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EXPLANATORYNOTE

注 記

ArtadhoecommluCeforsclenllflCreYleWOrABCCwasformedaLthedLreCtlOnOf

DrF'hlllpHandler,Presldent,US NatlOnalAc且demyofSclences SubsequenttoyISltS
totheABCClaboratorleSLJIHlrOShLmaandNaPSakl,14･21FebTllary1975.thefoLlowlng

reportwa5prepared,dated二26March MembersorlheCommltleewere

ABCCの科学的再検打L=関する特別委El%li,米ESl学士院揺畿D'PhLtLPH"Jlerの指示lニ

上ってJq成 された 香Ll全は1975年2月14EFから21日‡や .広 由 良qのABCC施栓を提案 し

f=後,この稚告舌が3月26EIづけで作成 された 香月余のメン′L は次の!古氏である

JamesFCrow,Chalrman 手Å良

ehaDman,DepaLtmCntOtHllmanGeTtetlCS.
U nlYerSltyOfWIS00 nSlrL

wISEO'IS■n大学人類池fi:学部ZE

HenrySKaplan
ProfessorandCl血rlllaA,DepaTtmeJltOrRadlOlogy,
SLandordUmyeTSltYSchoolofMedlCtne
stJrtlord大学医学部放射始車載玉主任枚汝

PaulA Marks

Dean.FacultyorMedlCLne,ColuTllbIaUJtlVerSlty
Colu171bl■大学医学部長

RDberlW Mll】er

Chlef,EpldemlOlogyBranch,Nat)on8lCancerlnslltute
米【表名研究所疫学部長

Johna SloTer

Sc)ent1flCDlreCtOrforPathologyaTldTmTnunOLogy,
OakRldgeNatlOnalLaboratory

oakR】dge研究所病理学および免疲学研死主任

Ar【hurC Uptorl
Dean,SchoolofBasICHealthSclerLCeS,StateUTtlVCrSltyOf
NewYorkatStonyBrook

StonyBrookNewYork州立大孝養帝保蝕科学鮒長

SeymourJablon.StaffOfflCer 幹事
AssoclateDlreCtOr.MedlCalFollolV･upA8CnCy,NAS･NRC

米国学士院 学術全i&医学扶lf■宝玉tr玉長
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REPORTOFTHECOMMITTEEFORSCIENTIFlC REYIEW OFABCC

FEBRUARY1975

ABCC に 的 す る 科 学 的 再 検 討 特 別 委 兵 舎 の 報 告

1975年 2月

I1 Thc ALOmlC Bomb C▲suA)ty CommLS310m
AJiCC Wasestablished,foLlowmgaPresldentlal
DlJELCtlYC l岱ued to the NatlOrLaIAcaderrLy Of
SclenCeSINit10naJ ResearchCouncilLnNoyember

1946,tourLdertakelong-rangeulYeStlgat10rlSOlttle
effectsorTadlat10nOTlざurYrVOrSOfthebombsLn

HLTOSh)maarldNagaSlkl ActtJalopcrat)OASWere
beglJn)nMarchl947.wlthahemznolopcalmyest)-
gallonledbyDrJamesV NecI

Wl(h rurldlng P一oy)一ed by theAtomJCErlCrgy
CommlSSIOn,arLd under the guldaJICC Of (he
CommluCeOnAtomlCCaiualtlCSO†theNatlOnal

Research Councll.laboratones were buLIL tn
HlrOShlmaandNa8aSAkl,andtheresearchprogramarCnprogram

geneLICSludy
ex且mmat10nS

lntenSlrlCd EarlyerrortsIncludeda
ofpregnancytermlnallOnS,physlcal
ofexposedchlldrenandadults,8SurveyOfleukemla,
andsurveystoobtalIlnamesandexpostJrehlStOrleS
ofpotcntlalsub)cctS PTOgramSforcl}ntlnulng
examlnatlOn Ol sumlYOTSWere Organlud,and
autopsypathoLogyserv】cesestabllShed

12 EyaltlatLOIlbytlleFrancISCommlttee.Tlle
UnlfledStudyf'roBMm ByOctober1955,whllea
numberofprogramsWerelnlulloperatl(〉rL,dlf-
rlCultleSWerereCOgnlZedlnOrga.一ほatlOnOlstudleS,
whlChwerenolwellcoordlllatedandnotaLIVayS
wet)deslgned AccordLrLILy,acommLt【eeledby
DrThomasFrancIS.Jr,V】SLtedAtiCC.surveyedthe
program,arLd recommerLdedmqorrestructurlJlg
ThecommluCCproposedtheuseolrlXedarLdwell-
derLnedcohortsofpelSOnSWLthprogramsSOltltCr-
)ocked thatcllnlCal,patholo8lCal,aTldmoTtallty
datacouldbecollectedTorthesanepersonslna
cumulaLIVeraShlOn

The earLleStrelallYeLy corrlplete name lLStSOf
pELrSOEISexposedtothebombsdatedfromOctober
1950.atwhich tlmC,lnCOqurlCt10rLW)th the

措 書

1l BF*fL書ZI王事A会 (ABCC) ABCCは,1946年

11月1:米店学士良一学術食L&に乗せ られた大鼓領指令[=

基づいて,広島 長qの原ヰ叢I■生77毛におけろ放射ia

の形書のAJEJI王を策Jtするためlニt?けちれ/= その実

際の活動Lま.1947年3月からDrJVNtelのt.とで行

われた血群学的Il宝をtJつて朋始 さTtf:

米国原子力香El全から書全を受け.柴Eg学術全JAの廉Jt

l為専[:rlする手月全の摘iIのもとに広JL 長崎に研究所

が投正 され,N琵プログラムが強化され/= 171糊の活軸

としては,姓横井把に和すろ過伝孝的ホ盃.鞍I暮児蓋と

成人の検抄.白血病円丑,およtFPI生JSE]]設定のf=めの

名詩作成や披姓歴の収JLのf=0のPl茸が行われた 挨煉

寺の継紋的検診を行うためのプログラムが斗成さtt,剖

検 病理検宜が開始 された

12 Fr■rH=lS香 A会による肝価 統合研究プログラム

その後,いくつかの明記プログラムが清確に行われたが.

