kのとおりである
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Recode TCD Descnpt10n
作正打77 疾恕

62 540-541 UIcerofstomach&duodenum
'l'11,よび十_指順脱脂

63 560-561,570 IntestLnal obstructlOn,hernia
J柑Ⅳ】'&,ヘル二7

64 543,571-572 GastTItlS,duodenltLS,gaStrOententlS.COLltLS
L.L炎,十二指脂炎.円Rq炎.大槻炎

65 58l CITrhosISOfllYel 肝硬変

66 530-587 0therdlSeaSeSOfdlgeStlYeSystem
その他の消化器系績Iit

Deaths
妃t=放

254

7

′h)

ノーU

∠U

′0

4

3

1

7
ー

つ
】
3

Thedose-speclflCanalysisOnalldlSeaSeSOfthlS
classshowedmerelythatthoseofunknowlldose
had aslgnlflC'tntly hlghernsk ofmortality ln
1950-54 (Table78) The dlStanCe groups for
thlS PenOd do notdifferslgnlflCantly ln any
ofthestatlStlCaltests,and thehlgh rlSk group
lSnotthemostproxlmauyexposed(GroupIV)
butthoseexposedat1200-1399m lnHLrOShlma
and 1500-1799m lnNagasakl(GrouplIT).

消 化器系のすべての横 取に関する満州 別解析では,耕風

不EJfJの群において1950-54年のltFlr川の死亡率が1ferに苅

いことが孟jJめ られるのみであった(滋78) 各距離群榊の

検討では,いずれの紋.汁D'･J旅定にもいても,このJuIZEJに

有意な墓はな く,ま/i.死亡率が.I.い､のは,至近推服群

(Ⅳ苛 Iではな :.広血のJq/,今は,被爆距廉1200 m から

1300mの群,長崎の川 '.Jは15(氾mから1700mの群(II群)

であった

Deaths1950-54 DIStanCeGroup 距離耶

1950-5LLTlの7/E亡故 1 11 日I IV

0 暮托?iE£t 219 44 35 28

E 糊i宇ETL 225 47.7 27.9 25.8

0/E比 0.98 092 125 1.09

FurtherexamLnatLOnOfdeathsfrom alldlgeStlVe
dlSeaSeSby clty and sex (Table79),by time
period,andbytlgeATE,ldentlfleson一yscattered,
mlrLOrCOmPOnentSOfthe expenence ln Which
doseordlStaIICelSSLgnlflCantlyrelatedtomortality

SlmLlaranalysesonthe254deathsfrom peptlC
ulcer,andon the236 deathsfrom clrThosLSOf
theliveralsoprovldednomorethanoccasLOnal,
unrelatedbュtsOfeyldencewhichlntheaggregate
SeemsquitenegatlYe(Table80) lnthe1961166
periodtherewere143autopsydiagnosesOfpeptLC
ulcer,and 2110fclrrhosIS rmlSmatenalwas
alsoexamlnedJnthesamefashlOnWlthoutflndulg
anyevidenceofTelat10nShlPtOradlat10n

DISeaSeSOftheGenitourlnarySystem

ForanalysIS,the360deathsfrom genltOurulary
dlSeaSeSWeredlVLdedlntOtwoSubgroups.
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すべての消化器糸の疾牡による死亡例について,梯市別

および性別 (袈791,州IZ胴リおよびTGi体nJ11tl一触別にさらに

絶肘 したが,紙皿 または郎姓 と死亡率との糊の前を引対

係が一部に撤雅的にみ られただけであった

消 化:作派癌 による7JE亡 254例および肝硬変 による死亡

236例について も同 tY5な解析を行なったが,互いにr判適

性のrJL､断片D'･Jな所見がときとき認め ら11./=だけであり.

全作としては.結果は陰性であった (黄80) 1961166年

の糊TZllにおいては.消化性池場の剖検診断が 143例.肝

硬変が 211例あった この揖科についても同様の検肘 を

行なったが,それらと放射線とのrn,T宗を示す証拠はえLJ.め

られなかった

性尿器系の疾患

解析を行なうため,性尿器弟の疾患にJ:る死亡冶360例

を次の 2群に分類 し[=



Recode TCD Descnpt10n Deaths
I‡LE符,i- 疾患 死亡放

70 590-594

71 600-637

NephntlS良nephrosIS 299
肝炎および1･7ローゼ
Otherその他 61

Agaln,SyStematlCteStlngPalled todetectmajor
subgroupsforwhLChmortalityFrom thesedlSeaSeS
wasslgnlf1Cantlyrelatedto10nlZ)ngradlatlOn For
HlrOShlmamalesofunknowndosethenlOrtallty
rlSk fornephrltlS and nephfOSISWaselevated,
especlauy ln 1950-54 wlth 5 0bserved deaths
vs I2 expected,butthISWasnotSeenln the
othergroupsandlSOfdoubtfulslgnlflCallCefor
radlat10n (Table 81) Tables8Land82 g)ve
the detausorthema)orcompansonsbased on
deathsFrom nephrltISandnephrosIS AnanalysIS
by dlStaJICeWasnotmadefor1950-54,butLf
thoseofunknowndosearecomtunedwlththose

recelVlng 40+ rad,then the0/E deathsfrom
nephrlt)S and neptlrOSIS)n thJS 4-yearlnterval
become 18/141 The87autopsydlagnOSeSOf
nephrltlSaTLd nephroslsdurlng 1961-66didnot
deviateslgnlflCantly From expectationWhend)S-
trlbllted by T65 dose. FortheotherdlSeaSeS
ofthegenltOurlnarySystemOnlythemostSummary
compansonsareshownlnTable83

Symptoms,SenllLty,andIll･deflnedCondltlOnS

Tn japan ltlSStlllrLOtuncommon fordeath
to be attrlbuted lo senlllty,and 972 ofthe

13,093 deathsamong A-bomb survIYOrSdunng
the161yearPenOdhavebeensocoded(lCD794)･
Ln LlddltlOn,there were 246 deathsattrlbuted
tosymptomsofoneklndoranother(ICD780-789),
and37toill-deflneddiseases(lCD790-793,795)
All 1255 deathshaye been sutりeCted to the

standard screenlng analysュs(Tables84aTtd85)
TherelSaSlgnlflCantexcessOfdeathsln1950-54
among tl10SeWho recelVedthegreatestamount
ofradlatlOn,OrWhosedosecouldnotbeest1-
mated (Table84),and whenthesamematerlal
lsaTlalysedby dlStanCe(Table86) ThlSexcess
ISfound tobecharactenstlCOfallfourcLty-Sex

groups,butthenunlbersaresmall,日 observed
deathsys6 expected among those with l80+
lad,and 17 0bserved vs lO5expectedamong
thoseofunknowndose In thelateryearsno

suggestlonofthisrelatlOnShlplSSeen Theexcess
ln 1950154 lSSeen ln those aged 500rolder
ATB,

系統的な掩竜を行なった結果.この柏倉にも,い-fnの

群においてt,これらの疾患による死亡牢と喝鮭放射諮隻と

のRj】に17藩な関係は認められなかった 崩ミ境不明の広.敬

の男性 においては,腎炎および1､プロ--t:'による死亡率

が噌)くしており,中でも1950-5J年の期rnrlでは朋持死亡

放 1.2に対 し視察死亡故は 5で柿に'1.1い しかし,これ

はその他の群には認めら11す,放射線 との閥L7.I.がIT態か否

かは疑問である(蓑BII 去81および82には,腎炎および

ィ､プロ-ゼによる死亡に関する主要な比較を詳柵 に示 し

た 1950-5l'1:の糊FL.r)については.距l准別の脈'折は行な

わなかったが,純血不Wlの群とLLOradlLltを一設けた群と

を(,ALL.汁した糊(1,この 4ElrF:】にわける†チ炎わよぴ1･7ロー

ゼによる脱繁死亡故と糊待死亡E'Lとの比は18対141にな

ら.1961-66年の糊P.iH=L'ける腎炎および寸フロー七の

剖綿診断87例 [=関するT65線 iit別'JT布(:は10日‡を生との悦

に石.B'-な掛 よ認められなかった 牲尿iJ.r与糸のその他の喉

.JLIJ=関する比鮫については 棟'Blのみ を去S3tこ示 した

症状.老衰および診断名不明確の状態

口車においては,死因が老荘とple唯 されるJql.Lがいまだ

に少なくなく,この16Ir帆に死亡 したr;'thl-被棚老13,093名

の うち972例が竜宮日CD79-日 として記碓 されていた

さらll246もはあるほの症 IJH lCl)780-789)を死(勾

とし,37名はp診断 名不叫純 な 疾心(790-793,F'よぴ

7951を死四 としていた この1255例の死亡名主nについ

て,標 蝉的なス7リーニノブ解析 を行なった(ヲ壬8LIおよ

び85) 1950-54'rトの糊rZE=こか ､て,LiH,多血の放射純 を

･安.けた群 と,孜丑推定低不明の群とに死亡政の11-意を憎

bllが害慰められ (穀84),また,この刺 耳をざ相 と別に弁買析 L

r=咽合にも,有想な増加が比められる日 吉86) この増加

は,四つの祐市一任別辞すべてにみられるが,例故が少

なく,180I.ld以上の群では死亡の批幣掛土11,期待故

は6であり.線Et不明の群では税額歎17に対して糊梓政

105である この即rhLILJ.降においては,このよ うな関緑

は示唆 されろ=ゝ 1950-54'L1-のJll川口にわける柁川11は,節

体時 年齢50歳以上の老[:みられる

Jヽ



Perhapsthosewlththegreatestexposuretoradl-

at10nhadahlgherriskofmortalityfromsymptoms,
senlllty,and ill-defined condltlOnS,butlf so,
whetherradlatlOn,OrSOmeOtheraspectofthe
A-bomb experlenCe WhlCh lS COrrelated with
distancefrom thehypocenter,1SreSpOnSlblefor
these deaths,lSunknown TtlSpOSSlble that
thosenearerthehypocentersh.ldJessaccessto

medlCalcarebeforedeathlnthe1950-54per10d,
aJld thusmorellkely tohavevagueentrleSOn
theLTdeathcertzflCateS

Summary.MorLalltybyCause,DISlaltCe,andDose

The Importantnew flndLngemergLngfrom this

analysts IS the mCreaSCd lnCldence of cancer

(exceptleukemla)Ln the 1962-66penodamong
thoseexposed to the greatestamountofrad1-

at)011 1n 1945 (180+fad) Fornone of the

lndtvldualslteSISthe evldence ofrelatlOnShlP
asstrongasltlSforauslteSCOmblned ltlS
thereforetentativelyconcludedthatalate,general
carcIJ10genlCeffecthasbeguntomakeItselfmam-
fest ltlSestimated thatlnCldence mayhave
beenlnCreaSedbyabout20%foreach100Fad,for
cancelstermlnatlngfatallyln1962-66

Foraunaturalcausesofdeathexceptleukemla
the dlSCrePanCy betweenobservedandexpected
deathsLn the hIgh-dose group Ln 1962-66 1S
somewhat)argeTthanthatformalignantneOPtaSmS
(exceptleukemla)alone TtleSpeClflCnumbersare

多丑の放射線 を受けた老E=おける症状,老襲および診断

名不Hll確の状態による死亡率は高いよ うであるが,も し

そうであれは.これか放射線 (=よるものか,3)るいは様

心地 からの距鮭 と相関を有するその他の尻!'梓の影菅によ

るものかはまったく不明である 1950-54年の期間にも

いては,爆心地 に近い冶はと,死亡前に医城 を受 ける機

会に.TiTj れてい7LJ.75･ったとい うことも考えられ,この/I

めに,死亡言夕断部の記掛 勺容もあいまいに/+るrpl能件 が

あると思hれる

要約 (死因別,被煉距離別および繰丑別死亡率)

今rrnの解析で'f持ちれたgt警な粥しい所見は,1945qに方t

も多血の放肘線つまり18Oradl､JI･を空H/=群にわいて

1962-66年の斯rlllの癌 1白血病を付 くIの柑一柄 率力増加

していたことでS)る 部は別にみたJqtTではす/{ての部

はを/n･1.71したJlさくTに匹敵するはとの 跡い相川,.7'は認められ

I+かった. したがって,遅発件の令舵的 な稚榔劾米が現

わn始めたとFi定的に結論 した 1962-66咋榊の屯によ

る死 亡者 は,loufadI_lV=りi'･J2(l%珊bllLI.:と推覆 さ

れる

白瓜1J')を除 く余病死 についてみねは.lq62-6I117(T)JlH附

にもいてF.･1線hモ群にみ られる弧幣死亡酌と相順 死亡を七と

の姿は,蕃性 斯]物 (亡1血病 を除 く)のみについてみた

杓 (†の差 よりはいくらか大 きい それでLtの例FLは次の

とおりである

C壬IuSe 0 E Dlff
死因 拙守壬t Jgl捧rl 差異

Allnaturalcauses(Exleukemla)
'E稲碓IFIL項をF手:

MalignantneOplasms(Ex Leukemia)

Otherその他

116 100 16

33 23 10
83 77 6

ltcanl10tbe derlnltely concluded thatcauses
ofdeath otherthan the mallgnantneOPtaSmS
have notalso been increased by the radlat10n
received lnthehlgh-TISkgroup,buttheanalysIS
doesnotsuggestthatsuch lSthecase. 111the
eightcomparlSOnSthatcompletethescannLngof
thespectrum ofmortalltybycause,two(lnfectlVe
and parasLtlC dLSeaSeS,and senillty,Symptoms,
and illldeflJledcauses)ylelddefLCltS IJIObserved
deaths,theotherSIX,SmallIncreases.

Throughoutthe16-yearIntervaltheleukenllarlSk
remalnSremarkablyelevatedlnthegroupexposed

55

死亡率が増大 している群 に1'Hる憩件斬3=杓以外の死因

(:i:る死亡の輔bl1は,放射線 によるものでは/J.いと斬7fL-

的に結論することはで き/+いが,今rPlの解析ではそのよ

う/..ことは示唆 きれていない すべての死亡について行

7L+つ/=死国別の八つの此暇の うちのごつ く伝 姓病 および

寄生か病, ならびにを軌 症状および診断Y,不明確の状

態 )において批察死 亡‡tが期待死亡壬tよりL少なく, そ

の他の六つの比較にもいてはわずかに増加Eしていた

16年Ffllの女将rHlを辿 L; て.封 も多辰の放射稲毛を受けた群

におけるEl血TdLJ'死亡率は依然として新しく高いが,明 ら



tothegreatestamountofradlat10Tt,butlSClearly
on thedecllne. ApproxlmatelJlCldenceforthe

4-yearperiodsIS l15 deathsper 100,000 per
yearfor1950-54,95for1954-58,55for1958-62,
and35for1962-66 Amongall432membersof
thehigh-nskgroup(180+rid)underage10ATB
arLdaliveIOctober1950,)0,or23%,haddied
orleukemiaby30SeptemberJ966 1naddltlOn

totheclear-cutleukemogenlCeffect,butperhaps
not altogether Independent oflt,there lS a
helgl一terled TISk of death from dlSeaSeSOftlle

b)oodandbJood-formingOrgaIISthatalsoappears
to be sustaLned throughoutthe 161yearperiod
HematologlCandpathologlCreVleWSOrmostOr

thedeathslnthlSClasshavebeenaccompuShed
atABCC m connectlOn Wlth theleukemLade-

tecI10n program ThlS reVleW hasbroughtto
llghtsomecasesofletlkemlaerroneouslycertifled
otherwise On the deatllCeTtlflCateS,butthese

dlfferencesln dlagnOSISaretoofew toexplaln
theentlrephenomenon Itdoesappearthatthe
incLde-lCeOraYanetyOfhematologLCCOndltlOnS,
mcluding aplastlC anemは,may also have been
lnCreaSedbytheradlat10n

LitHe Llghthas beellthrown on the 1950-54
penodbeyondth'ltprOYldedbyprev10uSanalyses
W】th the passage oftlme thlSperlOd can be
seenlnbetterperspectlVe,LlndltlSpOSSlbletllat,
apartfrom leukemla,theexcessdeathsamong
heavily exposed sur'yIVOrSln 1950-54 mark the
end ofthe acute effectofthe bombs,rather
thanprov∫deevldenceorlateeffectsofradLat10n
lfthlSWerethecorrectLnlerpretation,ltwould
beantlclpatedthatmortalltylJlthe1946-50perlOd
would havebeeneyenhlgher,relatively,among
the mostheavl)y exposed,than lSObservedill
1950-54 From the recently completed report
on the 1946 HiroshlmaSurVey6 1tlSpossible
tocomparethemortalltyfor1946-50withthat
For 1950-54 bydlStanceATB TachikawaaLld
Kato6employedmanyofthesamemethodsof
analystsaSWereusedheretocomparesurvIVOrS
exposed atyarylng distancesATB ThusltlS
posslble to compare age-and sex-standardlZed
mortalltyratiosforthetwotLmePerlOds,although

thesamplesarebynomeansmesametseeTable).一

The 0/E ratiosForthoselVlthln 1200m ATB

are 111gh rorboth sexes l∫leach period,but
ln the 1946-50 Ln teLYaLthe0/E ratIOSdonot
dlfferslgnlflCantly bydlStanCeforfemales,and
lnthe1950-54intervalltlSthemalesforWhom

かに減少の仰向にある. 4年ごとの各mrF.'l別にみたおJ:

その死 亡率 は,1950-51年が年間 1077人当たり115例.

1951-58年が95例.1958-62年が55例,1962-66年が35

例である 死亡竿が蝦も増17日している群 Ll80radtソ上)

においてqJi爆鳴年齢カ･10歳未満で1950句10月1日当時生

存 していた432名の うち,23%に当たる102.が1966年

9日30EILJTJTlに白血病 により死亡 した この明 らかt.良

血病百鬼発効只のほかに,血液および造血器の瑛 /L_tA.による

死亡率 もこの161l･I川をjd]じて糾 ､ようであるが,これは

おそらく∩血7r,了と雛帆r宗では7L..いであろう B̂CCでは,

fl血病ナ帰納l̂fの 項 として,この捌 E.･附 二属 している

死亡者のほとん どについて血液草的およひ病甥/1的 tt,再

検討が行なhれており,その結架.死亡鯵断乎Fで誤 って

他の疾LIL>1.と診断 されていた白血病例がいくつか発見 され

たが,このよ うな誤診例は非常に少r+く.これだけでこ

の和食を説明することはできF.,い JJE形戒貧血 などの柾

性の血流疾 11._1.も放4寸線 により印加 しているようである

195O-5J耳のJgln.Elに伴】しては.以前の解qTrで縛 られた結

たつにつれ, この川1日.(1をより広い視野で-4幣することが

可能になるであろう 195tl-54勺糊(_おいて赫TIx被曝省

に認め らhた死亡率の州JJJtは,白血病 を除けば,放射娘

核彩管の証拠であるというよりは,む しろ,Jiiと樺の£･竹･

形顎の終末 を示す ものであるかもしれ/+い も し,そう

であれは,1946-50qの糊附にあける藤俊被爆黄の死亡

率は,1950-51年r;.1に枚繁 された死亡牢よ りも,#[対的

に高かっ[=はすである 1946･'r-の広島市被爆-I;湘丘 6に

関 してfiJa完成 した稚'iiを川いて194615Ofr･附1の死亡牢

と195O-5Jfl-rHlの死亡率 とを原爆時の距磨別に比較する

ことができる その中lHLにもいて立川1,よぴbH称が祇伴

者 をll,･棒鴫の距牡yJIJに比事2する際に川いている解析プJi主

の多 くは,/7̂回の解析でFllいたノj法とIllJH:であった し

たがって.サ ンプルは同 L'ではないが,* この~っの期

間E:おけるq=齢および伯 について傍qLL化 した死亡率を比

眼することがで きる

いずれの脚Fmにおいても,観索か と抑締約 との比は,罪

女 とい こ被爆 距艦1200 m 未満群のほ うか諦lい しか し,

1946-50年の朋rull二(i,女性-における税額!'tと榊待壬'(と

の比に,距艦による有者/_-宴が/dいのに対 して,lq50-

●TbeoLreT/OCL,.tZeL)oTLLOn0/LEELzLや50mg/eslznLbeczLyAT8),5tessLba刀baL/o/eocb.

二つLJサノ｢ ' l乍L+咋rllA巾.一･+_斤Ll【1一り玖村している55''T,エそハそIIJ)+-IluFでF'る

10



DIStanCe
Lt･■

1700十m

1400-1699

1200-1399

<1200

1946-50
NdiLn H■〉 一一
do£e All

線 HlIH川 Cgu,ESepjS

O一ad 100

18 092

60 105

199 1.18

All Allnaturalcauses
causes Exleukernla
女死因 白血病1リ叶の女柄死

098 099

091 0.93

117 115

129 115

the observed yarlatlOnln mOrtallty bydLStan｡e
ATE does not

(P about l0 1n

lnlllOrtalltyWith
lntotalmortallLy
apparentamong
allnaturalcauses

achieve StatlStlCal slgnlf]cance
the testforallnearIncrease

decTeaSZngdlstance) Theexcess
during1946-501SmostClearly
oldermales,and theexcessln
exceptleukemladurlng1950-54

also derlVeSlargely from thoseaged50+ ATB.

Lnthe I946150periodlTlformat10nOnCauseOf
death lsmuchlesscomplete,andtheobserved
dlfferencesamongdlStanCegroupsOnglnatepartly
lndeathsformurtknowncauses. Durlng1950-54
excessmoTtalltymaybeseenchleflylnmallgnant
neoplaSmS(exceptleukemla),dlSeaSeSOftheblood

alldblood-formlngOrgallS,andsenillty,SymptOlllS,
and Jll-deflned condltLOnS. A tabularsummary
follolVSforgrouplV,bothcltleSandbothsexes
combLned,1950154

51年の期間には,原爆時の節AEによって視察款とJgl得手'E
との比に統計的 に布藩7-.差が/+いのは男性である(Sri艦

の減少に伴 う死亡率のLr']二線的仰br=二間十る榛'diにbいて

は肺率lJhは約 10) 1qJI6-50年rr-1における死亡#緩さ史の

脚JJlrの■卜で,JIJI州毎の91性におけるtTMIIがjl王LgrT新であ

E), ま/i,1950-51q･F川の〔‡血相Lilソ外の全病死による死

亡率の輔カrlもi:として蝶樺帖年Bt,Su逆目｣-の 井に F.I-,?'く

ものである

1946150年の河RlrTは,死担に糊す,3T'lfiがさらに不完 女

でS′り,irT摩群JZilにみ らilる老親の 部は死L,#不P11群に

よって1 L'たものである 195tI-5jElの期間においでは.

死亡軒の増加は,ユ として;-#-性 新竹的Irl血病 を隙 く)

血植わよぴJZi血iLiの疾 11､" それにを讃.症はおよびnTB:断

名不叩維7;l犬態にI,･いてみ らnる L950-51'lHJ日に1,ll

る1LL船群1Vに和すQrTql1油 よぴ')i女･Jr(チ.Tlした叫†TV)tJit

,Hは.大の黄[='1-.十とJ'.りである

∵Cattse
死凶

Allnaturalcauses(ex leukemia)
皇柄沌(向血瑞を除く)
hfectlVeandparaslhclz;LA,病および'4'JJ.dl.柄

MalignantneOplasms(ex leukemla)
懲性斬j=物(〔l瓜病を除く)
AIJerglC, endocrllle System, metaboILC &
nutrlt10naldiseases
アレルギ ー 性,内ヵ泌,杓舛代鮒おi:び栄糞の疾!uP
DISeaSeSOfblood& blood-formlJlgOrgans
血llkおj:び応血告の疾患
DISeaSeSOfneryoussystem & senseorgans
押板宗および感覚器の瑛哲
DISeaSeSOfclrCulatorysystem 循環器系疾-杏

DISeaSeSOrreSPlratOrySyStem 呼PLl苗系横't.h

DiseasesOfdlgeStlVeSystem trlllと器系八三JE

Senlllty,Symptoms,&111-deflnedcondltlOnS
を 架.症状わi:び吉を斬 官.不n11純な状悲

The relation between mortalJtyduring 1950-54
anddlStanCeAT13lSnotClanfledbycompanson

wlththe1946-50penod.InpartlCularthecom-

parLSOndoesnotsupportthenotionOfanacute

57

lq5Ll-51年における死亡芋と11'.t畔時 の距艦 との関係は.

lq46-5O年の糊fiiIと比IRすることによっては解明 される

に王 ら1_かっ/= 特 に,この比12では..担任 のt3書 が



effect,1mtLally large after 1945,and gradually
dlmlnlShlngtOZeroulthemld-1950'S Theexcess
deathsfrom mallgnantneOplasmsln 1950-54aTe
notInterpretedaseyidenceofdefullteradlatlOn
carclnOgeneSISforthreereasons onlyHLrOShlma
femalescontrlbute to the excess,thenumber

ofdeathsISrLOne too large foradiscrepancy
selected from among hundredsofcomparlSOnS,
and theexcessLn l9501541SnotSustained,but
dlSappearSanddoesnotdeflnJtelyreappearuntil
the J962-66 perlOd ln 1954-58,Illfact,the
probabJLlty Ofdying from cancerforsubJects
lngroup TV ISrellablybelow thatforsubjects
ln group I FLgure 7 pTOV)des an age-and
time-SpeClflCCOmparlSOnOfgroupsIarLdIVwlth
respecttotheprobabilityOfdylngfrommallgnant
neoplasms(exceptleukemLa),andfrom allnatural
Causesexceptmallgnanlneoplasms GroupsIand
lV appearto bequltehomogeneouslnregard
to theprobabluty Ofdylngfrom naturalcauses
otherthancancerlneachtineIntervalbutnot

from cancer LnFlgure8theage-speclficratlOS
ofcancerdeaths(exceptleukemla)duflng1962-66
per 1000 survIVOrSLIYulg 1October 1962 are
plotted fortwo T65 dosegroups,thosewith
0-9 rad.tlnd those wlth 40十 rad Although
deathslnthehJgh-dosegrouparenonetoolarge,
andtlleCurveSOmeWhatIrregular,thesuggest10n
lSStrong thatallsLLrVIVOrS,Or'lH underage
60 AT】3,sufferedsomeIncreaseln theriskof
dymgorcancerlnthLS川terVal ln 1962those
aged 60十 ATB were aged 77+ Whetherthe
lnCreaSelnrelatlVenSklSadecreasulgfunction
orageATBcannotyetbedetermlnedfrom these
data As noted earlleT,ln dose-speclflC terms
theIncreaseln CaJtCermOrtaLLtydunllg1962-66
appearsto be approxlmately 20% per100rュd
recelVed ThiscontrastswlthanaverageIncrease
ofmorethan600% per100Fadm thebase-Line
nskoHeukemla,averagedoyertheentlle16-year
per10d AsalleStlmate,the20%mustberegarded
asstlllvery approximate Although thellnear
trend lSSlgnlflCantatthe 02 level,a more
certaln readlng OIltheexIStenCe Oftheeffect

mustbesollglltfrom al'lrgeramountOfmatenal
accumulatedoveralongerperlOdoftime Since
theeffectseemsl10ttOhaveexLStedmuchbefore

1962-66,evenlfrealltmaynotCOntLnuethere-
afteratthesamelevel

Thatdeaths from causes other than leukemla
and otherformsofcancerseem notto hare

increased,elthergenerally oraccording tO an
age-and tLme-SpeCiflCpattern (Flgure7),constl-
tutesevldenceagalIISttheexistenceofaccelerated
aglng. TtTemaLnSPOSSlble,ofcourse,thatthe

1945年以後の抑Plにおいて大 きく. その綾 LI='いに減少

して1950年代 g-･lfには 0にfJ.るとい う説の基づ(1は得 ら

れ なかった.1950-54年 における悪伯三桁iJ物 による死亡

率の増加は,次の三つの理由 から明確 /j放射線発癌効果

によることを示す もの とは思 われない 死亡率の増大を

もた ら しているのは広島の女性のみである-何百 とい う

比較の中か ら縛 られた差 と しては,死 亡者かは さはど多

くない,1950-54年 における死亡率の柑hrlは且f続す るこ

となくその後消失 し.1962-66年の州JH=二至 る まで は,

再 び明確 に現 われてはいない 都築,1951158年 におい

ては,距離群 Ⅳの対扱者の癌 による死亡率 は,距離群 Ⅰ

の対象者の それよ りも稚カ･に低い.697は,悪性新生物

(白血病 を除 く)および悪性 所生物1ソ外の仝病死 による死

亡率に関 して.1V群 と 1群 とをq=齢別 および朋rl.LIEIJに比

較 した もので3)ら.感以外の病死 に関 しては,Ⅳ群 およ

び Ⅰ群 ではいずれの期間l=おいでもその死 亡等ははは等

しいが,店 の柏 倉は異 /.>つている Eg)8では.1962年10

月 lEJ当時 の生存虐10007.当た()の196:2-66年間の癌 に

よる死亡前教のq=齢別比率 を二つのT65線BE軒.つ まり

019rad群 および40rad以上の群 について示 した 高

級血t群の死亡満方丈は さほ ど多 くなく.曲線 い ､くぷ人不

規則であるが, このJglrlHにおいては被爆老女Fi, あるい

はJfJf燥時ir齢60歳東湖の全PIE:癌 による死LL-準 がい くら

か州別 していることが強 く示唆 されている 原埠Il毒年齢

60成り上の者は,1962年には77歳1ソ｣-であった.死亡率

の増加が搾樺時のffL齢 につ11て減少するか否かは, これ

らの漬料 か らは まだ決定することはで きf+い さきtこ述

べた とも り,線 生別 にみ た1962166年r;,Jlの癌 死 亡率 は

100radごとに約20%増 加 しているよ うである それに

対 し,白血病 による死亡率は16年間の全期間の平均 では

100radにつ き600%以上 も増加 している この20%の

推 定低 は,依 然 と しておよその位 と考 えるべ きである

線型rEl株傾向は, 02の水準で有藩ではあるが,影響の

有無 に関 しては,よ り長 い期間にわたって苔桃 されたよ

り多 くの実科に基づ き.より確実 な判定 を行 な う必要 が

ある この影響 は,1962-66年LJ前にはあまり存 li:'して

いなかったよ うであるため. 二の財部 が共英であると し

で も,今綾 も同 じ水準でそれが持続するとはか ぎちない

か も しれfJ.い

白血病 およびその他の癌以外の死因によ る死 亡 者敦 は,

全作的 にみても年齢別 および邦 FTLIl別 の 分 布(図 7)か ら

みて も増加 していない らしいとい う中英は,加齢促進の

存在 を否定する証拠 と/_る 当然, この点 にTWLで最年

少懲倖 着帯 が今経, これとは異 r_つた傾向 を示すに至る
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FIGURE7 DEATHSFROMALLCAUSESEXCEPTtuALIGNANTNEOPLAShlS良ALL hl̂ LIGNANT

NEOPLASMSE)こCEPTLEUKEMIA BYYEAR,DISTANCEGROUPST& tV,良 AGEATB

匠】7 懇件 印生物 を除 く全病死固および白血病 を除 くす′こての悠性新生的 1:よる死亡 .

鵬rHl 距錐群 1およびⅣ 原爆時年齢別

30 405060 30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60

AGEATE

同体暗 TF書旨

59



FIGURE8 DEATHSFROhlhlALIGN N̂TNEOPLASMSEXCEPT LEUKEMIA/1000ALTVE

1OCTOBER 1962BYT65DOSEA AGEATB.L962166,

BOTHCTTIESANT)BOTHSEXESCOhlB【NEJ)

図 8 1962年10円 lr]生存 していた者[=おける白血病 を除 く懇性師生物 [=よる死亡率

(人L日000対) T65線見 原煉時年齢別, 1962166年, 雨rf'.,男女合計
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youngestagesATBwlllmanifestadeylantpattern
Ln thisrespectLn futureyears By 1966those
underage 10ATBwereunder32yearsofage
FormostoftheoldergroupsATB,however,the
experlenCe through 1966 should be defmltlVe
enough,and au tlleObseryed mortalzty effects

seem betterexplaLrLedlntermsOfmorespecLfLC
relatlOnShlpSbetweenlOnlZLngradlat10nandlndl-
Vldualdiseases OrgroupsOfdiseases These
flndlngS StZmd ln COntraSttO those ofSeltser
andSartwel10Ⅰ-US radlOloglStS33

EARLY AND LATE ENTRANTS ]riTO TFTE
CITY IN COMPARISON WlTtlTHOSEIN TEIE
ClTY ATB

lntroductlOn EarlyandLateEl一traZltS

IntheorlglTLaLsamplingpLanLtheeffectofradl-

at10nWastObesoughtbycomparulgprOXlmauy
exposedlndlVldualsnotonlywlthdlStauyexposed,
butalso wltlllnd)vlduaLsWhowereTtOtln the

clty ATB FrancJSe-aJ34 hadurged thatthe
lattercolllParLSOrlbe madeso .lSnottO mlSS
effectsthat'lrenotdose-dependent,'lndtoguard
agalnSttheresultsofLISSlgrungerroneouslyhlgh
radlatLOn dosesto those who werewlthlllthe

clty ATB butfa】frolnthehypocerLter Notlng
that"rtJSCleartllattherecanexistnO c̀ontrol

group'ln theslrlCtStatlStlCalsenseofraT[dom
asslgnmentOfpersons between treatment and
controLgroups,"FrancISetalstated thateven
anestablLShedgradlentmlghtnotallowestlmat10n
ofthe effectofthe mlnlmaldose,and that
absence ofagradLent"WOILldnotprecludethe
possLbilltythateyentheleastexposedgrouphad
recelVed damaglng radlatlOn,eltherdlTeCtly or
from fauout" TheprogressoftheORNLABCC
doslmetryProgram hasessentlallydestroyedthese
arguments ILnow seemsylrtuallycertaln that
alargegroupofsurvivorsreCelVedlessthan1一ad
ATBl0･】7 alld thatfalloutwasnltlClltoofocal

uldlStrlbutlOn,andsmalllnamOtlnt,23･35tocast
any realdoubton thedoslmetryOfthedlStally
exposed Moreover,expenence wllh thecom-
parisonOftheexposedandnot-1n-Cltycomponents
ofthesampLe4 hasshownthattheydlfferfor
reasoJIS thataln10StCertaully haye nothlng tO
dowlthradlatlOn,butrenectdlfferel一ccSLnpnOf
medlCal and demographlC hlStOry, and thelf
self-select10n aS mlgrantS ultO the two cltleS
after1945

AlthoLLgh theeffectofradlat10nlSbestsought
Ln dose-SpeclflC COmParlSOnS COnflned to those

可能性は依?器として考えられる 原爆時年齢10歳来泊の

書は1966年には32歳束.月であった しかし,原体時年齢

がもつと高い群のはとんとについては,1966年までの墳

料からじゅうぷんに確言的なことがわかるはすで あ り,

死亡率に対するすべての影管は.電腐放射経 と個 々の疾

患あるいは疾患群 とのrlIIの,より特異的引顎=7.I,(こよって

よF)よく説明 されるよ うである これらのIIF兄は.米lLj

にあける放射毒虫科底についての Se)tserおよび S.1)hve日

のITr兄とは対FlZIll勺である 3]

早期 入市者 および後 期入市昔 と原爆時 に市内にい た

者 との比較

緒言 (早期入市者および後期入市者)

此印の対象 古抽出,11･画 )によL=ま.放射投影JREのL7;求の

ため近距離祐樺者 と)E抑躍椎体 古との此Iy='けではなく,

原ナ即 字に市内にいなか･Jr=斤との比較 をt.liなうことに

をっていた FrarlCISら】1が,この綾瀬との比帖 をt.含

めることを勧告したIqJ山は,美和i止に(/くTTしない祈3'梓を妃

のがさないよ っにするためであり,また,JI,'.似n与にrf1日勺

にいたが爆心地 からi公く雌かていた1号E:,1';もったrU)抑｣Lt低

が削 り当て られる轟.吉沢にならないよっにするたd)であっ

た Ftane)Sらは ｢対束ftを)とFFh酢と対r)ZL群と こ̀山作 為

的 に割 り当てるとい うよ うな綻 ロト的 に離液 ,'J.1._ntf:-(･の

｢ますRtl群｣はありえrJH､ことはLqちかであるJと..iW'.た

とえ川rqlが認められるJq告にも,= く敢iLtの孤:itによる

形甘(7)評価は不可椎のこともあるかt,LJIJiいし また,

相fqlの孟監L'}･Litない杓 .'ナも,rlltt,軽1.i(Tl祇伴占群でも,
有pF'J.-放射線 を維持lJ'･)に,ある川 土降 F杓 としてF三･(-1[=

可能件 は再 起で き,3:いJと述べている しかし,このよ

うな父島引よ.OakRldgeNal10■1alLaboraton とABCCの

綿銃洞違鋼衣に1'.けるJtE妙によりほとん ど俳降 された

多くの枯燥 古は原爆時の椎曝弱りitが lradl').下であった

こと,LD'17 また,陣 ド杓については,その'jT作がきhめ

て局FlrT的で少止であり.!" 5巡仙椎被搬 占の孤は推定に

あたってはrHl蛸となるほどではなかったことがLR在では

ほとんど椛項となっている しかし,鞍燥GとTr)内にい

をかった者と(:ついて行なわれた比単文Jの経験 から,両

春のFIT)には放射線 とは全くt別系のない理由による差があ

ると認められている この妾は既往の病歴や人Tl-(.的特

性LT)速 い,ならびに革七校における両FhJ-の転入とい う自

己選択 を反映 しているt,ので3)ら

放射線書き等の持出には･.簡捷時実際に市内にいた占のみ

について線且別比較 を行なうのが最良であろうが.原樺
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who were actuauy Ln theclty ATB,lfthose
notln the clty ATB couldbeyalldlyusedln
drawlng l∫lferencesaboutradlatlOn,theywould
add somepowerto thestatlStlCalcomparlsons
Theessentlalquestion,then,LS By whatdate
willtheselectlYefactorsLnfluencLngthelrmOrtalLty
harewornoff? OnlylfltCanbedetermined

thatthisdatehasbeen reached can thelarge
InvestmentLn thlSpOrtlOn Ofthesampleyleld
a retum Ln the previousanalysISOfdeaths
thTOugh September l9604 itwasshown that
standa∫dlZed death ratlOSforthose notln the

clty ATE were generauy rislng throughoutthe
decade 1950-60 toward theleveloftheratLOS

forthedlStallyexposed

hterestln the "earlyentrant"stemsfrom the
lJlltlaJconcern over the effectoffalloutand

ofrcsJdualradlatlOn,eSpeClallyonrescueworkers

whoenteredthecltyultherlrStfew daysafter
thebomb RecognltlOnOftheearlyentrantas

an Hexposed"personhasbeenextendedbythe
Japanese goyernrnentunder tile terrnSOf the

ABSMTL22 and the admlnlStratlVe PrOⅥS10nS
goverIILnglt. Theb1010glCalevldencethatsuch
workersreceLVedslgnlflCantamountsOfradLat10n
hasalwaysbeen moot,and consIStSlargelyof
repoltSthatsomerescueWOrkershadsymptoms
･lkln tO acute 】adlatlOn Symptoms.and some
frequentlycltedbutunpubIIShedd{1taOfWatanabe36
suggestlng thatdisproportionatelylargenumbers
ofleukemla CasesOCCurred amoJlg thosewho
enteredHlrOShlrnawlthln theflrSt3daysafter
thebomb

AtonetlmeaHlrOSllLmaresearchgroup37pro-

posed thatthedoserecelVedbyearly entrants
be estLmated by meaLtSOfcarefulhlStOrleSOf
movementwlthln thecltyatmeasuredlTLteEVaLs
ortlmeaftertheexploslOn,encouragedbycalcu-
)at10nSSuggeStlngthatsomeearlyentrantsmlght
wellhaverecelVeddoseslrltherangeof150Fad
ln 1960
literature

dose,at
1hour
orderof

Alt110ugh
mllm Or
outthat

Arakawareeyaluatedallreportsulthe
and concluded23 thatthe rnaxlmum

theexacthypocenter,Integrated from
to lnrlnite tlme,Wasprobably onthe

24RlnHlrOShlmaarld4RlnNagasakl
onemethodofcalculat)Ongaveamax1-
183 R Ln HlrOShlma,Arakawapolnted
therad10lSOtOpeSInvolvedhadextremely

shorthalf-llfes,sothat70% oftheactlVltywould
beexpended Lnthefirst24hours,whennames
made Ilvery dlffLCult to remaln ln ttle area
ofthe hypocenterformany hoIIrS In 1967
shonopubllShedamajorreVISLOn240日llSearller
estlmales thatbroughthJS POSEt10n Very Close
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時に市内にいなかった群 も,放射銘=二ついての推論に有

効に使用で きるをらば,統計的な比較の横走力がある程

度強化されると考えられる そこで,この群の死亡率に

影響 を及ぼす選択窄凶の効力が消減+るのはいつT･あろ

うかとい うことが塩安な関越 となる この時期がすでに

過 ぎたと判明 LI=時 に細めてこの軌 二対する授涙が報酬

をもたらすと期待できる 1960年 9月末までの死亡者に

ついて以前に行なわれた解析では,1 原様時 に市内にい

なかった群の摺準化死亡革は,1950-60年の10年間にし

だいに増加 し,逮距艦被爆者における率に近 くをっf=こ

とが認めらhた.

｢早期人市者｣について関心が持たれたのは,降下杓 と残

留放射線の影響,特に原体紅綬の放EJ揃=二代接作農のた

め市内にはいった者に対する形呼についての心配が細め

のころ[=あったからである.原伸医蝶法22とそれに伴 う

行政摺置の範囲が拡大 され,早JyJ人市名が｢披爆&｣とし

て認められている このような人々が1T懲な放射線 を文

けたことを示す生物学的所見に対してのi瀬論は絶えか -

赦接泊軌に従即 したIGの中にはi;L.件放射線症1J､に相似 し

た症状 を呈 した者があると靴合 されており,また.原爆

俊3El以内に広由にはいった1m:おけるEl血柄が多いこ

とを示唆する滞辺36の未発まきのJR料がたびたび引用 され

ている

計算によれば.若干の早糊入前者は 150rad程蟹の韻鬼

を受けた可能性が示唆 されたので,早期人市竜について

厚保後の市内における行動を綻過峠糊に沿 って注意深 く

調べ,その被曝純正を推定することが 広島におけるあ

る研究会37によって招繋されたこともあった.1960年に

Arakat､-aは,文献中のすべての報告を再枯対 し,爆 発性

1時間から無限時 まT･の爆心地 t:おけるEL大碩弟扱丑は

おそらく広島2JR, 艮崎 JR程度であったであろうと結

論 した =3 別の計弄法では.広島で最大 183Rの鮭が得

られたが,これについては,その純狩となった放射性同

(立元素の半減期がきわめて短 く,放け)の24時間にその放

射能の70%が減蒙しており, しかし,火災のため,原煉

授長時間にわたって棟心地/､の立 ち入 りが非常に困難で

あったことを Arahl＼aは指摘 している 1967年に庄野は

以前の殺虫推定(丘を大 きく改訂する報告を経書し,24 そ

の推定値は ArakaWaの低に非常に近 くなった 1968年に



to thatofArakawa･ Hashほume,repOrtulgan
lndepeJ一dentefforttomeasureresldualradlatlOn
lnZもroshlma,reachedslmilarconcLuslOnSln)96838

HubbeLl,Irkarecentunpubl15hed review,35has
enumerated themany clrCumStanCeSthatwould

seem to have madeltlmpOSSlbleforaperson
to have rece)Ted more than a fraction Ofthe

rnaxlmum Valuessetby Arakawa and Shono
HeglVeS5radasthe"maximum Credlbledose."

Since thegoaLorresearch atABCC hasbeen
notslmply tonamethelateeffectsofaslngle
exposule tO 10nlZLng radlat10Il,butto measure
them,speclfylng tIlelr relatlOnShlp tO radlat10n
lnfunctlOrLaLform,andsinceaPhysicaldoslmetry
appllCable to the early entrantseemed cLearly
lmpraCtlCal,tllerChasbeennoreasontocombine
theexperlenCeOftheearlyentralltStogetherwlth
仙a一orstlbJeCtSWhowereactuallyln theclty
ATB ln constructLngthemoTtalltySamplethlS
dlStlnCt10nWasrlgOrOuSlymalntalmedandatthe
era.dthoseselectedforthenoト川-CltyCOmparlSOn
group Were cLassLfled as "earLy en(rants" and
"lateentmnts/'theformerbelTlgthosewhosaid
they had entered the clty Wlthln 30 daysof
thebomb Th)SldelltlflCat10nh.lSllladeltpOSSl-
ble to segregate4526 early entrantsfrom the
22,027lateentrants,82% oftheearlyentrants
arelnlllCHLrOShlmaSample SlnCethequestlOnS
to be.lnSWered byanexamlnatlOllOfthemor-
talJtyOfthoseno【lnthecltyATBaremethod-
ologlCandanclllarytothedose-Specificanalyses,
theyareconslderedseparatelyhere

DeathsamongthosenotlnthecltyATJ3JltCreaSed
from 18331n theprev10uSanalysIStO3443by
1October1966,enabllngCauseOldeathtobe
examlned m rathermoredetailtllan formerly
TheICD recodegroupsemployedlnthepresent
analystsare

TGZ,考は,広島にもlJる残L-B放射W{を測定するために独自

の研究 を行ない,同相の総益を報告 しrL 淋 Hubbellは.

未発滋の最近の再l轟uTrにおいて'i多くの 条件を列YiL

実際の被曝iq'j!且が Araka､laや庄野によって.)≡,fさJl/i

仇火線titの何',Iの 1よりも高くなることは不可能である

として,｢放大味茶筒輝線iii｣として 51adをあげている

B̂CCにあける研究のEl的は,電鍵放射式壬の lIrlHl･'iqrの

後彬群 を単にrrb出することr='けではな く,その柁rl'を洲

潅 して放射線 とのFIJlf,lfを開放的を形で示す ことであ る

したがって,早榊人rrF斤に応mで きるような的PM'Il'JrJ.

純 hi測7E法の考案は叩 ちかに非現冥的であるように1._Hh

れることもあって lrL糊人巾古にr.qする1.t料とTU爆帖に

実符にrrfl勺tこいた者の1'(什とを/nJ･計する恨抱 かないよ -I

にriTわれI.: そこで.非命凋丘対象賂L;1をIlq賊する[=搾
しては,両名の区別は祈.il=稚つよ うにLl.: 比書主群と

して選は11rLr71rJlにいfJLかつ[=古は.r甲州人nl占｣ム

よぴr綬期 人r11点｣に'Jl棚 Ll: この7日明/､ITT古は,噸

棒線30LJ以内に人IElしたと封1;'テした市である この分期

が設けられているので.lll州人前 岸4526Y,と絞Jm人rrlA指

22,027名とを分けてT.h討することが可11-I:iでJJ･}た この

ln一郎人frlA省の82%はIL由の比帖群にん見している 耶燥1咋

tこTl)内にいな71).ったfTの//E亡率LT)柏,i.)によ-)て回手首を比

いだてうとしている11日抱は.ノバf;崩にrlJlするLのであり,

LIVIJ柿の純LHll川ギ肝に刈 しては.W,L'的/tlI,V)と1なるので,

ここで別個に耶 I)LHることEIした

いFllEのA半折では,Il.11即 字に市Iliにい･,i:か l/=群にJ,Hる

JJL:亡弟とtが1833名であ･)たか.その(.L 1966Elloll1日

までに死亡者故は3-I43乞tILenrlL/=ので.I､川【よりは死

凶の帖p!すがかrlリ.!f･紳】にで きるよ )にr1-)た /,･～同の解

析で･は,国際疾柄分期 を;大のよ う[=内軸成 してH】いた

Recode lCD Causeofdeath
f筈正T3=77 死JB

0198 001-999

0182(ex24) 001-795

9298 E963-E999,799

92 E963,E970-E979

0102 001-138

01 001-019

1023 140/)_03,205

AllcatlSeS 皇死因

Allnaturalcausesex letlkemla
Fl血桐を除くiElr;j死
SLuClde,homlCLde,war&causeunknown
日経.地相.削争および噸rqT:UF
SuLCLderl手ユ

Lnfect10uS良 parasltlCdlsease
lL･A柄およこr寄生虫縞
Tuberculosis結手兵

AllmaLLgnantneOPlasmsex'leukemla
白mlF;を掠 く す,(ての悪性析生杓
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Recode lCD Causeofdeath
ほ 正持召 死因

II l5l Stomachcancer胃癌

16 162-163 Lungcancer 肺癌

19 17I-174 Utennecancer 子宮屯

24 204 LBukemla 白血病

3032 250-289 AllerglC,endocrlneSystem,metabollC&
IlutrltlOnaldlSeaSe

7レJL･ギー性,内分泌系.杓質代謝性!1,よび栄養

の疾患

3334 290-299 DISeaSeSOfthe blood&bLood-formlng
OrganS
血消および追血鞘の疾,rib.

4045 330-398 DISeaSeSOfthenervoussystem 良 sense
OrganS
神経系t,よび懸覚欝の楳虐

5056 400-468 DISeaSeSOfthecirculatorysystem
細項器糸の疾牡

ThetlmeperiodsgoverningtheanalysLSa.rethose
already glVen,namely the rour4-yearperiods
and1950-66fortheNagasaklSample,but1954166
lSusedforHlrOShlmabecatlSehalfoftheHlrOShlma

subjectswhowererLOtlnCltyATZ)enteredthe
studyonthebasISOfthe1953HlrOShlmaDaytlme
Census,andanaddltlOna120% enteredLrl1951

Tbe sultabillty Ofthe sub)ectswho Werenot
ln City ATB as a comparLSOn group for the
exposed,andthepossibilltythattheearlyentrants
have suffered a hlghernsk ofmorta)Lty,are
somewhatreLatedqucstlOnSandltSeemedmore
efflClenttO answer them wlth reference to a

slngletablethantoelllploytwo ForthLSreason,
the followlllganalystsISOrganizedpnmarily by
cause ofdeath,and oJlly secondarily by the
dlStlnClionbetweenthesetwoquest)ons

ln preparat10IlforthepresentallalysIStheearly
entrantswerefurthersubdlVLdedaccordingtOthe
earlleStdatetheyhadpenetratedtheareapTOXlmal
tothehypocenter,howdeeplytheyhadpenetrated,
and how loTtg they had remalned lTttheclty.

ThecodlrtgSChemewassomewhatmoredetailed
thantltatshownulTable87butsmallnumbers

lnSOmerubrlCSneCeSSLtatedregrouplngfortabul

latlOn AnysuchclasslfLCatlOnlSInherentlyarbi-
trary and mustofnecesslty reflectthedetail
oftlleunderlylngrecords Itsuseprovidedthe
followlngbreakdownofthosenotlnthecltyATB,
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この解析で用いた期間区分は, さきtニあげた四つの 4年

ごとの期間T･あり.長崎の対象者については1950166年

の糊閥を検討 したのE=対して,広島の原体峠にrill勺にい

なかった者については,その半枚が1953咋の広良市B:r圭"

人口調査,20%が1951年の人u鋼玉に基づいて選ばれて

いるので,1954-66年の朔FL'nを綾肘のI.T取とした

原爆時 に市内にいなかった者を被爆者に対する比tは群と

して用いることの妥当性ならびに早期入市者の死亡率が

高いかもしれをいという可能性は,互い[=若干の関操を

有するIH順 であり,この二つのrul越の榛.Wl=は,二つの

娘計衷よりは,む しろ一つにまとまった)R計妾をmいる

方が効紫があろ うと考えた したがって,下記の解析は

主として死EEL別に組み立てられており,この二つの闘将

の区別は二次的に取 り ヒtff=にすぎない

この解Trrに(揃えて,早期人識者が体心地の近 くまで立 ち

入ったuf細の年月Lj,人市地.･.?.および滞在糊rZj=こ91;づ く

細区分を設けた

この区分方法は黄87に示 したものよりも洋靴であったが,

ある疾稀'71頬では例数が少ないためJJ:t計にあたってこれ

を再編舵する必要があった この性のいかなる分視も本

質的には任意的なものであり.･ピ･黙約にその基樽 となる

妃緑の内容 を反映 している こJH二よって原爆時に市内

にいなかった者が次のように分けられた･



city EarlyEntrants(EE)早期入市古 LateEntrants(LE) T｡tal
跡市 a b c 絶糊入rrf古 計

HlrOShLma広島 171 421 3120 16497 20209

NagasaklLi崎 23 32 759 5530 6344

Total台･計 194 453 3879 22027 26553

Clearly theearly entrantgroupsare toosm all

for extensIVe analysis Theseveral statlStICa】

tests are

l EE vsLE (thatmortalltyOfearlyand
lateentrantsIShomogeneous),

2 a ysb+C (thatmortallty ln thevery
earlyentralltSIShomogeneouswiththat
ofallotherearlyentrants),

3 avsbysc(thatmortalltylntheseveral
groupsofearlyentrantsLShomogeneous);

4 avsb vscvsLE(thatmortautylnall
the not-1n-Clty groupsIShomogeneous

lnaflftllCOmparlSOn(EXPysNE),themortaLlty
orallthose ln the clty ATB (SuryIVOrS)was
contrasted wlth those not m the clty ATB
(EE+LE) In thetablesreproduced here slg-
nlflCantevidenceofdeparturefrom homogenclty
lSLndlC'lted only forEE vsLE,avsb+C,and
EXP vs NE,butthe resultsorallfive tests
areusedlnthetext

AuCauses

When deaths from allcausesareexamllled ln

relationtO theearly-andlate-entryclasslflCat10n,
aJldwhetheroTnotSubjectsWereactuallywlthln
thecLty ATB(Table88),theftaPE)earstObea
relatlVe deflCltln thedeathsamong theearly

entrants,deflm1teOnlyultheHlrOShlmaeXperlenCe,
alldnotconrmedtotheear一yyealSOftheperlOd

ofobservatlOn before thesamplewasacttlally
assembled Wecannotprovethatanearlyentrant
whod上edbeforetheABCClnVeStlgatlOnforeI)gl-
bllltyWasaSlikely tohaveenteredthesample,
andtohavebeenrecognlZedasanearlyentrant,
asanearlyentrantwhowasallVeWheJllnVeStlgated
forellglblllty TheperlOd1962-66,whichbeglnS
onlyafterthesanlplewasclosed,lSnotOpentO
thistheoretlCalobjeCtlOn. Nevertheless,lll1962-

早期人市看群は,広範園の解析 を行な うには例政が明 ら

かに不足 している 次の よ うない くつかの紙 .汁的抽完 を

行なった

l EE対LE(早期 および†引明大市者の死亡率に

塞 がない)

2 aJ.rb+Cり巨館 [=早Jglの入 ポ古およびその

他のIii朋入前石の死亡帝に豊 がない)

3. a対b対 C(早期 人 市令の各群の死亡率 に圭

がない),

4 a対b対 C対LE(市内にいなかった者すべて

の群の死亡率 に差 がrJ.い)

第5懲 目の比較 (EXP対NE)としては, 崎拶IlfにTli内

にいf=老 生 El(被爆 者 )と原樽崎 に市FJlfこいをかった 占

TEE+LE)との死亡等 を比較した ここに化暇した 姑 計

黄で 仔藩 な墓 がみ られるのは,EJ=対LE, .1対b+C,

ならびにEXl)対NEのJq合である しか し, 本文 では

五つの緒完の結果 をすべて用いること[=Ll.:

全死因

全死因 について早期 および後期入rlrの別,ま/i.原爆時

に市内 にいたか.いをかったかの別によって検討 を加 える

と(老88),早期人市春における死亡が相対的に少ないよ

うで あるが,これは広由のみにおいて明確 に認 め られ,

しかも,調査JJi(EE]が英際 に紹成 される以rlfLのfD糊の ころ

に限定 され るIYr見ではない 早婚lに入市 した者 の うち,

調査対象 としての適 格性の検討が行なわれた当時 に死亡

していた者 と生存 していF.=者 とが,早期入市 古として対

象者に遊ばれ る可能性 が同 じであったとは断言できか ､

対象抽出 を締 切ったあとの1962166年の相聞については,

このよ うな理論的 ミHi;q蛸はないのであるが,広島 におけ
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66themortalityOfearlyentrantsIntoHlrOShlma
remaLrlSSuggestively low (P=005)lnrelatlOntO
thatoflateentrants Thedeflc)IlSnotSeenln

theNagasaklSample.

Fortheentlreinterval1950-66thestandard)zed

mortaHty rat)OSOfsubjectsWho Were actually
wlthlnCityLlmltSATEareabout5% abovethose

ofLate entrants,butthedlSCrepanCy lSnearer
20% early l∫一the experience,and about Io落
durlng 1962-66. Thesedifferencesrenectthree
lnnuenCeS the hlghermortallty Oftheheavlly
exposed atboth endsofthecalendarperlOd,
theexceptlOTlallyfavorablemortalltyOftheearly
entrantsthroughouttheperiod,andthefayorable
expenenceorthelateentrantsearlylntheperLOd
Thesedlfferencescanbebetterullderstoodlnrela-

t101ltO thespeclrlC CausesOfdeathonWhlCh
theydepend

Accldents,PoISOnlrLgS,and VIOlence

Theevldel一CeOfTable891Sthat(lnydlSCTepanCleS
betweenearlyandlateentr̀llltSrestOntoofew
casestobereJlableoTOfanypractlC'llS唱nlrlCanCe
ThereLSnOCOnSIStentdlffereIICebelweellthose

who wereactually Jn theclty ATB and those
whowerenot,1Ⅰ-tlleSJngletestreturnlngaStatlStl-

C'1日y Improbableresult,llltheperlOd 1954-58,
mort.lJlty Wasappreciably hlgherlntheA-boJllb
survIVOrS ThlSdlSCrepanCydependsoJHlhlg71er
rate forsulCldeamong thesurvIVOrS,eSpeClally
111rOShlmafemales,1nthlSInterval Thecomparl-
son ofdeaths from accldents,poISOmngS,and
violencefortheentlreSamplefol)ows

る早期入市者の死亡率がLt(>J!として綬糊人市者よPH .低

いことが示唆 されている(p- .057 長崎ではこのよう

な差は認められない

1950-66年の期間全作をみると,原爆峠に市内にいた者

のほ準化死亡tt:は絞糊 .̂市市よりも約 5%高いが,押印

の時期における両者の差は20%に近 く,1962-66年にも

いては約10%の菱がある この差は,次の三つの形'#カ

反映 した ものである.軌繋糊IiiJの両花における強度被曝

者の死亡率の高いこと,全期関を通 Llて'iJ-J珂ノ､市者の死

亡事が梓に低いこと;および川卿(こおける綬制入frl古の

死亡率の低いこと この妾については,その墓をt.たら

した疾 患の根討によっていっそうf甲解 しやす てな りうる

事故.中寿および暴力

号壬89にみ ち11るよ ')に,例甚'EかJM†に少ないので.甲州

人rF斤と綾朋人rr7指との背が細末であり.')‡搾的にTl-忠

であるといえるほどではなし- また.原恨Fl一にTTT内にい

た翁といなかった古とのr日日二 灯した基はない 純,汁的

に1】窟な紙製が['}ちか[=帖J王は つI.:'けあ-'て,1951-

58'q=にムける被根 斤の死亡率かかなり.I:い ･ことが,･.JJめら

nた この勤 ま.椎体 古の,掛 こ広/,71t7日j:作に日章'iが 多

いJL=めにJJ三したものである 全村敏行についての比年女を

;kに示-1-

LocatlOnATB Total杜Er( SuICldeFl手‡のJ･ OtherI･の他

II･憎 Ilhr)ji)'rr o 札･.u Jt E岬TMt 0 枚tiEn ETgFはft 0 枚jjは EllJLI-,王t

Total托i( 302 302 116 116 186 186

1ncltyzl･n'-いた古 246 2273 101 872 145 1401

NotlnCl【y 56 747 15 288 41 459
rfl'内にいな75I,た方

The penod 1950158 lSnotOne Jn Which the
dose-specirlCanalystsShowed thatthellkeLlhood
ofsulCldevarled lllrelatlOn tO theamollntOf

radlat10nreCelYed Further,whetherornotone
expectsadose-ord】stance-dependentrelaLIOnShlp,
one mlgiltWellexpectsIIrYLVOrSaSagroup tO
be more prone to SttlClde than those less
cmotlOnallyLnYOIved ForlhlSre.lらon,fullerdet'lll
on deathsfrom sLllCldeamongthoselnthecLty
ATB (thesurvIVOrS)and thosenotln theclty

いい

1950-58年の朋rL.1についての抽出別解折では,白紋が諌

止と開帳があるとは認めらJlなかった なT3,自殺が線

虫または鞍横距艦 と用間を示すと干思で きるか否かにカ

かalら十,噂糠 に関してぜIR的に並問心 な古に比 ,(て.

鞍埠音全作としては.自享受の傾向が強 い と考え られ る

したがって.原体暗に市内どこい/=書 く椎咋古)といなかっ

た吉について彰90で自校に関 してもっと評細 に示 した



ATB ISglVen ln Table 90 VanatlOn Wlthln
theNagasakleXperlenCelSWellwlthlEltheusual
rangeofchance,and fornoper10d otherthan
1954-58lSaSlgmflCantdlSCrepanCySeenlnthe
experlenCeOfbothcltleSCOmbllled Fornelther
sex ln the HlrOShlma Sample docstheexcess
of sulCldes among survIVOrSachieve StatlStlCal
slgnlflCanCe, but forboth sexes combined ln

1954166,with 159 0bserved vs 147expected
amongsumVOrS,and37obseⅣedvs49expected
amongthoseI10tlnthecityATl),thestatlStlCaltest
returnsaprobabllltyOr003 1いnfact,theriskof
sulClde LShlgheramong survivors than arr10ng
otherresldemtsofHlrOShlmaandNagasakl,the
excessmustbesmall,forNagasaklSurVIVOrShave
fewersulCldesthanexpected,andltlSOnlyfor
the 1954-58 pcr10(Ithatthere lSanetexcess
among survivors Fln{11ly,tlle apparentexcess
numbers12deathslrltheHlrOShlmaSampleof
about60,000survivorsduflngthe12yearsfrom
1954-66,andlSllmlted to theperiod 1954162

AllNaturalCauses(ExceptLeukemla)

Deathsfrom leukemlaWereexcluded from the

comparlSOn because these deaths are already
known to occurmore frequently among the
sun'JVOrS,and theearly entrantscan be more
sharply contrasted wlth thelate entrantsJn a
comparison reStrlCted to the rlSk ofleukemia
The 0/E r'ltlOS OfTable 91,and the rusults
ofthe three maln StatlStlCaltestssummarlZed

there,are quite like thecorrespondingentrleS
ofTabJe88forallcausesofdeath

Irlfecl)ousandPamsi(lCDISeaSeS

Deaths from lnfectlOuS and parasLtlC diseases,
about85% ofwhichareattributedtotuberculosIS,
dlStlngLLIShboththeear)yfrom lateentr'llltSand
thesurvivorsfrom thosenotln thecityATB
(T'lble92) ThestandardlZedmortalltyratlOSare
generally hLgherforthesurvIVOrSt】larlforthose
notln the clty ATl) and slgl1lrlCantly so lll
a teston the elltlreeXpenenCeOfboth cltleS
forthe1954-661nter,Val lnHLrOShlma,atleast,
e'lrly entrantsappearto have areliably lower
mortality from these dlSeaSeS than do late
erLtr{lntS For the entlre 1954166 penod the
observed and expected vzLlues forboth cltleS
combllled are

長崎の揖料 E=おける芸は(,%IJくの範l園内に いoうぷA_人-

てお り,両市 を/.,̂計 してみ ると,1954-581'事の時刷りタl

にはTT意 ,+..差はか ･ rI:I指の対範名では. g日j･とい 二

被爆 名における自殺の)附 nは紙 .汁的にfz'b･tElでないが,罪

女 をlTか してみ ると,195-1166'rl-1におけるFl秋 土被曝 点

では税額放159,は‖iJ批lLL7, また.原体時市l勺E=いな

かった帝では観察放37,朋は放49で,綻 piHrTlJfl'JT,iIEuもい

て確率は 03である も L,徴煤瀬の 白貴史が広応 l三崎

におく十るその他の 古よ り多いとしても,その月は小 さい

であろ 7 す なわ ち,i主嶋の被喋-kの Fll按は判子手放よ r)

少なく,朋f-'J=故よ り多いのは195L1-581Fの相川i】だけであ

る また,伝.(.rJにt)いては,195LZ-66Trの12'lT川に被相

対吸名約60,000名中にお ける白秋 ま榊flJ肋よ り12fQIJ多い

しか L,195il-6211に限 られていQ

全病死 (白血病 を除 く)

白血病 による死亡が被曝者 に多いことはす ぐに判叩 して

いるので, この比蝦 から除外 したが,l'11血柄 に限 って比

暇 を行なえば,'Il朋入Tド古と校偶 人rけ古との対H.'Lがもつ

とはっ きりす るで あろ う 滋91の紙幣 敗と州r})靴の比 Ij･

よぴそこにまとめてある_-っのi=.FRJな純 .fl的紙碇の紙 架

をみ ると,去88に示 した全ire因 についての結栄に邦luL

ている

伝染病および寄生虫病

伝染病 および寄生虫病 による死亡の約85%は寿宍核であり,

早脚人前者 と綾糊入市省 とのTiflに差が認め らJl_るととも

に,被雑著 と原爆時 にf印 可にいなかった省との問にも豊

が認め られる(妾92) 標弊 化死亡率は,被爆名に1,いて

原爆時 に市内 にいなかった者 よ りも一般 に.ll.H ,1954-

66年の糊HHにあける両FFlの死亡者総数の根7Eでは7T意で

ある また,少な くとも広島 にわいでは,これ らの横柄

による死亡率は可別人IhJ者がf引網人市名よりrB:いことは

維'尖である 両市 を介.汁した梢 合の1954-66年の全糾問

における観察 穿史と期待敗は次の とお りである
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Group 0 E 0/E
群 視幣 扱 糊 r手放 比

Earlyentrants甲Jgl人rEF古 30 453 066

Lateentrants 綬明 大rrl'点 Ⅰ62 1756 092

lncityATB頃御 幸71･J内.:いI:古 708 6792 104

Mallgtla】1tNeoplasms

lntheentlrC161yearPenOdofobseTVatlOnthere
were 124deathsfrom leukemla,and2873from
othermallgnantneOpLasms,dlStnbutedasfollows

悪性新生物

16年間の税額期間内には,白血病によ る死亡124例,そ

の他の恵任 所生物による死亡が2873例 あり,その分布は

;kのとおりで3)ら

causeofdeath lllCltyATB ｣星空lyentrantsT1切人-M Lateentrants
托川 IJTT柳 川 rJlい lた占 a b c rlAJtE】人rI,古

Lellkemla(I血九･; 116 0 0 4 4

OtherMallgnantneoplasms 2276 4 18 106 469
その他のfUL.件 的 r̀=杓

NumberofsubJeCrS 8227l l94 453 3879 22027
調′こり取fH'(

ln thzssample,atleast,thevery early entrant
seemsnotto have had the except10rLally hlgh
rlSkofleukemlathatWatanabelSSald tohave

obseryed36 (Table93),a)though thevery early
entrantsherearefew. ¶leOnedeathoccILmng
ln theentlreNagasaklSampleofearlyentrants,
1950-66,plusthetwoobserved】rttlleHlrOShHna
sLlmPle,1954166,donotdifferslgnlflCantlyfrom
the approxLnlateLy 16 deaths expected from

JapanesevJtalstatlStlCS(30permiJL10npOPulatlOn
peryearX53,500person-year=I.6cases) The
d)fference between survivors and those notLn

thecltyATBISnotaLIssuehere,butconslstellt
dlrference5areSeen,and are usuaJly loolarge

tobeexpl{lInedbychance

OfsomewhatgreatermomentlSthemortallty
attrlbuted to mallgnarLtneOplasms otherthan
leukemia(Table94). UnlikeNagasaklSurVIVO rS,

the HlrOShlmaSurVIYOrSdoappeartohavehad

alllgherrlSkofcancerthan thosenotlnClty
ATB ThlSIStruenotOnlyforthetotalperLOd
shownlnthetable,butthroughouttheInterval
Folthe ln(llVldua14-yearper∫odstheobserved
andexpecteddeathsamongHlrOShlmaSurVIVOrS,
and p-valuesobtained Illne testsOfsurvLVOrS

vsthosenotlnthecltyATE.are
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少な くともこの淵正雄r:Flに関する限 りでは, きれめて早

糊の入市 斤に1'いては,例t'(は少f+いとはし､え.瀬辺36

が拙察 した といわ11るrl血病の きJILtlJで苦 しい増加は認

め られない(繋93) 艮崎 にL,ける11-1g日､rhhの対敵方全

体にわける1950-66咋の 1例 とrZ:.Clの 対 象 ffに IHtる

1951-66'rf-の 2例 とを倉.汁しても,ll*の 人IJqrJj態統

計から予想 されるi'日 6例(咋rHI100万 人当/=り30例×

53.500 入牢- 16例 )と比'<て lj缶を釜はない 接伴 者

と原樽崎 にrfT内にいなか った者 との丑 については, ここ

で問題 として耶 り上けないが,一m した 差 が認 め られ,

その大 きさは一般 に偶7Jzのためとはいえないほとノくきい

む しろ.ここで亜守なのは,白血病 を隙 いた悪伯術生柚

による死亡率である(滋9･ll 良崎 とは粥fJ.Lり,広島の箆

棒名 における也 死亡封 土頓侭峠 にrhJIJlに い,なかった者よ

りも高いよ うである この ことは.炎:こ示 した皇糊rplを

油 L,て妃た川 rIだliで f+:,各州rFJlにわいても認め られ

る 4f7ごとの 各1明ruH:1'亡†る瓜 包丁攻雌省の死亡の弧解

放と則持YIrJ.ちびに熊I準古 村l与り即乍に市内 t:いなかった

帝の暗竜で'E守られたP低は;kの とお りで3)る･
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We have a)ready seen thatthe risk ofcancer
Lnthemostheavllyexposedseemstohavebeen
hlgherthanthatofthelightlyexposedsurvIVOrS,
espeClally ln theearly yearsoftheexpenence
(1950-54)and ln recentyears(1962166) The
comparisonOrallsuⅣ1VOrSVSthosenotlnthe
city ATB reflectsthisheterogenelty amongthe
survIVOTS To answerthequestlOnWhetherthe

morLalltyOfthosenotlnthecLtyATBprovldes
areasonab)ebasisforassesslngthelnnuenCeOf
radlat10nlntheheavilyexposedltWillbeuseful
to compare the more dlStalstlrVIVOrS(dlStanCe
groupl)wLth thelateentrants ThLSlSdot-e
ulFlgure 9 by meansofmortality ratlOSfor
10-yearyear-of-blTthcohortslneach4-yearInter-
val,on asem1-10garlthmlCg√ld For 1950-54,
OnlytheNagasaklObservationsareused,thereafter
thedataolbothcltleSCOmblned TlleSeCOIT1-

parlSOnS SuggestnO reason Why tllOSe notln
theclty ATJ3may notserve ausefulroleln
stud)esofthecancermortaLltyOfthesurvIVOrS,
butltwouldbedesirabletoexaminethematerLaL

byslteOfcallCerforseveralmajors)tes

EarJy andlateentrantsLntOZtlrOShlmadLfferln
theirCancermOrtaLlty (Table94)butnotthose
IntoNagasakl Theearlyentrantshavethelower
nsk,ch)eny on the basIS Of thelreXperlenCe
ln 1954-58 Thedetailsro√eacl10rthe4-year
lnteTValsforearlyandlateentrantsIntoHlrOShlma
follow

すでに指摘 したように,強度被曝者の癖死亡率は軽fiE被

爆 者 よ りも高 く,これは印)即日950-54q=)とガを近の 4

年期 日962-66年)[=おいて特に著 しいJ:うである 被

特者全員と原棒時 に市内 にい/_かった者との比較には.

被爆 不問のこの差が形辞 を及ぼす 強唆被爆者に対する

放射線の彩轡 を評価するための#空基として,ll,.(爆時 に市

内にいなかった者の死亡率を利用することが妥当である

か否かとい う疑問を解 くためには,遠距艦 被爆 者 (距服

群 1)と後期入前者との比較 をすることが百品であろう

そこで,図 9に示 したように,4年ことの各州川=こおけ

る10歳'LF齢コホー トの死亡率をLF一対款EgljI壬にLl'nrいて比132

をf-rrJ.･った 1950-5J年の期間は長崎の新料たりであり,

その綾の糊Fh'H=ついては両市の栄料 を合計 した この比

較からは,原鎌崎市内にいなかった市が,被爆右の癌死

亡率の強打に有用な役割 を男とた しえか ､とい う理由は示

唆 されなカったが,いくつかの主要部位別に材料 を検討

することが望 ましいよう[=思われ/i

長崎では差はないが,広血においではIil糊入TTT満と後Jg1

人市満との癌死亡率に豊 があり(-T<94),早期入市書のほ

うが死亡率が低い. これは主 として1954-58年における

率が低いためである 広由における11-J駅および青臭期入市

者についての 4年ごとの各JW朋 TJの詐剛は次の とおりで

ある

EarlyEntrants早用人市春 LateEntrants按用人市古

0 概容政 0/E比 0 枚解放 0/E比
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NzlturalCausesOtherThanCancer

OthercausesofdeathwerestudiedonthebasIS

ofthegroupsappearlnglnTable95 0nlythe
totals for Nagasakl (1950-66) and HlrOShlma
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癌 を除 く死EEl

表95に示 した疾病分類に基づいてその他の死因について

検討 した 長崎 (1950-66年)および広曲目95･ト 66ilJ-)
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(1954-66)are shown,butforeach cause the

comparlSOnSWereextended to LrLCludesexand
tlme-1nterVa) Foronly afew groupsofcauses
aredifferencesnoteworthy dlSeaSeSOftheblood
andblood-formlngOrgans,CardlOVaSCulardlSeaSeS,
dlgeStLVe dlSeaSeS and symptoms,Senluty,and
ul-derlned causes There lSbutaslngLedeath
from diseases Ofthe blood and blood-forming
organsamong thelateentrantsIntoHlrOShLma,
ln relatlOn tO an expected value or 116,a
remarkable discrepancy In Nagasaklthe two
observed deathsfrom thesecausescomparewlth
alleXpeCtatlOn Of34 ln both cltleS,1tWLll
be recalled from thedose-speclflCanalyses,sur-
vIVOrS exposed to large amountsofradlatlOn
were atappreclabLy highernsk ofdeath from
dLSeaSeSOftheblood andblood-formingOrglLnS
thim SurVIYOrSexposedlo0-9rad,andstatlStlCal
testsoyerthefourdose-classesshowedslgnlrlCant
evLdence ofaIlnearIncreaselnmOrtalltywith
lnCreaSmgdose Hence,someofthediscrepancy
lTlTable95fordlSeaSeSOfblood,etc.renects

thetnnuenceofradlat10nOntheexpectedyalues
calculatedFrom atotalexpenerLCedomlnatedby
survLVOrS However,lfthecontrastofTable95
1SCOnflned tothosewhowereexposedtoI)ttle
radlatlOnATB(dlStanCegrOLIP])vslateelltranLs,
theobseryed llumberofsLLChdeathsamongthe
Lateentrantsrem'llIISWellbelowexpectatton For
HlrOShlma,Withoutadjustmentforageandsex,
thecomparlSOnylelds

[=おける絵例数のみ をここに示 し/=が,各死因 について

の比I3･は性別 および糾問別 にも行 /J.1,,/= 特記すべ き差

を示 したのは,血液 および造血 器疾 恐 .循環 器系疾怨 ,

刑化誤系疾 EJul;ならびに症状,苦茶および診断名不明砧

の状態 による死 亡である 広応の綾糊入市者にもいては,

血液 および造血器の疾瓜による死 亡が,JgH寺を女116であ

るのに対 して視察款はわずかに 1例あるにすぎなかった

これは特記すべ き善 T･ある 一方,長崎 では.この疾 IEt.に

よる死亡の期待艶が 34例であるの(:対 して枕解放は 2

例 であった さきの線丑別解析 では,両市ともに多丘の

放射線 を受 けた被体紫 における血液および造血誤の状 盤

による死亡率が抵曝線且0-9r'ldの終爆省よりかなり

高 いことが認め らJl.,凹つの筋ミ丑附 こついての椀Tをでは,

線Rtの増加 ととい 二死亡率が直線的 に輔加け る耶LT-な仰

向 が認め られ/= したがって,去95で血液等の疾怨 につ

いてみ られ る期待王女との差の一部は,症例のほ とん どが

鞍様 方によって占め らLlている緩fxに非づいて,71辞 され

た期待王女が放射品王の影廿 を受 けていることを反映 してい

る しか し,去95における比書史を原嫌時 に'少丘の放射線

を空 けた者 (距離群J)と綾朋 入市 井とに限 ってみれば.