1955年10月に薫って.それぞれの粥充間の連係が不十分

千,立案企画も必ず しもii皇1でなく,押立のid成E=もrul

雌 があると培め られたJ'_め.DrThoJ71aSFranclS,.Tr

を畢El長とする香月金がAt)CCを析 ね.EFl圭の状況を兇

即 して,大規模fJ市id成をtb告 し/_ 同番jl合は,明確

に完鎖 された固蓬JS粗の使用と同一対8舌に関する色床

実科,弼理学的実科および死亡実科が某紙的lこ収38でき

るJ:う[:するための各円宜 プログラム間の連係 を雌羊

した

原外事I事態に関するJHnの比l女的尭全を名蒲は,1950年

10月のl司弊拝呈の搾.原II当時に広A 王r=は長ql=いfL:



hpanescNatlOtlalCensus.allJapanesewereasked
tostateWhethertheyhadbeenlT)HlrOShlmaOT

Nag&slklatthetlmeOfthebombs LIStSOfthe
195,000 resldcntsorthetwocILleswhorepIJed
alrlrrML[VdyweretunedoverLoABCC Fleld
lnYCSLlgat10nSOrthesepeople-ataskthatoccupled
aboIJt7years- ulLlmatCly ylelded (hepresent
JNJH-ABCC Ll†eSpan S111dy saTTlplcofrleirly
l09,000 pcrsons.orWhom JllStunder24.000
reCCIVeddosesestlmatedatmorethan10radand

20,000haddosesof1to9Fad TTIeremainder
wllhJessthanJradcouldserveaSCOntrOIs Th娼

tntl【CcohortwastObetracedformOTtalltyfrom
l950hrwardlJtillヱlTlgtheJapaneseVl(a)Slat)stlCS

TePOrttn色SyStem Asubs且mpleof20,000were10
hareblerLTualexamlnatlOnStnapr卿 3mflowCalled
theABCC-JNIH AdultHealthStudy Pathology
cxamlnaLIOnSWeretObeconc七TltratedLntheLlfe

SpaJISample,althougheffcctlYeautopsyprocure-
mentmelhodsdldnotst壬Irtunllll961

LnL957DrGeorge8 Darltn8becameDLreCtOrOf
theABCC Dunngthenext)5yearshesucccedcd
rlrSt Ln lmPlemenLLng The UnJfled Stlldy PLan
recommendedbytheFrarLCLSCommltLeeand(herLLn

ensunn8 COnLlnulty †orthesLudleS TTlc-baslC
pro8TamSWeremadelntO blnaLLOnalLnStrumenLs
Lh10ugh protocolsdlSCuSSedandacccp一edbythe
Japal1CSeNatlOnaJlnsIJtuteofHealth Cont･nulty'fHealth Contlnulty

eJISuredby(heag r ee･

lltedStatestosponsor
○†pro8Tam SuFIerYIS10nWas
JTlCntOflnStlluLl0rLSlntheUnltedStatestosponsor

andtohelptostaffdeparlmerLtSatABCC(MedlClne
andPatholoもybythecorrespondlngdepartmentsat
Yale and UCLA,arld StatlStlCSby theMcdlCal

FolLow-upAgencyattheNRC)

In1959,thepollCyOfprLntlngallresearchreports

lnab111ngualformatwasestabllShed,440 such
TechnlCalReportshadappearedorwerelnpressby
theendof1974 ManypllbllCatlOnSbasedupon
these TechnLCaLRepor(s have appeared ln the
tcchmcal～(:leZltLflcLltCraturelnbothcountrleS

Astheyearshavepassed,datahareconllnuedlo
cmerBefrom thesludleS ThefErStflndlngSWere
relatcdtoradlatlOJlleukemogcrLeSIS,effectsonthe

fetus,andophlhalm()】oglCabnorma)ll】esNoslgnlfl-
can(且erLttlCeffectswerefoIJnd)nclllldrenorthe
survIYOrS Morerecently,eyldenceofTadLatlOrl
lnductlOnOfsol】dtumorshasbeenfound,arLdthe

enllreplCtureOfLhelaLertcy perlOdsthatmark
carLCerlnductlOtlbyradlatl0nlSStillbelngrevealed
WlthLnthelast10yearsthepersIStenCeOrradlatlOn-
1nducedcoJTlPlexcllrOmOSOmalabTIOma]ltleShas
been(knonstr8lcd,andasaresultotthemoJLe

か否かE=ついて全屈性から求めた回答に基づいて作成さ

れた 両市の居住缶の うら甘定的回答者 195,000人の名

T3がABCC こ̀捷供 さhた この人々について,約 7年間

を耳して!HトPl3,･が行われ,現在チ研-ABCC奔命群立

JSEaと呼ばれている約 109,(仰 ｣人が選択された そのうち

24.000人弱L▲推定妊4JiJLが10rJJLI上であり,20.DOO人

は妓QJkJLが lfjいし9r■dである その他の lr▲d束

洲の8ll対照七として利用される_この日壬生聞全体に

ついて.rj車の人口九着捷1thT告tt絹を利用して1950年

11Ftの死亡群を進捗するJ:う企画 された さら1:.この

中から20.0(氾人の別次h宜jLEBをiZEんで,現在ABCC~

予研成^健qEJI宜 と呼ばれろ10グラムのもとに2年に

1回の枚書 を行 うよう仝i5された 病理学的fi宜も寿命

司宝暮EZll二ついて弟中的に行つこと(=なっI=机 効果的

合羽Ht人手方法が実先に拝されたのは1961年か･Bである

1957年(IDrCtorgeち mrll叫 がA8cci*長に牡任し

fJ その後の15年間(=わJ'_る在任XW..1中(=同博士は.王

IrFTJnCI5着11台がtl告 Lr_捷合研究計画の英施1:.汰

いで弔文の-JT性のflfXl二枚功 しf= す々hち,tAtlを

捜て研究針ig%l二村するEg五千妨rJ生研究所 (チ析)の車

扱を受[1ることl二より,各基本的■立1ログラムはEl米

共同の活劫lこなっf= まI_.ABCCの各錐rllこ対するや

仕分也と甘FINL充に対する珪砂について米国の各俵関の

同意を柑ることLこよって,捕ま1ログラムの管理運営に

-F性を確保 し/I(臥床..gおよび病理部はそれそhYale

大学およびUCLAl二おける関係軟玉が,また扶肘掛 土米

慢学士一院医学枕か粥宝玉が担当 した)

1959咋E:すべての研究報告を日英両相で確蒙する方針が

確立された.1974ff-兼までに盛続鮎告告440吊がすでE:

碓氷されるか.または.印刷中であった これらの宅横

qZ告せ=こ恭づ く多くの論文が両国の学術推fiEに掲載 さ

れた

鴫の蛙過ととい ここれらの均滋から多くの栄枯が†雉られ

た JH刀の知見は放射娘による白血病1万発.胎児に対す

る形書F'よび別科的異常に朋ナろものであった 叢姓 名

の子LAl:有意や38位学的形q,は止められなかっ/I.舟近

[二重って放射娘による充実性JidFの発生があることを示

す旺策が発見さh.放射損によって也が発生する王での

潜伏期和の全現を明らかにする所見が引き抜 き発見され

ている 過去10年朋に,棟雑を放射扱法先ti染色体異常



recentlylntrOduc亡dchJOmOSOmebandlrLglcchnlqt】eS
weexpectfurtherlnSJghts

13 ReceFLttlLSLOfy WhentheA上CCvASOrganlZ-

edLn1947.LhctwocltleS,andn racLa)IorJ叩an,
layprOStralc ThesrudleSWeTeStartedunder2Llmosl
tXClusIYelyUSsclentlrlCAndadmlnlStratlYeCOnITOl
aTldTundlng AsJapanhasbeeTtrebulltaJldhas
prospc【ed,Japanese sclenCC,lnCludlng medlCal
scICnCC.hasadvancedtofirst-ral亡quallty,&ndthe
posltlOnOlATICC,asalargelyAmencaTHnSLltllL10n
LnJ叩anpurSulngresearchonJapanesecltlヱCnS,has
gownlnCreaSlnglyar10malous TheIJIStltutlOrlhas
bccomcareadytargetrotpOtlt】Calattack.lthashad

dlrflCully ln attraCtlng able young Japanese
sclent)its.lthasnoteslabllShedmanycollaboratlYe

TelatlOnShlPSWlthJapaneseuTllVCrSltleSandother
cent¢rsofscICnCe Atthesametlmb.proddedby

thedecllmngdollar-yenexchaJlgCratearLdacoJl-
sequcnEextremelyrapldIncreasemdollarcosts,the
AtomLCEner阜yCommlSSIOnhasmcreaslrtglyreallZed
thelmPOrtartCeOftesLruc(unngAt)CC asatnlly
blnat)Orlallost)tlltlOn,1Jlallrespccls,JnCludlJlg

fundlng LrL1972arld I973.OnlyEarBCContract
supportfromlhcNatJOrlalCaTICtrLnstJLuteAYCrted
therleCeSS1tyforamassIVelayoffofstalr,BrLaCtlOn
soconLTarytOJapanes･eempLoymerHpraCtJCeSthat
.lwouldveryLikelyhaveresultedLnlhcdemLSe
ofABCC

Nc80tLatlOtlSbetween lhc two80YEmmentSled,
finally,lnNoyember1974totherorm31dec15lOn
lhaLABCC shouldbedLSCOrLtlnuCdon3)March

1975,
Effects

aTldbereplacedon1ApnLbyaRadla110n

beaprlVatC,nOnprOfltLnSLltutlOnOrganizedllr)der
JaparLCSelaw and rlnanCCdequally hy thetwo
goyernmcntS Itwlllsucceed to theprograms,
personnel.andemp】Oymentcond】tlOnSOrABCC
ThepnrLClpalagencleSreSpOnSlb)efortheFounda-
tlOnWl】lbetheJapaneseMlrllStryOfHealthand
welfareandtheUSEnergyResearcharLdDevelop-
mentAdmLmStTallOn

14 TheRAdlat10rLEElecl与ResearchFoundalLOn

TheFoundaLLOnWillbemarlaEedbyaLen一member

BoardoIDlrCC(OrS fotlrpCrmArtentOrrlCerS.and

SIXVISILlngDlreClors TTtetwokindsordLrCCtOrS
willeach LnC)udc equalnumbers oEUS arld

Japanese cltLZerLS meBoard orDLrtCtOrS Will

rccelYePrO四 m andotherSCleJltlflCadvICCrrOma
sclentlficCouncil,toconsLSlofFIVEmembersfrom

eachwunLry

AllhoIJBh am ngLrlgthedetailsofthetTLrlSttlOn
from ADCC tothenew FoundatlOnlSadilEICtJlt

の15枚が荘明きh,JL近さ人きれた染色作分染法の成J*

Lこよってより良い繰肘が可能[:なるで^ろう

13 JL近のは拝 1947年にABCCが投書 された当時は,

広島 兵ヰiJi市のみならfEl本全体が崩gtしていた ■

査Iiliとんど克全に米国名の科学的および行軟的背理と

出実とl=よって帆蛤 されI= B木が再建 さh.芳葉する

に従って.医事を含tT日本の†斗草Ii講-接の水草に達し.