後脚人frT話 における死亡の観察昇史は州71靴よりかな り少

ない 広由 について年齢 および性 の柵ITを行/+わないで

比較すれば次の とお りになる

Year DIStaJICegroupl距AEがl LateEntrants綾用人市老

親聞 0 枚潔計 E期待款 0 枚額靴 E 卿挿熊

1954-58 8/43,009

1958-62 ]3/41,128

1962-66 13/39,251 1

1954･66 34/43,009 2

TTle 58 deathsamong the HlrOShlmaSurVLYOrS

ln the 1954166per10dlnClude35attnbutedto
the anemlaSand 23 to otherdiseasesofthe

blood Why the )ate entrantsshouldmanifest

such a remarkably low lnCldence ofmortality
from these causesremalnSuneXPlalned by thlS
an;LlysIS The alternative explanations are a
r{lndom devlatlOn,unknown selectlVe Influences

assoclated wlth the mlgratOry anddemograplllC
background ofthe late entrants,and an ab-
normallyhlgllrlSkofmortalltyfromthesecauses
amorLgSurvivorsexposedtolittleornoradlatLOn
ne lastofthese lSthe mostprovocatlVebut

広 島 の 披爆 音 に おける1954-66年の死亡58例の内訳 は.

貧血 による死 亡35例, その他の血液の疾患 による死亡23

例 で3)る 按期入市音では, これ らの死因 による死亡率

が きわめで低いが, この原因は今回の解析 では不日Flであ

る しか し,原因 と しては次のことが考えられる 偶然

変刺 .後邦Fl入市者の粧 rJや人口学的背jiH:関(717'.した未知

の)鐘状要因 ,放射線 をほ とん ど, または全 く受 けr+かっ

た被爆者 にこれ らの死Eflによる死 亡串 が異常に高い こ

の3満 目の ものは点 も向･LILをひくが,可能性は長tも少rl

い なぜ ならば,広島の後期入市 有における白血病 にJ:



also theleastlikely,especlal1y slnCe thethree
leukemla deathsamong 仙e late entrantsmto
HlrOShima are close to expectation,about55
1fthe all-Japan rate ofabout30 permi1110n
peryearlSused,and61lfthecomparisonlS
madebetweendlStanCegrOuplaTtdthelateentrants

Thevarlat10nSeenlntheanalysJSOfdeathsfrom
diseasesOfthectrculatorysystem (Table95)ln
HlrOShLmaalsoflndsnoexplanat10nlnthlSanaly-
sls In the dose-SpeclflC analysis Ofsumvors
therewasllttle=一dlCatlOnthattheriskofdeath

from thesecausesdependedupontheamouTLtOf
radlat10nreCeLYed Thus,ltCanOnlybeconcluded
thatthedlfferenccsLnTable95wlthrespectto
a)SensesoftheclrCulatorysystem probablyhare
nothlng tO do wlth radlatlOn,butmayreflect
unknown characteristlCSthathare becomecon-

foulldedwlthpresencelnthecltyAT130rshortly
thereafter Fortheearlyentrants,thelow nsk
seemstobecharactenstlCOftheentLre 12-year
period,butlSeSpeClauymarkedLllthe1962-66
penod (18 0bserved ys30expected)andltlS
only lnLhlSPCrlOd thatthedlfferenceachJeVeS
statlStlCal～)gnlflcance. Forthelateentrantslt
lSOnly川 the1962-66periodthatanysubstant∫al
devlatlOnfrom expeclatlOlllSSeen(68 0bserved
vs94expected) TfthesedLfrerencesarereliable,
and notslmply theresultofsampllngYarlatlOn,
theyreflectfactorsthatarebeyondthecontrol
ofthL5analysIS

ThedlSCrePanCySeenbetweenthoseexposedATE
andthosenotlnCltyATBwlthrespecttodeaths
from dLSeaSeSOfthedlgeStlVeSystem (Table95)
restsverylargelyonHLrOShLmafemales,forwhom
TestIreturnsaprobablllty OfOO4 NothLng
Lrlthe analysesby doseand dIStancesuggests

thatradlatlOnmayplayarok here

ThefourthgroupofcausesforwhlChtheanalysts
reveals a noteworthy dlSCrepanCy between sur-
vIVOrSalld thosenotlrltheclty ATB arethe

poorly dlfferentlated "symptoms,senility,and
Ill-definedcondltlOnS"ofTCDcltlSSXVt(Table95)
h this HlStanCe ltlSthesulVIVOrSWho seem

favored(10J7deathsobservedvs1058expected),
a factwhLCh suggests thepossLbillty thatthe
causeofdeiLth may bebetterspeclfledforsuT-
vIYOrS Ln HITOShlmaOrNLlgaSaklthan forone
WhowasnotinthecityATB lrso,thisfact

mLghtaccountforsomeofthedJSCrePanCleSnoted
for more speclfLC Causes(eg,dlSeaSe50fthe
cardiovascularsystem) Forexample,thedeflCit
betweenobservedandexpecteddeathsdurlngthe

12-year period lS44 deaths among the)ate

る死亡 3例は期待FH=近いからである.すなわち日本全

国の死亡率年間 100万人当たり約30例 をRlいて升井すれ

は,期待敦は約 5.5岡であり,距鮭群 Iと綾期入市者と

の比較を行なった叫 告には6.1にrJ.ら

肺原 器系の嘆 lLiL1.による死 亡(去95)の解析において,伝

見では差の認められたことについての原臥 ま不LTF]である.

被爆者の線丘別舶折では,これらの死因による死亡率が

被曝線丑に左右 されるということはほとんど氾め られな

かったので,i:f95にみられる循原器系の状怨の差はおそ

らく放射線 とは無間操であり,なんらかの未知の特質と,

117棒時 または原爆綾rZllもなくに市内にいたこととが混同

されていることを反映 しているものと結論するり外[=な

い 早期入市素における低死亡率は,12年F.r.lIの全期間に

わたって認められるが,1962-66年の糊桝が特に著 しく

低 く(税額it18例.州梓艶30例),差が綻.汁的に市有であ

るのは,この糊開/='Ilである 経用人前古では.期待故

との実質的な輩が把められるのは1962-66年のJg]問[=6月

られている(紙幣雛68例.澗持出9-1例).これらの差が(言

辞で きるものであr),illに対象者州lLIJ,の際の迎いのため

ではないとすれば. ケInlの解析では榊ll-でき/+い嬰匡1を

反映 しているのであろう

消化T.系の疾むによる死亡において被仲 井とIf;l樽崎に市

内にいなかった肴との関にみられる差は(炎･95).王とし

て広島の女性に原田 しており.第 1系Hの検雀で求めら

れた確率蛙は .OJである.線丑および距推別の解析では.

このJq合に放肘線 が/sんちかの役割 を果た していること

を示唆するよ うf+結果は全 く三望めらJlfJ.-かった

解析の結果,横枠省と原樽崎に市内にいfJ.かった満との

注口すべ き差 を7)-=した病因の第43,Flは,他ゲ‖■綻鯉機関

の分類におけるrVl群の｢症 状 を 1Bおよび紗断名不明

確の椎態｣とい う詳珊l不uFlの原因である(滋95) この均

合は,鞍曝 書t7)死亡iJLか少 fJ.く(批繁芳年1017 期 待数

ln58).二のことは.hjl樺崎 に市内にいt_かった若より

は広島 長崎におltる祇横着のほ うが死因についていっ

そう明確に記入される可能性のあることを示呼 している

そうであるとすれば,循環器系の疾 患3Hr)よ う1_拝意の

項 Elにみ られた差の一針 土このためであったかもしれな

い た とえは,綾偶 人市≠=二おいては, この12年間にお
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entrants Thecorrespondlngexcessdeathsfrom
diseasesOftheclrCulatorysystem aTe34. For
the three 4-yearIntervals thedeficitsbetween
obseTVedandexpecteddeathsamongsurvJVOrSare
1954-58, 1,1958-62, 14.1962-66,23. StlCh
deflCltSmightcome aboutln manyWays,few
ofwhlCh canbeexplored on thebasisDfthe
datalnhand However,anexamlnat10nOfthe
proportion Ofdeathscoded to theseill-defined
causesshowslttO behigherforthosenotln
thecltyATBthanforthesurv)vors,anddecllnlng
more rapldly,1n tlme,forsurvIVOrS than for
thosenotlnthecltyAT古

ける死亡の挽寮款か柄持 出よりも41例少なく, 一方,循

頒詩宗の瑛 智による死 亡は3-I例 多い 鞍件 宇目二おいて.

4年ことの各期間にあける死亡の期待ftに対する視察鞍

の不足は次のとおl)で3)る 195j-58年･1例.1958-62

窄川 列,1962-66年23例 このよ うな不足は種々の原因

でヨ:L'うるか,手もとの沫料ではその検討はほとんど不

可能である しか し.これらの詳細不明の原田 として記

載 されている死亡者の別命をみると,祇仲 井よ()i,原騨

時 にrh一内にいなかった満のTalJ合が高 く,時期別にみると

被爆者における削合はIl話爆時に市内にいなかった満より

も急速 に下降 している

DeathscodedlCDXVI

Year 】Cl)顎Xll群として,記載された死亡畢

耶間 IncltyATB NotlnCltyATB
I所得峠那rJiにい[_方 城件咋JfT内[=Llr.カっl_h

1954-58 119% 139%

1958-62 100 118

1962166 68 107

The dlfference of39% ln 1962-66 would be

sufflClenttOaccountfor38deaths,'llldwould
ellmln.l上ethediscrepancySeenI一lTaL)le95,for
symptoms,semllty,etC. LtseemsILkeLy,therefore
thatwearedeallngWithamanlfestatlOnOfdlffer-
encesbetweensurvIVOrSandtt10Senotlntheclty
ATB wlth respectto medlCa)care and death
certlflCatlOn

Flnally, LnOrdertolearTlWhetherthosewhowere
notln theclty ATB mightnow,OrBoon,be
comparablelnthelrmortalitywithsurvivorsexpos-
edtoLltt)eornoradlatlOn,andthusofatleast
occasionalvaluelnStrengthenlngStatlStLCalcom-
parISOnSalmedatassessmgthelIICrementLnnSk
ofmortallty attrlbutable to sma日 amountsof
radlatlOrl,thelateentrantshavebeencompared
with dlStanCeGroupIlnFlgure10 Four-year
mortallty ratlOS 'lre plotted by ageATB,for
each 4-year川 terVal,forthesetwoconlpOnentS
ofthesample,withoutregard to city OrSex,
exceptthattheplot for 1950154 pertalnStO
Nagasak10TLly. ThegraphlCCOmPanSOnSuggests
thatthosenotLnthecltyATBhavebeenroughly
comparablewltlldlStalsun′lVOrSWlthrespectto
nahlralcausesotherthan mallgllantneOplasms,
LnbothtIle1958-62and】962-66perlOds That

theymay110tbeentlrelycomparablewithrespect
toanyparticlllarcauseordeatIISeemsClearfrom
theprecedlngdLSCuSSIOnOflll-definedcauses For
1962-66,forexample,72% ofthe?_308deaths
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1962-66年の州r")における荊 打の差3q%の拒nEl内には

死亡 存3引5IJが L:LDうぷんに納 まり,これによってJ:r95の

症状 を索等の項目にみ られる孝は.r)ITiすることになる

したがって,ここにみられる差は,被横 井とImJLnLJrにrllA

内にいなかった者に対する匿蝶ムよび死亡診I折IFの.記入

方法における迎川 二恭づいて_q=LIた現象であるようにJL_71

われる.

1,Tt棒時 に市内にいなかっ/=者の死亡率カ.放射線 をほと

んど. または.全 く･空けなかった被爆者の死亡 彰と同一-

であるか, または,近 く同 一になるのであれば.少且の

放射線 による死亡率の増肘についての評価 をn的 とする

統計的比較の蘇化に少なくとも時 として役だつであろ:)

この点 を調べるために屈10で縁期人前市と距離即 ユとの

比較 を行なった 対象群FtJのこのこつ(T)群l=おける4年

ごとの名将間中の死亡率を両市と男女を(T計 してF訂煤Ilj

年齢別にITT)～いた ただ し,lq50-51年の曲線は艮崎の涼

料のみである この図における比較では.悲件祈ヨ=物 を

除 く病死が,1958162年および1962-6t)年の両 肘=即二お

いて,原爆時 に市内にい亡かった令と嬉距艦押椎 斤とは

ほ同 してあることか示唆 されているが,前述の詳抑不明

(I).1*姪 による死因について述'<たきいに指摘 したように.

i,る持fcETの死因についてみれば,･E.す Lも末女I:は一致

しないことが明 らかである,たとえば,1962-66年の期

間に詳細不FfH萌Tll群)と分類 されていた死因は,距鮭
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lndistanceGroupIwereclasslfledasllトdefined
(ICD XVI)LnCOmpanSOnWlthl12%ofthe771
deathslnlateentrants

Sllmmary.EarlyandLateEntrants

Survivorsand those]10tln thecltyATBdlffer
mostremarkablylnmOrtalltyfrom leukemiaand
fromotherm.111gl一antneOplasms,especiallylnHlrO-
slllma TheはtterdlfferencelSmostProminent
lntheper10d 1958-66 IncomparlSOIIWlththe
mostdlStally exposed survIYOrS,however,those
notlneitherC)tyATEhaveveryslmllarmortality
ratesfrom cancertllrOughoutthe16yearlnterVal
Zfdeaれs from Jeukemla and othermalignant
neoplasmsareexcluded,1tappearsthatby1958
thosenotLnthecltyATEweresubjecttOessentially
thesameoyer-al一mortalltyaSthesurvIYOrS Dlffer-
encesare,however,Seenbetweenthesurvivorsand
thosenotlnthecityATBwithrespecttodeaths
from dlSeaSeSOfbloodandblood-forTnlngOrgans,
cardlOYaSCulardlSeaSeS,dlgeStlVedlSeaSeS,andfrom

symptoms,sen)llty,andlil-definedcauses,differ-
encesthatseem to reflectthewaydeathsare

certlfLed lllthe two groups ThrougllOutthe
per10d ofstudy the proportion OfcertlflCateS
slgnedouttosymptoms,senlHty,andIll-defLIled
causesIShJgherforthosenotJnthecltyAT13,alld
thedlfferencebetweentheexposedandthosenot
lnthecltyATBlnthlSregardhasbeenlnCreaSlng
otherwISe,thereareonlyafewdlfferencesbetween
thesuryIYOrSandthosenotlnthecltyATEthat
arenoteworthy,aposslbleexcesslntIleSuiclde
rateamong HlrOShLmaSurYIVOrSpoortO 1958,
and an excessofdeaths from lnfectlOuSand

parasltlC dlseases(prLmaTlly tubeTCulosIS)among
thesurvIVOrS

TheearlyentrLlntSlntOHlrOShlmahavehadfewer
deaths,reLatlYely,thantheLateentrants This
ISSeenthroughouttheperlOdofobserval10n,even
durlllg 1962-66 afterthes.lrnplewasclosedand
When relrospectlVe aspects Ofthe lnVeStlgat10n
foLelJgLbllJtyWOtLldJIOtbeexpectedtolnfhlenCe
mortalltyl】1tlnyW.ly SulCldes.lrenotIncreased
among theearly entrants,beingabout22per
1000 vs231nthelateentralltS,forthetotal
perlOdconslderedhere Therewereonlythree
leukemiadeathsamongtheearlyentrantsulthe
perlOd1954-66,andllttleevldencethattheywere
athlgheTrlSkbecausetheyenteredthecltyearly
Theover-allcaIICermOrtalltY Orearly entrants

waslow lnrelatlOntOthatof)ateentrants,but
remarkablysoonlyLn1954-58 ThestandardlZed
mortaHty ratLOSfortuberculosISWere O80 for

群 Ⅰの死亡者2303例の72%であったJ)に対 して,終期

入和書の死亡者 771例の112%であっ/I

要約 早期入市着および後期入市春

枝沸 石と原爆暗 に市内にいfJかった者とのFIHでは.｢l血

揃 およびその他の悪性祈Fl'杓 による死亡率の賓が爪 も著

しく,特 に広由において岩月群である この後lBtの夕E亡率

の差は1958-66年の期 Iuにおいて広 大である しか L,

遭SEl腰被爆者 とli;ぎ棒帖に柄I打のいずれにもいろ.かっ/=再

とを比帖 した均/n-には.唖死亡率[:16年間全州r王fほ 姐 L'

てあまり著は認められない FT血琉 およびその他の恋仲

抑#_的 を除いた鞍輝石の死亡宰全件は.1958･'rl､IIを.仰

梯時 にFrl内にいf+カっ7=古と[='い/=い同 しようである.

しか し,血液および造血器の横,JIEI.循環器系焼蛤..Fl)化

若菜喋.C･.I_ちびに症1た.老讃および診断 F,Tt明確の状

態 [:よる死亡について.Lhは,神様 古とTFl甥峠にrfFl勺に

いろ.か･･,た音との間に差があり,この差には内群[:対す

る死亡診断.JJtの記人力法LT)通いか反映 しているように,T

われる 網充用rmのLiHtを過 して症状,をやlJよび診断

rt不Fl月経の状態 と死亡,?BlUfTlfに.妃入されているJ.VIJfHま I(i

梯lI.いこ巾内r:いP.カったhL:九･いてlt'1,∴ しか ん.枇梯

薪と帖l榔rllrに市lJlE=いなか･･,た行とLl)f糊のこの壬は しだ

いに たきiなっている これを除けは,ln]拝のriJlには杵

..1Er/;き苦はほと^ となLlが.広見の椎仲 井(:もいで

1958:lLlr:lhT)日印かやや多い帆 F'Jが示唆 されてJ'り, ま

た.托埠 再に伝 .̂TE柄 )'よび番1=虫病 による死亡が多い

(主.と して結接 )

広由tT)早期入市井には,†.̂邦 人FFTfH二比べて死亡がmlLf

的(:少f-い 二1日壬瀬で[糊 fHILT)tr1:杏)d3L'てみ Ll'nるこ

とで,llr繁納付が綿的tlJり 1て,凋J在村 骨台としての適

桔fq･の枠肘か過孜的tこ行/_われたことが,死亡率には何

らの掃きや をも71は さか ､とl'悠 される1962-6郎r乙の抑JHl

において さえもみ られる ここで耶 り rげた全州H.日にお

いて与■和 人FFT瀬に自殺の州加は認めらJlil,1000人､11た

り約 22例で3)り.また,縁側入前者では 23例であっ

た IO51-6LSLrEこねいては,中州人市再の∩血稲 による

死亡が),すかに3伺ふっ/=にす きす, Ltl州 にrfl内にはい

I,)たことのt.:めlこ死亡 il.LT)増加があったとい う形跡はほ

とん どr+い 早期入市者の癌死亡率は全作として綾用人

市名よりも低目が,195j-58年の期間において[ごりは節

菅である 結 性についての博準 化死亡比 は早期人市翁

0.80.後期入市宕091,按爆者104である 一般に広血
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early entrants,091forlateentrantsand 104
forsurvivors lngeneral,themortalityOfthe
earlyentrantsIntoHlrOShlmalSSuSPICIOuSlylow,
asthoughthelrretrOSpeCtlYedeslgnatlOndepended
upon survlyal,Orthey wereselected forgood
health Lnltlally The factthatthelrmOrtallty

remalnSSuggestively low lnthe 1962166period,
afterallellglbilltyrequlrementShadbeensatlSfled,
arguesagalnStSampllngbiasaSthecompleteexpla-
natlOn,butltmayhavebeellafactorpriortOthen

SUMMARY OF FINDINGS

DeyelopmentofthenewT65doslnetryforA-bomb
survLYOrSmadeltmandatory thattheentlreeX-
perJenCeOftheJNIH-ABCC rnortalltySample be
reexamLned on the new doslmetrlCbasis By
1967,whenthenewdosecalculatlOnSWereCOm-
pleted,ltWaspossibletoextend theperiodof
mortality follow-tlp from 1October I960,tLle
termlnaldateemployedlnthelastcomprehensIVe
analysIS,tO IOctober1966 Atthesametlme
ltWasJudgeddesirabletoIncludeLntheanalysュs
allsubjectslnthereseryesamplewhowereWlthm
2500m atthetimeOfthebomb(ATE)whlCh

Increased thesample from 99,400 to 108,800
Theseextens1011SlntlmeandsamplesizeIncreased
thenumberofdeathsFrom 8614to 16,536,of
whlCh 13,093hadoccurredLnA-bombsurvIVOrS

Causeofdeathisobtalned from thedeathcer-

tlflCatelnStandardfashlOn,butforceTtalnCauses
theextensIVeAtlCC autopsyexpenencelSdrawn
uponForsupplementaryanalysisOfautopsydlag-
nosesfordeathsoccurrlnglnthe196ト66period

TheT65dosesestlmatedforHlrOStllmaSub)ects
aremuch Lowerthanthosecalculatedunderthe

T57doslmetry,forNagasaklSub)ectsaveragedoses
atflXeddLStancesarelltt)echanged ForHlrOShlma
surv]vorsexposedat1000-1049mATBtheayerage
T65dose(gammaandneutronscomblned 1 】)
lS269 r'ld,downfrom 5531ntheT57systern,
andat150011549m ltLS20rad,downfrom 65

In theanalysISmainreLlanCelSPlacedonratlOS
orobseryed to expected deaths,wlthexpected
deathsbelngStandardlZed forage,sex,aJtdclty
ofexposure SystematlCCOmpanSOnSWerea)so
madeofthosewhodiedvsthosewhosurvュyed

wlth respecttomeanT65dose.slatlStlCaltests
ofslgnlflCanCebelllgage-,Sex-,aI-dcity-SPeClflC
Log(T65dose+1)wastakenasthevarlatefor
the latteranalysisbecausetheT65dosedlStrl-

の早期入市者の死 亡率 は疑 わ しいほど低 く,あたかも,

その遡及的な過走がg=.死の別 によって左右 された すな

わち,F刀めにfiB俳の良好な者が選ばれたというような胤

を呈 している 凋査)寸穀としてのすべての粂作が満たさ

hていると思われる1962166年の期rZilにおいてさえも依

然と して死亡率の低いことが示唆 されていることは,対

象者抽出の際の偏 りだけでは説明できないことを示 して

いるが.この時期以前においてはこのことが一要因であ

ったかもしれない

総 括

原爆鞍榛名について新たにT65線丘推定鮭が計殊された

ので,子和 一ABCC寿命BZl玉対象群における女死亡者に

ついて,この新 い ､線丑に基づく再検討が必嬰になった

1967年にこの新しい線丑.11許が完了 し.このFFlH=,嗣何

の縫合的な解析の期限であった196Olf=10円 lF11リ後L966

年10月1日までの死亡方についての揖料が恥ま･?[= /7-

河のA;折 を行 なうにあたって,干肺群 か ら技称&E･盤が

2500m未満の者全員 を追hlTすることになl), その結 果.

詞Tt群の大 きさは99.400g.から108.800Y.に榊大 した

観察期 間の延 長 と調Tt群の拡 大により,死亡 斤を欠は前

回報告時 の8614名か ら16,536才'.に脚DllL, この うちの

L3,093名は据爆被爆軒であった

死因についての梁科は,標準方式に従 って死亡診断杏か

ら求 め られているが一部の死凶 においでは,火規模 を

ABCC剖検邪恋の知見 をilJ用して.1961-66年rrTlの死亡

者の剖検診断についての榔足的な解析 が行なhnた

広tt.,(=おけるT65線丑推定低は,従米のT57線R推定WL

よりもかなり低い -JJl.長崎では, それぞれの距鮭に

おける平均線丘 E:ほとんど変化はない 披嬢距離が1000-

1049mの広め被爆 者のT65平均線且 (ガノマ吉敷と中性子

を 17才1の割 合で合計 した線丑低)は269radであり,

T57線且の 553】adより低 く,また,150011549mの距

虹では20radであり,これもT57線丘の651adより低い

今回の解析では.死亡者の収奪‡女と期待数との比 を主 と

して用いf=が,期待数は,年齢,性および都市 を標準化

して計斉 しI.: また,死亡者と生存者のT65平均線且仏

の系統的な比帖も行ない 統計的有意性の検定 を,咋齢,

性 および那717別 に行なった 縁者の脈折では, (T65完訳

五十1)の対 故 を安正 として用いたが,これはT65線丑

値の分布が低線玉城にJR申しており.府疎放がOradで
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button lShlghlyconcentratedatthelow endof

thescab,andthemodalvaluelS0一ad Screening
for posslble radlatlOn effects also employed
dlStanCe ATB,butthe class ILtterValsused Ln

prev10US reports Were ChaTlged ln thellghtof
the new dosedLStnbutlOnSOaStOInsurethat

groupsorsurvIVOrSlnthetwocltleSWOuldhare
aboutthesametotalT65dose Lnaneffortto

deepenthesearchforage-speclflCeffects,Separate
comparlSOnSWeremadeoneachl0-yearageATE
group forbothcltLeSandbothsexescombined,
butseparately Foreach 4-yearperlOd These
age-speclflCCOmParlSOnSWerebasedonmeanlog
(T65D+I),thefourdosegroups,andthefour
distancegroups.

StatlStlCaltestsofhomogeneltyWereSyStematlCauy
performed,butln addlt10n anumberoftests
were deyISed agalnStpartlCulardeparturesfrom
hornogenelty,eSpeClallyllnearandotherIncreases
ulmOrtalLty∩skwlthincreaslngdose(ordecreasIJlg
dlStanCefrom hypocenter) Testshavebeenper-
formedattheL)05levelofslgnlf]cance,LnPrefer-
ence to OO2 0r001 on the ylew thatthe

analysIS ISeSSentlally ascreenlng OperatlOn tO
detectpossJbleeffectsforfurthersttldy,andnot
adeflllltlVeim̀llysISalmedatest'lbllSh川gre)atlOn-
ShlpS thatc呈in be ELSSerted with mllllmalrlSk
oferlOI J3ccauseallprev10uSworkllaSShown
thLlLthosenotlnthecltyATB,oftenmLgrantS
whowereoverseasATB,maynothavehadthe
sameexpectlltlOn Ofmortallty aSthoseln the
city ATB,apartfrom theeffectsofthebombs,
screenlngforposslbleeffectsoftheatornlCrad卜
atlOnperSelSCOnfinedtothe82,271Suryzvors

LntheextendedmortalltySample.

ltwas notpossible,ashad been planned,to
analyse apparentdlSCrePanCleSln mOrtallty rlSk
assoclated wlthdoseordlStanCebylntrOducITLg
controlvanables other than the demographlC
factorsolage,sex,andclty Althoughlthad
beenplannedtomakesupplementaryuseofsocl-
ologlC factors,eSpeClally occupatlOn and other
Indices OfsocLOeCOnOmlC Status ln 1960,and
alsotrauma,burns,andacuteradLatlOnSymptoms
caused by the bombs,techlllCalcornpllCatlOnS
made ltLmPOSSLb】e to lllCludesuchanalysesln
the presentreportwlthoutgreatly delaylng Its
appearance. AccoTdLngly,furtheranalystsOfthese
toplCS,WhlCh were consldered to someextent

ln the lastsystematicreport,4 remalnSforthe
future

Thereporta)SodealswithcertalrlhistorlCalaspects
ofthe construction ofthesample thatrelate

3)るためであった 放射線影等の石盤の検討に被爆l巨艦

もTnいたが,新 し目線Bt伍の分布にM._づいて,各距艦群

のT65桂線鬼が両市ではほri7]L:になるよ うに,lm"Iの溝j

'i;･で伐開し/=PE.願Lxl分を訂fl-した '4=齢別の彫帝につい

での追究 をさらに深めるため,I,El煤暗iF齢の10歳区分に

ついて.両市および91女を舟.汁Lで,4年ことの終朋閃

別 に比較 した この'Ll:舶別比中空は, (T65宕ちIER+1)の

).[款の平均,四つの宗以丑群および【町lつの距離肝に非づい

て行なった

均節件 についての統計的t.hTE-を糸洗(小 二行tJ.つ/=が,こ

のほか,棒定の非均芹性.特に緑丑の岬 hlHあるいは被

爆距艦 のT椛少lとともに死亡等が直音如勺に, まr=は,千

の他の形式に従って増加する幌向に対 し.いくつかの検

定法 を考LfLf= 検定を行なうにあたっては,今rL･Eの解

析は,今綾 さらE:凋7己を･g･腎とするよ うな影芋の石地に

ついてのスクリ-ニンタを行r-うことがFI的であり,相

関の穏便について許諾 を元を低F月にとどめるように して淡

蓬 することがl二川勺ではr_いとの見地 から.JllHil水碓【を

002あるいは001とするかh Y)にO05にすることにした

以r-Jllの朋盛 にもいては,何体H.fにFFHJIH:いな かった群

(=の群は原体峠 に海外にいた井を多l'(弁人でいる)にお

けるLllJl寺死亡 机が.Jl;･仲Fl-rに市内にいた耶(T),ri･7佃 の

帯三.iqを除 いたJqlTの,lEJI時化亡故 とはrr7JLZでないかt,

Lh/_いことが示 されているので 呼体放射線そのもの

による影管の tl-1zEについてのスクリ一二ノクは,寿命洞

炎拡 大対象群qlの被爆 斤82.2717.に閉TE'して行なった

事刀めに,計画 したよ うに.維且ある川 よ距鹿に伴ってみ ら

れる死亡率の差についてのAf'7桁では.年齢,作およびHB

市なt'の人Hキー的Egl子以外の細々の要用 をも含d)で検討

することはできなかった 十七J-)ち,fEl々 の祉会的因 子,

梓に1960年における叫竣兼あるいは托全音召捕的状態 に対す

るその他の指軌 また,rlZ雌による外胤 弘柑および,tIrP

性放射毒虫症状 などを榔足的に榊いる予定であったが.描

術的 な間雌があるため.この校の蝦frrを本戦ilH=耶 り入

れることは非 常な遅延 をもたらすことがわかった そこ

千, これ らの項F=二ついては,前rilの系統的な報 ?lJで

ある程度の考察が行T_hれているので,これLlJ｣-の解析

を行 なうことは,将 来の闘将 として残十ことに LI=

また.この報告では,Bil査対象群隅皮の過程中に,原爆



to theposslblhty ofblaSlnCOmParlSOnSalmed
attesllng fortheeffectsofatomcradlatLOn

Flna日Y,some attentionlSPald to theproblem
ofthe"earlyentrants''(Ie,rescueWOrkersand
others who entered the cLl1eSSOOn a一ter the

bombs),agroup thoughtbymanylnJapanto
havebeenexposedtoslgnlficantamountsofradl-
atlOn,and entltled to benefitsasA-bombsur-
vIYOrSundertheAtornZcBombSurvivorsMedlCa]

TreatmentLaw of1957,asamended

EarllerreportsbasedondlStanCeandT57doslmetry
haveshownthatthosewhowerewlthLn 1400m

ATB suffered hlghermortauty from allcauses,
allnaturalcauses,tubeTCulosIS(HlrOShlmamales),
1eukemla,aTLdothermallgnantneoplasms,1nthe
1950-60 penod They have also pointed to
1950-52asaperlOdofespeclallyhlghmorta)1ty
from al一causes,from mallgnantneOPlasmsother
thanleukemia,andfrom leukemla Theexcess

mortality from malignantneOPlasmsotherthan
leukemlaSeenln 1950-52lSmalntauledthrough
1954,doc)lneSthrough 1958,and lSSeenagaln
(Pabout005)ln1958-60 PrevlOuSanalysIShas
alsoshownthattlleearlymortalLtyfrom cancer
otherthallleukemialSheavllyconcentrfltedamong
HlrOShlmafemales tlWashoped tllatanalysts
by means ofthe T65 doslmetry mJghlshow
whethertheearlyexcessLnCancelmOrlalllycould
beattrlbuted toradlatLOn,andalsowhetherthe
uptLlrnll11958-60wasthelnltlalexpresslOI一〇r
a generalcarclnOgenlC effect of the JOn]Zlng
radlatlOn

TherLrStOfthesehopeshasbeenrrus(ratedby
thefactthattoo manyoftheearly(1950154)
deathsoccurred beforeshleldLnghlStOrleSCould
beobtalned,SothattheT65dosLmetrylSactually
ulfenorto dlStanCe aSa measureOrexposure
ln analysesofthe 1950154 penod Thereafter
theT65doslmetryshouldbesupenor.Thesecond
hope,however,hasbeenreallZed. Theaccumu-
LatlOTtOfdeathsthrough 1966,combLnedwith
the T65 doslmetry,doespermLtmore deflnlte
conclusLOnSaStOthegeneralcarculOgenlCeffect
ofradlat10n,apartfrom theLeukemogenlCeffect.
ForsuTVIVOrSexposedto180十radthestandardLZed
ratLO Ofobserved toexpected deathsfrom ma-
llgnantneOplasms other than leukemla fellto
0.881n 1954-58,thenroseto 1.181n 1958-62,
androseagalntO 1451n1962-66 For1962-66,
butnotfor l958162,thevarlatLOn Seen )S a

s)gmflCantdeparture from chance when tested
agalnStthealternatlVeOfllnearIncreaselnrlSk
wJthlnCreaSlngdose Forallformsormallgnant
neoplasms(exceptleukemia)thedeathcertlflCate

放射線の影響 を検出する目的で行なわれる比IRt二偏 りを

導入するおそれのある.いろいろの点についても触れた

長日をE:,r早期入市者Jすなわち-原爆 綬間 もなく市内

にはいった救頗椎貝やその他の爺の関越 (=ついても若干

の考察 を行f+つたが,円本では,これらの人々は有危な

線丘を受けたと考えて,1957年!=制定 された原爆医蝶法

の もとで被爆者としてのELTluT.を受けるべ きであるとする

意見が多 く,この法律はそのように改訂 されている

被梓距鮭およびT57線且坑に屯づいて行1..･われr=1ソ前の

解析 に関する報iliでは,被件距娠lLIOOrrL未満の素に,坐

死乱 すべての白.9某死,結核 (広由の93作 ),白血病およ

びその他の悪性析生杓による死亡等が,1950-60年の期

間に増hrlしていたことが認めらLlている また,1950-

52年の期間には全死臥 白血病 を除いた悪性約g=拘およ

び白血病 [=よる死亡等が特に芯かったことが指摘 されて

いる 1950-52年の期間[=みられたFHh病 を除いた悪性

斯g=杓による死亡率の和hJ=よ,1954年まで持続 し,その

後1958年までは下降 を示 し.1958-60畔には再び死亡率

の増加 をみせた(Pは約005) uILlllの附frrでは.白血病

を除いた癌 による川畑iの死亡が,広血の女椎 に処中 して

いたことも認められている そこで,T65線且rlllを川い

て解析 を行なえば,この帥脚における噛死亡率の州JJnが

放射毒見=二よるものであるか市か, また,1958-60'll-r:再

び糊lJRのみられたのは.fu舶放射線の全般的な造成効fl王

が現われ始めたためであるか丙かの淡確がで きるかもし

れないとの希望をもってい[=

しか し,この節-の点 につ いては,抑即日950-54年)