日本^を対Aとする研究が,主として米臥 =上って運営

される研究所で行われるとい つABCCの立場は. しだい

に不自炊乍ものにせってきf; また.ADCCは手近々政

治的攻撃日tIになったこと,El本の有能な若い研究者の

補充が園fLに々ったこと.日奉の大学やその他の科学の

中心的機関との共同関係もあまりをいこと.これらとと

I.Iこ, ドルと円の換算率の下降 とそれに伴 うドル経史の

態様も-EBとrJつて.米Eil原子JJ4Hl合は,貸金を含む

すべての面で共にEl兼共同の機rLqにABCCを朽Ji成する

ことの王事性をますます筏慧するに至った 1972年およ

び1973年にll.米国瑞研究所 との契nl二よって大 きJ2援

助 があり.それに上って大i解tのゼL手が回巷 された

従兵JIのAgJlという行為は.日本の労Ntr晋では経めて

兼併のことで^り.実施 されてtlTtはABCCの虎止を招

いていたでムろう

El兼丙Eg枚柿間の交渉により,ABCCを1975年3月31El

に榊辞し,1月lE]から射EE法人Rk射J#彬事研究所へ捗

行することが1974年11月[=公式に決定 した この研究所

は,日本の法経のもとT･艮fT,1の公益法人として投立され

EI米両用軟肝から平等の出梁が行われること(=なってい

ろ それは.ABCCの明宝1ログラム.♯AおJ:Lf労働

条件をもt林する 8本の厚生'Bと米国のエオルギー研究

閉苑庁が玉として細注人に対-1る兼任を分弧する

I4 財団法人放射線形f研究所 法人の管理は10人を

もってM戎 され る理事会 によって行われる 井識理事

4名,理事(非井む)6名である.音符理事おJ:び理事に

[1,日*Ei)の市民および米国の市民をそhぞれ何故選任

すること(:なっている また,E]兼瀬方から5名でつで

桝成する書rl押JAEl合が兵盃10グラムやその他の科学

的8叫[=ついて理事会にD告を行 う

ABCCから析法人への移行のa]目lこついての決定J:liEEI

暮な行概的問JIIがあるが,この移行は科学的■壬プログ



admlnLStratlYeProblem.vcbelJCYethatthetransl･
(lanVlllbesalutaryforthesclentlflCprOgmm The
mstlIuLIOn LSbadly ln rleed ofarlInfusionOr

addlLJOnalcIPablesclent)FIGleadershlp,eLSPtClalty
from Japar)esc sclentlStS,tO bnn8 fresh vISIOn,
TleW Ideas,aJldnew hypoLhcscstostJmlllatethe
program

CURRENTPROGRAMSOFTHEAtICC/RERF

InthisSeCtlOn,WeShalldescnt･ebr)enyeachorthe
ma)orelementsoftheABCC researchprogram,
eyalualeStrenglhsaJld weaknesses,andmakerev
ccmTTlendatlOnSregaTdlTtBtlleCOntmuatlOn,mOdlrL-
cat)on,orducontlnuahOr)0(eachelcmcnt

2] LlreSp一rLSludy T7IeLLreSpanStudy(LSS)
hastracedmortalltylnaCOhortornearlyloワ,000
personsrrorn 1950 (o dateLnanCfrlClentarid

eCOnOmlCalwaybyutJllヱJnBeXISlln且Japanescrecord
systems.especlallytheFamtlyRcgJStratlOrtSystem
andthenetworkoflocalHeaLthCentersatwhlCh

transcrlptSOfdeathcertlflCateSarekeptforSeYera)
yearsafterdeath Famlly reg】SteTSareCh'ecked
perlOdlCalLy.sodataarenear)ycurrentatalltlmeS
IndlVldualesllmateSOfdose.speclrl｡aStOkerma
rTOm g且rnma且ndnculrOnlrradlat)On.areavailable
For97%OfthestJrYlYOrS

AsencsorreportsfromtheLSSharedcm｡EdTaled
thecarcltlOgenlCltyOfTadlatIOn,doCumentedthe
dlffererLCeSlnradlanOneffectsbctyeenthetwo

clllCS(explALrted,atleastlrlPart,byLrLedlfferences

LrlradlatlOnquallty),PrOVldedLnrOmaLIOnOrbthe
dlStnbutlOr10ftLmClntCrYalsbetweenlTradlatlOn

arLddeathfrom LndllCedmallEnanCy,andshowrL
that.apartFromcancerlnduct10n,OYetaperlOdof
30yearstheradlatlOnreCeLVedfrom theA-bombs
hashadnomeasurablelateelfecISOnmOrtallty

Al(bough tlle lZICldence or radlal10n-1nduccd
letJkcmlahasdecLlnedslnCereaChlrtgaPeaklrlthe
l950'S,deathsFrom soIJdtumorsbeganlosholV
ey】der)ctorar日nCreaSetrlrelatlorHDradlatJOndose

Only from 1960 forward and haye shown no
tenderLCytOdecllrle ChildrenlVhoyelelrTadlated
kforetheageof10andWhoarenows(lILbeloIV
age40havehadespeclaLLyhiBhrelatlYerlSksor
cancerdeath ThelJSShasproducedmuchlml〉Or･
tantlnrOTmatlOnatrelatlVelylowcostWecorlSlder
lteSSenElaJ(hatthlSpOPlllatlOrLCOrLtlnuelobe
followedforatleasttwclmoredecadestoobtaln8

fu)1eraccountlngOfthetotalcarclTtOgenlCeffectsof

thefad)atlOrLreCelYedlr)1945 Becausemany
envlrOnmeTltalfactorslnaddltlOntOradlatlOnare

ラム[:とって7ilZであると当番月食は考えている J宜

プログラム(=析しい活力を与1るf:め(=折井を展SZ.析

しい着想や析しい仮浬を祥入する7t'捉J･L何章的指辞を11

前にもまして,柿にEl本の†斗学名から上り一層空けるこ

とがこの研死所にとって鐘めてゼ夢でf)ら

ABCC/放IZ研の現行調査 プログラム

次に.ABCCJq宜プログラムの各工事Ht成部分の枚牢を

Z史明 し,その長所や短所 を評LiEした練,それぞれの捕成

&分のtE枚.1事正壬/=Li中止rニついて暮お吉を行 う

21 寿命的壬 寿命Il玉では.E3*の現行王己iさJlせ.

特に戸fi朝丘および死亡捗断準の写 しhlZi年間保管 して

ある各地の保6J所打を利用 して, 約 109,00D人の羽立斗

Eu:1'けろ死亡群の退路が199)年以米今ロまで効架的t:.

しかもI箕浦EfJに1-Tわれでき/_ T･冊nn合が淀Jqmに行わ

れているので,林にカrJり新 しい特科が人1できる 撒

ナ暮省の97%(:ついての偶^別嬢qL政見推雀位がガノマお

よび中性子放射線別のkermlとして汁井さhている

発令司玉に基づく一連の轄告杏によって放射丑の柴島効

果が立Ziさh.放射JBの12IFl:再郡向に垂のbることがだ

速 さ^(この原Blの少J5Lくとも一部I1枚質の差T･ムる).

策qt時から巷性疾患視発l二よる死亡までのXW,lの分7EIに

関する賀科がt蛙供されf= また.瑞のZ寿架を伶けは,こ

の30年Pplに碑林放射線は死亡紫E:lTLで淵淀可能のほ82

Jaは及ぼ していないと認められた

放射叔坪碓性 白血病の薙生半は1950年代に椴rLil:iiL.

その後は下降 したが,光美佳Jt書L:上るgE-亡の相加と放

射撫Jtとの朋任が1960年以拝に初めてみられ TFI用向

はまだ1乏められない 年給LOiL束iAで暮辞し.現在ま/_A

40まに逮 していない舌では.店死亡の相l書的危険軍が綿

に高いと捜められている 寿命ZIl壬では,比較的少ない

常用で･東芳々栄科が多く入手された 1945年の放射卓抜

唖による花店効果の全訳 をよりよく知るためには,この

調査凍Plを今後少なくともZ)年nLHi氾称する必要がある

塩の1克苑Eこは放射扱以外に事故のZl規凶手が関与するの



ulYOIyedLnCancerlrlductlOn,ltlSlmpOTL8rntllat

theFoundatlOrlStudytheroleofstJChractoTS

TheLSSrtlyLngaS)IdocsOJICausesOfdeathas
shownondeathcertlficiles,JSnecessarilylmpreC1防,

notonlyastotheceutypeotlnducedclnCerS,but
also astopnmaryslte AllhouBh cancer, aSa
genenCentJty, LS uSuauy,VClldla8nOSedondeath
cerllflCateS,COmpanSOnSVlth autopsy dlagnOSeS
haveshownthatformanyslteSSPECIFICass)PmCnt
ISSOunTellableastopreclude(ktalledanalysIS ]tJS
essenllalthatolllersourcesOrlnrOrmat)OJlabout

tlJmOrSbelnteyatedvLthLhclnformatlOrlprく)Vlded

bydeathccrtlfLCateSloenhancesl〉eClrlClty Such
lnformatloncouldcomefrom at]10pSySCrleSand

thelumOrarLdtlSSuereglStneSlnbothcltleS

We recommerld that tJle Ll†e Spz)rLStudy be
TTlalrLtalnCd且ndstreTtgthenedbylmprOYlngtlletleS
tootherepldemlOJoBICSludleSAndtoothersources
oflnformaLIOn

22 AduLttleALthStudy TheAdultHealthStudy

(AHS),TIOW lnOperatlOnforneaTly17years,has
beensuccessfullnSomerespects.bullnOthershas
fallenshortOfoptlmLStlCearlyhopesThJSeXamlTla-
tlOnprOSramlnCludes20.000personsfromtheLSS
cotlOrt HalfWere wILhin 2000 m from the

hypoccnter,lhcotherhal一wereouts)delhtsrange
or110tlnthecltleSatthetlmeOfthebombsand

weTematchedbyageands･EXVlththo班 lnthe
hcavlly exposed youp lndlY)dualestJmaLesof
radIatlOFldoseJlaYenow beer)C且Iculated,and44%

ofthesamplehaddosesoflOridormore The
membersch｡serLfortTIeAHSsaTTIPlearcsoILCILed,
ylgOrOuSly,tOconetOthecllmCSforexamlnatJOnaL
2･yearmtcryals PersonslrlCludedlrLthesample
cvldentlyharewelcomedtheprogram,aSdemonstra-
tedbythehlEhpartlClpatlOllratesaChleyed(80%-

85%ofLlvlngperSOrLSStllLresldezltmthecltleSand
lmmedla(eenvirons)TotheatomlCbombsuTVIYOrS,

the program hasbeen by farthemostvLSlble
actlVLtyOfAaCC Thee二(amlJlatlOrLSharepTOVlded
reaSSurartCetOlhosewhowcrcwell,haveassIStedln
theearlydetectlOl10fdisease,aTldhaveotherwtse
contrlbutedtothemedlCalwell-belngOrLlleSample
rnembcrs TheLrlductlOnOfLhyroldandbreast

cancerbyrldlaLLOnexposureWasfLrSLldentlrledby
theAHS,andthestudyhasdelTtOrLSlratedthatskln
cancerWasnOlSIPlflCarltlyIncreased Thenowof
pal】entsthroughthecLlnlChasTTladeposslblethe
yerysuccessfulcytogenctlCSStudyandhaserlabled
speciallntermlttentlnYeStlPtlOnS,Suchasophlha1-
mologystudleS,arldstlldleSOfscrcenlngmethods
forstomachcancer TheAHSalsomadepossible