の死亡者の多 くは,達献記綿 の求められるLl揃‖こ死亡して

いるため,被爆の指標 としてのT65線丘は.1950-54年

の期間の解析 においでは英'は被爆距雌 よりISっている

それ以按の期間においては,T65線且のほ うがす ぐれて

いるはずである.一方.荊二のG.･望はつミ現 された 1966

年までの症例の追J7mとT65線丘 との組み合 わせにより

白血病 に及ぼす影塀以外に.放射純の全般的な発癌効果

についてさらに確定的な結岳を導 くことが可能になった

180radlソJ-の被樺老においでは,白血病 を除いた悪性

斯g=物による死亡者の税額靴とJgl待款との標準化 した比

率をみると,1951158年には088に下降 していたものが,

1958-62年 には118に上 昇 し,1962166年 には さらに

145に上昇 した これについて.段丘の増bllとともに直

線的に増hrlするという対立L反説の 検定 を行/J.つた結果,

1962-66年にお(1る増加は偶然穿刺 よりも有針 二大 きい

が,1958-62年の増fFrlは石渡ではないことが組め られた

すべての悪性折3=拘 (白血病 を騒 く)については,El本

では死亡診断atから非冊に(吉輔11Kの清い芳村が入手でき

ら.すなhち,ABCCl=おける1962-66年の剖検瀬盃の

謹験からすると,剖 綾診断による全店 の確認牢は92%.
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provideshlghly rellabLeInformationOIICauseOf

death,92% WereCOnflrmedbyprlnCIPalautopsy
dlagnOSISln the 1961-65 autopsyexperlenCeat
ABCC,and thedetectlOJlrateWaS77%. The

excessmortallty ln )962-66 restsonrLOSingle
slte,andfornoslnglesiteOrgroupOfad)acent
sLteSIS tlle relatlOnShlP tO T65 dosestronger
thallforallcomblrted Themagnltudeofthe
apparenteffectlSanIncreaseOfabout20% ln

thebaselineexpectation Per100rad received

Thedose-responsefunction forleukemalSOnly
partly clanfled by theT65 doslmetry lfthe

dlfferencebetweencltleS,andthusbetweengamma
andneutronradlal10n,beIgnored,then there-
sponsecurvelSreasonablylinear,aVeraglngllearly
three casespermlu10n PeryearPerFad over
the 16-yearInterval However,tlle HlrOShlma
curvelleSfarabovethatforNagasakL,andthe
latterlSnotableforltSlow yalLLeSlntheregion
below 100一ad ClarlflCatlOnOftherelatlOnShlp
shotlld beforthcomlllgfrom anew alld deeper
anaEysLSbylshlmaruetaloftheentireleukemla

registrylnthetwocltleS28 TherelSalsofallly
deflnlteeVldence thatlOnlZlngladlat10n hasIn-
creased mortallty from d∫seasesOfblood and
blood-formlngorgans,othertllanleukemla,tllrOugl1-
outthe16-yearperiod

Forcancer ofthe dlgeStlVeSystem,tO WhlCh
moreth'lnhalfofallcancerdeathsareco°ed,
thedose-SpeclflCanalystsfallstoreturlleVldence
ofslgnlflCanlvarlat10naftertheJ950154perlOd
ForrespiratoryCancertheevidencelSrnOreSug-
gestlVe,especially sLnCe 1958,asWaneboetal
haverecentlyreported29 Forothersystemsand
forlndlYldualorgans the obse･rved yarJatlOn lS
gelleraLly wellwlthlrltheusualrangeofchance,
alldyetlSnotInconsistentWlththestlutentatlVe

concluslOn thatthe 1945 exposurecaused the
Incidence ofcancergenerauy toIncreaseabove
normalexpectal10n,beglnnlJlg about 15 years
afterthebombs

RevleW OfspeclflCdlSeZISeSand dlSeaSegrOllpS
hasuncovered I一oImportantdlSCrepanCleSOther
than those lnVOIvlng the malignantneoplasms
anddlSeaSeSOfbloodandblood-formlngOrgans
Forsomerubricstherearesmall,butlnSlglllflCant,
1nCreaSeSln mOrlallty among thoseexposed to
tllegreatestamoul一tOfradlatlOn,andforotllerS
deflCltSln rnOrtallty Perh'lPSmore StnklnglS
thefactthattheex{lmlnat10nOfmortalltyfrom

all naturalcauses eXCep亡mal唱naTltneOplasmS
provldes lュo Support for thehypothes上s tllat

発見率は77%であることが認められている 1962-66年

における死亡率の増1mは.いずれか特定の部位に起因 し

たものではfdい. また,いずれかの軸-の部位あるいは

いくつかの陪拷部位についてみても,すべての部位を!早

計 してみた蝿 告に比べてT65宗弓!凪 との関係がより祢ノ)千

あるとは認め らhなかった ここでみられる浄き'Pの程嘘

は,被曝線丑100】ad当たり期待),[:准E:おいて約20%の

坤HJnで3)る

FI血柄の毒駁鹿反応曲線は,T65線泉 をFllL､て 一部のみを

解明で きた 両市間の差,つまり,〟/マ#J!と巾粍-+級

との差 を一応嫉視すれば,佼応曲線 はカ7L+り直線rr′)であ

Y).平均すれば.この16年間にもいては lladlIつきlf-

附10()万人当たJ)約 3例 ということになる しかし,伝

由の曲線 は妓崎の曲線 をはるかに HL了1っており.li,崎で

は100]LldLソ下の紗域において低いfErtを示すことが拝 R

される この関係は,両市における(-]血梢翌組訓iTf全作

についてより汚 く追究 した石丸らの抑 Lい離'Frによって

解明 さhるであろう =8 屯触放射毒n:よって,二のlGtf

問における白血描け')外の血糖および造血Pyr',の疾IiLによる

死亡キ'が叩HHしていることをホすか7Ldr川H稲,+..rTTl兄い!羊

∴I:I_

全qr死亡者の半数tソ上は消化器系の癌 と.3t!峨 されている

が,その紡毛鹿別解析では,lq50-54'lAの州別1ソ綾にFj-LF

な変A3))は認められない 呼吸器系の櫛 については. さら

に示唆的 な所見があって,WLlnCboらがLfと近 祁:tiLr=よ

うに, これは1958年LJ後の脚 FLILlにもいて柿 に額 しい 29

その他の器官系統やそれぞれの莞詩宮(:ついて観察 された

変刺は, 一般 に過補の偶秋変JjJJの縦Bilr/､H:あるが.19LI5

11のI,F't爆紋爆 により,癌の碓j=が被搬綾15年ごろから予

想自然亨さ生率より辞1くなったとい う潜在的結論と矛盾す

るものではない

杵窪の疾 牡や疾患群について検討 をlJrlえた結果,悪性折

j=物や血招および造血器の疾4.11LU外には,別に茄要 な変

AjJJを示すものは言習められなかった ある経の疾病分Xflで

は.高根丑被爆者の死亡率が有kfでか ､軽度の増Jynを示

すものもあれば,死亡率の低下を示すもnもある.方とも

印毅的であったのは,蓉性斯ヨー杓 を除いたす/くてのFl.yR

死による死亡率の検討 において, ヒ トに対 する'.tf雄放射

線只朋寸によってなん らかの全般的な非特異的なbll齢(,5進
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10mlZlng radlat10m accelerates aglng ln man ln
somegeneral,nonspeclflCfashlOn

Excessmortality amongprOXlmallyexposedsur-
vIVOrSdunng 1950-54 1Sllttle clarlfledby the
presentanalys上s Theexcessstemslargelyfrom
theexperienceoftheoldersun･lVOrSATl】,and
chiefly from malignantneOplasmsofallkinds,
Includingleukemia,from diseasesOfbloodand

blood-formmgOrgans,andfromsenlllty,Symptoms,
and Lu-definedcondlt10nS Comparisonwiththe
recently reportedresultsofTachikawaandKato

for the 1946-50 perlOd doesnotsupportthe
vleW thattheexcessmortalltyln1950-54repre-
sentsaflnalexpress10nOfthedirecteffectsof
theA-bombs,formortality durlng1946150was
nohlgher,relatlVely,amongthemostproxlmally
exposed survivors durlng 1946-50 than ltWas
during 1950154 Apart from leukemLa, the
1950-54 excess consists PrLnClpally of cancer
amongolderHlrOShlmafemales,lSnonetoolarge,
and,farfroTn belngSuStalned,hasno parallel
ln 1954-58 Forthesereasons,andalsobecause

ltLSOnly lnthe1962-66periodthatanexcess
mortallty from cancerreappears,the 1950-54

excess IS not Interpreted here as a speclflC
radlat10neffect.

ReclasslflCat10nOftheearlyentrantsonthebas上s
ofdate,depth,anddurationOfpenetTat10nln
the dlreCtlOn Of the hypocenterhasproduced
asubsample too smallto supportcomparlsons
ofrealpower YetltlSnotWlthoutinterest
thattheearlyentrantsln thlSSamplehavehad
fewerdeaths,relatlVely,than Lateentrants A
reliably hJgher rlSk ofleukemla among early
entrantshasnotbeendemonstrated

lfdeathsfrom leukemlaandmalignantneOplasms
areexcluded,those notlntheclty ATE have
hadaboutthesameoveトallmortaJltyeXPerlenCe
astheA-bombsurvIVOrSSinceabout1958 Most
differencesastocauseseem toreflectdifferences

ln medlCalcare,death lSmore Often certlfled

tosymptoms,senlllty,and111-deflnedcausesamong
those notln the city ATB than among the
A-bombsurvivors,andlessoftentodlSeaSeSOf

blood and bloodイormlmg Organs,CardlOVaSCular
system,and dlgeStlVe dlSeaSeS A noteworthy
except10nlSSulClde,forwhich theratelShLgll
priortO 1958 amongHITOShlmaSurvivors The
excessamountsto12deathsamongabout60,000
survivorsOftheHlrOShlmabomb

Supplementary lnVeStlgatlOnSOTIVariousaspects
oftheprocessby whlCh the mortalltySample

が生するとい う仮説 を支持する所見が全 くなかったこと

である

近距離被爆者において1950-54年の期F7.1にみ られている

死亡率の増加 については,今回の解析ではほとんど解明

で きなかった この死亡率の増加は,主 として原体時年

齢のqrい群 に起因 し,かつ,白血病 を含むすべての番性

斯g=物,血液および造血器の疾患, ならびに老糞 症状

および診断名不明確の状態がその主要原因である 1946-

50年の期間に関する立川および柳瀬の]lt近の飼査結果戟

告 と比重交してみると,1950-54年における死亡率増加1が,

1945年における被爆の直接的な形JRのhL終段階を示すも

のであるとは認められなかった すなわち,近距離被爆

者における1946-50年の死亡率が,1950-54年における

それよりも相対的に高いということは認められなかった

のである 白血病 を除けば,1950-5Ll年における死亡率

の増加は,主 として広島のfdlT齢女性における癌に起因す

るものであるが,あまり掛野ではなく,また,決 して持

続性のものでもtJ.くて,195LZ-58年においでは認め られ

ないところである 以上のことを考え, また.癌死亡率

が1962-66年の糊n'r)に至っては じめて再 び増加1している

ことを考えると,1950-54年の増加が放射孟崇の特異的 な

影響であるとは耶釈で きない

早期入市者を入市の年月El,爆心地への進入の程度およ

び期rE.Llに基づいて分析 したところ,例数 が少 ないため,

検走力の高い比搬検討は不可椛であった しか し,この

鋼玉_W団における早期入市者の死亡が後期入市者よりも

比蝦的少 ないことは注 目される 早期入市名において白

血病 による死亡率の明確 な増加は認められなかった.

白血病 および態性新生物による死亡を除けば,1958年ご

ろからは,原爆時市内にいなかった者における死亡率全

体は,原爆被爆者のそれとほほ同 L:であった 死因にお

ける差の大部分は.医蝶の巽 を反映 しているよ うに思わ

れる すなわち,原爆暗 に市内にいなかった者の死亡診

断む に記縦 されている死因は,被爆者に比べて症状 老

蛮および診断名不明確の状傍が多 く,血液および造血器

の疾息,裾IB番兵疾患および消化器系疾怨が少 ない 注

目すべ き例外は自殺であり広曲では1958年以前の収度が

被爆者 において高率である この増hIlの程度は広島の被

爆者60,000名中12例である

寿命調査対束鵜EZlの抽出過程のいろいろの面について補

足的な祈盃 を行 なったところ.だいたい安心で きる結果



wasselectedharebeen,lnthemalJl,reaSSurlng･
The factthatthehonseklused Ln determlrung
ellglbillty referred to the date offleldlnVeStL-

gat10n,andnottoIOctober1950,seemsclearly
tohavebeenIncapableoflntrOduclngblaSInto
theselect10n,anySlgnlflCanCeltmlghthavehad
lSeSSentlally offsetln thepresentanalysュsby
thelnClusl0nOftheresezvesampleexposedwlthLn
2500m Ineffect,forsuryIYOrSWlthln2500m

ATBthehonseklreStrlCt10nhasnowbeendropped

SelectionIsubjectsexposedatorbeyond1800m
Ln HlrOShLmaand2000m lnNagasaklareSeen
to have amorefayorable moTtallty eXPenenCe
thanSelectlOnIIsubjects,forreasonsnotadduced

by thlSanalysts,butthlSdlSparltylSmeaningful
only fortheAdultHeaJth Study,whlCh rests

onSelectlOn Ialone. hvestlgatlOnOfasample
whoseacuteTadlatlOnSymptomsarereportedon
the1945JolntCommlSSIOnSChedulesISreaSSurlng
m prOVldlng nO eVldellCe tllatdeath prlOrtO
fleld lnVeStlgatlOn Forel】gLb山ty dlmlnlShed the
ukellhoodthataproxlmauyexposedsurvIVOrWlth
a hlStOry Ofacute radlatlOn Symptomswould
bemLSClasslfledlTtSelectlOnl

An effortto utillZe the resultsofthepatlent-
contactlngprocessfortheAdultHea一th Study
totestthecompletenessofmortalltyascertalnment
vlathefamllyreglStratlOnSystemWasOnlypartlally
successful AudeathsascertainedamongSelection
Jsubjectsln theIntervalJuly 19621JurLe 1964
wereknownatthekosek1-kaLfdeathhadoccurred

90 daysormore before thecheck wasmade
However,atthattlme202ofthe20,000Select10n
IsubjectsWerebeingCamedas"addressunknown,"
andposltLYeproofoftheirSurVIValwaslacklng

Juthough mlgratLOnfromHlrOShlma,andespeclally
from Nagasaki,hasoccurred on alarge scale,
thelndlCatlOnlSthatlthasnotyetInterfered
wlth the ascertaLnmentOfmortallty Because

themgrantsaregenerallydrawnfromtheyoungest
membersorthesample,tllelrmortalitylSlow,
only lO% oftheknown deathslntheSample
take place outslde ttle CltleSOfHlrOShlmaand
Nagasakl. SIJICePatient-COntaCtulgfortheAdult
Health Study extendsnotonly tohomeyISltS
toallst1日resldentlrLthecommunity,butalso
to mailLnqulry Ofmigrants,ltlSPOSSlble to
examlIlethemortalityofmlgrantSllVlngelsewhere
LnJapan. Age-adjustedcompansonsshowedthat
48deathswereexpecteddurmg1962-66among
2L97mlgrantSallVe1October1962LnCOmparlSOn

wlth 39 0bserved Although thedeflCltlSnot
a slgnlficantone ulthe statlStlCalsense,and

が締 られた 対象者としての適格性の決定に1950年10月

iEl当時の木精を用いず,野外詞丑当時の本籍 を用いた

が.このf=めに湘正対扱者抽出に偏 りは耕入 されなかっ

たよ うである すなわち,そのことがなんらかの意瀬を

･もっていたとしても.その慈掛 ま今回の解析 に2500m 兼

潤の干仰群 を含めたことによって本解rr'Jにはfrち1円され

ることになり,結果的には,原煉時 に25仙 m未満でJ)っ

た被爆者に対 する本掃限定条件が撤廃 されたことになる

第Ⅰ次柚LLi群の うち,広島で18(氾mu遊,長崎で2000rr)

以遠(=おいて被焦 した舌の死亡率は,弟 口次抽出群より

低いことが認められているが,今岡の解析ではその原因

は解明で きなかった しか し,この葦は第1次抽出群の

みで構成 されている成人鯉康調査の柏 倉においてfごり意

味 をもつ ものである 1945年における合同鋼玉団の湘玉

来に急性放射線症状の.!Er職のある省を対glと して過んで

調べてみ[=ところ,安心できるよ うrJ.結 5fさがn られ た

すなわち,適格性 についての野外取去が行なわJlる前に

死亡 したことのために,息悼放射線症状のあった近BE･離

被爆者が,誤 って窮Ⅰ次抽出群に分叛 されるというよう

なことは認められなかった

成人雌蝶汎宜のために行なわれた調査)寸扱者とのjiL細作

薬の結果 を利関 して,戸持.:基づいての死亡の確認の完

全性 について評価を拭みたが,こ11は3)まりうまくいか

7LJ.かった 弟丁次抽出群の うら,1962年 7月 -1964年 6

月の期間に死亡 したことが判明 していた素についての戸

蕗照合の錯乱 照合の90El以前の死亡はすべて戸篠に紀

赦 されていた しかし,その時には,第 1次抽出群20,000
名中の202名は｢住所不明｣であって,その隼死について

は確実にわかっていなかった

両市でかなりの軽同省があり,これはF<崎において柿に

著 しいが,このために死亡の確認に安雄 をき/=し/=とい

うことはまだ認められていない i:r屑者は一般に鋼玉対

象の若年齢宅に多いので,その死亡は少ない.射良古の

中で死亡 したことの判明 している者の うち,わずかに10

%が広島 .長崎両市以外での死亡者である 成 人健康瀬

宜 における迎締作革では,市内l:引 き続 き辞任 している

者の宥庭肪間を行なうだけでは/Jく,転田老の鄭fEZl湘衣

をも行f_つているのでEl*各地/､f多刺 した者の死亡率に

ついても調査することができる 年齢を捕正 して比暇 し

てみると,1962年10円 lEl現任g=存 していた拡尉薪2197

名の うち,1962-66年の期間に死亡が39例挽繁 されてい

るの(:対 して予想死亡者款は48であった,この差は.紘

Sl



mlgrantSmay wellbe favored wlth respectto
mortality,ltalsoISln thedlTeCtlOn tO beexI

pected lf the ascertalnmentOfmortality Were
lesseffect)veformigrants,andwillbearcontinued
study

ThegeneralmagnitudeofthemortalityObseryed
ln the presentsample has been very roughly
checked by comparlngltWlthexpectationbased
on a111Japan death ratesfortheperiodstudied
Thesecompansonsweremadeforallcauses,for

accidents,poISOnlngSandviolence,forallnatural

causes,and forseven other arbltrarily chosen
lCD rubncs･ In theseterms,theobseryedmor-

tallty Seemsreasonable enough,especlally since

ltlSknownthatthetwocltleSdifferlnpartlCular
waysFrom thenatlOnalaverage

計的に有藩でなく,転居者の死亡率が低いようL:みえる

が,他九 転居者における死亡の確認が効果的に英施で

きか ､糊合にもこのような結果が予想 されるので,引 き

続 き舶宜 を必要 とする

今回の調査対象兆臥 二おいて軌察 されている死 亡率 と,

同抑r即 二おける日本全国の死亡率に基づいて計許 したIT･

想死亡率 との非 削 二大 まかな比較を行なった この比鞭

は,全死臥 二よる死t.都故 中確および娘か こよる死

亡,ならびに全病死 にJ:る死亡のほか,国際疾病分村か

ら任意に遊んだ 7項 目の死亡について行なわれた この

結架,死亡率に墓が認められたが,これは,両市におけ

る死亡率が全国平均 と比べて特定の差 を示すことが知 ら

れていることを考膚 に入れれば.妥当であるよ うに思わ

れる

TABLE1 PERCENTAGEOFMIGRANTS'FROM CITY & SURROUNDING
AREA AMONGTHOSEALIVE 1OCTOBER 1962,BY CITY,

SEX,& AGEAT】i-SELECTION IIN CITY ATB

黄1 原爆時 に市内にいた第 工次抽出群にあける1962年 10日 1日現在の生存者中の

市l大Jおよび隣掘地域 からの転居の百/77率* 郎市 ･性 原爆時年齢別

AgeATE Total
噸肘 梓ir-齢 針

IILrOShlma 広由 Nagasakl lかキ

MaLe9与 Female女 Mate三巧 FemaLe女

▲ノ)
･･⊥

L
r

ム
u

づ

19

29

.39

49

.59

.69

+

t

〈U
0

0

0

0

0

O

〈U

0

Toofewtotest例数不+分のI_め権碇不可惟

93 85 183 154

01863,1TIC12la
'Asdeter,TTt,Led-aL962-64.LbesurTOUTTdJnCL7TealSLbLTLseTtJedbyLbeABCCCLITZZCS

1962161年E;.Jミ7Eされた宰 FB桔地域はABCCの,垂指地域



TABLE 2 RELATION BETWEEN MJGRATION STATUSTN 1962-64
& MORTALITY IN 1962-66SELECTION ISUBJECTSONLY

ポ2 第l次抽出群における1962-64年の転居の状況 と

1962-66年の死亡率との開院

ResLdencc1962-64
1962-64年の性i*

AILVe Deaths死亡.i

1触 obq 1962

1962年10月 川 攻在の生Tf古 0 m繋fk E事研け故

Clty皮adjacentarea前rllJ'よび捌 き地域 15819

PTCfecture ll.t内 353

Japan u* 1844

Total 'LH r 18016++

Tab01863,lトC-2-也

'̂ ee･ddJzLSLed.Ef-齢補 Jt

H202ccseso/lm上TZOWnaddressoreerctuded は市 不明の 2021削 iFie外 しl_

TABLE 3 REGROUPING OFCAUSEOF DEATH CLASSIFICATION (tCD)
& CONTROLCOUNTSFOR DEATHSIN THE

TOTALSAMPLE & EXPOSED,1950166

衣3 死掲 (国符疾病分苅)の再分頬,をちびに対象群全体および

披件名における死亡放.1950166年

Recode tCJ) Descf)ptlOn
は1ETLf～l 内妻;

01 001･019

02 020-138

10 140-148

11 15】

12 】53-154

13 155-156

14 157

15 150,152,
158-159

16 162-163

17 160-161,
164-165

18 170

19 171-174

20 175･179

21 180-181

22 190-199

TuberculosIS だ 枝

OtllernreC()OuS& parnsltlC その他の伝娘揃 も上び'&笠血梢

Cancer,buccal,phaTyn:t Hr;IsよU'明朝のtSE

StomachcaJICer 円輔

Lmgebowelcancer k仙名

LIVeJ･CanCer 肝杜頓

PaLICTeaSCanCer 日宇肌蛸

OthergaStrOLnteStLnalcancer その他の消 化古の磁

Lungcancer As結

OtherrcsplratOry CanCer その他の畔地 諒柔の塔

BTeaStCanCer 孔鵡

Uterus& ccrvIXCanCeT 子宮1,J:U'子窓用の頓

Othergenltalcancer その他の性 器の蛸

UrLnaryCaJICer 秘 群論の旬

Other& unspeclfledcancer その他t,よぴEuは不利の唖

23 2001203,205 Lyrnphatlc& hernatopoletlCCancer
リ/パ組■ および造血*l事tの名

24 204

25 2101239

30 240-245

31 260

32 2501254,
270-289

LJ!ukemLa 白JL硝

NeopLasms,other その他の析生柑

ALlerglC アレルギー性戊 忠

DlabetesmellltuS 糊揮捕

OtherallcrglC,endocrlne,etC.
その他の アレルギー性根4.J8.内分終涼の撰恵存
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TabLe3ContJを3校 き

Recoda lCD DcscrLPtLOn
tk正行け 内等

290･293 AnemlaS 宋血

294-299 0therblood その他の血椎の疾患

300･326 Mcntal 捕 縛弼

330 SubarachnoldhemorThage クモJC下出血

331 cercbra)hemorThage 脳出血

332 ccrcbEalembollSm 脳孝は旺

333-334 ccrcbralspasm,etc 脳的媒使堆,斡

352 0(hercerebralpaFalysls その他の脳性新郷

340-351, 0therdlSeaSeSOfnervoussystem 良 senseorgans
353-398 その他の神経系お上tF態兼古の状も

50 400･416 RheumatlCfeyer,& heart
リューマ+ELおよびリューマ+性心駐疾患

51 420

52 421･422

53 430･434

54 440443

55 444447

56 450-468

60 480-502

61 470-475,
510-527

62 540-541

r̂terlOSClerotIChca∫t 的梶硬化性心族疾缶

EndocaLdltlS&myocardlaldegeneratlOn
心LJl脳炎11よび心和変性

Otherheart その他の心絹の1E想

HypertcnsIVehcarE 高血庄tM .44疾患

Hypertenslon D'JL庄

OthercllCtdatory その他の神BL苔黒の疾～dl

nu,pneumonla,bronchlt】Sイ /7Iレエ-/ザ,梯 炎. 気宇 i.演

OtherreSPLratOry その他のPf峨古来の疾丑

PcptlCulcer 消化性泊将

63 560-561,570 Tnles(LnaLobstruC()on AtHIF)逓

64 543,571-572 GaslrltLS,duodenl(lS,enterLtlS TV 炎.十二馴 8炎 および伯炎

65 581 Cllrhosls 肝嘆g:

66 530-539,542 01hcrdlgeStLVe その他の消化古糸の疾患

544-553,
562･569,
5731580,
582-587

590-594 NephrItLS,nephros)S 脊炎および下フローで

6001637 01hergenltOurLrlary そのLLの性才芸の疾想
640-689 Pregnancyetc 蛙tR,串

690-749 Sk)rL,bone 戊甘t,J:び骨の疾患

7501759 Congemtal 先天布C}

780-789 Symploms 症状

794 SenJllty 老讃

7901793,795 rll･dcfinedcausesEタ断名不Llll相の状態

E810･835 MotoryehlcJeaccldents 白yJ4L帝政

E800-802, 011lelaCCLdents その他の不味の中点

840-962

963,970･979 SulCLde 白;1

964,9801985 Homlclde 他校

965,990･999 1VaT ■叩

Unknowll 不明

AILCこIuSeS 生死は

118

4-7

5-1

289

m

238

10｡

6-6

15

99

の

45

67

12

46

72

37

62

6

2

2

n7

･･⊥
3

Tab01863,Vt･H⊥T･1~3
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TABLE4 DEATHS/1000/YEAR 榊 1955& 1960,ALLJAPAN,
HIROSHIMA CITY,& NAGASAKICITY,BY AGE& SEX

怒4 [Ⅰ* 全国,広島市 および長崎 rt1日:おける1955年と1960年の

人目1000人当たりの年Eul死亡扱 年齢 性別

1955 1960
Agelr)CellSllSYear Sex

固め的馴 川棚 性別 AHJapan HjrOShlma Napasakl A‖Japan HlrOSh)ma
免田 広曲 技将 士国 広.紘
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TABLE5 0BSERVED DEATHSBY CAUSE,PROPER PART OF
MORTALITY SAMPLE,1950-66,& DEATHSEXPECTED

ON BASISOF RATESFOR ALLJAPAN

妾5 寿 命 調査 対 象群 並 木 群 にお け る1950166年 の死 因別 観察

死 亡数 と 日本 全B]の死 亡 率 に基 づ く)tFl待死 亡 数

CauseofDeath

タE-1∃ 0 lq察 放 EzH J即専政 比

AILknowncauses* 既知の全死Ⅰ封

Trauma 外囲死

Allnaturalcauses 全棉死

Tl】berculosIS 結核

MalLgnantneOPlasms(ex-leukemla)
懲性帥生物(白血病を除く)

Leukemla 白血病

CerebrovasculardlSCaSe 脳血管疾恕

ArterlOSClerotlC& degeneEatlVeheartdlSeaSeS
勅媒硬化性11よU'変性性心脱疾也

GastrlCulccr ㌣日付猫

NcphrltlSand11ephrosIS7チ炎およびィ､7ローゼ

4

4

5

5

4

8

00
0

0ノ
Oノ

3

0

1

0

0

5

00
′0

3

1

つ▲
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0ノ

9

3

つム
2

2

′0
8

2

つ▲
4

q
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4

2

7

4

tJ
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】
2

Tab01863,11･A-5
'ErcL〟desdedLbso/mhnozuncazJSe. 死rd不明の死亡者を陀外

HAdlTJSLed/orace,sex,6rcqIe'JdL7'LLme 年齢 ,性別および時期(こついて祁J正

TABLE6 0BSERVEI)/EXPECTED DEATHSBY CAUSE,CITY,& SEX,

PROPER PART OF MORTALITY SAMPLE,1950-66

番6 寿命 弼査 対 象辞去_r=本群 E:お け る死 亡 の観察 数 と抑件 数 との比

死 周 都 市 性 別 ,1950166年

Causeofdeath Ht10Shlma拡 島 Nagasakl長嶋

死Eg Maleg与 Female女 MaLelE Female女

Trauma 外周死

AunaturaLcauses 全桶yE･

TubercutosIS 結線

MallgnarLtneOplasnlS(ex-Ieukemla)
鯉性師生物(日血揃を結く)

Leukemla 白血病

CeirebrovasculaLdlSeaSe 脳血管疾恐

Artenosclero()C& degeneratlVeheartdlSeaSeS
的脈硬化性および変性性心服15in..)

GastrlCulcer 削 れ塙

NephFlL1S& nephIOSIS 肝炎および7､7ローゼ

4

8

4

′LU
7

7

7

0
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111* 1.62*

0.87* 1.21+

TabO1863,日-A-5
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TABLE 7 0BSERVED/EXPECTED DEATHSJiY AGE ATB,SEX,& CITY,

PROPER PART OF MORTALITY SAMPLE,1950-66,
SELECTED 5･YEAR AGE GROUPSONLY

滋7 寿命約五 対象群基本群 におけ る桔竜の5歳 年齢階級 即の死亡の枕頼 政と

糊は 教 との此 原爆暗 年齢 拙市 性別 ,1950-66年

Hiroshlmaa:島 NagasakL t土崎

剛 8時.'F齢 Male9T' Fema)e女 Male女 Female粥

〟

.If
q

rTI
1

i?
Y

十

Tnb01863,I1-A-5-2,5

TABLE8 DEATHSCLASSIFIED BY UNDERLYING CAUSE& PRINCIPALAUTOPSY

DlAGNOS】S WITliCONFIRMATION & DETECTION RATES,
1950-65.JNIH-ABCC UFE-SPAN STUDY SAMPLE

滋8 寿命乱q正 対史料 こおけ る死亡 故の畷丁死l耶川 王 穿刺総記夕断別 J,)溜i

な らびにその確認紫 と発 妃率 .1950-65'1･

Dealhs死亡枚 Ratesr'i;
lCD DescripL10n

内宮; DeathCertAutopsy AsreeConfirmatlOnDetect10n
妃亡ib勝 己書 別様 一旦例 fl把 屯托

001-019 Tuberculos)S 81fi

O201138 0tllCrlJlfectlOuS良 parasJtLC
その他のf云娘柄および寄生虫)I.1'

151 S(ornachcancervl感

152 177 100 65.8 565

37 33 9 243 273

155 BLllaEy良 IIYerCanCer 的托および肝Hの¢ 20

157 Pancreascancer 仲沢名 21

162-163 J3ro)1Chus,tmchcaJ良 lungcnncer 58
丸帯il.気育I,上びJBの格

171 CervIXCa11ccr 子7;iir細額

200･202 Mallgnantlymphoma 掛生り ノバ嘘

204 LeukemJa 白血梢

140-205 0thermaJlgnarLtneoplasms
その他の毒性昨Jt杓

210-239 0therneoplaSmS その他の狩生杓

260 DlabetesmellltuS 椅17;柄

2901299 B)ood良 bloodformlngOrgans
血dtおよび泣血告LT)1覧JiL

330-331 cc-cbralhemor,hale Rm'･血

332-334 0thercerebral その他の鵬血管tJI偶

410416 RlleumatICltcart りユーて+性心持疾 JtLu
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Table8CootJ28維 き

Dealhs死亡致 Rates宰

ICD Des崇 ■on D設 題 諾 AuiT,pb_sy三笠eaconnin3-10nDet;cilOn

420422 Artcnosclerot)a良degenelatlVeheart
的兼律化牲および9･性性 じLJ<粍丑

430･04 01herheat((nothypertensIVe)
その他の4/K戊thuHS血rfI生のt,のきFとく

440-447 HypertensIVeheart良othc,hypertensIVe
C)血IE性･LJ賊疾IL>FIおよびその他の芯血It性疾dL,I

450-456 ArterleS 軌脈の状忠

490-502 Pneumollla&bronchltlS 肺炎もJ:ぴTL青首炎

5401541 U)cer,stomach良 duodenum
PTJ,よび 卜二持桐のLRl屯

581 CLrrhosIS 肝硬変

590-594 NephrltlS良 nephrosLS 7Hu,上び77｡-t'

600･609 0therurlnary その他の.g堺苫前(,)伏せ

800-999 Accldents,etc T;IRの11HJL. 柿

Other そIT)他

Total lTか

150 69 29 193 42.0
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TABLE 9 1)ISTRlBUT10N OF AUTOPSY DlAGNOSESFOR DEATHSrN PROPER
PART OF SAMPLE 19611661SUZ)JECrSWITH T65DOSE ESTIhlATES

1961-66年 に お け る死 亡 古の 別 接 診 断 の 分布

Recode AutopsydlaBnOSCS Frequency
帽 正持 T. 細 枠12断 切世

01 TuberculosIS+ 結 作

02 0(heHJlfbctlOuS良 parasltLCdlSCaSe
その他のEJT･長柄I,よひて才一1虫梢

Cancer,buccal,pharynx lJはt'よび咽紙tll噛

Stomachcancerf Y鳩

LargeboweLcancer暮 七m名

LLVerCZLnCCr■ 肝Ji塩

Pancreascancer+ 柵的鳩

Othergast一〇mteStlnalcancer その他の･削じ'3J)輔

LtlngCanCer書 肘,鳩

ResplratOryCancer,Otllerその他の咋Ul芳井L')磁

Breastcancer+ 礼堪

Uterus&ce…xcat)Cer● 子宮 I,よひJ'-官用の項

OthergCnltalcancer その他の稚苗の¢

UrlnaTyCanCer' 稚昨日J'埴

297

95

7

176

36

72

26

39

79

14

15

35

36

26

otller&unspeclrLedcanccr その他おEtび附 立一川月のtS5 406

LymphallC&henatopoletlCCanCer●リ/′､組はJ,よび近血粗描の繊]9

LeukcmlIl+ 白血捕 11

Otherneoplasms'LJ)他､つ折や11 508
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Table9Cont滋9毒たき

Rccode AutopsydLagnOSeS FrcqllenCy
は TF_符号 剖 絶Eタ断 切哩

30 Auerglcd)seascs 7L･'Lキ-似 美空

31 DLabetesmelllttlS 椅 堺偶

32 0theraJLerglC,endocrlne,etCdLSCaSeS

その他J)丁 レrLキー性状恐 内 分諸薪J)喋 nu.7;

33 Anem】as+ 拝血

34 0therblooddlSeaSeS● その 他の血絹1月℡

35 McntaldlSeZLSeS f#附 p;

40 Subarachnoldhemorrhage' クモ柿 下LL'.血

41 CerebralllemOrThage' 脈.T.也

42 CerebralcmbollSm' r.1日上症

43 Cerebralspasm,e上c I.内牧項 ず, T5

44 0thercerebralparaLysLS その 他のAlft析q,-

45 0theTdlSCaSCSOfthenervoussystem & senseorgans
その他の 沖l呈糸1'よび懲架設のけ…恐.

50 RheumatlCrover,& hcaEtdlSeaSe+
'J1-で+ftおよび リューてナ推 し杭喉 zC

51 AT(enoscLeIOtlCheartdlSeaSe n東棟 化性 心RliHLL

52 EndocaTdLtlS良myocardLaldcgeneratLOn'

LJlJll隅3日Jよぴ じ前 官性
OtherheartdLSeaSC そLrI他の七･Lt梢,..n

Hypertens)veheartdlSCiLSe ･T,血It作 L:LtTiL惣

HypertenslOll .I-1血Ij:

Othercl∫C1llntorydESeaSeS そJ)他tf)仰Jni3品Lr)TT,､牡

F一u,pl一CLLmOnla,brollChlllS†ノ7 rLエ J 'r. IJ･iHJよぴ～7t-̂'1炎

OtherrcsplratorydLSeaSCS ･:l'l他のIfpltHD某のn:恕

PeptlCulcer' .llrヒfl･.斉垢

lntest]natobstructlOn 川l?J老

GaStrLlls,duodeMtlS,enterltIS 円 鬼.1･二捌 t3炎1'上ひ脳 炎

CLTrhosIS+ 肝疎音

OtherdlgeStlVedlSeaSeS そJ)触 りHIHL殻糸の収 'it

NephrLtLS,EICphrosIS書咋 Ju,よぴ i-/ロ-t･

OthergenlLourlnarydLSeaSeS そLr)他L71作 rl'Bのli､HL.I

PTegnanCyetC 4tbi7;
Skm,bonedlseases lkfRl,上び†hf鳩 や

CongenltaLdLSeaSeS l二千 /･lI･

Symptoms 捌 J;

Senlllty 芭if
llトdeflnCdcallSeS .桝 LGi'.不明f7rAのiた惣

MotoryehlCleaccldenLs El的中りIN(

Otheraccldents そt/)他の ィ.姥の部的

SulC)de EIFI

HomlClde 他按

WaT 字セナ

Unknown †二m11

Total l3-汁

TabO1863,VトH-T･13-A
'L)1ccnOSeS/OTZL･bLrb5ZJPPteTnenIL7,ydnaLysz5uJeTemade.seeLexl･
追 4tl解析の rTnJT'III=iiFSJnR i=文事H11
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TABLE 10 COMPARISON OFT57(YORK)良 T65(AUXIER)
AIR DOSE CURVES BY CITY

裁10 両 市 に お け るT57(Yolk)とT65(Aux】el )空 気 線 丑 lu]線 の比 較

Gammaが/マ淡 NeutrorLS中性子 Total合かGround Slant

完 豊 芸 競 ,57D T65D 竃諒 T57D T65D 電 設 T57D ,65D 電 設

(U
O

5

12

4
∩7

4

5

7

2

7

/0

5

0

00

5

7

1

/0
0

･-

-

1
】

;0

0

0

0

0

50

00

50

叫

1

-

-
一

27

7

時

07

12

21

83

6

妓

5

7

1

5

0

1

･~
'▲

kas

oo
o

o

o

2..