(hecom parlSOnOfcaTd]oyasculardlseaselnJapan,

で,このdのEg子の役割[:ついて新法人でI立すること

がI羊である

寿命JI王は.死亡診断書に妃唄 される充凶に依存してい

るので,七･枚的に不正qEで^り,扶果 された名の&胞塑

のみならず,廉鳶蕗位tこついてt,そうである 疾病分類

の一つとしての岳の死亡診断書上の抄断は正ftであるこ

とが多いが.名川t砂肝 との比較では.鉢性別の具体的E

我は不正fLやものが多く,詳細合併折Ll不可牡であろと

saわらhていろ ht砺[:r;qするその他Q)出所からの甘科

と死亡沙Pt苛の硬粒とを統合して内等を充実させる必要

があさ このftの突料の出所としては剖権や丙Iif‖こおけ

る併収焚1呈および組織せ緑がある

本手月余は,♯命tFI糞 を維持するとともにその他の疫学

的tq壬およびその他のyF料溝 との結び付きを改暮するこ

とにJ:ってその強化を図ることを勧告する

22 成人叫康d王.成 人鍵嫌■立はすでl=約17年r'lも

｢継投 さh.ムる面では成功 したが.その他の面T･ll抑XTl

の糞収的*隻事項が達成 されていか ､ この検診1ログ

ラム(=li.#今月盃轟団から還訳された20,000名の対生

毛が含まれている その羊鼓11建心地から2000FA諌iAに

いf:杏でJ)る 残 りの手放はもっと遠k■(=いI=hL.館

林時に市内l=uなかった者であり,幾世IHL領と年鈴別

性別M収が一致するように題1111/_ TR^別の挨4且点

推定息がtr井 さhて11り,対象額の44%Ll投且が10rad

以上であっf= 故人雌蝶羽ZlL二道ばれた対象か 二村 して

は,2年ごとに貸抄するよ7強力に托持している せ診

姫が非常に揃いことが示すように(fTf内および近称 に居

住する生77帝の受診軌ま80%-85%),朋正対叙竹はこ

の根幹1ログラムを批迎 していろように世われる 紹煉桂

壮者E=とっては.この網走1ログラムはAt3ccにおt†る

相浦肋の中で瓜も共作的なものである 横抄Lこよって髄

様^(:-&･じ.を与え.また.疾病の早期雅兄を的L†るrJと

して 対虫舌の医学的鮮球管Jll=寄与 してきた 放射政

策glニ上る甲状Ji撫およLF軋塔の挑発は成人健嫌ZFI玉を

遵L:てJl即日二Fl捜された まr=.この月玉では.皮肪痔

の有CĵJ*机 上比められ々かっr= jHn=収功していろ

&伯jA任学的JI意が実施できたのはJ韮対&舌の受診が

あっf=からであり,熊村角立や討啓のスクリ一二ノブ法

[こrJするJI宜々どの時Prの特別研究が可能であっr_のtJ

そのためである 米同心bi肪Ai研究所の戊助[:上って実



Hawall,andCallfornla,Supportedlnpartbythe
Natlく)nalHeartandLungInstltute

Nevertheless,the sclentlflc product】vlty ofthe

program hasn()IbeencommensuratewlthItscost,
whlCh hasbeerLlnfoTrnaHy estlmated to requlTe
50%-70% ofthe totalABCC resources Asa

nlethodfordocumentngmorbld】tylnthesample,

theprogram hasnotbeensuccessful The2-year
lnleIYa15betweenexamlrLatlOnSareSOlongthateyen

ma)oTdlSeaSeShavebeenm155ed ForthlSreaSOT)
andbet:RuseSDmanyphyszc】allShaveperrormedthe
examlnatlOnS,themorbldllyde(ec110nProgramhas
nothadthe(:onsIStenCy,SpeClflClty,andrellablllty

TequlTedfora800dsclentlflCStudy Moreover,
routinephysICalexammatlOrLSOnapTedomlllantly
we)1populat10nhayea)owlnlrlnSlCprObablLltyof
detectlngflrLdlIlgSOfslgnlflCanCetotheprogram,
and thlslow yleldleadsm tum todlmlrllShlng
InterestbythephysIClanSandahlgherrorTats

TlleC｡mrmtteeserlOuSlyconslderedrecommendlng
thattheAHSbetransferred tolocalunlYerSlty

hosplta】S,butdecldedthatthlSWouldbeunreallStlC
flow ltremalnSaSapOS51blllty,butloTtheprese】1t
weTeCDmmendthattheAHSprogrambema)ntaLned

wtth greater emphasIS OrLObJecttYe laboratory
determlnanOnSandmeaSurementS,withslarLdardtzed
h]S暮DrleSWITトalltOmatedrec｡rdlngandprocessll1g,

aTldwlthLessemphasISOnphystcaLexammatl011by

thephys■C■an ConsldeTatlOnmlghtalsobegiventO
reslrlCtLngthev唱OrDuSCOTltaCtlngefforHoSample
memberswhosepartlClpatlOnLSmostImportanttO
the sc】entlFIC needsand rclylng On VOluntary

partlClpatlOnbyothers

WebeLleYethatthlSWllHnCreaSePubllCaCC叩tanCe,
result)TlbetteruseofpersonT)e),ande)lmlrLateSome
orthemorecostlyand nefflClelltpartsOfthe
examllldLl⊂〉n WesuggestthatconslderatlOnbe

g】ventotheuseOfmoblleurLltSStaffedbyphysIC】anS
to collect blood,urlne,aZld otherlaboratory

speclme'ISlnadvanceoftheVIS)tOfthestudy
memberstothecllmC ThephysIClanWOu)atTlen
haretheresultsoftheLaboraloTytestsuttTletlme
ofh151nterVleW WlthastudymemberarLdcould
dlSCuSS the health meamng Ofeaclllaboratory

resuu Theprocedurewouldbemuchmoreuseful
and reassurlng tO theStudy memberthan the
currentPrOCedllreS Wehopeforadecreaseln

emphasュsOrLphysICalexamlnatlOrLSW】thre)easeof
physIClurL'StlmeforotheraCtlVltlCS

There should be conslderatlOn OffreeZlrlgand

storlng blood and other tlSSueS from persons

施 されているEl本.Hawa‖F'よぴCLlllE(〉rnlaにおりる･LJ

脹血管疾患の比l史繰言寸も成人健康調光があって約めて可

能と合った

しかし,この検診プロクラムの科芋的成果は,提督に釣

り合ったものではな(,非公式の推定によTlは,柑CC

の全財源の50%-70%がこのためE:資されている 粥盃

払団にtJける確病状態 を把捉するための方法としては肢

功 をみていか ゝ 紗繁のIu日毎が2年もあるので,主要疾

懸さえも繰出されないことがある この理由 に加】えで.

検診に非常に多故の医師がr{串 したために.有効な榊寺

的調査に必要な一対性,特異性および借換性がこの経書ぷ

閑芸7't)グラムに欠如している しかも,朋嫌fJ翁が大

部分を占めている人口の-般輪珍では,調査7'ロプラム

として有毒純な所見が検出される可能性が元来低く.こ

のことは,底師の邦峠の低下と誤診率のEPI大 を招 いた

-)勧告すべきか否かを憤並に甥IEしたが,現在はこのよ

うなことはjF呪英的であるとの結蒜に適 した こfHま一つ

の可能性 として残すべきである たIJ 収n･のところは,

成人健康調査は維持すべきであるが,棉空室測定やその

他の客観的,初定法をもっと史現 し.病歴王己送の標準化 と

その妃鐘および処理の自動化を計り,医師による理学的

蛤寮に従来ほと重点をaEかないことを勧告する 納充対

象者の うら.料¥的やg蔓性から参加を1llることがJIをも

盛事なか こ限って強力な通約は軌を行い.その他のか i

その E]主的 な参加 に14(存することも考慮 してよいであ

ろう

これによって一般の人々にもっと受り入れられやすくな

り,喋flがより効果的E:砧用され,抄繋朔日の中でTl"1lL

軽蚊をg要としながち効果的でか ､もののいくつかを'tT

略することができるとLilわれる 評丑対象額の来所安芦安

に先立って血液,尿I,よぴその他の榛東標本を求めるた

めに医師の移動姓 を編成することを考慮するよう壮繋す

る そうすれEf,明宝‡f象令の診蝶の峠にEii昧検査収餅

がすでに判明していて,払当医は各棉玉結JJLの価額上の

慈味をl姓Jf7することが可能E:なる この方 法 は.現行の

ものよりは対象省にとって右韻であ(),安 じ･が与えられ

るであろフ 理字的診察 をfiE来はとBi要規 しないことE:

より,医師の時間を他のT占軌に向けることができる

この縦断的明宝に属 している対象者の血椎やその他の組

織を冷凍保存することを考慮すべきである これにより,



IncludedLrLthe]onBltudLnalshJd)cs ThlSJIOLon)y

wouldeTlableanaJysesLObemadeslmultaneouslyLn
tusuesrTOmdlffercnlagesandtlmeS,WlthLnCTeZLSCd

accuracyandel†lc)ency,btJtWOuJda一socnab)et】le
ftJturetest)ng OrtlyPOthesesthatl柑d notbeen

Lhou且h10(earllCrusingteChn)quesLhAtdldnot
exIStCarllCr

WLththeLnCTtaSLngSlTengthoftheloci)medlCiL

schools And Lhc汀 attaChed hosFMtalsand other

health CarefacilJtleSLn the cILles,sLrOn且effoEtS
should be made to colla(cmcdICallrLrOrmal10m

abouHhesamplemembersthroughImprovedrecord

llnklngSystems PosslbJedataresourcesarcrecords

orreportsothospltallZatlOn,emPloymcrLtrecords

(lnCludlnl absencebecauseofsICkness),andthe

tumorand tlSSuereg15trleS ThetLSSueregLStTleS

themseLves,representlng CentralreposltOrleSfor

I)ssue speclmenS COntrlbuted cooperaE1Yely by

seyeraLdlfferentpathology departments,maybe

corLSlderedmodelsfortheklndsofarrangements
thatShotJLdbesotJght

23 Pathololy/AtJtOpSy Program The prcseElt

autopsy prog柑m.lTle FlnnClpalactIVlty Ofthe

DepartITleTltOfPathology,wasITII(latedlrH960ata

TIMEwher101herpathologyservICeS lnrLlrOShlma

andNagasaklhadrl0tECaChedthclrpresentStrength

Th亡Ob)cctlYeWastOObtaJnautOpSleStordcaLhs
thatoc(:urredlnlhetwocltleSamongrnembeJ30f
the erLllre LSS cohort The method vasto

estabLISh且SyS(em tOlearnr叩Idlyaboutalldeans

thatOCCLJr.10determlneWhethereachdeathWasor
wasrlOHhatofamemberofthecohort.and.lfso,

to dlSPatCh "autopsy contactors" to VIS)I the

atlendlllgPhySIClarLandthelamllyofthedeceased
tosoHCltPermlSS)Onrotautopsy AutopsICSper-

formedoncohortmembersltlhospltalsIEtthetwo

cltlCSarealsolnC)udedlTltheserleSbyobtaltllng

tissueblocks InLtlally,nearly50% ofalldeat1lS

thatOccurredlnthetwocltleSamongmembersof

theLSSpopulatlOnWereautOpS]Cd A serleSOF

reportsFrom thlSPro島ramevaluatedtheaccuracyDf

causelCfLdeathreportlngOndeathcertlflcates,he)ped

elucldatc the patlernsorcardlOVaSCuEardlSeaSC

nortalltylnJaparLaSrelatedtostrokeandlSChemlC

heartdlSeaSt,anddescnbedradlat)Oneffectswlth

TeSPeCttOYanOuSCausesOrdeath,partlCularlythose

TCSutLlngrrOrnneOPlasmsorspeclrlCSltCS

ln thet8Stl5 yeaTS.Severaldeyelopmentshave
calledlFltOqueStlOnthecontlJlulngerreCtlYerLeSSOf

thepro8ram UrLderthestrugenlllJTIILa110nSOr

LLmelrnPOSedbyJapanesefunerary practlCe,the
abilltyOlthere5earCIIOr且arllヱatlOntOObtalrLthe

各年k時および各時期の事且拝の同時分析がもっと正確,

かつ.効果的に実施できるだ[1ややく.鎚兼考Ltされな

かった仮説lこついて今まT･(=なかったは法を用いて将来

権肘を行 1ことtJ可能に Ĵろ

地元の大草医学部とその付Ji病指おJ.tFその他の市内に

おけるEg#洗rlの尊化に伴い,tE輔連LiN丘のek舌を遠

L;て.)五対生令に関する医学的や科の照合を行 うJ'_め

の鳥力を勿力を払 う/<きT･ある 墳村井とLで乍えられ

るものは.入院の記事ままf=は稚さ.批労吉Ei‡(捕軌欠席

など),ht蛸蟹鎖および組椎茸錨が弾けられる 机織Eiま

は.いくつかのEZ日本の柄Fl部のfA力で畑供される納税標

本の中央1呆守瑚所T･あり,本!q兼のためにr]柑すべき制

度のモアJLJとも'kえられよ う

23 9I理/糾棉ZR壬 病理蕗の主¥ほれである現行の

剖検q立プロyラム111960年にrJ始 さh.当時は旺由

るl二は至ってい々かった この群立1ログラムのB的は.

寿命■立JS印⊃-ホー ト全作の つちiq市で死亡Lf_令の

剖検を行うことであっr= この/=めf:.すべての死亡を

速やかにk)り,死亡令が51正弘En:扶しているか否を決

漣 し,148古でf)九は,剖検遵椅Ll̂ '&_it,医L,よび遺族

をtMLqして朗緒のネ77iを求めるという粥せがL2(†らhf=

両市内の弼院で刑権の行わhた対象額Evついては.tEl様

tl*を求めて剖検例中に含めている I刀付目二は.Pifhで

女手命粥克服間中に生 じた死亡の50%近 くの刑臓が行われ

た この糾査1ロブラムにJJgづ く一遇の叫…●Iでは.死亡

診断針 二記載 されろ死Llの正確性が評価され,口車E=1,

ける･じJt血管状息死亡準の傾向,梓に脳卒中と止血tI･じ

疾怨との関係を究Jllする実力が払hh.ま/i,fi々の死

因.綿に各部位の新生物に起凶する死亡[:対する放射政

吉qiの形qrが把述 された

iB壬15年巾に生L'たいくつかの車券のI=わlこ.この剖検

)玉プログラムを牡抜することの効果(:ht杓が抱かれる

(=空っ/= 日本における#t長のtr石によってきLfLL,時

rL･q的制約がmせ･3れるr_わ,剖接を行 うf:わに必手なき



necessLlrypermlSSIOnforautopsyandloarrangefor

necropsyhasdecreasedloonly21%1m1974 0nly
two-thlrds ol these were performed atAIICC