50

100

150

2

･used/o'T65DdLseateL'eL. 7号紘OnlこtHtるT65線Etの計# l二mLlf-

T57D/T65DcaLcuLdLedus'nc72umbe'suJILbmo,es･gm/･rqnIPlacesLbdnLLK)SeSbo'L/n･
157L) T65Dは,ここに,LT;Lた‡t虹よりも多くのyT劾nrJ1-を川 いて許t-1lL/I

TAT)LE ll EXTENDED MORTAuTY SAMPLE BY TABLE 12 DEATHSOVER TIME,& AVAlLABILITY
TOTALT65DOSE& CITY OFT65DOSE ESTIMATES

穀1上 奔命的査拡大対象群 r65結線山 部fll-13lj 瀬12 各峠州の死亡放およびT65線17Ht広志低の市uEE

TotalDose HlrOShJma Nagasakl Total
筏披見 LZ:A 提崎 書†

0-9rad 4

10-39

40-179

180+

UnkrLOWni;ln

To(al/E.JIIr 61934 2

Tab01863,ⅤトSS-T-1

90

DoseUnkJIOWn相見不明

NumberI用放 %

Tab01863,V1-SD-T



TABLE 13 0BSERVED& EXPECTED DEATHSFROM ALLCAUSES
BY TOTAL DOSE SURVIVORSONLY,1950-66

表 13 原爆被林者にあける全死凶による死亡の税祭政

と期待故 捻線丑別.1950-66年

Den(hs 死亡 汲

O E 0/E
此gE故 期待 tL 比

0-9rad 8776

10-39 2043

40-179 1244

180+ 447

Unknown不Fq 583

Total'EH r 13093 1

Tab01863,Vl-H･TIL310198

TABLE 14 0BSERVT:D & EXPECrED DEATHSFROM ALLCAUSES

BY DISTANCE ATIi,SURVIVORSONLY,1950-66

輩14 信乙悌被帰省における全死lEによる死亡の舶解放

とJUl縛故 被爆距離別,1950-66年

FIJrOShlma NagasakL
rJ:.Qh 艮<

E 0/E
Ftq待 故 比

<1200 <1500

1200-1399 1500-1799

1400-1699 180012099

1700+ 2100十

Total合 計

d9

0

(一U

9

′LU
1

Tab01863,VI-HIDll3-OL98

Ts芸 t xz Bdよ俊 p

1 LITteartJend 擁型回4dl司

2. QuadLatlCreSldual横垂平方和

3. CublcresLdual 頻董立方和

4. QuadLatlC 二次曲柏仰向

5･ Generalnon-homogeneLty
皇TfLIVF均耳性

一

一

一
2

3

8

0

つ
】
0

一

l

一
0

8

4

′b
8

.
7

6

.
7

一

一

っ
■
-

つ
]

一

一

>ol0

005

0003

0.006

<0.001

91



TABLE 15 0BSERVED & EXPECTED DEATHSFROM ALL CAUSES,
SURVIVORS& THOSE NOT IN CITY ATB,

1954･66-HtROSHIMA FEMALESONLY

袈15 被 爆 者 群 と原 爆 時 に市 内 に い な か っ た 掛 二お け る広 島 の 女性 の 全 死 園

に よ る死 亡 の 観 察 故 と期 待 致,1954166年

Presence)nc]ty
市内にいたか否かの別 O E 0/E

税額放 朋締出 比

IncltyATB 戊享保時 に市内にいた者 3776 37027 1.02 35388

NotlnCltyATB剛 策峠 に市内にいなかった者

Earlyentry a+
中州人fTlだ b

C

Lateentry r毛細人干f絹

Total合計

Tab01863,Vl-n-E-13･0198

若君 t ㌔ bdi･H, p

1. 1nvsnotlrLCLtyATB
市内にい[=-tT対rlJ内E=いなかっF.:者

2 Earlyvslateentry
lllJ的入fri古土Hiu閑人市電

3 avsb+c 072

4 b vsc -147

5 avsち vsc

>0.10

<oool

>0.10

007

2.68 2 >010

.L7lApp'0°Cbed 抄JEh'n ZOOOm o/HIT〇Sbzma byoocenle'On60'7AugLISL. Or

zLJ7LblnL200mo/NLZgaSahzbypocenLerOn9oTI0AzJeuSL･

広由では,8月 6Elまたは 7EIに爆心地 かb lO00 nlLlrl寸に人和 した古,長崎では,8円

gElまたは10EIE:博 し.地から12(氾m以内に人柄 Lr_冶

bIApPròJCbedzLJILbLnLOOOIL400mtTl/1けOSbTma,OTL20011700mlnNLZgaSdhL,OT
fけSLaL)I)TOaCbedcloserLOLbebyoocente,ondL7yS8o,9LnIJITOSblmdOrLL
orL2川 Nagasahz

広曲では.100011400mの地 占に人柄 した点,長崎では,1200-1700rnの地 rjE二人前 し

た 缶,あるいは,広島では,8F18Eiまたは 9Elに.艮梢では.8円11日または12日E=
なって細d)て唯心地のもっと近 くまで入市 した-e

c･ETZLe'edlheczlyLJ'ZEbzn30ddys0/Lbebomb,blLLezLbeTalaLaLeTLzme. o'

lLnLbLessdegLbo/peneLrdtZOn,LbanLbosem ero〟ps'a'or'b'

原搬30El以内に人市 したが,上記の aまたは b群 よりも入市 Elが遅いか,人7fl地 台が遭
Bfj他の 据
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TABLE 16 0BSERVEJ) & EXPECTED DEATHS BY YEAR
OFDEATH & TOTALT65DOSE,1950-661ALLCAUSES

蓑16 死亡の椴解放および期待致･

死亡年度 T65手笠線丑別,1950-66年 - 全死因

orebydose 緑且別の O E比 嘉 tpB<7Eo'o'5
…
一

87--

88--

0
.
9

0
.
9

川

1
.
0

0

10･39 40-179 180+ Unk不明 K L 0 li

Year Deaths0/EJ一
期rH 死亡故 比

1950166

1950-54

1954-58

195番･62

1962166

o

E

粥

帥
S

S

S

3

5

7

4

7

0ノ

4

5

7

1

0

0

3

つ▲
4

+ + 十 十

+ + +

+

+ + 十 +

Tab01863,VLH-T-1_6･0198

'0~Obsewed･E･E坤ecLEd,80/ELbe",aL･o･Exp"LeddedlbsaresLanda'd'三ed/o'ageaLu'L7yS.abe,.
/orsexe'CILyL7tSO

O~牧繋臥 E一朋 持臥 O I:はその此 籾待 故l日n :年齢 l:つ いて補正 してあ り ここでは 性 別 tJj=UI剛 .I
についても補正 し)_

‥Seê ppe〝dzx3･ I(-NonbomogenelLyo/knozL/〟 L'5''n如owlldose(LOOLdlLed).

付u 3を奉tLl 税 政既 知群叫純血 不明群の非均 11位 (両Pl検定 )

L･LLneaTlnCTeaSeZPLLbdose(011e-LLuLed)

純皿 ととt.E二荘線的 に相bn(片側棟盆)

Q-QELL7d'LZIEC川CTedSeWLLbdose

純lltとともに二次曲線的 に畑Ivn

HINoIZbo7TZOeeneLLyo//ou'knozLP,dosegroups.regardlessa/paLterm

いかなる傾向で あるかにかかわ らで,四つの棉 丑既 知群が非均 耳性

TABLE 17 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY SEX,CITY,
& TOTALT65DOSE.1950･661ALLCAUSES

点17 死亡の税額敢および期待致 性 都市

T65誌線且別,1950-66年 一 生死EEl

o/E●bydose挽馴 1のO E比 wlITheSpl<HoAo+5+

0-91ad 10･39 40-179 180+ UIlk不明 K L Q Ij

Male的 HlrOShlmaは:鳥

Nagasakl 泣叫

Tot.Tll朴

Female女 H 広島

N 妓崎

T JI

Total合計 H 広A I

N 丘叫

Tab01863,VIIH-T-13-0198
･,'･Se亡ApL)end,x36TL7bte16. 付i‡3およLF辛目6事的

0.I



TABLE 18 0BSERVED &EXPECTED DEATHSBY YEAR OFDEATfl
&DISTANCEAT8,HIROSHIMA &NAGASAKZ1950-66_ALLCAUSES

黄18 死亡の視察放および期待放 死亡年度 被爆距艇臥

広島 ･長崎,1950-66年 一 全死周

Year Deaths
AEl恥 死亡汝

o/E･ 0/EbyDIStNCe削 E別のO E比 W言等;;o5''
朋 -■■■■■■■■■■■■■■■■■■i■■■■ia ∫

1 1I lH IV L Q H

+ + +

十 十 +

十

十 十

Tab01863,Vl-H-D-L･61)198

DIStanCegroup Medlandose HlTOShlma Nagasakl
托♯群 織且中央旺 広島 Lkヰ

1 0Tad 1700+m 2loo+m

ll 18 1400-1699 1800･2099

111 60 1200-1399 1500･1799

1V 199 <1200 <1500

.,‥ SeeAPL)endJX3 L ILLIJeの･ZncTeaSeWりbdose(one-1qrIed)

付純3古参Ht'i 純血 ととい こmA棟的にJQl加 【片側検定)

QAQuadrdLzclnC'eaSeZLJILbdose.

段Rとともに二次曲線的 E=相加

Il･NonbomogeneLLya//oL"上"OwndoseeTO〟L)S.
'eg̀7rELLessa/L)atler't

いかなる傾向で あ るか[:かかわちf.四つの柏Bt

既 tT)群 がjF均耳性

TABLE 19 0BSERVED & EXPECTED DEATHSJ3Y SEX.CITY,

& DJSTANCEATB,1950-54-ALLCAUSES

表19 死亡の視索 牧および期待放_性 都市 .被爆距触別,1950-54年 一 全死EEl

sex c.t, Deaths 0/E･b,D.stance轟♯別の0/E比 W.I.Te,"<Ro;Eh5'●
性別 益市 死亡枚

u Ul Ⅳ L Q H

Male 91 ▲

■

▲

7

点

Y

ti

長

打

広

丘

針

広

丘

H

N

T

H

ド

T

H

N

..̀●seeTableL8.i218車輪

9Li

Tab01863,VトH-D-46･0198



TABLE 20 013SERVED & EXPECTED DEATHSBY YEAR OF DEATI･[

& TOTALT65DOSE,L950･661ACCIDENTS,POISONlNG,& VlOLENCE

衷20 死亡の岨無数および期待散 ･死亡年僅

T65書芸線丘別,1950-66年一不慮のIP故,中帝 および暴力

Yea, Deaths 0/E･ 0/Eb,Dose 推JL別のO E比 W.L.TepsEPo;fo'5'
期間 死亡Ei 比

0-9rad 10-39 40-179 180+ Unk不明 K L Q H

4

CO
つ
l
/0

,5

.5

■

4

0

4

8

つ
】

5

5

5

′b

Oノ
lUノ
0ノ
9

･.-seeTL7bLeL6･ 轟)6中期 Tab01863,VT-HIT-I619094

TABLE 21 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY YEAR OF DEATH

& TOTALT65 DOSE,1950-66-SUICIDE

炎21 死亡の蛇解放および期待故:死亡年Ih-

T65総孜丘別,1950-66年 一 日設

Yea, Deaths 0/E･ 0/Eb,D｡se 頼馴 JのO E比 wIL,Tepst<f昌芸5'+
朋rl】1 死亡政

019Tad 10139 40･179 180+ Unk不IVIK L Q H

I .･seeTableL6. iI16争rIIl

95

TabO1863,VI･1-I-T-I6192



TABLE22 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY YEAR OFDEATH

& TOTALT65DOSE,1950166-ALL NATURALCAUSESEX-LEUKEMIA

車22 死亡の視察 致および鞘待致 死亡年度

T65結線丑別,1950-66年 一 白血病 を除 く全病死

Year Deaths0/E●
JglrLn 死亡放 比

o/EbyDose放免別のO E此 wlthTepst<Roio5++

10-39 40･179 180十 Unk不明 K Lq H

+

十

十

+ + + 十

',HSeeTf7bIeL6 糞16やFq Tab01863,VHi-T-I6･0182

TABLE 23 01iSERVED & EXIIECTED DEATHSBY SEX,CITY,良

DlSTANCE ATB,1950-54-ALLNATURALCAUSESEX･LEUKEMIA

妾23 死亡の挽解放および期待扱.性 柾市

被樺距離別.1950-54年 一 白血病 を除 く全病死

Sex Clty Deaths
惟 別 qHli 死亡tt

o/E･byD.stance 距■附 O E比 W.tJeF<H.i.';

I n HJ IV L Q H

Male 羽

FemaleJJ

Total缶1†

H

N

T

H

N

T

H

ド

'.=∫eeT(7bLeLS SIIL8魯JII7

96

TabO1863,Vl-HID-4610182(50-54)



TABLE 24 01iSERVED & EXPECTED DEATHS BY SEX,CITY &

TOTALT65DOSE,1962166-ALLNATURALCAUSESEXILEUKEMlA

丑24 死亡の視察放および桝時政 性 仰IF
T65結線止別,1962-66年 一 白血柄を除 く皇病死

㌦

㌣

CLty Dealhs
仔ITLJ 死亡it

Tcst綾を■●
0/E'byDose nF止別のO E比 ､vlthP<005

10-39 40･179 180十 Unk不叫 KLQ H伽
1

5

霊

o
･
-5

0
i
-〝

は

M

o

H

N

T

H

N

T

H

N

.A

十 十

十 + + +

十 + 十 十

十 十 + +

Tab01863,Vl-H-T･46-0182

TABLE 25 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY YEAR OFDEATH
& TOTALT65DOSE.1950-66-TUBERCULOSIS

7:･25 死亡の税額故および期待放 死亡牛TBI T65結線止別,1950-66q=-- 統柁

Year Deaths 0/E･ 0/EbyD｡se 純血別のO E比 W詔 t<k品 ';

0-9Tad 10-39 40-179 180+ Unk不nllK LQH

∫.H SeeTlJb/eL6. 壬16をJl(i
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TABLE26 0BSERVED 良 EXPECTED DEATHSBY SEX,CITY
& TOTALT65DOSE,1950･66-TUI)ERCULOSIS

寅26 死亡の枕繋 ぎ史および脚待敵 性 郡市 ･T65老若砧呈且別 ,

1950-66祥 一 結様

Test順定 *事

0/E事byDose線虫別の0/E此 W,(llP<005

0-9rad 10-39 40･179 180十 Unk不明 K iQ H

EI

N

T

H

N

T

H

N

●,H SeeTablet6 葬 16番Fl('i
Tab01863,VI-Ii-T-13101

TABLE 27 013SERVED &EXPECTED DEATHSZiY YEAR OF DEATll
&TOTALT65DOSE,19501661INFECTTVE&PARASITIC

DISEASESOTHER THAN TUl)ERCULOSIS

表27 死亡の祝祭 致および州待 歎 死亡年Ii: T65毒岩鼻崇Ei別 ,

1950-66q=･- 紹柏 を除 く伝h/き病 および寄生虫病

Year Deaths 0/E･ 0/Eb,D｡se緑血別の0/E此 W.t.Teit<B.'JEo;書

JyHuJ 死亡放 比
0-9rad 10-39 40-179 180+ Unk不明 K L Q H

4

00
つ
ー
′0

5

5

′hV
fU

O

4

0U
つ⊥

Lr'
L/1
5

′0

0ノ
Qノ
0ノ
∩フ

',H SeeTableL6 1116番FIL'l
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TABLE 28 0))SERVEt)& EXPECTED DEATHSBY YT:AR OFDEATH

& TOTALT65DOSE,1950･661LEUKEMlA

滋28 死亡の視察放および期待放 死亡年度 T65総維Li別,

1950-66年 一 白血病

Yea. Deaths 0/E･ 0/EbyDose扱里別のO E比 W.thTepst<fkov5'
糊ml 死亡わ 比

0-9rad 10･39 401179 180+ Unkィ､lyl K L Q H

1950-66

4

8

一7-
′0

5

5

6

′0

0

4

8

つ
】

5

5

5

′b

oノ
0ノ
0ノ
0
ノ

十 + + 十

十 十 十 十

十 十 十

十 十 十

+ 十 +

･,･'SeeTobLeL6 rL16をPJ
TabO1863,VL-H-T-I6124

TABLE29 0BSERVED&EXPECTED DEATHSBY YEAROFDEATH& TOTAL

T65DOSE,1950-661ALLMALICNANT NEOPLASMSEXCEPT LEUKEMIA

妾29 死亡の税額書生および朋はVt.死亡牛J望

T65着五経it別,1950-66年 一 rl血稲 を除 くすべての想性qr生拘

Year De且.hs 0/E･ 0/Eb,Dose 削 t別のO E比 W..lTeSL<"6Eo'5'
ltl川n 姥亡L女 Lt:

0-9rad 10-39 40-179 180+ Unk/ドII11 K L Q H

4

人む
つ
ー
′0

-5

-5

4

.6

0

4

8

つ▲

5

5

5

′O

q
′

0
ノ

0ノ
0ノ

+ 十 十

十 十 十 +

◆

十

･HSee'IL7bleJ6 去16事E】円
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TABLE30 01)SERVED& EXPECTEDDEATHSBY SEX,ClTY,良 DISTANCEATB,
1950154-ALL MALIGNANT NEOPLASMSEXCEPT LEUKEMIA

老30 死亡の視察激および期待故 性 仰市 ･被爆距雌qlJ.1950-54年

白血病 を除 くすべての悪性新生物

Tcst掻左●◆
Sex Clty Deaths 0/E'byDISta爪Ce揮Jt別のO E比 wlthP<005
性別 P.li 死亡出

∫ II IIl lV L Q H

MaletJi 89

42

31

67

刀

3

56

79

3

十 + 十

十 十 十

I.HSeeTab/eL8 戟18拳nll TabO1863,VL-H-D･46-1023(50-54)

TABLE31 0BSERVED & EXPECTED DEATtlSBY SEX,CITY,良 TOTAL
T65DOSE,1958-62-ALLMALIGNANT NEOPLASMSEXCEPT LEUKEMIA

煮31 死亡の税額 致および期待致 性 ･都市 T65総純血別,1958-62年

白血病 を除 くすべての悪性新生物

Test托起++
sex cLty t)eatllS 0 /E*byDose 耕瓜別の0/ELt wltI､P<005
付1;lJ m朽 死亡放

0-9rad 10-39 40-179 180+ Unk不IUJK L Q H

MaleFJi

'.HSee'rabLet6.J之16やHL'E

100

Tab01863,Vl･H-T-46･1023(58-62)



TABLE 32 0J)SERVED & EXPECrED DEATHS BY SEX,CITY,& TOTAL
T65DOSE,1962-66-ALLMALIGNANT NEOPLASMSEXCEPT LEUKEMIA

お32 死亡の机繁放および期待放 性 郁市 T65結線 lit別.1962-66'fF

白血病 を除 (す'<ての悲性糾生拘

sex c.ty Dea川s O化･byDosc孤児別のO E比 wlthTeFjfoa0㌢

は別 件rrT 死亡的
0-9rad LO･39 40-179 180+ Unkィ､叩 K LQH

I ･･SeeTableJ6 1;16事Il･1
TabO1863,VIIH-Tl46-1023(62166)

TABLE 33 0BSERVtD &EXPECTED DEATHSBY YEAR OF DEATH

&TOTAL T65 DOSE,L9501661MALIGNANT NEOPLASMS
OF GASTROINTESTINAL TRACT

炎33 Z/E亡の税額 放および偶 13=放 死亡qJJiE T65総緑11ttjlJ

1950-66祥 一 消 化器系tT)悪化 蹄'f_狗

Yea, zkaths 0/E･ 0/EbyDosc 削 別のO E比 W.lhTeF<%'Eo'5'
糊r;a 死亡lt 此

0･9rad lO139 40･179 180+ Unkィ､IyI K L Q l-I

1950-66 1528

･.=SeeTIqbLeL6 妾16をLFEl Tab01863,VトH-T-16-1115



TABLE34 0BSERVED良 EXPECTEDDEATHS13YSEX,CITY,良TOTALT65DOSE,
1950-66-MALIGNANT NEOPLASMSOF GASTROINTt:STINAL TRACT

2134 死亡の税額 扱および期待致･t3=･都市 T65結線且別,

1950-66年 一 消化器系の蕃性新生物

sex c,ty Deaths 0/E暮b, Dose 朋 別のO F.比 withTeF<uoJio'5'
性別 肪711 死亡故

0-9rad 10-39 40･179 180+ Unk不明 K LQ

Maleリ与

Female/I

Tolal1千.汁

H

N

T

H

N

T

H

N

●.HSeeTf才bIeJ6. 紫16争闘 Tab01863,VHトT-13-1115

TA13LE35 0BSERVED良EXPECTED DEATHSBY SEX,CITY,良TOTALT65DOSE,
1962J6-hlALIGNANT NEOPLASMSOFGASTROINTESTINALTRACT

妾35 死亡の枕帝 政および期待致 性 都市 T65総線丘別,

1962-66年 一 消化器系の悪性析生物

sex c.ty Deaths 0/E暮byDose扱止別の0/E比 wltlTepstiaoSr

伯i;IJ 伽 Fr) 死亡た
0-9rad 10-39 40･179 180+ UTlk可､LVIK L Q H

Male i)i

･,-∫ceTLZbEeJ6 1116番II.'L

102

Tab01863,Ⅵ-HIT46･1I15(62-66)



TABLE36 0BSERVl=D &EXPECTED DEATHSBY YEAR OFDEATH

&TOTALT65DOSE,1950･661CANCER OF STOMACH

滋36 死亡の奴㌍故もよび即行放 死亡年度 T65結線血別,

1950-66'i1-- 円感

Yea, 加aths 0/E･ 0/EbyDose 韻生別のO E比 ､ⅥthTeF<f*o'to'5●

0･9rad lO･39 40･179 180+ Unkィ､叩 KL Q H

●.'･SeeTLlbLe]6.必16を Pa. TabO1863,Vl-H-T-i6･11

TABLE 37 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY SEX,CITY,
& TOTALT65DOSE,1950166-CANCER OFSTOMACtl

炎37 死亡の税額 放および桝1#iLJt 性 '1†Hl T65縫線ム川rJ

1950-66i1- 日収

Testli.巨●●
sex c)ty Deaths 0/E'byDose 掛 川 のO Elk w.thP<005
性別 拓Ir7 死亡 Zt

0-grad lO139 40-179 180+ UnkイHIJK L Q

I.H SeeTf才bLeL6 薮16をFR

loョ

Tab01863,V)Jl-T-I3-ll



TABLE 38 013SERVED & EXPECTED DEATHSBY SEX,CITY,
& DISTANCE ATB,1950154-CANCER OF STOMACtI

袈38 死亡の紙察故および納得放 性 郡市 被爆距艦別,

1950-5Ll年 - 胃癌

sex c.I, Deaths 0 /E.b,D.stanceBE#別の0/E比 W..hTpeit諾品 一事

性別 郡市 死亡!欠
I Il HI IV L q H

Mate 3)～

FemaJe*

Tolal合計

H

N

T

H

N

T

H

N

T

Tab01863,VトH･D-46-ll(50-54)

TABLE 39 01】SERVED & EXPECrED DEATHSl‡Y SEX,CITY,
& TOTALT65DOSE,1962･66-CANCER OFSTOMACH

黄39 死亡の祝祭数および朋特赦 性 郡市 T65孝志線Bt別,

1962166年 一 円域

Sex Clty
作別 肺Ffi

Deaths 0/E書byD｡se挽止別の0/E比 wi.hTT<T .+5'
可こri ー - - 一一- L~~-LL - L-

0-9rad lO139 40-179 180十 ulk不IJFlK L Q Il

Mate 粥

Female 女

Total'C,JL計

H

N

T

H

N

T

H

N

7

8

0

0

7

3

1

0

1

′○

′0
7

∩7
5
00

1

1
0

′0
4

′0

7

0

8

0

1

0

つ】
2
/0

3

2
.
1

1

3

5

9

0ノ
0ノ

0

0

0

･.-SeeT･7bZeL6 紫16事叩

104

TabO1863,VIIH-Tl46111(62166)



TABLE40 0】3SERVED & EXPECTEDAUTOPSYDIAGNOSESOFSTOMACH

CANCER BY YEAR OF DEATH & TOTALT65DOSE,1961-66

求40 割柏例 における円頓の呪頼 政および期待致 死亡年Ih:

T65宗岩線虫別,1961-66fF

year Deaths 0/E･ 0/EbyDose- 一のO E比 W.thTeF<ndL'.+;

0-9rad 10-39 40-179 180+ Unk不Iq K L Q H

1961-66 176 0 107 37 L8 11 3

E llO 317 208 81 54

0/E 0.97 117 087 1.36 056

Tab01863,Vl-HIT･13･ll-A

TABLE41 0BSERVED &EXPECTED DEATHSBY TOTAL
T65DOSE&SITE,HIROSHIMA&NAGASAj(I,1950-66-
CANCER OFLARGE BOIVEL,LIVER.&PANCREAS

黄41 死亡の税額 救および期待政 1､65結線丘 ･部位別.広島 長崎

1950-66年 一 大鵬.肝臓 および服張の癌

S.te Deaths 0/E･ 0/EbyDose後納 のO E比 W..hTeF<tio3=o'5'
0-9rad 10139 40-179 L80+ Unk不明 KL Q Il

LargeBowel
大月Si

LiverABLllaryTract
肝岨およびl但輔

Pancreas
肝AL

oE
的

o

E

的

o

E

的

9

0ノ

1

2

4

′0

1

2

1.日 SeETableI6. 義16事Aa

LOB

TabO1863,VLHIT-i3-1214



TABLE42 0BSERVED 良 EXPECTED DEATHSBY SEX,CITY,良 TOTAL
T65DOSE,1950･66-CANCER OF L】VER & J3ILIARY TRACT

表42 死亡の観照敦および)剛事故･性 都市 T65結線凪別,

1950-66年 一 肝臓 および眼路の癌

sex c.., Deaths 0/E事b,D｡se 稚脚 の0/E比 W.thTeit<"oV ,'
性別 仰市 死亡.Tt

0･9rad lO･39 401179 180+ Unk不明 K L Q H

Male LJJ

Female女

Totalf干.汁

H

ド

T

H

N

T

H

N

･.･･一ccTGbLeL6 &16審FUT Tab01863,Vl-H･T-13-13

TABLE43 0t)SERVED& EXPECTED DEATHSBYSEX,CrTY,& TOTALT65DOSE,
1950･66_MALIGNANT NEOPLASMSOF RESPIRATORY SYSTEM

jF之43 列二亡の駁解 放ムよU糊持碁女 惟 都市 T65結線iLt別

1950-6611 - 呼qli器糸の悪性粥生的

･･
･･

I

T

…

‥

Clty Deaths
応rh 死亡Et

Test榛竜 ●+0/E◆byDose推止別のO E比 W.thPく005

019rad 10-39 401179 180+ Unl(不叫 K L QH

O88 092 180 144 134 + +

083 106 106 178 120

087 096 158 160 127 + +

079 1.25 166 1.51 2.8l

tooFewtotest例杜不足のため托雀不可能

083 132 138 111 178

085 106 175 146 167 十 十 十 十

091 125 082 147 101

I.･･SeeTableL6 1116yl･'L

LOU

Tab01863.ⅤトH-T-13･1617



TABLE44 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY YEAR OFDEATH 良 TOTALT65I)OSE,
1950-66-MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY SYSTEM

第44 死亡の呪祭 政および朋繕放 死亡年便 T65呈至純IRit別.

1950-66年 一 呼鳩器系の慈性新生物

Year Deaths0/E+
仰仰 死亡.lJL Jt

o/EbyDoseW ･Jの0/E比 wiuTe;t<"6g.';

10-39 40-179 180+ UTlkイ;ql K L Q H

∵1950-66

4

00
2

∠U

5

5

′hl
′0

0

4

cc
つ▲

5

Lr)
5

′b

Oノ
0ノ
0ノ
0ノ

1.日SeeTableL6. 4TL16春期 TabOL863,VIIHIT-I6･1617

TABLE45 0BSERVl:D & EXPECTED DEATHSBY SEX.CITY,A TOTALT65DOSE,

1950166-CANCER OF BRONCHUS,TRACHEA,& LUNG

衣45 死亡の税額 択およびLgl拝 を女 性 部ffl T65総孤jit別,

1950-66年 一 Jt'i管も 気管 および肺のyy

Test操定++
sex clty Deaths 0/E+byDose削 丘別のO E比 wlthP<005
付別 仰Tl了 死亡扱

0-9rad 10-39 40-179 180+ Unk不IIJIK L QH

hlale 甥

Femalc 女

Total 合計

0.87 100 199 147 074 + + +

078 070 0.86 282 145 +

085 094 169 202 104 + + +

079 1.37 166 096 254

toofew totesL 開 放 不足 の ため 縫 碇 不 可能

0.84 132 145 0.78 181

084 1.16 186 130 114 十 十

091 077 0.68 241 126

▲HseeTEZbLeL6 滋16彰Dq TabOl863,Vl-H-T-I316



TABLE46 0BSERVED & EXPECTEDDEATHSBY YEAROFDEATH皮 TOTALT65DOSE,
1950-66-CANCER OF BRONCHUS,TRACHEA,& LUNG

彰46 死亡の呪解 放および期待 放 死亡年度 T65結線且別,

1950-66年 - 気管 支. TL管 およびRrh-の也

Year Deaths OIE･ 0/EbyDose抽生別のO E此 wlthTeF<kGV5'
0･9rad l0-39 40-179 180+ Unk不明 K L Q

1950166 145 0 83 25 22 8 7

E 978 229 137 47 59

0/E O85 109 161 168 119

1950-54 10 0/E toofew totest隅.ML不足のため純な不可柁

1954･58 16 0IE toofew totest桝Li不足の[=め掩竜不可従

1958-62 48 0/E 078 119 172 1.16 207

1962-66 71 0/E 0.90 1.06 149 232 036

A -SeeTableL6.J<16手間 Tab01863,VトH-T･16-16

TABLE 47 0BSERVED EXPECTED DEATHS BY TOTALT65 DOSE,
HIROSH伽AA NAGASAKl,1962166-CANCEROFFEMALEBREAST

彰47 死亡の税額放および期待王女･T65括線IR別,広島 長崎,

1962-66IfJ･- 女性乳癌

TestI長考H
Yc'lr Deaths 0/E' 0/EbyDose相即 Jv)0 E此 wlthPく005

0･9rad L0-39 40-179 L80+ Unk不IlJlK L Q H

1962･66 22 0 13 2 4 2 1

E 150 368 204 066 065

0/E 087 054 1･96 304 153

'.H SeeTableI6.1216事ILll

108

Tab01863,Vl-H-T46-18(62-66)



TABLE48 0tlSERVED & EXPECTED DEATHSBY DTSTANCE ATB
& CITY.1950-66-CANCER OFUTERUS

滋48 死亡の税珠故およびJgJ待放 被爆托離 耶市別,】958-661f-.- I-A-磁

Test縄′i:…
Ye.lr CIty Deaths 0 /E* 0/Eby1)1StanCe¥llFBll,Jの0ノE比 wlthP<005
他日Jl 柿下F7 クE亡L2 比

l ll ‖1 TV L Q H

1950-66 T 194

1950-54

1954･58

L958･62

1962-66

2

3

o

E
昨

叩

帥

岬
的
班

的

･ HSee'IL7b/eIS 彰18参Utl TabO1863,VトH･D-16119

TABLE49 08SERVED& EXPECTED AUTOPSY DIAGNOSESOFCANCER OFUTERUS

BY YEAR OF DEATH & TOTAL T65 DOSE,1961-66

&49 割削 Pljにおける+宮Gt･の奴祭政および期待放･死亡 年度 T65総袖山別,1961-661l=

T亡iHA･il●'
Year De且(hs 0/E' 0/EbyDose 穀 那 1のO E比 W.thP<005
用例 死亡故 比

019md lO139 40･179 180+ Unkl､叩 K L Q H

1961-66 35 0 20 10 4 1 0

E 213 710 424 184 054

0/E 0.94 14L O･94 054 0

A,･･SeeTE7bLeL6l JPLI6@VH

LOP

Tab01863,Vl･H･T･13-19･∧



TABLE 50 0tiSERVED & EXPECTED DEATHSJ3Y YEAR OF DEATH &

TOTALT65DOSE,1950-661CANCEROFOTHER& UNSPEClFIEDSITES

滋50 死亡の観察 致およびI耶手放 死亡年度 T65結線流別,

1950166年 - その他および部位 不明の癌

Year Deaths
llTME) ケ巳亡Eと

o/E･ 0/EbyDose稚馴 畑 0,E比 W.thTeili?o完,+'
比

0-grad 10-39 401179 180+ ulk不明 K L Q l1

1950･66 126 0 80 19 13 5 9

E 859 203 114 374 471

0 /E O93 0.94 1.14 1.34 1.91 +

1950･54 16 0 /E toofew totest何 故不足の/=わfa違不可能

1954-58 37 0 /E 084 080 178 096 3.29 +

1958-62 40 0 /E 089 1.10 054 1.52 319 +

1962-66 33 0 /E 1O3 092 1.31 106 0

.'SeeTL7♭teL6 1壬lbをLJq Tab01863,Vl一日･T･16-22

TAtlLE51 013SERVED良EXPECTED DEATHSBYSEX,CITY,良TOTALT65DOSE,
19501661CANCER OF OTHER & UNSPECIFtED SITt:S

彰51 死亡の税額 致および朋持出 性 ･払市 T65結線止別.

1950-66年 - その他および部位不明の感

Sex CLty
fl･m lVlli

tka.hs 0/E･b,D.se 杓止別のO E此 W.tEeF<崇o'5事
FtLILn

0･9rad 10139 40-179 180+ Unk不明 K LQH

099 107 095 149 058

Loofew totest例 放不足のI=め繕定不可能

098 101 092 097 L39

092 0.78 1.07 262 372 + +

toorcW totest例 放不足のため幡｢iI不可能

089 088 133 179 2.72 +

095 091 102 201 1.79 十 十

080 105 154 0 2.08

●.'rSeeTqbteL6. 兼16や叫

110

Tab01863,Vl-HIT-I3-22



TABLE 52 0BSERVED & EXPECTED AUTOPSY DIAGNOSESOF
BENIGN NEOPLASMS& NEOPLASMSOFUNSPEClFIEDNATURE

BY YEAR OF DEATH & TOTAl.T65 DOSE.1961･66

衷52 別f削列における良性新生物 および性舛不祥の新生物の祝祭 款および

朋待放 死亡iF-TtE T65結翁皇丘別.1961-66年

TestIs確 =

Year Deaths 0/E◆ 0/EbyDose 仲兄別のO E比 wl(llP<005

0･9rad 10-39 40-179 180+ Unk不利 K L Q H

1961166 508 0 308 96 70 20 14

E 311 99 65 21 13

0/E o99 097 107 097 106

IHSeeTlJbLeL6 冶16歩仰 TabO1863,VトH-T-I3･25-A

TABLE 53 0BSERVED & EXPECTED AtJTOPSY DlAGNOSESOF
BENIGNNEOPLASMS& NEOPLASMSOFUNSPECIFJEDNATURE

BY SEX,ClTY,& TOTAL T65DOSE,196ト66

71壬53 別根例 にあける良性糾生拘 および性rE不祥の桁生物の視察故および

朋件数 性 邦子17 T65宗岩紙皿札 1961-6611J-

Testf烏有◆t

sex cLty Deaths 0/E'byDose 托Rl別のO E比 wlthP<005

性別 bhll- 死亡Zi
0-9Tad 10-39 40-179 180+ Unk不ITl K L Q H

MaleyT7

FemaJe女

Total/L,A計

',H SeeTab/e16 安16事rZEl TabO1863,VL-ll-T-13･25･A



TABLE54 0BSERVED& EXPECTED DEATHSBY YEAR OFDEATH良 TOTALT65DOSE,
)950166-ALLERGTC.ENDOCRINE SYSTEM,METABOuC,良 NUTRITIONAL DISEASES

ム5Ll 死亡の観照放および州待教 死亡年度 T65総拓き丑那,1950-66irL- アレルギ-性疾心.

内/71泌系の疾恐,物粥代謝および栄隼の疾偲

YenT Death, 0/E* 0/Eb,Dosci碗朋 ･Jの0,E比 wit帯 Li;詣 ;*

0-9Tad 10-39 40-179 180+ Unk不 明 K L Q H

o

E

叩

S

叩

仰

ぎ

I =SeeTableI6 TL16皐rr･] Tab01863,Vl-HIT-I613032

TABLE 55 0BSERVED & EXfECTED DEATHS BY SEX,CITY,& TOTAL T65 DOSE,
1950-66-ALLERGlC,ENDOCRlNE SYSTEM,METABOLlC,& NUTRZTIONALDlSEASES

r<55 死亡の観帝 政および期待放 任 都市 T65総挽丘別,1950166年 一 丁レルギー性疾怨,

内分泌系の疾忠,綿球代謝および栄費の疾患

sex c.L, Deaths 0/E･b, Dose持州 のO E比 ､V.(吉e;t<%Iio'5'
作例 机r7 死亡故

0･9rad lO･39 40-179 180+ Unk不明 K LQtl

MaJe リi

Fenlale /I

TotaL fTJr

･. ･･seET̀TbleL6 黄L6t糊

112

TabO1863,VI-fl-T-I313032



TABLE56 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY YEAR OF DEATH

& TOTALT65DOSE,1950-66-ALLERGIC DISEASES

車56 死亡の純潔 致および州持出_死亡q:一便 T65総線虫別,

1950-66年 - Tレルギー性疾患

Yea, Deatt､s 0/E･ 0/EbyD｡se削 川 のO E比 wlthTeps三吉宅5H

朋P:l 死亡Et 比
019rad 10-39 40･179 180+ Unkrtl叫 K L Q

o

E

的

桃

川

S

的

･,-SeeT･JbLeI6 兼 16をlq Tab01863,Vl-HIT･16130

TABLE57 0BSERVED & EXPECrED DEATHSl】Y SEX,CITY,& TOTAL T65 DOSE,
1950･66-ALLERGTC DISEASES

-1壬57 死亡の視察 放および脚樺を女 性 柿fl1- T65総採血別,

1950-66年 - 7'レJL,ギー性疾恕

sex c.ty Deaths 0/E･byDose- 別の O E比 W..hTe,S4fAも5''
性別 応rl】 死亡 ='(

0-9md 10139 40-L79 180+ Unk K LQH

■,HSeeTableL6 滋16¢J7･l

1日

Tab01863,VZ-H-T-13130



TABLE 58 0BSERVED 良 EXPECTED DEATHSBY SEX,CITY,
& TOTAl.T65DOSE,1950-66-DIABETESMELL汀US

滋58 死亡の祝祭放および期待政 性 ･郡市 ･T65結線丑別.

1950-66年 一 糖尿病

sex ctl, Deaths o/E･b,D｡se投JL別のO E比 W.L√e,skkoio'5'
作別 杯rll 死亡tt

0-9rad 10-39 40･179 180+ Unk不明 KL QH

H

N

T

H

N

T

H

N

女

J

HはT｡

帥

別

M

F

T

108 067 119 151 0

tooFew totestT対比不rEの/_めI兵ri不可椎

1.06 0.63 110 199 049

104 090 097 080 088

toofew totest例 EtT:足のためはrjE不nr椎

100 081 135 063 129

1.06 080 107 117 0.35

toofew totestl#扱不足の /=め掻左 可､可能

',H seeTableL6 1壬】6脊J73 Tab01863,Vl･HJT-13-31

TABLE 59 0BSERVED &EXPECTEt)DEATHSBY YEAR OF DEATH

& TOTAL T65 DOSE,1950･66-DlABETES MELLITUS

子壬59 死亡の税額 放および期待放 死亡年rArL T65総後足別,

1950-66年 一 糖 尿病

Test繰Ja:+事
Year Deaths 0/E' 0/EbyDosc 維LLt別のO E比 wlthP<005

0･9rad 10-39 401179 180+ UJlkイ叫 K LQH

1950-66 118 0 84 14 13 4 3

E 81.8 190 105 309 361

0 /E 1_03 0.74 124 129 083

1950･54 18 0 /E Loorev tOteSt偶 Et下足のため接遺 不可能

1954158 18 0/E toorev totesL 例 .～J不足の I=め綾走 不可能

1958-62 33 0/E Il3 036 102 246 0

1962-66 49 0/E O92 086 156 157 145 +

･.'･SeeTL7bLe16 11L6参糊

114
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TABLE60 0BSERVEl)& EXPECTED DEATHSBY SEX,CITY,良 TOTALT65DOSE,
1950-66-ENDOCRINESYSTEM,METABOLIC,& NUTRITIONALDISEASES

点,60 死亡の税額数および期待放 性 uJiII T65毒岩托兄別.1950-66'甲

内分泌系の疾IBL 的質代謝および栄養の疾想

Test強 一ヒ●●

Sex CLty Deaths 0/E●byDose托 lR別のO Ett: wlthP<005
作別 称Ifl' 死亡託

0･9rad 10-39 40-179 180+ Unkt､FVL K L Q H

Male lJi

Female/I

Total .'T,汁

〟

N

T

H

N

T

H

N

108 078 088 109 042

toofew totest例r(7､nltつたhl)fネ電ト"川E

l06 079 076 175 064

099 103 107 062 123

toorev totest例托下足のf_I)粍竜 t;可能

096 090 142 080 144

104 092 0.98 087 075

toofelVtOteSt偶托7;淀の[=め蝿.Ei､Hrl1t

･ ●･SeeT17bleL6 Jl16を .蛸 T.lb01863,Vl一日･T-1･3-3132

TABLE61 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY YEAR OF DEATH & TOTALT65DOSE,
1950-66-ENDOCRINESYSTEM,META80uC,良 NUTRITIONALDISEASES

)之61 I/E亡の税額‡欠ムよび糊繕放 死亡 Tr嘩 T65毒釜線Fltblll.1950166El

内'分泌糸の疾患,杓'F=t;湖1,.よび宋丑の喉 恕

Yea, De州､s 0/E･ 0/EbyD｡se削 川 のO E比 W.tJcps塩 島;●

0･9rild 10-39 40-179 180+ Ullkィ､川JK LQ H

1950･66

1950･54

1954-58

1958-62

196266

o

E

粥

的

粥

的

S

8

9

5

8

′b

′b

っノ
つ
】
4

5

■.H See'LubLeL6 繋16番EII'l

115
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TABLE62 0BSERVED良 EXPECrEDDEATHSBYYEAROFDEATH良TOTALT65DOSE,
1950･661DISEASESOF 8LOOD & BLOODIFORMJNG ORGANS

滋62 死亡の脱祭政および期待汝 死亡年度 T65に耗且別,

1950-66年 - 血招 および造血器の疾 患

Year Death, 0/E･ 0/Eb,D｡se 輯脚 の O E比 ､ⅥthTepsS?ore.5'◆
剛 n 死亡=t 此 0-9rad lO･39 40-179 180+ Unk-fnn KLQH

1950-66 84

1950154

1954-58

1958-62

1962･66

′b
Oノ
4

5

･･l
ー

一ソー
つ
】

o

E

粥

的

S

S

粥

十 十 十

十 十 十

+

十 十 +

Tab01863,Vl-Ti-T-I6-3334

TABLE 63 08SERVED & EXPECTED DEATHS】)Y SEX,CITY,TOTALT65 DOSE,
1950-66-DISEASES OF BLOOD & 8LOOD-FORMING ORGANS

ヲ壬63 姥亡の観察 をH,よび期待放 性 ･rW市 T65結線Bt別,

1950-66tF-一 血1作もよび造血器の疾怨

Test綿.iI++
Sex CLty I)eattlS 0/E+byDose抑 し川 の O E比 IVlthP<005
rf･)川 仙rl 牝Lr(

0-9rad lO139 40-179 180+ U11k不叫 K L Q H

Malc rJI H 27 094 074 180 289 0

N 7 toorev totest 偶放L､足のr_め托竜 Tt叫帳

T 34 0.92 061 159 381 0

Fcmalc/I H 43 0.70 151 1.31 616 0 + + +

N 7 toolew totest桝 放1､足のため綾竜不可kE

T 50 067 131 150 425 216 + + +

TotalfTJr H 70 079 123 149 480 0 + + +

N 14 065 0 170 283 2Ll

●.HSeeTable16 1壬16拳ULl
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TABLE 64 0BSERVED DEATHSFROM DISEASES OF BLOOD & BLOOD･FORMlNG

ORGANSBY TOTALT65DOSE& RESULTOFHEMATOLOGIC REVIEW,1950-66

滋6LI 血 狛および造血 笛の疾 患による蹴察死亡致 T65着'1,棉 ;読

血液学的許盃結果別,1950-66年

Review
静 立轄 邪

T65DoseT65削 正

TotallrO･9rad lO･39 40-179 180+ UIlk不叫

TotaL 稔故

RejectedforreyleW 削 すからの枠外例

LeukemLa 白血病

Aplastlcanemla JE形収 才血

Other その他

3

1

2

一

一

1

1

2
つ
l

′0

4

3

一
4

7

4

2

1

･I

0

4

1

1

2

4

4

7

9

4

00
2

1

3

TabO1863M

TABLE65 0BSERVED& EXPEm DAtJTOPSY DIAGNOSESOFANEMIA

BY YEAR OFDEATH & TOTALT65DOSE,1961-66

滋65 割 椀l机 こお[1る諌血の組頭 故もよび期待故 .死亡年便

T65結線hi別,1961-66年

Test持 老 い

Year DcalllS 0/E' 0/EbyDose碑止別の0 -E比 wltllP<0.05

0-9rad 10-39 40･179 L80+ Unkイ川IK LQ H

1961-66 33 0 16 6 9 2

E ,_02 6.12 4.32 138 0.96

0/E 079 098 208 1.45

･-seeTab/eJ6 若16やFla. TabO1863,VトHIT-I3-33lA

TABLE66 0BSERVED & EXPECTED AUTOPSY DlAGNOSESOFOTHER DISEASESOF BLOOD
& BLOOD･FORMING ORGANSBY YEAR OF DEATH & TOTALT65DOSE,1961-66

妾66 剖検例 における血液および造血 器の疾患の視察 扱ムよび期待王女

死亡年度 ･T65経線且別,1961-66年

Year Deaths 0/EI
州JJiZ) 死亡汲 此

0/EbyDose托馴 qのO EJt

Test繰.Et●
wllhP<005

0-grad 10-39 40-179 180+ UnkT､叫 K L Q H

1961-66 202 0 116 43 20 14 9

E 1257 361 237 974 673

0/E O92 119 084 144 134

･.HseeTabL亡16 壬16事関
Tab01863,Vl-H-T･13-34-A



TABLE67 0BSERVED良 EXPECTED DEATHSBY YEAROFDEATH皮 TOTALT65DOSE,
1950-661DISEASES OF NERVOUS SYSTEM & SENSE ORGANS

まを67 死亡の批寮数および糊待放 死亡年度 T65結線血 別,

1950-6的二一 神経系および感覚器の疾怨

Year Deaths 0/E* 0/EbyD｡se細 別のO E比 wlt訂eSt<"oho+;
JU]間 死亡 的 上卜

0･9fad 10-39 40-179 180十 Unk不叫 K L Q H

1950-66 2840 0 1913 453 27

E 1921 458 26

0/E 100 0.99

0/E 1O4 080

0/E o98 109

0/E 1.00 0.97

0 /E 0.98 099

i.●▲SeeTL7bLeI6 滋16参rl.1 Tab01863,VトH-T-16-4045

TABLE 68 0BSERVED & EXPECrED DEATHSBY SEX,CITY,TOTALT65DOSE,
1950166-DISEASES OF NERVOUS SYSTEM & SENSE ORGANS

衷68 死亡の枕解放および灼樺数 性 郡市 T65総削 Lt別,

1950-66咋 一 神経系および感.兇器の疾患

Test純Ti:+*

Sex Clty I)Baths 0/E'FbyDose線 3it別の0′E比 wLthP<005

付利 L;r'rrl 死亡放
0-9rad lO･39 401179 180+ Unk不HFI K LQH

～.･･SeeTable16 袈16多相 TabO1863,VIIH-T-i3-4045



TAl‡LE69 OBSERVED & EXPECrED AUTOPSY DIAGNOSESOFHEMORRHAGE,
EMZlOLTSM,& THROMBOSISOFTHECENTRALNERVOUSSYSTEM

BY SEX.CfTY,& TOTAt.T65 DOSE,1961･66

炎69 別掛倒におけるLF一般神韻糸の.Lti血,室柁症 および血栓症の視察故および期待善女･

性 部rhJ･T65諾維Li別,1961-66年

sex c.ty Deaths 0/E･byD｡se 掩丑別のO E比 W.tIeF<N'o'も5''
性)31) 耶■FI 死亡放

019Tad 10-39 40-179 180+ Unk不nJ1 K L Q H

Male ワi

Fenlate*

TotalliLlt

H

〟

T

H

N

T

H

N

TabO1863,Vl-H-T-134042･̂

TABLE70 0BSERVED & EXPECT'ED AUTOPSY DJAGNOSESOF HEMORRHAGE,
EMBOLISM,良 THROMBOSISOFTHE CENTRALNERVOUSSYSTEM

BY YEAR OF∫)EATH & TOTALT65DOSE,1961-66

黄70 別肘 列における中枢 紳程系の化血,金権痛 および血栓症の触解放および糊iH史

死亡年債 T65毒去純血別,1961-66年

Year Deaths 0/E●
糊rn 死亡放 比

0/EbyDoser銀St別のO E比
Test綾を●●

W)thP<005

0-9rad lO139 40･L79 180+ UIlk不PJIK L QII

1961･66 602 0 366 108 70 30 28

E 372 109 73.8 25.9 215

0/E 0.98 099 0.95 116 130

･,HSeeT̀-bLeJ6 黙16事姻
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TABLE 71 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY YEAR OF DEATH
& TOTALT65DOSE,1950-66-DISEASESOFCIRCULATORYSYSTEM

衷71 死亡の観察 l欠および期 待 歎 死亡年度 T65松宗!風別,

1950-66年 一 得環 器系の疾 恕

Yea, Deaths 0/E* 0/EbyD｡se維馴 ▲の0/E比 ､V.thTeitiZ.JF.*r
Jmr!il 死亡放 け

0･9rad 10-39 40-179 180+ Unk不明 K LQIl

L950166 1587 0 1064 244 17

950154 2

954-58 3

958-62 4

962166 5

E IO74 257 14

0 /E 099 095

0 /E 0.96 089

0/E 1O4 072

0/E 100 0.95

0 /E O96 107

■.H seeTableL6 寅16番 IJLI Tab01863,VトH-T-16-5056

TABLE72 0BSERVED良 EXPECTED DEATHSBY SEX,CITY,& TOTALT65DOSE,
1950-66-DISEASESOF CIRCULATORY SYSTEM

弟72 死亡の視索 放および仰持出 1Jj 郁Fh- 'r65結線i:t別 ,

1950-66年 一 循環 器系の喉 '且

TestI女Ti:+*

Sex CLty Deaths 0/E*byDose削 Lt別のO E比 wJthP<005

作り目 仏前 死亡 救
0-9rad 10-39 40-179 180+ unkイ叫 K L Q H

Male rJi

Female久

Totalf千.ll

･.H SeeT̀7bLeJ6 9T<16番Hrn

120

Tab01863,Vl-H･T-13･5056



TABLE 73 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY SEX,CTTY,& TOTALT65 DOSE,
1950-661MAJOR DISEASESOF CIRCULATORY SYSTEM

妾73 死亡の視察数および期待ど'( 憎 都市 T65呆室純血別,

1950166年 - 了偶環器系の主貰疾 恕

Year Deaths 0/E* 0/EbyD｡se緑馴 JのO E比 wltITeps鵠 ′呂 5'*

糊IlH 死亡出
0-9rad lO･39 40-179 180十 Ul一k不叩 K L QH

AIterlOSClerotlC&Degenera(lVeHeartDJSeaSeS(51,52)的媒何日ヒ性 および変性作 に･脱15:懲

1950･66 837 0

｢

0/E

OLllerDISeaSeSOrHeart(53)その他の心眼瑞 'uJ･

1950･66 234 0
E

O/E

573 131 84 23 26

569 134 764 250 324

101 098 110 092 080

153 37 24 7 13

160 373 208 688 9LO

O96 099 1L5 102 143

Iiypcrtens.lVeHtBartDISeaSe(54)'fR血lf性心臓疾IB

1950･66 149 0 90 32 16 4 7

E IO1 246 136 428 574

0/E 089 130 117 0.94 122

OtherHyperLensIVeDISeaSe(55)その他の諏血rt作柏:恐

1950-66 191 0 130 23 24 5 9

E 126 323 182 577 841

0化 103 071 132 087 107

I,HSee7dbleL6 1日6番叩 TabO1863,Vl･H･T-13･5155

TABLE 74 0BSERVEI)& EXPECTED AUTOPSY DIAGNOSESOF RHEUMATIC FEVER

ORRHEUMATICHEARTDISEASEBYYEAROFDEATH良TOTALT65DOSE,196ト66

素74 別肘 gIJにおけるリウマチ熱または リウマチ性心臓疾怨の観察iirl,よび州繕放

死亡中性 T65碓#Sl止別,1961-66/LT一

Yea, De｡ths 0 /E* 0/EbyDose税別 畑 0/E比 wluTe,S篭 も5'*

JtW n 死亡故 比
0-grad 10-39 40-179 180+ UnkJT､II71 K L QH

1961166 76 0 48 15 9 2 2

E 475 142 987 3.01 144

0/E 1.01 106 091 066 139

..'.SeeTE7bLe16 を16番PIE'1 Tab01863,ⅤトH-T-13-50-A



TABLE 75 0BSERVED & EXPECTED AUTOPSY DIAGNOSES OF ENDOCARDITIS &

MYOCARDIALDEGENERATION BY YEAR OFDEATH& TOTALT65DOSE,1961166

滋75 割附 則における心内脳 炎および心筋変性の観察 放および期待致

死亡年I空 T65縫線班別,1961-66年

o/Eb,D｡se純生別のO E比 ､vl帯 ti ko7Eo';

0-9rad LO139 40-179 180+ Unk不明 K LQH

1961-66 238 0 146 40 31 7 14

E 140 425 30.8 124 124

0/E 1O4 094 1.01 0.56 113

I.HSeeT̀IbLeL6.2I16や叩
Tab01863,VLH-T-13-52-A

TABLE76 08SERVEt)良 EXPECTED DEATHSBYSEX,CITY,良TOTALT65DOSE,
1950･66-DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM

jE<76 死亡の祝祭Z女および期待軟 性 都市 ･T65塩練且別.1950-66年 一 呼噴 器系の疾 恕

sex c.I, Deaths OIE･byD｡se 擁止別の ｡ E此 W..hTe,S堤 io,''
性別 跡IrlL 死亡lI

019rad 10-39 40-179 180十 Unk不明 K L Q H

･,H SEeT̀IbZeL6 衷16事Bll

122
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TABLE 77 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY YEAR OF DEATH
& TOTALT65DOSE,1950-も6-DlSEASESOFRESPIRATORYSYSTEM

滋77 Z/E亡の観察壬M>よび糊待放 死亡年度 T65結線 in別,1950-66中 一 呼噸器弟の撲恐

yea, Dca(hs 0/E･ 0/Eb,D｡se 絹 地別の｡ E此 wl詔 t<%'.EG :

0-grad lO･39 40-179 180+ Unk †叫 K L Q H

1950-66 661

oE
S

叩

S

叩

叩

I -∫ceTabLeI6 滋16苛粥 Tab01863,VIll-T-16-6061

TAtlLl三78 0BSERVED & EXPECFED DEATHS BY YEAR OF DEATH

& TOTALT65DOSE,L950-66-DISEASESOFDlGESTIVESYSTEM

E･78 死亡の硯常数および糊fRr放･死亡牛嘆 T65毒岩綿hi別 1950-66LT 一 消化器系の1丈ILIL

Year Deaths 0/E･ 0/EbyD.S. 扱姐別の｡ E此 W.I.Teps謁 ,tt ;

mrn 碓LL-放 Jt
0･9rad 10-39 40-179 180+ Unk不ql 冗 L Q H

1950･66 1119 o
E

S

叩

叩

㈹
叩

187 89 2

180 103 3

104 086

107 079

098 074

087 099

1.18 094

･ -seeTableI6 丑16やlⅥ
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TABLE79 0BSERVED皮 EXPECTEDDEATHSBYSEX,CITY,良TOTALT65DOSE,
1950･66-DISEASESOF DIGESTrVE SYSTEM

表79 死亡の視察放および朋待放 性 郁市 T65結線兜別,1950166年 一 消化器系の疾患

Test根 走JH

Sex CILy DeatllS 0/E書byDose 純血別の0/E比 wlthP<005
性別 N川i 死亡故

0-9Tad 10-39 40-179 180十 Unk不Fl11 K L Q H

■,H See'rabLeL6滋16を即1 Tab01863,VトH-T-13･6266

TABLE 80 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY YEAR OF DEATIl

& TOTALT65DOSE,1950･66-PEPTICULCER& CIRRHOSISOFLIVER

-2ミ80 死亡の観照姿tl,よび朋件数 死亡年度 T65総如き皿別.1950-66祥 一 消化性拙守姐および肝稚変症

γM ｡ea.hs ｡/E書 ｡/Eb,｡｡se 級別 Jの｡/E比 W..hTe,S謁 't;5*

0-9Ead 10-39 40･179 180+ ulk不LIJI K L Q H

Pet)tLCulcer(62)消化作汀t稲

1950-66 254

CJrrhosLSOfLIYer(65) 肝硬要

236

0 172 37 24 9 12

E 171 399 237 825 112

0/E 1.01 093 101 109 107

0 164 35 18 6 13

E 158 379 222 755 102

0/E IO4 092 081 080 128

'= SeeFableL6 黙16をl糊

124

Tab01863,VトHIT-13-62,65



TABLE 81 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY SEX,CITY,
& TOTALT65DOSE,1950-66-Nl三PHRITIS& NEPHROSIS

彰81 死亡の枚繋歎ムよび期待致 性 肺fTT･T65寺宝推敬別,1950-66Il-'･- 腎炎および才･フロー七

Testl岳･,ilH
0/E●byDose掛 托別の O E比 wlthP<005

0-grad 10-39 40-179 )80+ UnkT:叫 K LQH

H

N

T

H

N

T

H

N

･- ∫ceTL7bleL6 ):16号ILq Tab01863,VI一日-T-13-70

TABLE 82 0Ⅰ)SERVED & EXPECrED DEATHSBY YEAR OF DEATH

& TOTALT65DOSE,1950-66-NEPHRlTIS& NEPHROSIS

fき82 死亡の枇祭政1,よび糊持主丈 死亡咋TBI T65竜三托Ilt別,1950-66叩 - 1J'炎および77ロ ー IL-

Y｡｡r ｡eatl､S ｡/E* 0/Eby D.se削 別のO E比 ､V.誤 ti;Gil..5'

0･9rad L0-39 40-179 180+ UnkT叫 K L Q ll

1950166 299

1950･54

1954-58

1958･62

1962166

2

2

-

4

9

9

7

4

Jr - SeeT･7b/e16 を16参FItl TabO1863,VトトL-T･16-70



TABLE83 0BSERVED皮EXPECTED DEATHSBYYEAROFDEATH良TOTALT65DOSE,
1950-66-OTHER DISEASESOF GENITOURINARY SYSTEM

i:･83 死亡の税額雛1'よび期待敗 死亡年度 T65孝志線ilt別,1950166年 一 性尿器系のその他の疾LLL>1.

Year Deaths 0/E･ 0/Eb,D｡se 税別 ∫の0 .E比 W.nTe,S塩 E.*;

0-grad 10-39 40･179 180+ Unk不nFI K L Q H

1950166 61 0 45 5 5 2 4

E 411 982 5 57 1.89 264

0/E ll0 051 0.90 1,06 151

I,''SeeTabLeI6 2116参帽 Tab01863,V1-H･T-13･71

TABLE84 0BSERVED& EXPECTEDDEATtlSBY YEAROFDEATH良TOTALT65DOSE,
1950･66-SYMPTOMS,SENILITY,良 lLLDEFINED CONDITIONS

米8Ll 死亡の祝祭致および糊待数 死亡年度 T65糸重殺iii別,1950-66年 - 症状.

老蛍および診L折名不明椎の状態

Yea, Deaths 0 /E* 0/EbyD｡se 抱虹別のO E比 W.tlTeF<%'EJ58

0-9Ead 10-39 40-179 180+UnkT･nfl K L Q H

1950･66 1255

93

.
80

88

01

が

'.= SeeTableL6 軒16別 il Tab01863,VJ･H･T-16･8082

TABLE 85 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY SEX,CITY,& TOTALT65DOSE,
1950･66-SYMPTOMS,SENILITY,良 ILL-DEFINED CONDITIONS

表85 タだ亡の純潔放および糊待故 性 都市 T65絶対ミiit別,1950-66年 - 症帆

老蛮および診rt斤名不PFl確の梢lLE

Test検 If**

sex clty DeatllS 0/E*byDose 削 止別の0 ′E比 wLtllP<005

0･9rad lO･39 40-179 180+ Unk不Il月 K LQH

5:
N

T

H

N

T

H

N

' -seeT̀TbEeL6 薮16番FPtl
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TABLE86 0BSERVED & EXPECTED DEATHSBY SEX,CITY,良 DISTANCE ATB,

19501541SYMPTOMS,SENILITY,& lLL-DEFINED CONDITIONS

寮86 死亡の奴解放および糊待老女 性 rW'前 根煤拙離札 1950-5的 - 1iE帆

老袋および診上折各不日月確の状態

sex c.ty ｡eaths 0/E*byD.stan｡e貼附 のO E比 wltlTeps塩 も'5*
性別 W,T!了 死亡汝

†t ∫ll lV L Q

女

人
日

日

hO

ド

T

･t + +

十 十 十

～ ," SeeTabLeJ8 ノ;･L8番11LL Tab01863,VトHID-46-8082

TABLE 87 CLASSIFICAT10N OFEARLY ENTRANTSBY EARLIEST
PROXIMITY TO IJYPOCENTER

ノlJ87 ■t■糊人71日与の悌心.他lヌ′＼の立入りU)程I11-に非づ こ')TWl

DateofFlrStEntry
J-rHl)の 人Jl】lJEj

DepthorEntry(m) 人和地1'.

FIrStJ}ay耶11川 EverJr1人のXE人

HlrOShlrrLa広瓜 Nagasakliと伯 H N H N H & N

6,7Aug 9,10Åug lOOO 1200 1+

6,7Aug 9,10Aug 100011499 120011799 1
1500+ 1800+ <1000 <1200

1500十 1800+ 1000+ 1200十

8,9Åug ll,12Aug <1000 <1200
1000十 1200十

LO+ Aug 13+ Aug

Tab01863-E



TABLE 88 0BSERVED & EXPECTED DEATHS,EXPOSED,EARLY ENTRANTS,
& LATE ENTRANTS,BY CITY & SEX,1950-66-ALLCAUSES

妾88 原 爆 被 爆 者 . 早 糊 入 析 省 お よ び後 Jlfl入 市 者 に お け る死 亡 の 観 察 散 お よ び期 待 放

都 市 性 別 ,1950-66年 - 全死 因

EafLyEntraTltS(EE)
Clty Sex Year 0/E+ Exposed 年制人717者

Late Test根定 *事

EntrantswlthP<005
1Al人市井

(LE) 1 2 3

N 枝咽 T即 1950-66

F 女

HJL.a T 什 1954166

＼lLlt

F 久

N 上走時 T 声ナ 1950-54

T 介Jr T 朴 1954-58

1958･62

1962-66

｡叩

｡

叩

｡粥

｡
叩

｡粥

｡粥

｡粥

｡S

｡S

｡叩

十

+

十十

十

十

Tab01863,Vl-H-E･16-OL98

'ObserzJeddealbssLanda,dlZed/orageqlwL7yS./0,ageaTldsexLnCTLyLOLL7Iand/0,ace,sex.andczLyけHOZqLS
/O'boEhcztLeS･

税繋死亡fiEは,十へて年齢Eこついて幸lR正しであり.柿市合計(')tlS肘では,年齢および性別(:ついて,rT]rrH:おける合計の沸か

では.il齢,仕)11Jわよひ帥市について7m正 した

いrbe'esulEsa/threea/Lhe/tutLzL/0-LazledLeslsA)e'/OT7neddTeSboTJn2beTe

7E施 した5組の両側抽雀の つらの三つの結邪をここに示 し[=

1･ErposedATBusTolal'zOLznc'LyATB(EL:+LE)抵嫌舌対原卿 キ(:市内E=いなかった杏の縫取(EE+LE)

2-EarlyenE'L7nEs(EE)usZLZLeeTZLrLZnES(LE) jI]･抑人Trl古くEE)対綾糊入市冶(LE)

3-EarlyeTrE'aTZZscLdSSr/LedasaysoLbeTearlyenET- Ls aFf中州人前老対その他の早州i入市名
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TABLE89 0BSERVED & EXPEm D DEATHS,EXPOSED,EARLY ENTRANTS
& LATE ENTRANTS,BY CITY & SEX,1950-66

ACClDENTS,POlSONlNG,& VIOLENCE

i:･89 I芳享保鞍梯石,rP糊入市者および後州入rrf点における死亡の槻守護故および期待数

那TfT 惜別 1950-66年 一 不膿のJTt故,中碍および始･J)

Clty Sex YeaT
airf) 作別 朋附

EaILyEntrants LAte TesHmr川
中収入ホR Entmnts､VlnP<005

b c 柁納入Illh 1 2 3

N T 1950-66

M

F

H T L954166

M

F

N T 1950-54

T T 1954-58

1958-62

L962i6

｡S
o的
oS

o的
oS
oS

o的

o帥
o帥
O的

317 073 084 1.13

1 0 9 52

I54 0.00 082 0.98

TabO1863,VH1-E-16-9094
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TABLE90 0BSERVEt)&EXPECTED DEATZIS,EXPOSED,EARLY ENTRANTS
&LATEENTRANTS,BY CITY &SEX,1950-66-SUICIDE

穀90 原体被体毛,ll'州人iTT舌および授偶人前者における死亡の触祭政および期待故

都市 性別,1950-66年 一 自殺

EarlyEntrants . Testl阜確'+●
ClIy Sex Year
拓i71 ナ生別 州間

棚 人相 LAte -" "-
EntEantSWLthP<005

b c 枝Jgl人･ド古 1 2 3

N T 1950-66

M

F

H T 1954-66

M

F

N T 1950-54

T T 1954-58

1958-62

1962-66

O的
oS
｡

叫

｡

叩

｡S
｡S
o
帥

oS
o

的
｡

帥

TabO1863,Vl-HIE-i6192
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TABLE91 0BSERVED & EXPECTED DEATHS,EXPOSED,EARLYENTRANTS
& LATE ENTRANTS,8Y CITY & SEX,1950-66

ALL NATURAL CAUSES EXCEPT LEUKEMIA

老91 信1燥被曝名,■】1Jyl人Tll老および性糊人耶満にもける死亡の観察岩女ムよび脚絆凱

W'rH 性別 1950-66年 - 白血締結 除 く皇病死

Clty Sex Year 0/E
hrHll 性別 J(i)ruJ LL

EaTlyEntrants Late Test帖 七 **

Exposed … 人IM tnt,antsWlthP<005

搾那 a b c 柁- llf古 1 2 3

N T 1950-66

M

F

H T 1954･66

M

F

N T 1950-54

T T l954-58

1958-62

1962166

｡S
｡

肌

｡叩
｡

岬

｡

叩

｡

粥

｡

叩

｡S
｡叩
｡粥

十

十

十

+

十

+

TabO1863,VI一日-E-16-0182
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TABLE92 0BSERVED良EXPECTED DEATHS,EXPOSED,EARLYENTRANTS
& LATE ENTRANTS,BY CITY & SEX,1950-66

1NFECTIVE & PARASITIC DISEASES

裳92 原爆被爆者,早期人前者および綾偶人市名に某日†る死亡の観察致および州特赦

郁fllA 性別,1950166年 一 伝染病および寄生虫病

EarlyEntrants
早 朋 人前令

子安朋人 ffTIE 1 2 3

84

93

62

49

47

51

66

53

79

5

14

0

11

0

3

0

3

0
8

0

5

0

4

0

9

0

9

0

5

0

o

叩
O

的
o

叩

O

的
｡

叩

o叩
o

S

o

S
o

S

o的

hV
′hV

050ノT

M

F

N

′hU′b40ノT

M

ド

‖

409TN

8

2

′0

5

′D

/0

4

CE'

つ
】

5

5

′0

9

0ノ

(uノ

TT

Tab01863,VI-II-E-16-0102
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TABLE 93 0BSERVEt)& EXPECTED DEATHS,EXPOSED,EARLY ENTRANTS
& LATE ENTRANTS,BY CITY & SEX,1950-661LEUKEMIA

如,93 樗粋 抵鮮古,中偶人TT1-名およびrlj糊 人小吉における死亡の枇照的I'よび桝fM k

ITT'Tl1 1Ji･別,1950166Er---r‡血病

ClIy Sex Year
仙rll は別 tLFl附

EarlyEntrants
'tl糊 人FfTh

F'(州J､IIIn 1 2 3

N T 1950-66

M

F

H T 1954･66

M

F

N T 1950-54

T T 1954-58

1958-62

1962166

2

ー

′h〉

3

3

1

3

つ
】

~

｡叩
｡S
｡

粥

｡S
｡粥
｡粥

｡S

｡叩
｡粥
｡帥

=1

0

5

2

4

0

0
0

5

2

1

0

0

0

1

0

3

0

3

0

00

0
0
00
3

0

1

0

13

40

00

73

68

79

00

00

96

13

Tab01863,Vl一日-E-16･24
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TABLE94 0BSERVED&EXPECTED DEATHS,EXPOSED,EARLYENTRANTS
&LATE ENTRANTS,BY CITY &SEX,1950-6b

MALIGNANTNEOPLASMSEXCEPTLEUKEMIA

Z19LI I京促披他者,lP糊人市者および綾糊入市者における死亡の観察放および3g】待放

郁flT 性別.1950-66年 一 白血病 を除 く懲性Wr生物

CIty Sex YeaE
nLrI. 1生別 Jq脚

EarlyEntrants
早偶人市名

綬桐人ポ 占 1 2 3

N T 1950･66

M

F ■

H T 1954166

M

F

N T 1950-54

T T 1954-58

1958-62

1962-66

｡

S
｡

叩

｡叩
｡

粥

｡S
｡

叫

｡叩
｡

叩

｡S
｡叩

96

95

98

04

04

糾

03

02

03

0

Tab01863,VI-H-E-16-1023
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APPENDIX 1 SAMPLING JMPLICATIONSOFCERTAINASPECTS

OFORTGINALDESIGNOFMORTAuTY SURVEY

付鐘 1:寿命調査の最初の計画 にお けるサ ンプル抽 出上の問題

SomeorthecompromlSeSenforcedbyneceSSlty
atthetimethesamplewasbelngassembledmght
haveIntroducedsomeblaSIntotheszlmpllI一g,and
ltSeemed wISe tO examine theexperlenCe for
evidencethatsuchhadoccurred ThechoiceOf

the not-1n-Clty Sample as a coJTlparlSOn group
hasbeendiscussedlnthetext HereconslderatlOn

JSGIVERtO thehonseklreStnCtlOnandtheway
itwasapplied,thepiecemealnatureoftheselection
process,and the requlrementthatSelectlOn I
iTLCludeagroupknowntohavehadacuteradl-
atlOnSymptoms

ftonseklReslrictlOtt

Changelnhonseklmlghtbeassoclatedwlththe
r]Sk ofdylnglnthesubsequentIntervalwlthout
lntrOduclnganyblaSInto thedosecolllparlSOnS,
butthe qLIeStLOn drawsllsInterest frolll the
factthattheaverilgedate oflnVeStlgat10n for
eLlglbulty Wasearllerfor the mostproxlmal1y
exposed thanforthedlStallyexposed. Sucha
dlfrerencecreatestheposslbillty tllatthegroup
lnYeStLgaLed LaterlSSmauer,relatlYetOthosem-
vestZgated ear)ler,through the exclus1011,from
the "properPart" ofthe morlalltySample,or
thosewhohavechangedhonsekL,andthelrall&
catLOn tO the "reserve part" LnformatlOn On
thefact(butnotthedate)ofchangelnhonsekL
hasbeen routLnelyobtainedlnmOrtalLtyChecks
ofthe koSeklSlnCe 1958 1fthesample of
survIVOrSOn 1October1960 lSClasslfledasto

change ln honsckl,and amortalltyCOmparlSOn
made ofthosewhochangedysthosewhodld
not,onewouldexpecttheformergrouptobe
favoredastomortalLty,SlnCeSOmeOfthechanges
occurred after 1October 1960 Theobserved

experLenCe bearsoutthlSeXPeCtatLOn,buteven
so the mortalityadyantagelSOnly 13% ofex-
pectatlOnl∫lanage-Sex-andclty-StandardlZedcom-
panson Moreoyer,thechangelnhonsekHSOnly
aboutl% ayearIllthlSexperience Therefore,
although thedateofhonsekiwascloserto 1
October1950 forthemostproxlmauyexposed,
and farthestfrom thisdateforthedlStauyex-

posed,anypractLCaleffectofthisdlfferencewould
seem tohavebeensmallindeed

サ ンプルを抽出す る際(:やtrをえ-f妥協を行な･'た結黙,

サ /プル抽出に偏 りがで きたかもしねか -ので,その!.'7.

を確かめるために死亡率 をftk附 してみることが必Iy,47であ

ろうと考えられる 被爆 当時.市内にいなかった指を対

!1t'1群としたことについては.*文で棉討 Lf= ここでは

本格E=ついての条件とその適用方法.サ /プルNl.luがF折

片的(:行をわれたこと,ならぴ[=第 I次Jtb.LrT.群に,急性放

射線症状のあった者を含めることを必要条件としたこと

について寺家する

本絹条件

木簡の異動は,その校の死亡率と悶適があってt.,その

ために純正別の比中空に偏 りが封入 さ11ることはrlいかt,

しれないが,この本鞘の米卯Jについて関心が寄せられる

のは,粥査対象者 としての適格伯三の刑丘が述Hli.1.VjF的搬15

よりも近距雌被爆 l賢のほ うについて概 して甲いlllrltFH=rT

なわhたからである 刑充の時州にこのような丑がある

[=め.*精の巣州があった省が奔命調査の ｢師究群｣から

除外さJlて｢予価群｣に人11らJlたことが乃;i田で,研究群

には,.q盃の遅かった古のほ うが調査の早かった斤よりt,

少rlL､という可能性がある 1958Ef=-以輩,声箔lltfl千によ･'

て死亡古を調査する際に,通常菜弔,若の一項 として本行の

炎 軌の有無を記錨 しているfr=/='し,その叶FlElは)にめ

ていない) 1960年10月1El当時の生存 者を本作舛州の

死亡率 を比較 したならば,Fi71省には,異かJJが19601110Fl

iE:川 瀬 であった者 も含まれているので,死亡邸が低い

であろうと予想 される これまでの観察紙上かよこの-r･怨

の とおりであるが,その柏 倉でも,年齢 作1,.よび仙ド

別を棚正 した比較に1,.いて,死亡率は脚持仏の13%程性

低い(;すぎか ､ なI'.この湘正対範群では,本棟の狭軌

は約 1%程l亘である したが って,木簡のPZJfiが行なわ

れた時期は,近拙錐鞍煤 古が1950年10日 lE]にもつとも

近 く,還紬在被爆 点がもっとも遠かっF.:とはいえ.この

葺による実際の影響はきJっめて小 さいと思われI.:
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Although,aslshldahassuggested,5thereserve
partorthe mortallty Samplemay dirrersoc1-
010glCally from theproperpartandsuchdiffer-
encesmayhavethelrCOrrelatesIllmOrtalltydlffer-
entlals,ln his analystsOrthe 1950-59 perlOd
tshlda found very llttleevidence ofsystematlC

dlfferel一ccSbetweeJltheproperandreserveparts
wlth respectto mortallty Although ltWOuld
appear,therefore,thattheartlrlClalhonseklCrl-
terlOllusedlneStabllShlrLgtileellglblllty Ofthe
reserve partOfthes.lmPleprobablyIntroduced
llttle orno blaSlntO theearlleTdlStanCe and

dose comparlSOllS,extension Ofthe mortallty
sample to lnCILlde allreserve subjects Wlthln

2500m ATB haseffectIVelyellmlnated theslg-
nlflCanCeOfthehonseklreStrlCtlOn

MortalltylllSelectlOnSIa)1dTl

interestln Hle COmparlSOn OfSelectlOnSIand
tlstemsfrom the use ofSelectlOn 1forthe

AHS and the posslblllty thatselectIOnSmade
atdlffcLrenltlmeS.On thebasISOflJICreaSlngly
completefleldlnVeStlgatlOn,mayCOntalnadlSprO-
portlOnatenumberordeaths WhenSelectionI
w'lSmilde,thefleldlnVeStlg,lt10nSOftheI95,000
suryIVOrSWere97% complete,andthlSmaySeem
to have been comp)eteenough to dlSmlSSthe
problem Howeyer,thecon°.lrlSOn Oflnlerest
lS notthe 3% vs the lOO% sample,butthe
3% vsthe mortality tOthatpoint,WhlChwas
abollt7.8%. Thus,hadallthe3% beenunob-
taLnablebecausetheyweredead,thelrexclusion
from Selection Iwotltdhavebeenamatteror

graveImportanceforanystudyofmortalitypnOr
to1958 NothlngllkethisWasaCtllallyInvolved,
butslnCe lndlVldualrecordswere notkeptso
thatonemaynow reconstructthemortalltyOf
the 3% outstandlngln 1958,acompanらon of
SelectionsIandnseemslndlCated WIthSelection

ll theexposed portIOn Ofthesamplebecame
991% Complete

lnvestlgatJOnOftheproblem wasllladebycom-
parlng Subjects exposed atorbeyortd 1800m
lnHlrOShlmaand2000m lnNagasaL-1lnSelectlOn
IvsSelectlOnllastomorlallLyovertime,Wlth
attentlOn tO age,Sex,and clty Theanalysts
assumes thattheexpectatlOn Ofdeath Ln Sur-
yIVOrSbeyond 1800m lnHlrOShlmaand2000m
ln NagasakllS uniform overdlStanCe,butof
coursethismayrLOtbeso DlfferenceslnOCCu-

patlOn and economicStatus,lfassociated wlth
rnortallty,WOuld confound the comparlSOn Of
SelectlOn 1and SelectlOn tl Homogenelty Of

石田Sが示唆 したよ うに,寿 命調査対象群中の予備群

は研究群とは社会-学的な相速 があり.その相連 と死亡率

との差の間に相関相(,T'があるかもしn +itlが, 石ttHi,

1950159年のZ/t亡率の解析において研究群と-T･船群 との

問に系統的な墓を示す証椎はほとんと認められなかった

と報告 して1､る. したがって,干価群のj支当古を決定す

る符E=使用 した本市とい う作為的な甚継のために,以前

に行なわれた維艇 PJlJおよび緑択別の比中主に佃 りが礎人 さ

れたということはおそら くなかったとtElわれるが,寿命

調査対風郡 を拡大 して被爆距離 が2500nl未満の千代T7群の

全員を対穀に含めたことにより,本紬発作によって もた

らされる肯き'Sは L bつ.i:人釈 p)除 くことがで きたと思わ

)1る

第 1次および第 Ⅲ次抽出群における死亡輩

前I,大と前u;七LT)抽JJ.群の比較にⅣトトが寄せらJlている

埋由は,萌Ⅰ.大畑LIJ.群が収 入催原調企[=Fll糊されている

こと,および時Iglを異[=して,し,Tb･L.岬の呈呈過ととも

(:Lだいに完推 された野外調査に)JlづいてJBはnl_それ

ぞれの紬 .■｣'.群において死亡者故が不均梓テになる日日]旨作が

あることのためである F,1;)､抽出群がJiilfかた11LTには,

195.000人の被爆満の97%について野外幼虫 が完 了 して

いたので,この間鴨し奴祝してよいほどに.Jm訳がいoう

.Jくん【二J睦んでいたよ うにTえるかもし11る:い しか し.
ここで舛峠が持たれているのは,兼胴J711の 3%とサ ンフ

ル全作とJ)比I空ではをく.この 3%とその時 Liほ でlI死

人だ約 78%の死亡 古とのFl.1にいかなる問E,IJがあるカと

い うことである.つまり,この 3%の全uが死亡 してい

た/=めに調査未完 丁であったのであnば.そ11らの例が

講Ⅰ.大抽出群から脱r'汚していることは1958EF･JJJITJの死亡

率 を調査するJ｡'Liにgt大な閑適 となる 英符にはこのよ

うなことは起 こらなかったが,1958年当時に網走未完 丁

であった3%についての個 人別の記主菜は陀押 されていな

いため,現時 点では割 !rの生死の別を決定できか ､ので,

前Ⅰ次抽出群 と耶日次抑出群 との比帳 を行なう必嬰があ

ると思われる この''17rl次拙.Lh群の追別により被爆者群

は991%完全になった

この間雌 を柏訂する/=めに,広曲で1800mlJ巡,長崎で

2000m以逆で被爆 した者について筋Ⅰ次拙.lh群 と第 8次

抽出群 との年齢 ･性 ･柘市別死亡率を期FZIEl別に比較 した

この解析にあたっては.広島で1800m以遠,長崎で2(伽m

I.ユ速で被爆 した者の期待死亡鼓が各距艦 にあいて一紙に

分布 していると仮定 したが,もちろん,そうではないか

もしれない 職菜ならびに経請状態が.もし.死亡率と

閑適しているとすれば,その速いも筋工次抽出群と第D

次抽出群との比較 を禎掛 こするであろ う. したが って,
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TABLEA1 0BSERVED& EXPECTED+DEATHSIN SELECTION IEXPOSED 1800十m
IN HTROSHl肌A & 2000+m IN NAGASAJ(1COMPAREDWITH SELECTION II

SUBJECrS,BY CTTY & Yt:AR OFDEATH

彰Al 広由で1800m以遠,長崎で2000m以遠でtを棒 LJ=萌1次抽出群と第U;i'柚.1rT,群にも11る

死亡の脱頼政および期待政の比較 邦前 死亡年度別

ulrOShlma広島Yearor

Dealh 0 E 0/E
死亡符噴 tu額 殺 It"持 iJ( 比

1950-52

1952-54

1954･56

1956-58

1958-60

1960-62

1962164

1964･66

TotalETaI

7

7

8

8

7

8

8

9

糾

5

0ノ
0ノ
n7
2

1

3

8

′b

′b
′0
7

8

7

05
7

′b

qノ5

'Aee･andsex･LZdJusLed 年おt･よび性別について捕正

the two selectlOn groups,therefore,Would be
only somewhatreassurlng,and nonhonogenelty

opentoalternatlVeeXPlanatlOnS

Two-yearIntervalswerechosenastheshortestfor
WhlCh a meanmgfuJanalysisOf Nagasakldata
could be made A sumrrLary Ofthe fLndlngS

appearsLnTableA1,from whlChlLappearsthat,
lneachclty,Se)ec110nIsubjects(theAHSsample)
hareacharaclenstLCallylowermortallty,aVeraglng
8% ln HlrOShlma and l1% ln Nagasakl lflt
waseasterforthe field LnVeStlgatOrStOObtaln
LnformatlOn On the llVlng,and lhlsISOfrered

as the explanatlOn forthe difference between
Selecr10nSIandIl,1tlShardtounderstandwhy

the dlfference should persISt after the sample

wasclosed,Intothe 1962166penod AndlHS

Ln thlSPerlOd thatthe subjectsofSelectlOn I
are mostfavored ln both cltleS. Wll(lleverthe

explanatLOn,the differencelSOnethatdeserves
further Study. H would be especlally helpful
to examLne the dlSCrepanCleS OfTable Alll1
lateryearsbymeansoftabulatlOnStllatCOntrOI

on such yarlablcsasdlStanCeATJ3,Occupation,
andothersoclOeCOTtOmlCfactors

Dothed)fferencesofTableAl,poLnttOProblems
thatllmltInferencesontheeffectsofTadLatlOn?

SolongastheentlreST100,0rSTJOOextended,
samplelSused,suchdlfferencesarcLargelyLrrele-
yanL Forstudying mOrtallty pnOT tO 1958,
Select10m IISProbably blaSed,butthereLSnO

TabO1863,ⅠトA-3

二つの抽出群が均節であっても.ある程IB,の安心が'相ら

れるにす ぎない また,非均Jliであればその原l月として

いろいろのことが考えられる

硫ホ斗について百雷飛な肺肝のできるJllL短期胤として,2ll

ごとの期間を用いることにした i,rr兄の背約は-llAtに

示 した この妾によると,両rrlとも第1次州.-jr.群の対 取

令 (蚊人地味鞘盃対象群)の死亡率が低いことが柑故であ

り,広島では平均8%,戊崎では平均11%であ->[=.ち

しも生存者についての野外網走のほうが寄りであり,節(

,k抽出群と第 [次抽出群とのJJilの壬がこのためであると

しても,対範抽出を締め切ったあとの1962-66行のN'iJu

までt,その差が持続 しているのはいかなる理由によるの

か理解で きない しかも,両市においてr75Ⅰ.大仙.llJ.桝の

対範者の死亡率が爪 い攻いのはこの後糊に1'いてである

PJi由はともあれ,この差 については さらに綿討すべきで

ある 袈Alにみられる披)tHにおける差 については,肢

体距離 堀井およびその他の社会経箔的警固などの別に

よって検討することは梓に有益であろ う

TLAll:みられる妻は.放射線障害についての推論を限

竜す るような間鴨があることを示 しているのであろうか.

寿命調査対象群全作または寿命調査拡 大対象群 をは用

するかぎり.そのような去ははとんと間組 tこrJ.らない

1958年以前の死亡率を銅盤するJq合には.萌1.人抽出群
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1nformatlOntOSuggestthatItsmOrtalltyadvantage
wouldln anyWay depelldondoseorlnterfere
wlthdose-SpeclflCCOmParlSOnS

Acute Rndiatlon Symptoms and SelectlOl1 0f
Group 1,Selection I

lfthoseWlthacuteradlatlOnSymptomsdledbefore
they could be lnVeStlgated foreuglblllty,and
theirhlStOryOfsymptomscould110tbeobtalned,
the selectlOn OrglOllp 1(wlthlI12000m AT古
Wlth acuteradlatlOnSymptoms)wouldbecorre-
spondingly affected TolnYeStlgatethispossible
sourceofblaS,anIndependentsamplewassought
thatwould contallllnformatlOn On acuterad1-

atIOn Symptoms thatwas procured very soon
after the bombs ln 1961the approximately
13,800 Survey sheetsoftheJointConlmlSS10n

(JC)39 recorded ln I945 Were checkedagalnSt
theABCC MasterFlle,and7100Wereldentlfled
ln aProcessbelieved tohavebeenabout95%
accurate ldent】rlCatlOn ln 1961ofcoursede-

pellded upoI-tlledepth orlnVeStlgatlOnA13cc
had made ofthe lndlVldualson the JC llSt,
and does notprovlde an Idealbasis forex-
ploringthelnterrelatLOJISamongacuteSymptoms,

TABLE A2 RELATION 1)ETWEEN

(:おそらく偏 りがあるとri'､われるが,その死亡率の低い

ことが般hlH:関TT.flしているとか,親王巌別比確かこ支障 をき

たすとかとい うことを示唆する資料は合い

急性放射線症状 と第 Ⅰ次抽出における第 1群の選手R

急性放射線症 状のあった者の中E:,適格性の調査が行な

われ る以 前 に死 亡 し症 状 についての病歴 が入 手で きな

かった省があったならば,第1群 (被爆距離2000nl未満

で曽性放射線症状をlTする者)の抽出がそれ相 当の群2･智

を実けることになる このような偏 りの有坂を調べるた

め,原爆直伐に急性放射線症状 についてのYt料が得 られ

た別の調査鵜Efrを求めて調査することにした 合同調玉

BT39が1945年に訴査 した対象者約13,800名の記鎌につい

て,95%の正確性 をもつ方法でABCCにおける基本名将

とのn串合を1961年に行なった結I果,7100名の椎,喜怒がで き

た もちろん,1961年に確認 されるためには,合同凋怒

B]の名簿に記破 き11.ているその対象者についてABCCに

おいてそれまでにどの程度の調査をiTなってし､たかが大

きな因子であり,急性症状,死亡il一円uおよび?,1酢 と

して)馴fれる可能性の相互間lTT'を調査するためとしては

MORTALITY STATUS& INCLUSION
INGROUP1ORGROUP2ATSELECr10NI,1945JCCASES

WITH ACUTE RADIATION SYMPTOMS

黄A2 訓′F_Jrk射寿架砧lノくのあったL945年合同粥立田禎綿爺のJJ=死の状態と

箭Ⅰ;州hluにおける第 1群および第2肝への編入状況

MortaILtyStatus
y;タt:の状態

Total Pr叩O'tLOninGrouplm 附 こお け る車坦

Cases Total Hlroshima Nagasak)
総出 か 塔心 技梢

Total/i.L汁 5

Dled死亡 1950-54

1954-58

1958-66

AllVe1Oct1966 4
1966il-10円 IBE=生存

date ofdeath,and lLkellhood oflr)CluslOn ln

group 1 Neyertheless,lflnYeStlgatlOn Ofthe
JC sampleWastoshow thattheprobab111tyOf
lnCluslOn lllgroup 1waslow forthose wlth
symptoms who dled early,壬Ind high only for
thosewith symptomswhowereallVeln 1958,
One would alglle thatSelection IwasblaSed

lnregardtogroup 1 Absenceofapparentbias
wouldbelessconclusivebecauseltWOuldremain

posslblethattheearlydeathslntheJCsample

140

Tab01863,ⅠトB-1

放尊の方法では7h , しかし,もしも合同粥玉田のこの

網査IJi,B]についての調査の結果,症状があって早 く死亡

した者が第 1群に選ばれた率が低 く,1958年に生存 して

いた有症状老のみが高率l=jiiぱ11ていたとすれば,前Ⅰ

次抽出における第 1群 にはfrdりがあったとの音義論がおき

るであろう 一方,明らかな偏 りがみ ちnf:い均 告は,

あまり確定的なことはいえない すなわち,合同調査団

の調査弘田における早期死亡者が韮本名沖で確認 される



CouldllaVebeenldentlfledlntheMasterFIleonly
lfa thorough field lnVeStlgatLOn had,LTLfact,
beenperformedpriortO1961,whlChwouldhave
been priortO 1958 1n mostInstances Table

A2 sllmmarlZeSthe resultsofthelnVeStlgatlOn
Of506 Caseswlthm 2000m ATB,known to

havehadacuteradlat10nSymptomsaccordingtO
1945 JC records,roul1d ln theMasterFl上eln

l96l,and el一terlng thesampleln SelectlOrL1,
84% wereplacedlngroup1,and16%lngroup2
There lSnO eVLdence,ln eitherclty,thatthlS
percentage depends on moTtallty prlOr tO Sel
lectlOnIln I958

のは,詳細 な野外網宜が1961'iFJ･以即日二行なわれている時

に限 られる可市旨性が依yI三として妓るからである しかも,

大部分の野外粥盃は1958年以前に行なわれている 調怒

結果の要約は貴A2に示 した 1945年の合同.ZRJ宜圧1の訓

査 紀軌 二.披梯托雛が2000m未満で急性放射線症状 が

あったと紀服 されている者の うち,1961年に行をわれた

基本名神 との照合で碓詔 され. しかも,･T,Ⅰ次細山でサ

ノプルの一部としてj針fれた506例 をみると,その84%

は第 1群,16%は郡2群に入れられている いずれの都

市においても,この割合が1958年の窮Ⅰ次拙.山uHTEの死

亡によって左右されたとい う証拠は認め られない

APPENDLx 2 MORTALITY IN TfTE MAJOR MORTAuTY SAMPLE COMPONENTS

付錦 2･寿命調査対象群 中の主要構成 区分群 における死亡率

SampleCompoIleZltS

The Importance Of the JNIH-ABCC mortallty
sample extendsbeyond the LSS,provldlllg aS
ltdoes ln Selection Tthe sampllng base for
the AHS,lnSelectionsI-ulthebaseformost
autopsystudleS,aridlnVarlOuSformsthebases

forspeclfLC SubstlLdleS lllalloftheseappll-
catlOnSttledlStlnCt)On≦amongtheME200sample
(SeleclLOn I),the HEY porllOn OftheST100
sample(SeJectlOrLSH and Ill),and tlleReserve
Partofthe MasterSample,are ofcontlnulng
practlC81Importance ItwasfeltthattheseInter-
estswouldbeservedbymaklngaYallablesystem-
aticCOmParlSOnSOfthemortalllyofthesethree
componeJltS,eSpeClallyfoュSubjectsexposedwlthlrL
2500m ATB Ln makingSelect10n I,emphasis
wasplaced onexposurewlthln 2000m andon
acutesymptoms,andthlSgroupCertllLnlyrecelVed
moreradlatlOnthansubjectslnSelectlOnSIIand
lu Forexample,lnHlrOShlma,theproport10n
ofME200 Casesamong allSTIOO casesrlSeS
rapldly asthedosescaleascends,frorn20% at
10-19 rad toabout90% above600rad The

ReservePart,Ontheotherhand,wassodeslgnated
on thebas上sOrhonsekl,andonlyacorrelatlOn

betweenhOnSeklandprox)mltytOthehypocenter
ATE couldbeexpected tocauseanydevlatLOn
fromtheSTIOOdlStrlbut10naStOdoseordlStanCe

Actually the d】fferencesaresmau,asmay be

UEll

調査対象群の構成区分

定 されるLのではなく,たとえば,その節Ⅰ.欠書山上1J.群は

成 ^性嫌的至云対名目拝の益虫.!となり.窮工,前ul,よび祈tl]

次抽出附 土ほとんどの剖綿調査の韮il蓋と与り,また,いろ

いろのかたちで特定の副次的調査の去E鮎 ともなっている

このようないずれの鋼玉に用いる糊 合にも,h,IE200対
馬=洋(第7次抽 出群),STIOO対 毅肝中のMEYJl毅肝

(a,Ⅲおよび茶 nJ次抽 出群)およびより .ゝlgJq空ulr製T･II;L7群

の区別 は依:yRと して英際上のfrT要 なぶ味 を持 っている

上記のような目的に利用 されているこの三つの抑茨区分

の,柿に2500m未満で被爆 した対象省の死亡率について

系統的に比碑文することはも速であろうと馴 っれる ･nI

次抑出群の抽出にあたっては,2000m末梢での被爆およ

び急性症状 に缶卓を芯いたので,この群は荊口および第m

次の抽出群よりも多並の放射毒虫を′受けていることは確か

である た とえば,広AI,で は紙皿 が 多 くなるにつ れ,

STIOO対象群 中のME200対 象群の別 合は急激 に州
1Jnして,10-19radでは20%であるのに対し600】ad以

上では約90%に逮 している -Ih,予rifT秤は木杯条件に

基づいて決定 されたので,本縛 と原爆峠の体心地 からの

距離 との相関がある糊合にのみ,線iit別および距離別分

布 においてこの群 とSTIOO対 象群 との間 に差異が生

ず ると予想 される 中英上は,これら三つの柄成区分群



TA13LE A3 SURVIVORSEXPOSED WITHIN 2500m BY T65DOSE& SAMPLECOMPONENT

去A3 2500m未満の被爆者 T65鵜とEt 粥査脹周偶成区分群別

Component区'jl群

ME200 MEY Reserve千僻群

No % No % No % No %

BothCItleS 両 ポ

019rad 26476

10-29 11061

30-49 3180

50-99 3851

100十 5615

Unkl10WIl｢Hl13468

Totalと･.汁 53651

Ht10Shlmar?I.砧

019 2266I

10･29 8269

30-49 2438

50199 2660

100+ 3116

UnkllOWnィ､rlJ11719

Total白･,汁 40863

Nagasakll捕

0-9 3815

10-29 2792

3049 742

50-99 1191

100十 2499

Unknown†川11749

TotaIET.!F 12788

493 1094

206 1829

59 998

71 1313

105 3360

6.5 1366

1000 9960
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seen flOm Table A3 1n WhLCh thesetllreecom-

ponentsaledlStrlbuledbydose

Theroleofradla亡10n Willnotbeexploredllere

exceptasdlfferenceslnexposuredlStrtbut1011may
undellle dlfferencesln themortality experience

of the three COnlPOnentS Accordlngly,com-

parlSOnSWere flrStmadewLthoutregard todose

ordlStallCe,butwith adJuStmentSforage,sex.

andclty Deathswereexaminedlnfourcause10f-

death groups allcauses,allnatLtlalcausesexcept

leukemla,leukemla,andtratlma,etC.

The total sample consIStS Of 54.285 subJeCtS
wLthln 2500m ATB wlth 8636 deathsoyerthe

16-yearperiod,dlStrlbutedasFollowsamongthe

tllreeCOmpOnelltS

1_12

TabO1863,17･A･41A

の線丘別分布を示す寅A3にみられるとおP),その基節は

小さい

ここでは,放射線の役?.tりのF.ji請.Tを試み るのでは な くて,

ただ被爆状態の差興が三つのfI伽に区分群に1'ける死亡率

に差異をもた らしているかど )かをみることとする し

たがって,まず,線皿もよび距離は撫祝し,年齢,性お

よび郡市 別の捕正 をおこなって比碑文してみた 死亡者を

四つの死国群,つまり生死臥 白血柄 を除 く全病死.白

血病および外周死に分塀 した

原爆時2500m未満にいた者の総対象者故は54,285名であ

り.そのうち,この16年FllRE二8636呂が死亡 しており,三つ

の朋戒区'*群 におけるその'7T布は;大のとおりである



Component
†#成区分

ME200

1̂EY

Reserve予備群

Total白･計

Subjects Deaths
対象者政 死亡者放

9977 1415

34795 5970

9513 125)

54285 8636

The dlfferellCeSln age and sex aresuch that
dlreCtCOmparlSOnOrthecomponentsastomor-
tallty,OnthebaらlsOfthesetotals,lSnotuseful
Therewere98deathsfrom leukemLa,572deaths
from accldent.1)causes,and7966from allnatural

causesexceptleLlkemla The componentsare
compared as to observed and expected deaths
from allcauseslnTablesA4andA5 JnTable

A4WeseeverylLltleevidenceofyarlationamong
ttle three components when attentlOn lS pa】d
tocalendart】rne,therelSaSllghtbutlnSlgnlrlCant
terLdency toward hlghermortalityLntheME200
sample,and lowerlrLthe reserve When the
data ro√the l6-yearperlOd areexamlned by
sex and clty (T{lble A5),there are stgmfICant
differences for HlrOShlma males and Nagasak】
females,but they are of opposlte dlreCtlOn
ExtlmlnatlOnOfthecity-SexdattllntlleSeparate
4-yeaHnterValsdoesnotIlluminatethedlSCrepanCy
seenforI-LlrOShlmllmales,butdoeslndlCatethat
the yarlatlOn among COmPOnentS forNagasakl
femalesLSClearestLn1950-54andl954-58,after
w111ChltdLSappearS ThatLS,the0/E ratlOOf
123 forNagasaklfenlalesln thereservegroup
ln the entlre l6-yearperlOd resolvesInto the
foLIowLngratLOSby4-yearper10ds

Year
期間

1950-54

1954-58

1958-62

I962-66

Tota1台･計

SummaneslikethoseofTablesA4andA5were

alsomadebyageATE,andtheseshowedrather
more consIStentheterogeneityln Oneage-group,
thoseunder10ATB(TableA6) Some,butnot

au,OrthedlSCrepanCylSfrom leukemla There
wereseyenleukemladeathsI一ltheME200sample

lLi3

ii恥および性別榊収に丑光があるため,このI'ET血に岱づ

いて 3群の死亡率 を正接比較することはt:,味がない l'j

血柄 による死亡者は98例,ホN(死は 572例および白血病

lこけトの 皇病死は7966例であっ/i.去A4およびJIA5で

は.各評における皇死因による死亡 古の枚祭政および期

待故を比較 した 要A4では,期間別にみて 3群問にほ

とん ど差異 は認 め られ ない,ME2〔O対 象群では死亡

率がな くなり,千肺肝では低 くなる傾向がhすかに孟丑め

られるがいずれもTJせではない 16年Fmの碩料を件別お

よびaT;ill)llH=縫対 した川 合(滋A5I,広LIJの粥作および

良崎の女性にも慾を基が瓦7uJ.められるが その7..I-(土互いに

逆の方向である この仰Ill別および性別J)1'lmを41l-こ

との各期LliはIHこ柏.付すると,広島のワ与性に.lJ1.めら11る弟

niについては別に新 しいl;rr兄はくい､が,F<叫の女作では,

3群rnの差異は1950154まFt'よび1954-58Er-に1)いてIll

い FiI碑であり,その綬(:は重罪が消失している つまり,

千(I:圧群に属 している長崎の女性では.16qJの全州rZ;)にt'

ける視察故と期待故との比は123であるが,411こと(I

与た.喝合の比は;i:のとおりである-

160

147

1】0

086

123

2:.A4および妾^5と同様の処計を原爆峠の年齢別につ

いても行なったが.一つの年齢群,つ まり,lEj爆峠年齢

が10歳未満の群にもいて非均質性がかなり一甘 して認め

られた l黄A6) この孝男の-部は白血病によるもので

ある 入lE200対象群では,原爆時 年齢10歳 束.崩の群



TABLE A4 0BSERVED & EXPECrED DEATHSFROM ALL CAUSESSURVIVORS

WJTHIN25001TIBYSAMPLECOMPONENT,ttIROSHIMA & NAGASAKl,1950-66

姦A4 2500m未浦の被爆者における全死臥 二よる死亡の枚頼政および糊特赦

調査鵜川梢成区分耶別.広島および長崎,1950-66'4･_

Year
LNrFl

ltE200 MEY Reserye 7･*群

1950-66 8636 0

E

O/E
1950-54 1999 0/E

1954-58 2171 0/E

1958-62 2165 0/E

1962-66 2301 0/E Sug -

oo

oI

oO

00
01

Tab01863,日-A-4-0198-A

TTesLAfSO･JLbebomoeenelLy0/a/ILbTeeCOm♪oneけLS.aonJLE2001ノSJIEY･
綾TlAll 三つの柄J'モほ 'd群の 十′､てのり 汀作 【こI'J]十 る指1g, す な わ ち Bにつ いてのME200りMEY
'Pく0.05,‥ P<0.OL.SuggOLO>P>0.05

TABLE A5 0BSERVED & EXPECTED DEATHSFROM ALLCAUSESSURVIVORS

WITHlN 2500m liY SAMPLE COMPONENT,CITY,& SEX,1950･66

1145 250Om兼7UdLの繊煤糾 こおける全死因による死亡の批解放および槻綿政
調LHTBFfl柳城区分叩 .郎市 性別,1950-66年

ME200 MEY Reserye下沖が

朝

粥

男

女

女

女

計

打

M

M

M

F

F

F

T

T

点

咋

血

V

畠

V

広

良

計

広

丘

か

広

丘

H

N

T
H

N

T

H

N

fseeTableA4.nEA.l事Il.rl
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Tab01863,1トA4-01981B



TABLEA6 013SERVED良EXPECTEDDEATHSFROMALLCAUSES,SURVIVORSWITHIN2500m
UNDER10YEARSOFAGEATB,BYCOMPONENT,HIROSHIMA良NAGASAKト1950166

滋A6 原爆時年齢10歳東浦の2500m未満被爆者 における皇死因による死亡の枚繁放および期待政

調}̂i仏間蛸戒区分群別,広島および艮崎.1950-66'坪-

YezJI Deaths
州tul 死亡n

1950-66

1950･54

1954158

195番-62

1962･66

1

0

つJ
O

9

8
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4

5

3

oE
的

叩

叩

叩

帥
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…

sug

I
らug

l

IS… TableJ14.萎ALlやHJ

underage 10 ATB ln COmParlSOn Wlth about
twoexpected,buttheoveralldlSCrepanCylnTable
A61Sabout:)2deathS

LeukemJadeathswerenotexamlnedlnthesanle

detail,butobservedandexpected(age-adjusted)
totalsforthethreecomponentsare

Tab01863,日-A4-0198(AGE)

[=おいて白血病による死亡15が 7例あったのに対し期待

故は約 2であった しかし,滋A6にかける姥亡結き女の

老来は約12である

｢Ⅰ血稀 による死亡Rについては, L述の糊fHまどには,lTt

i'ELIに伯.付 しなかったが,3群における机Y,i紋と榔緋放

(qJ一脈 を榔正した と,の)とのliL.汁は.kのとおりである

O E 0/E
rl>/rt 州TIT彪 比

42 177 24

36 63.1 06

20 170 1.2

98 97.8 )0

Component
梢J)やr%オ

ME200

HEY

Reserve干博 群

TotaL告か

Thesedlfferencesarem lineWlththedlfferences

ln thecomponentswlthrespecttodlSlrlbutlOn
by doseanddlStanCe TheReseryePartlooks
ratherLiketheothercomponentscomblned,and

the greaterexposureOfthe ME200 samplelS
obyIOuSLn thlSmostSenSltlVeOfalllndlCeSOf

radlatlOndamage

Deathsfrom au naturalcausesexceptleukemia
are summarlZed ln Tables A7 and A8 The

ME200 and HEY componentsdlfferveryllttle
lnthesecompansons,butthedlSCrepanCleSnoted
forHlrOShlmamalesandNagasaklfemaleslllthe
analysesofdeathsfrom aucausesareseenagaJJI
In the aha)yslS by age any dlSCrepanCleSare,

145

こhらの差異は,繰i止別および批雌別分11il=みられた3群

rF.1の差異 と一･致 している 7僻耶は仙Lr)二つの桝を合.ill

した もの とか な りガ1似 してお Y).ME2001寸良耶 がjiを

a,多くの放射純 を愛川ていることは,放射線flrJ.lI(こrulす

る指標の うf=,でJ((も悠俊のTrl:石いこの指標 に1'いてLllJらか

である

白血病 を除 く皇病死による死亡者を滋A7および素A8

にまとめた これらの滋に示 した比IRでは,トlE200と

MElとのP,Hにはほとんど差異が認めら11ないが,よ碓EEl

tこよる死亡者の解析において広島tT)男性 とF<崎の 女性 と

の閑にみ られた差異がここでも認め らJl.た 年齢別の綜

rrでは,差異はこのJq告にも原爆峠 年齢10故毛1井の群[=



TABLEA7 OBSERVED& EXPECTED DEATHSFROM ALLNATURALCAUSES

EXCEPT LEUKEMIA,SURVIVORSWITHIN 2500m BYSAMPLECOMPONENT,
HIROSHIMA & NAGASAKI,1950-66

黄A7 2500rn未満の被爆者における白血病 を除 く全病死による死亡の視察故および朋捧放

対象脹団柄成区分群別,広島および長嶋,1950-66年

1950-66

1950-54

1954-58

1958-62

1962･66

i

L

L

一

l

*
ug

一

一

喝

†SeeT〟bleA4 1之̂ Ll参rlH Tab01863,日-A-4-0182(ex 24)-A

TABLEA8 0BSERVED& EXPECTEDDEATHSFROM ALLNATURALCAUSES

EXCEPT LEUKEMIA,SURVrVORSWITHIN 2500m
BY COMPONENT,CITY,& SEX,1950-66

黄A8 2500m未満の被曝 者における白血柄 を除 く全病死による死亡の触解放および糊待放

対鼠1jl,EnIIlh引亘'7す群 郁市 性別,1950-66年

TestI o/E
枠 ,t 比

A B ME200 MEY Reserve子1戯評

M

M

M

ド

F

F

T

T

.

L

l

･

l

i

I

14(;

Tab01863,lIIA･4-0182(ex24)-Ti



again,ratherconcentrated lnSubjectsullderage

10ATE,0/E ratiosforthe16･yearpeT10dbeing
asfollows

か在り災'いしており,16/1-1日女体の税額敗と州持碁女と

比は次のともY)である

Component
fllC成区'/I

ME200

MEY

Reserve-Ilil†群

Total合.亨1

∴

The three componentsdlfferatthe005 level

and thetestofME200vsHEY ElvesapTOba-
b】11tyOfOO20rless

Deathsfrom accldentalcausesand thelikeare
examlnedlnTablesA9andA10 TherelSsome

suggestlOllthattraumatlCdeathsWeremorepreva-
lentlntheReservePartthanlntheothercom-

ponelltS ln the early yeElrSOfthe experLenCe,
but the dlfferencesinvolve nurrLberstoo small

tobeparticularlyln PreSSIVe

Proxlmallyexposedsun,lVOrSlnthesamplecom-
ponentsdlfferasto mortallty,butperhapsless
than mighthavebeena):pectedlnVleW Oftheir
wlde dlfferencesllldlStflbutlOn by dose The

ME200 sample,111accordancewith Itspurpose,
1Sthe mostdLVergent,and yetItsexcessmOr-

tallty lS notlarge,o山y 21deatllSabove the

expected 1394 at the levelof au causes,a

TABLEA9 01iSERVED&EXPECTED

三つ の柄成区 分群 fh'lには 05の 小l@で差があり,ME

200対か1EYの綿定では,確率は 02u Fである

司り改死などの外rE)による列三亡は滋A9および 炎A10に7J､

した 祝祭糊I杓の約JUlにおいて,干fqlI'Ⅰ群における外用J/と

が他の群よりt,多いとい うことを示唆する傾lT11がいくら

かみ ちnるが,例数が少ないため,こJ)差炎は特にFP滋

的であるとい うほどではない

各fIVllJ文辞における泣岸L!離椎体 古の死亡率には農が認め ら

れるが.それは綿iJと分qlの人きtJ.葺蝿の レi地 か ら して,

干.Lfll.され るよ りは小 さい といえるかもしれ･+.iい MF.

20〔はす教群 は広範囲 に分布 しているが,死 亡率の耶 人

はそれほど大きくなくて生死用については側fJj故の139Ll
よりt,7/E亡 古が21例 多川 こす ぎなし-fEiFitであり,これは

DEATHSFROM ACCIDENTSETC,SURVIVORS
WITHtN 2500m 13Y SAMPLECOMPONENT,HIROSHIMA & NAGASAKI,1950-66

il,A9 2500m未満の披爆音における7､膚のT】Hk芋による死亡の税額数もよび糊縛放

対敷鵜団 持々戒ti分群別,広品および長崎,1950-66年

YeilT Deaths
JglF::) 死亡放

TestI 0/E
綿li: 比

A J3 ME200 MEY Reserve子細群

1950･66 572

1950-54

1954-58

1958-62

1962-66
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†SeeTableA4.K･A4春II.r
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TABLEA10 0BSERVEDAEXPECTEDDEATHSFROM ACCIDENTSETC.,SURVIVORS
WtTHIN 2500m BY COMPONENT,CITY & SEX,1950166

蓑AIO 2500m兼1歳の被爆か こお[1る不膿の琳奴等による死亡の祝祭故および糊待放

対象LBBl梢蚊区分辞 林市 性別,1950-66年

City Sex Deaths
拡市 性別 死亡丘

Test† 0/E
純'& 比

A a ME200 t̂EY Reserve7■群

M

M

M

F

ド

F

T

T

†∫eeTtめteA4 i:･ALl拳nrZ

numberthatapproxLmateStheexcessattrlbutable

to leukemla The dlsadvantage ofthe ME200

subjectsISmostmarked ln thoseunderage10
ATB Mortality Ln the ReservePartlSalittle

low,aboLlt3% below expectat10m atthe level

ofallcauses LeukemladlStlrLgulShestlleCOrn-
ponentgroupsmostsharply,aswouldbeexpected
f10m thedosedlStrLbutlOnS ForallnatLLralcauses

the ollly dLSCrepanCy lS the low mortallty Of
the Reserve Part,about95% ofexpectatLOn
TraumatlC deaths are notremarkable,blltdo

seem aIIttlemorefrequentlntheReservePart

Tab01863,Tl-Al418398-B

白血病による死 亡者 敗の糊bLH=近い故である ME200

対穀者のうちでもJlとも死亡率の.方IIUのはl抗i掛峠'FT･齢が10歳

未満の群であった 千仏'T群の2/t亡準はh-4-'かに低 く,全

死因についてみると州T'TT故より1'r･)3%低い 線irt'71布か

ら予想 されるとおり,各桝IHけ (=rJL梢がJr之Lr州lがな差 を

示 している 生絹死 E=rqする伯.7JIE=おいてみ られるIliモー

の差は,--T'･肺肝の死亡率が低かったことであ-'て,州待

芳七の約95%であった 外Ef)タEはPLl群ではr+Uが.T･肺肝に

おいてわずかに多いよ うである

APPENDIX 3 METf70DOLOGY OF CONTINGENCY TABLE ANALYSES

付録 3:分割表の解析法

TheresultsdlSCuSSed ln thlSreportare,forthe

most part,expressed numerlcally Ln terms Of
observedandexpecteddeathsfromspeclfledcauses,
overspecifiedtlmepenOds,foryanousexposure

classesamong sample subgroupsdefined ln the
termsofsex,clty,andageATB Testsdeflned
LrLtermsOfthesenumberspurportto testthe

nullhypothesisOfhomogeneltyOfmortalityamong

exposureclassesagamstpartlCularalternatlVeS,Such

14B

二の報告では,サ ンプルを性,粘市および穂様峠年齢別

に細区分L,その中の各被爆群について,措 定の時期の

特定死因群による死亡の税額放および期待故を示すとい

う放値的な形で結 果を栽現 した こnらの致値の歳計的

縫竜に用=た方t,iは,被体群r馴二死亡l草の墓がないとい

う怖 k伯説に対 して,特定の対立他説,たとえば.椎盲

放射差額(比の増加とともl:死亡挙が糊加する傾向が3)ると



asanlncreaslngtrendlnmOrtalltyWlthestlmaled

radlat10n dose TheanalysISCanbebrlenyde-
scrlbedlntwoparts theconstructlOnOfsummary

contingencytables,adjustedfortheeffectofage
and,soITletlrneS,Clty and sex on between-C)ass
mortaLltydlfferences,artd theexpression Ofthe
sample varlatlOn Wlthln each such contLngenCy
table by meansofasetoforthogonallLnear
contrasts.ThetechnlqueOfconstructlngSummary
contingency tables IS that of Mantel and
Haenszel40･4J ThetechniqueOfbreaklngdown
sums ofsquares Into Orthogonalcontrastsfor
testpurposesISWellknown,and hasbeendlS-
cussedforslmpLecontulgenCytablesbyCochran42
To ourknowledge,however,appllCatIOnStOthe
Mantel-Haenszel type oftable have notbeen
dlSCLISSed prevlOuSly

ContlngellCyTableConstructlOll

ThebasICtablesare2×J,therowscorrespondlng
to thosesamplemembersalLVeatthebeglnn川g
ofthespeclfledtimePerIOdwhodidordldnot

dle Orthe specllled cause dtlrlng the perlOd,
andtlleCOlumnstoallexposureOreXpOStlre-related
cJassLfLCat10110fthesample TheTandDtables'
aredefEnedontheexposedportionOfthesample
only,theT tableshave onecLassforexposed
persons forwhom no doseestlmatehasbeen
posslble,and fourclassesdefinedondoseest1-
mates,whlle the D tables have fourclasses
deflned by dlSlancefrom thehypOCenterATE
tileEtables'hayeoJleClassforexposedsample
members,onefor)ate-entrycases,andnreefor
early-entry cases,deflned accordulgtOdateand
extentofearlleS【entryIntoHlrOShlmaOrNagasakl

ForeacllCOmpilrlSOn,SeparateSlmple2×Icon-
tlngenCytableswereconstruclcdforeacll0fthe
32 eLementsofapaTtlt10m Ofthesample by
sex,clty,and age ATE. ThlSallowed testLng
of the nullhypothesISOfhomogenelty among
classeswlthlnpartltlOnelements,whlChcouldbe
assumed tobereasonablyhomogeneouswlthre-
spectto factorsre)ated to age,clty,andsex,
and ltaVOldedconroundlJlgdlletOpOSSlblere-
1at10nShlpSbetweenthesefactorsandtheexposure
factors. Ally SuClltable,correspolldlrLgtO tlle

い うよ うな仮説のtJ;_.王を行,I:.･)ことがR的であった. こ

の解析法の大略は二つに分けて説Ilnで きる.寸 をわ ナ..

まず,各篠根群FTLlrlの差については,tf一脈の形零 あるいは

榔巾や性の形廿 を補JjrLI.:描/n"jT'.･FIJRを作成 し,次 E=,

各分割滋の標本変軌を血'1している対比TitS/.今を用いてホ

した 結合分割 表の(乍収は,hIarlLeLわよぴH.lenS･/eLの

方法 川一1に従った.検定において平方柵を廼二交1りとさせ

る方'真はよく知られてお,),緬単を'Jf刺 去におtlる応JII

については,Cochrarl一〇が記述 している しか し,hJt

わnの知る限 りでは.hlante)-H.lellS7eHIT刑 表形式 にあ

ける応用についての辛R告はない

分割表の作成

基 本的を分割 封 土2×Jであり, 行[=li.特定糾問の糊

始当時に生存 していた対穀群捕b父口の うち,その伽l.'iltfl

にある特竜の死因で死亡 Lf.:者あるいは死亡 しなかった

省 を示 し,列には,その対象群の械煤'Jl珊あるいは機体

に柑f,.7;した分rUiを示す T衷およびDJ:,+は,対範群中の

披雌市のみについて作城 Lた すrJ.わら,T系では,帆

件者を純正推定法が人手で きをかっ[=古の l階雑 と扱 iLt

推7E続に31･づ く4取扱 とに分Elし. 方.D兼では,妊

作 者を接作#_雌に恭づく4階級t:)′yiした.E責●では,

対毅群を被爆者の 1階緋.校欄入IFJ荷の 1階級,それか

らrll別人市者で広島 良崎fll内にはいりた放川の句IJ｢】

と)塩入の程姪に;iGづいての 3階継に/JTnRした

対穀肝を性,都市および同体咋年齢 によって32のr7分[=

分け 各区分の比較にT3いては,lIi純 な 2×J'*別表を

作成 した この'h割黄では 年齢,拓rh-1'よび性 に開拓

した田 1'が合理的に均Bl性であるとLrRをすることによっ

て,各階級間の均質性 に対する帰 虹仮説を綾定すること

がで きる かくして,この種の因子 と被爆国子とのFMに

.Seeunder'LueLbodoLogy"/○'descTZPLIOTZ50/LbeT,D,andELabEe5.Ttablesre/e'LoEbeseuLtELヱ1neT65
dose.DLdbEes,dzsLance.andEI(めLes,LbedESLlnCL-OnbetweenthoselnLbecILy.andLbosenotInLheczLy.
ATB.

T,DllよぴE点の柁明(:ついては 乍文のrPIi方法｣のJTiを首Eu.T衣IiT65線jtを D･Lfll#_Jtを またJ:Ziは頃林崎に
市内にい/=群と司JJrAll:いS:かっI=群との区別をそれそLlfl用Lf=t,のである
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lthpartltlOnelementsay,canbedescnbed com-

pletelylntermsOfthecolumnmarglnalsmll,
rnil and the corresponding numbersofdeaths
xil･･,XIJ A statlStlCalmodelapproprlale to
thelnfullteInferenceunlYerSeOfhypothetlCallndl-
vldualsexposedtoA-bombradlatlOn,aSOpposed
lotheflnlteInferenceunlVerSeOfHlrOShlmaand

Nagasakl(forwhLCh themodeldoesnothold)
lStOYleW eachsamplememberasanmdlYldual
randornlychosenfromanlnfinltepOPulatlOnCOrre-
spondlng tO hlSage,Clty,Sex,and exposure

classlficatlOn Thus,theobserved frequencyxlj
canbeconslderedasamplevalueofablnOmial

varlateXlJWlth sarnpleslZe miJand blnOmlal
probabulty plJ･ The ntlu hypothesISOfllOmO-
genelty ther[becomes one ofequallty among

thePIJforfixed1 plJ=pL,)=1, ,J

If thlS nullhypothes上s holds, then the sunl

xl･-亨xl,lS also blnOmlal, wlth samplesIZe

m･･=号mL,,and probabulty p.,and the'olnt

condLt10naldLStrlbut10nOfXll, ･XIJg"enXl+
=xl十lSgivenby

the corresponding numbersofdeaths

存在する複稚 さt,避 けることができる_たとえば, 読 ,

番目の区分に対応するこの種の分5'J黄は,列の周辺'E,-計

(m.L･ ･m"卜およびそれに対応する死亡者 歎(X.1

x.JJを用いて完全に黄現できる 仮説 ヒの被棟者の

也隈推測母鵜EfHこおける適当な紙.汁的モデ ルと しては.

広島 長崎の有限 母娘団の糊 'E,Aとは異 な り(その対 合 .

このモテlレは当てはまらない).各対象群摘蚊Dは,それ

ぞれの年齢,郡市,性 および被爆'dBiに対応する無限母

娘団75.ら個別的にJE作為抽出されたとみZlsす したがっ

て,祝祭度歎xHは,対象群の大 きさm..(=対する2項 変

丘Xりおよびその 2項確率 p..の付本位と考えることがで

きる そこで, lを同定すi'HS',均質性 [=対する帰止†反

･掛土pりの朋が市 しいとい うことになる すなわちp"-

p. J=l, J

この掃射 反説が城立するJq'DA･標本の大 きさ-..-亨-

をt･つて･その抑X･.-亨xりん2哨性で確率 p･で ある

また,~竜のX.+=x.十のもとで･･Y い ,Xりに111す

る条件付 き同時分布は;大のとムりである

･】, pixll-xlト ,Xl,-Xl,Exl･-Xl･i=

The condLt10naldlStrlbutLOn (I)lSIndependent

ofpl,arLd thecondltlOnalexpectedvaLuesare
glVen by

(:I:I)(:,tJ)

(:ll.I)

条件付き分布 (11は,p,[:対 して独立であり,粂F'r付き

期待故は次式で与えられる

(2) Eixulxl.-X.. ド -i,X.十/-1･

:hde,tehecondlt10nalcovanance-atrlXby‡1-'O,kl, 是'L::条件付 き共州 行列は 三■-〔6い である･た

･3, 0,%'-Co車1,･Xlklxl･-X.･仁 王豊 平 豊 (6Jk 一票 )

andwhereblk=llfJ=k,andlSZeroOtherwISe
Note thatallrowsand columnsof‡lsum to
ZBrO,SOthat耳:ilSSlngularofrankト 1.

Jfl=Llidenotes asubsetoftheIntegers1,.
32 (ln practice those indlCeSCOrreSpOndlng tO
allpartition elementswlthln aSinglecLty and
sex,oraslnglecityOrSex,Orthewholeset)

andwesetX.∫-.ぎーxv,thenwehave

ただし, )-kの叩 合,8,kG lであり,そのはかはゼ
ロである 耳'のす′(ての行と列の抑 まセロになるので,

‡'は階数 J- 1の非正則であることに注患すること

I- 111であれば.これは整放 1, ,32の部分地合を

示す (実際には,こi'Lらの指数は一方の都市 およ び t]=,

あるいは一方の都市.一方の性,または.その皇迎合内

のすべての朋 り根分に対応する) X十,-aX..と置 け
ば,次式が得 られる

EX･J-1EE,Eix,,lxl･-Xl･T

:ddt,LtXhesuc:vanancematnxforX･1- X･JISthe 吾…･iX十lH X+Jに対する共分散行列は,次の行列

耳-lfI辛1･
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HypothesisTests Gellera】Method

AccordlrLg tO the CentralLlmltTheorem the

random varlables X十JCan uSllally be assumed
tobeapproximatelynormallnthepresentaPPllCa-

t10n･even When notallthevarLablesXllCan
safely be assumed to be norlrLal ThtlS,the
analysJSOfasummarycontlngenCytableashere
deflrLedcanbestatedlntermsOfthe(approxi-
mately)multlVarlatenormalrandom vector

X=(X+1-EX+I,

whlChhas,underthenullhypothesisOfhom0-
geneltyWlthlntherelevalltage-Clty-SexpartltlOn
elements,andcolldltlOrlalonthemarginalfrequen-

CleSOftheslmplecolltlngenCytables,meanvector
zeroandcovarlanCe妾 Therefore,accord-ngto
awell-known theorem by Rao,43 thequadratlC
fornl

(4)

wherei;glSanyJXJmatrixSuchthat

(5)

仮説順走 一般的方法

全変岩上X"がzE現であると仮定 し触しり桔'nAでも,小･L-.㌻･

rR定理 によゴHf,/I,t臥 応目 したものに1'いては,細字

変放X+.は近似的に止規であっとTrL竜で きる したが-,

て,ここで竜jQした結 frJT別炎についての解析は,(JiE

lll的)多安立JT税確率ベ ク ト ル

IX+IIEX+I)L

を用いて彰現で きる 二二で.詣Piの'1恥 わ1柿 f]別

の分割成/jTrt-rlの均餌性 に対す旬帰撫TJ支説の t,とで,かつ

月i純の分別末の周辺合,;じkr71で,il71均 べ '/トルは-tfロ,

共分散は耳である したがって,Rt10 43の lT名な',t川に

よれば,2次形式

Y'igY,

ただ し,耳hrはノ大式のよつなJX)行 列である

出 g4-才

and および

(6)

hasapproxlmatelyachl-SquaredlStrlbtltlOnWithJll
degrees offreedom,underthenullhypothesIS

andcondltlOnalontheseveralsetsofm<lfglnals

Tfthesummarytable lSaCtuauyaSlmPletable,
thatlS,lftheLrLdex setlcontalnSOnly one
lnteger,eXpreSSIOn (4)reducestotheusualch1-
squareexpresslOIlforaslmPletable

i:g珂 g-A:g,

この 2′大形式は,4.斤hLE仮説の もとで.かつ駅Irtの岡辺111.

(T次吊で F'j由[3iJ- 1のカイ2兼 ',TTriに近似する

総子.h蓑がrJjが宗に洞Itiな妾である場 合,すなわち,指紋1J与

Fi-工か1個の整数のみであれば,式 いいは,ili純な分).LEJ左

に対する辞退のカイ2廉の形式にTitl4''･)で きる すなわち,

(7) x2-∑(observed-Expected)2/Expected.
娩無煙若女 将l待度数 期待度rI

wherethesummatlOnlSOYerall2Jcells However,
therelatlOnSlllpbetweentheexpectedvaluesand
covLlrlanCeS for slmple tables that glVeS thlS
equlValence does nothold forsumlllarytables
ltlgelleral,sothat(7)cannotbeusedtoobtaln
(4) ATn-1tage44 hasdiscussed thisproblem ln
greaterdetallwlthrespectto2×2tables,glVlng
correctionformulas

A testofhomogenelty based on (4)alonelS
nonspeclflC,and may providelessthanoptimal
poweragalnStInterestingandcredlblealternatives,
such as a tendency for mortallty tO increase
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ただ し,fPl罪は 2LT区分を越えない しかし,打i川Lな分

割表の欄/ûにこのよ うな等j=とを与える糊拝gtと共''1散と

の問の関係は.一脈の分別要の糊Ii･l二は収立しか ､ので,

(71をIJlいて 14)を求めることはできか ､ Al111■t.lge-1 は.

2×2表についてこJ)間組を詳細に諭 し,帖正式をあげ

ている

式 14)のみに基づく均'nl生の棉走は,特異なものではなく,

線位のナウカ‖とともに死亡率が｣二即するというよ うな艶味

ある信柏すべ き対立仮説に対 しては,fl'R走力はふ い¢う



with lnCreaSLng dose,whlle beLng unneCeSSanly
powerfulagalnStlesslrltereStlngalternatlVeS,Such
asatendencyformortalltytooscillatebetween
adjacentdoseclasses

OnewayofobtalnlngatestOfIncreasedsensl-
tlVlty tO apartlCularkmd ofnonhomogenelty
lStOexpress(4)asthesum ofsquaresofJ-I
lTldependentunltnormal(underthenullhypothesュs)
YarlateSdeflnedlnSuchawaythatthevarlab111ty
to beexpected according tO thepartlCularal-
terllatlVeathalld wlllbemanlfested mainly Ln

a large oTextreme Value orapartlCularone
ofthesenormalstatlStlCS SometlmeS,depending
onhow thetableclassesaredef]ned,morethan
onesuchalteTnatlVeCanbehand一edbymaking
dlfferentnormalstatlStlCSCOrreSpOnd【OdLrferent
aLternatlVehypotheses Brleny,thismaybedone
by choosing a basIS for the rectorspace ln
whichY LSfreetovary,eachbasISVectorCOr-
TeSpOndlng tO adifferentalternatlVe,and then

separatelyproJeCtmgヱ0-1tOeachofthesevectors
The regreSS1011eStlmateS SO ObtalnCd are then
orthogonallZed Ln an Order determlned by
helrarchlCal relatlOnShlpS (eg,Of lmpOrtaJICe)
ObtaLnlng among the respectlVe alternatlVe hy-
potheses,andscaledtohaveunitVarlarlCe The
det{lllsofthlSmethodareglVenbelow

lf旦1, ,旦ト larethechoseltbasISVectors,then

ELy,e二,.aIg,CenseLa崇 td.1*n:eanned慧C昌attl:faytlng(5〉and

ぷんである 一方,隣接する線見直'jTの間で死亡率が上

下する挿向かあるとい うような,関心度の乏 しい対立恢

言‡‖こついての睦言力が必要以上にTlJl](二なることがある

特種のあるriBの非均質性について感嘆のより拭 い検定を

行なうためには,;kのような方法かある.すなわち,式

14)をり希無L反説のもとで)J-1個の独立単L立正規安立

の平方和として兼わすことであり,その際,特定の対立

服純のもとで糊持 されるBHlJJが,これらの｣E税銃刑jitの

特定の耗計鹿の低が大 きいれ ある川 ま極渦 を値 となる

よう決定 される 滋にお(1る各階細の竜jqの仕方によっ

ては,異なった正規綻計Liを異なっf=対立IT:iplか二対応 さ

せJlは,ひとつ以 卜の対立(斤.悦を耶 り hl'ることがで き

る この方LLを行毎iI=二説明すれば,主はEtrL)に'/2'4'fけ る

ベ クトル空間を去わし,そJlそ11のir･1本ベ クトルは,輿

･なった対立仮説に対応するものであり,また.王を各ベ

クトル｣･に射旨2･する このよ うにしてIl事ら11た回帰推定

姐については,それぞれの対立仮説ELHのWr雄 的開陳(す

なわも,その重要性 )に韮づいて.)と7EさnるVI位にf.1=つ

てlB:交化を行 ない,しかt.,B･.位分散をt,つように測る

この方法の.W細は,下記のとおりである

湖人だ基 本ベ クトルをそわそわ旦ll , 旦h tとし･そ

して‡[:関 して式 (5)と 161を満たす一般 化 した逆ir別

号Bを与えるをらは,k-i, ,J-1に対して

(8) S*gfk-fk

fork=1,.,I-1,theregresslOneStlmate

(9)

LSthem川lmum VarlanCeunblaSed Llnear(Gauss
IMarkov) estlmate Orthe regresslOn COefficlent

ak,COrreSPOndlng tO the modelE王-ak旦k45
UnderthenullhypothesisOfhomogenelty,and

assunLng TtOrm{11)ty,theestlmateSAl, ,AJll
are｣Olntly multlVarlatenorma一wlth zeromeans
andcovarlanCeS

Ifwedeflne

にをるような回帰推定蔽,すなわち,

Ak-2'kigL

は,モデルE王- tlkB,kに対応する回帰 抜去女akの欣小分

散 不Lii穀型 tGaussIMarko､,)推 定依となる 一5 均質性

の帰 無仮説のもとで-正 規性 を仮碇し/=Jil告.推雇 低

Aい ,AJ_tは,平均はIJロ.共分散をもつ同日#71三規

多窄Biである

cov(Ak,AQ)=轟 gJ;申

次のように定飛すれば

Bl=Al,

B2=A2-lCov(A2,Bl)/Var(81)JBl,
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BJ-1=AJ-｢ lCov(AJ-1,Bl)/Var(Bl)JB1- -【Cov(AJ-),BJ-2)

/Var(Bト2)18ト2,

the statlStlCS Bl, , BJ-1 are unCOrrelated
Furthermore,Bk lS theGauss-Markovestlmate

oftheregressionCOefficientbklntheorthogonal
regressionmodel

deflnedbysettlng

統 計丑Bい ,Bト tは地 馴 唱である なお,Bkは次

の直交回帰 モデルにおける回帰繰出 bkのCauss-hla.kov

推定低である

Ef-bl互い +bト ]旦J'_1

ここで

●
91=fl,

旦;-旦21せ主宰 Fl/e_r*g旦'1)旦'l

旦JL 1-LJ_l一也'J_Ii:g旦;/srが 旦;)皇'1-

1kl_1が ヱJ'-2/旦')一2輿 'J-2)三言_2

Thenormal(0,I)statlSt.CSareObtainedbyscallng, 正規 (0, 1)綻 即且は次式で:拝め らjlる

Zk-Bk/(VarBk)Ih

andwethenhave そこで次 が得 られる

Y輿 -zf･ ･Z2H

TJle generalized unlYerSe 辛g w as obtained by -･般 化した逆行列 耳̀ は次の,,1割によって求め られた

partltIOmng

空甘
where S ISanOnSlngularmatrix OfsIZe J-) ただし,Sは大 きさJllの正則 行列,旦は大きさJll
旦 a VectorOfsほe I-1,and q ascalar lt のベ 7 トーL'･0-は スカラである 次の ことを容l･い二証明

caneasilybeverlfledthat で きる

*g-(岩 】

､vhere旦 lSaVectorOrZeros,SatlSfleS(5),(6), ただ し,0はゼロのベ ク トルで,15),161および(8)式 を
and(8)

涌足 させ る

TheobseryedandexpectedfrequencleSX+]and

pE.X,島 ncaalnt:e.heeXP:atregd.nLosbuemsapproxlmate)yprか 耶 度故X十･と鵬 棚 EX+･は周辺合･汁

m',=leqm.,,

SoaconyenlentrepresentationOfthebasisVectors

Lll

(:近似的に比例す るので,基本的なベ ク トルを次のよ う

に示す と便利である



皇k-吋LEk+cki),

where叶1SthedlagOnalmatnxwhoseJthdlagOnal

e)ementlSm+]･i lSthesIZeJrectorofones
and ck lSa SCalarchosen so that l旦k=0
_eklSanarbltraryVectorChosentocorrespondto
apartlCularalternativehypothesIS

TllemethodoutlinedaboveappliestOallsummary
tables,butLn fact,wasemployedonlyforthe
Fourseparateclty-Sex Summary tablesforeach
comparlson BecauseltWasCOmputatlOnauyeaSler
arLdbecause,beingbasedonmoredetailedlnfor-
matlOn,]tgavemoreaccurateregreSSIOneStJmateS,
thestatLStICSforthecomblnedcJtLeSWlthLnSex,
comblnedsexeswlthulClty,andtotaltableswere

computed from those obtalned for the four

city-Sex tables Forexample,letBl,･,BJ-I
betheort110gOnallZedregressioneStlmateSforthe
HJrOShlmaMaletablelnaglYenCOmparlSOn,and

letCl, ,CJllbethecomspondlngValuesfor
the NagasakJMale table ThevaluesForthe
TotalMaletablewereobtauledbysetClng

Dk

andthendeflnlJlgtestStatlStlCS

ただ し･沖は J番目の対角元がtn..である対角行列,i

は 1の大 きさJベ ク トル･ ctは 1旦t-0(=なるように

j選んfiスカラである i.はある特定の対立仮定に対応す

るように選んだ任意ベク トルである

上記の方法は,すべての総合分割妾に適用で きるが.莱

降には,各比較 を行な うにあたって都市 性別の四つの

程合分割案にのみ用いた 計算が容易であることと,よ

り祥抑 な涙料がfu嗣で きるためにE]帰椎誼がいっそう正

確tこなるとい う理由で,郎市 ･他別の四つの穀について

求められた統計丑 を用いて男女それぞれについての両市

合計,各市における弟女合計および総計妾に対する統計

丑 を計算 した たとえば,ある比較において広見のgi性

の彰に対 して直交化しrL=回帰推定旭をBい .Bト ーと

し,一方,別 布の男性の掛 二村 してはCい ,CJ-)と

すれば,男性の総計我の数値は次式から求められる

Var(Ck)Bk十Var(Bk)Ck

Var(Bk)+VAT(Ck)

このときの検菟統計丘 を次のよ うにTEl熊 した

zk-Dk/(Var(Dk))班

The assumptlOn that tlle testStatisticsZ are
approxLnatelynormauydLStnbuledunderthenull
hypothesISISbased onanasymptotlCargument,
alldltlSqLLeSt10nablewhetherthlSargumentCan
be stretched tocoyertableslnWhichsomeor

theexpectedcellrrequencleSareextremelysmalL
Forsuch tables the reported p-Valuesforthe
teststatlStlCS,aSCOmputedurtdertheassumpt10n
orl10rmal1ty,may notbean accurateapproxl一

matLOn Ofthetrueprobabulty Ofobtalnlng,ln
theabsenceofanydeparturefrom homogeneity,
avalue ofthe teststatLStlCaSextremeaSthe
yatueobserved.

Ln thepresentstudysummarytableswlthsmall
expecte(1frequencleSOCCulred,mostly ln tables
defLned foraslngleclty-Sexgroup SinceOne
wollld usllally be reluctallttO draw stray con-
cluslOnSfrom anapparentdevlatlOnfrom homO-

geneltythatoccurredlTIOnlyonecity-Sexgroup,
therlSkofdrawlngfalselnfereIICeSfrom aspur1-

0uslyextremep-yalueobtalnedforsllChatable
would seem to besmall. 0n theotherh'lnd,
lfthesame deylatLOn OccurslnOthertableslt
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帰無仮説のもとで統計血Zが.だいたいにおいて正規分

布に従 うとい う(反竜は.漸近推論にLr-づ くt'のであるが.

各区分における期待･gi俊がきわめて低い杓 か 二おいても,

この理詰が当てはまるかは疑わしい そのような黄では,

ここに記載 Lf=ような正規性 を恢毒して計貰 した純朴丑

についての確率低は,非均等性のか りIJl合,統計Eとの値

が観察低ほどに極端は 岨となる椎等の正確な近rljlLhを･E･

ず Lも示すものではない

今回の検討では,期待堺Fだが小 さいところの結合鼓が得

られているが,これは主としていずれかひとつの都市

性別の群に服覆 されたか こあいてみ られるところである

わずかにひとつの郡市 性別の群にみ られる非均筋性 に

基づいて結話を薄 くことは普通には行なわれ ないか ら,

二の唖の妾における散発的な極端 な確率紙から誤 った結

論が出 さil.る他膜性は少fJHと思hれる 他方.同 L+よ

うfJ.･差が他の掛 二もみ られるとすれば,両市ある川 土男



W山 probablyshow upln OneOfthecomblned
clty OrCOmbined sex tables,whlCh are much

lesslikelytoharesmauexpectedceu frequencleS

Hypotheses,BailsVectors,andTests

AlternatlVehypothesesofpartLCuLarInterestWlth
respecttotheT tableswere(1)thatadifference
lnmOrta)ICYeXJStedbetweentheunknown-and
known-dose c)asses,and (ll) thatamong the
known-doseclasses,rnortalltyIncreasedwlth In-
creasingdose. BecauseofthenatLLralhelrarChy
ofthesetwoalternatIVeS,ltWasdecLded tolet

主ICOrreSpOnd to (i),王2 tO (ll),and 皇3 tO
residualquadratlCmOrtallty trendwithdoseand
f4tOreSldualvarlatlOn Theknown-dosec)asses
wereeachcharacterlZedbythemedlandoseover
allages,cltleS,artdsexeswlthultheclass.The
vectorcomponentsappealinTableAlI

女を合計した妾におそらく呪われるものとLIL_lhれ.その

域 合には,期待都度が低い肢になる可能性は少をい

仮臥 基本ベク トルおよび積定

丁蓑のlq合には,次の対立仮説に梓にr恥じ.がよせられた

(1)線Lt不明と名!丘既知との区分fZnに死亡率の差がある

(■■)練炭既知の区分内において,綴丑の噌lJrlととい こ死

亡率がl亡川口する この二つの対立仮説のI.'rlにはiJujミ階経

的引 姻係がある そこで･ilは (,)･i2は(L.)･L3は

残差平方和の死亡率傾向･またi4は残差にそれでjl対応

させた 各区分内におけるすべての年齢,ni市および93

女を合計した線Et中央値 を線1Lt既知区分内にあてはめた

ベク トル成分は妻Allに示 した

TABLE A11 DEFINITION OFBASISVECTORS
FOR ANALYSISOFTTABLES

黄All T寮の解析に用いた装本ベ ク トルの左弟

T65Dose MedlanDose el e2 e3 C4
r65線Lt 純R中央依

0-9rad 0rad

l0-39 17

401179 75

180+ 250

UnknownDose
Ja.ri7こ叫

0 0
17 289

75 5625

250 62500

0 0

HypolhesLS tests,alld the associated a)tematlVe
hypotheses,aregivenulTab)eA12. Othertests,

defined lntermsOrZ3and Z4,mlghtbeused
totestforspeclflCallynonllnearVar]at10nlnmor-
tality WithlnCreaSlngdose. Forexample,aslg-

nlflCantpOSIl)VeValueofZ3WOuldlndlCatethat
thetrend (lfLlny)ofprevalencewlthrespectto
estlmateddoseshowsanupwardcurvilture,Whlle
a slgmflCant negatlVe Value would lndlCate a
downwardct汀Ve

TheD-tab)esareslmPler,ln thatdlStanCefrom
thehypocenterlSknownforallsamplemembers

Ln thetable SincetheprlnCIPledlStanCe-related
factorunderlnYeStlgatLOnlSradLatlOndose,and
sITlCeeStLmateddosehas,oTttheaverageatleast
and wlthln Cities,a morLOtOne relatlOnShlP tO
dlStanCeforthosehayLngeStlmateS,eachofthe

1うう

仮説検定および関連 した対立仮説は黄A12に示 し/= そ

のはか,Z3およびZ4によって定義 される帳定も,線Lt

の相加による死亡率の非線型的な変軌を特に根.T･[するた

めに佼用で きるであろう たとえば,Z3が-ll-意なプラス

の凪をとれば,疾捕狐f空と紙皿推定値 との関†nJJにもける

似l石目ま(もしあるとすれば),上方へのljll線を示すことに

なり.一方,有意なマイナスの位は,逆方向の曲線 を示

すことになる

D黄のJq/uLPH=は,記戟 される鞘査対象者全Elの棒心他か

らの距艦が判明 しているので,もっと簡単である ここ

で距廉 との開院についてBZl重 しようとしている要田は放

射経線丘であり,また殺且推定位の求め られている者に

あっては,その線丘推定値は,少なくともその平均値お



TABLEA12 ALTERNATIVEHYPOTHESESAND TESTS
USED IN THE ANALYSISOFT-TABLES

老A12 T竜の解析 に用いた対立仮説 と検定

Rejectlnfavorof Forlargeyaluesof
対立仮説 検定Bu1-JE

hKnBOaWbn;dtosaeRV,S諸芸ktnnowgndosedlfference 回
LncreaslngtrendwlthIncreasingdose Z2
稚並の柑帥(_Tl-う川加I

ETRnil;l芸?=gf?,:,eit,ykgr-Sngknown-doseclasses Z…･Z;･Z…

jT;nil言-ogenelty Z?･Z…･Z巨Z三

TABLEA13 DEFINITION OF BASISVECTORS
FOR ANALYSTSOFD TABLES

妾A13 D妾の解析に用いた基本ベ ク トルの走朱

MedianDose El e2 E3
Group 招且中央瓜
R!JtET

1 0rad 0 0
II 18 18 3

1日 60 60 36

1V 199 199 395

TABLEAl4 ALTERNATIVE HYPOTHESESANDTESTS
USED IN THEANALYSESOFD TABLES

滋A14 D素の解析に用いた対立仮説と推定

Re)ectlnfavorof. Forlargevaluesof
対立仮説 検定涙alBI

IncreaslngtrendwlthdecreaslngdlStanCe Zl
nll珪の誠 少(=11まつ叩仰

･onhO-ogenelty 非- 性 ZiIZ2,･Z';

dlStaIICeC一asseswascharactertzedbytherespectlVe
medlan eStlmated dose forpersonswlthln the
classwhohadestlmateS TheprlnClplealternatlVe
was an lnCreaSlrLg trertd IllmOrtallty Wlth lTLI
creaslngdose(1e,Shorterdistance).

Accordlngly,ま1 Was Chosen to correspond to

heartrend,旦2tOreSldualquadratlCtrend,and皇3
to resldualyanatLOn.aSglVen ln Table A13

The prLllClple hypothesIS tests and alternatLYeS
ateglYenlnTableAl4
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よび各部771内 において,Brl離 とIli刑引 1m7.系を示す した

がって,それぞれの掛 妹区分内 において純血の求め られ

た者の孤血推定値の中央値 をその距離区分に刷 り当てた

このJq合の おもな対立仮.Tiは純 正のLtf細 くす なわち.距

雌の減 少)とと い 二死 亡 率が増 加す る幌向があるとい う

ことである

したがって･素人13に示 したよ う(I,ilは純 型 梯 向に･

i,は残差平方和傾向(i,まf=i3は残 差 にそれぞれ対応
するよ うに選ん だ

おもな陀詫縫走 と対立†庄説は黄A14に示 した



TheE Tableclassesarenotcharactenzedbya
quantltatlVeVanableLikedose,butrathercorre-

spond to a helrarChicalpartitlOn into exposed
vsnonexposed,earlyentry vslateentrywLthln
nonexposed,and classes wlthln early entr上es
AltematlYeItypolhesesofInterestCOrreSPOndto
each leyelof thlS PartltlOn,gLVulg the basis
rectordeflnlt10nSm Table AlS,and thetests
andalternativeslnTableA16

J:滋では,各区分群を銀皿値のような致jA的変改で表わ

さなかった むしろ,鞍t8着と非被体者,#被爆者中の

TP.畑人市者と授用人前古,あるいは早用人市名の細区分

とい うよ うなl苛崩と的分別 を行r+つたものである このよ

うな'n割 におけるそれそれの区分に応 じて興味の対象と

なる対立仮説が決fり.器A15に基 本ベ クトルの確瀬を,

またi:･A16(:検貢と対立仮説を示 した

TABLE A15 DEFtNIT10N OF BASTSVECTORSFOR ETABLES

滋A15 E貴に用いた?占小ベ クトルの左瀬

Class el e2 E3 e4
li'･T

TABLEA16 人LTERNATLVEIIYPOTI-tESESAND TESTS
USED IN THEANALYSESOF ETABLES

-BA16 E滋の解析にfnいた対立仮説と梅毒

Re)ectlnfayorof Forlargevaluesof
対立仮説 検定推計且

Exposedysnonexposeddlfference 国
策性古と非件占とV)垂

号ai)̂y.h_e:TYMV…Jl.aieneSnt" difference lz2(
avsbandc- と で Iz31

貰;tiĥlnM7,::iy,トeJi冨 nonhomogenelty Z23'Z…

諾IF#lne,】訂器 ,eR器TOSednonhomogenelty Z…+Z3.Z三

･onhomogenelty- て作 Z巨Z22IZ巨Z…

The method descrlbed wasalso used forthe

analysts Of Appendlx 2,Ln terms Of sample
components The basICVectorsforthesecom-
parLSOnS aregiven lTI Table A17,and the al-
tematlVehypothesesand teststatlStlCSareglVen
lnTableA18

1う7

ここで説PFlした方法は.付線打にJJl1る対象群脚碓rE'JT

の解析にもflJ用 した その比131で用いた基本ベ クトルは

老417に示 し,対立仮説および統 計的繰言は哉A18に示

した



TABLEA17 DEFINIT10N OFBASESVECTORS
FORSAMPLECOMPONENTTABLES

袈AL7 サ /プル梢成区分肝の表における-)1.本ベ ク トル

についての定額

TABLE A18 ALTERNATIVE HYPOTHESESAND TESTS
USED IN THEANALYSISBY SAMPLECOMPONENTS

表 A18 サ ンプル榊成区分群別の解析 に用いた対立仮説 と根走

Rejectlnfavorof Forlargevaluesof
検定綻計血

"._". ､‖∴ 日 . - !':I
ME200とMEYとの藍

･onhomogeneltyOfd.threeco-ponenk Zi･ Z22
3偶成区分群全部の非均解任
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TADLEA19 DEATHSFROM ALLCAUSESBYAGEATB,SEX,ClTY,
& TOTAL T65 DOSE,1950-66

表A19 生死周による死亡政 原爆暗年齢 性 郁Tll T65結線Li別,1950-66咋

AgeATB TotalT65DoseT65総孜規

府卿 紳 鮎 Tolal朴 0-9rad lO･39 40-179 180+ UnkTt'Ul
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TABLE A20 EXPOSED SUBJECTS ALIVE ON IOCTOBER 1950

BY AGE ATB,SEX,CITY & TOTAL T65 DOSE

衷A20 1950年10円1日に生存 していた被爆者散

原爆峠年齢 性 都Fh- T65総鶴!亙ヒ別

TotalT65DoseT65耗練El

B:i姥峠 咋齢 TotalTl1 0-9fad 10-39 40-179 180+

79

42

25
66

52
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30

12

3

80
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2
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TABLEA2l SUBJECTSNOT IN TIIE CITY ATB,BY AGEATB,SEX.CITY &
EARLY ENTRANTSCLASSfFZCAT10N

黄A21 原爆時 市内 にい なかった群の対象者 歎 原体時 年齢 ･性 郡市 早期人市 者rg_分別

AIJJle 1October1950(Nagasakl) 【度時 日 950年10円1日現在生77を

1October1954(HlrOShlma) (広あ日954年10円1日現在生存古

cltySex AgeATB Total EarlyEntrants(EE)早期入市者 LaLc(LE)
EJlIrutl

妬市 性 原斗昨 年P &計 a b c r吏何人市古

To(al技針

HllOShlma,hlale
IZ:Ji lP.

Nagasakl,Male
Ltl■..L-.

Total

O-9

10-19

20-29

30-39

40･49

50-59

60･69

70+

Hlroshlma,Female Total什

広血 .女

Nasasakl,Female
典 M .lrX

0･9

10-19

20･29

30-39
40149

50-59

60-も9

70+

Total

0-9

10-19

20-29

30･39

40･49

50-59

60169

70+

91
4

13

1

15

33

21

4

I

17

1

5

2

-
6

2

1

l

71

3

7

_3

15

16

t2

4

-

6

1
1

3

1
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1

I

L

1

1
4

1

l
6

1

2

】

03

6

30

30

44
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2
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2
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2
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