Concomltantly,OtherpathoLogySerYICeSlnthetwo

cIIleShavebecoTTlemuchstronger TISSUereglStneS

lnbothcltleS,eStabL)ShedunderthesponsorshlPOf

the NatlOnalCancerlnst】tute,show promlSeOf
yleld)rLglnrOTmat】On On SPeClflCtumorsandcell

typesttlatlSbothmoretlmelyandmoreextensIVe

thanthatwhlChcanbeobtalnedfrom theautopsy

serv】ce ]twouldbeverydlfflCulい f-一otlmPOSSlble,
tora)setheautopsyratetoitsearllerValue,andwe

cannot propose any WOrkabLe procedure for
dolng50

TheCommltleereccImmendsthattheFoundat10rl

dlSCOntlnuethesoILCltatLDTIOrautOpSleS Theneed

Forautopsy data to provldelnformatlOnOnthe

accuracyofdeathcert)f)Gatedlagnosesremains,but
thlSCanbemeHnOtherways AutopsleSmay,Of
course.contmuetobedorLeWhenrequested Morel

over,WじeXPeCtthatilutOPSyPathologyseTVICeSWlll

contlnuetOITICreaSeattheotherpatTIOLogydepart-

mentsnowactlVembothcltLeS ThepnllC】paLtasks

ofpatho】oglStSShouldbetoanalyzethemhssIVe

amountoft]ssuemalerla】sa)readyaccumulatedand

lobecomeayalLab】eforstudy(hroughtherecently

eslabllShedtlSSuereglStrleS,andloserveasTllembers

of lnterdlSCIPllnary Study teams lnVeStlgatlng
spec)FIGdiseases SorneseryICeSthatareessent)allTI

supportofother FoundatlOn aCtlVltleS,Such as
e:くfo】1atlVeCytO)ogy,COuldbeprovldedbycontract

w】thL｡calpathoLogydepartmenrs

24 Cylogenet1CS Chromos(〕malab】10rmalltleSln

culturedWhltebloodcelLsarebelngStl,ldledlntwo

groupsorpersorts ln SurVIVOrS,tO leaTrlthe

relat】OnshLpbetweenradLatlOndoseandchromos0-

ma】abeTTatlOnSdetectLlb)emoTtLthan20yearsafter

exposure,ilrLd lnChlldren ofsumvorsconceLYed

afterthebonlbs(SOICallcdFl)todetectposslble
cytogenet)ceffects ThesampleofsuryIVOTSIS

drawl1from amongmembersoftheAHSsamp)eat
thetlmeOrthelrCllnlCYISLt(seeSection22),and

bloodfrom theFlgeneratlOnlSC,btalnedthrc.ugh
speclalcontactlngandsollCltat)OnumOrLgmembers

ofthecohortlnCLudedlntheFIMortalltyStudy
(SeeSecllOn26) ForH1eStudleSOfsurvIVOTS,100

cellslnmetaPhaSeareeXamlnedperpatlent,Forthe

FISamples,10cellslnmetaphaseareexarnlnedand
twocellsareanalyzedkaTyC>tyPICally Moretllan

1,000 culturesfrom survlVOrSand nearLy 3,000

from theFlhayealreadybeenexamlnedlnthlS
contlnulr)gpTOgTam

発を求めて剖検の手配ができたのは1974年に21%であっ

たE;す ぎない しかも,そのフらのわずか 3分の 275l

ABCCで実施 された このrjH=両市におけるその他の機

所の後援で両市 に設置 された組位Eきまでは,二の剖検

サービスよr)も7孝志の腫堀や細胞型E=ついて更 に蔽?fr,

かつ,広範囲の資料が収輿で きる見込みがある 剖檎率

をLl前の水準に引き上けることは非常に圏艶あるいは不

可能であり,英行可能の対話は何もIS案できをし＼

本妻ji会は,新法人が剖検を求めることを中止するよう

捷蕃する 死亡診断番に詑徹 される診断名の正確性 を知

るために剖検実科は今後も必要であるが,この必要性は

その他の方法で満たすことができる 依頼に応 じて剖検

を行7ことは,もちろん,今栓も続けられるであろ )

なIj,両市で現在泊軌を絞りでいる他の機関にI)11る柄

るとIT懲される 捕LlX医の主要任務は次のともりとすべ

きである (1)すでに収施された大成の組他材料および依追

善生誕さJ'LI_組組立芳美を通 じて入手できる材料の分析を行

うこと,ならびに(2)相違疾世を研究対象とする=′際的な

研究班に加入することである 新珪^のその他の活動を支

摂するためのいくつかのサービス,例えば別姓細胞診な

とは,地元機関E:委託することが可JMEであろワ

24 細胞過伝学明査 収在.次の 2即について,培薫

白血球の染色体邦常の粥丑が行われてし､る 鞍様舞群で

は,被曝扱丑 と被爆20咋以上接遇L臭に恕められる独色仲

井常との関係の額恋,鞍士鼓後の妊娠で鞍嫌者にEEまれた

子供の凍団(いわゆる窮 1世代刑余群)では,起こる可能

性があるとHL_Zわれる抑飽遺伝芋的影laの網走が行われて

いる Af較となる被爆名は成人健席的充の受給者 (22項

参日召)の中から選ばn,また講 l世代は,椎体者の子供

の死亡約2日 26項参Ri日のコI T=- トに属 している省に

特別に連絡 し,ネ託 を乎めて血液標本 を入手 してい る

被爆額の調査では, 1Y,につ き分裂中期細胞 を1(杓佃植

立 し,厳棒者の子供では10個を棉丑 して2個の稽型分析

が行われている この継続中の研究では,すでに被爆者

について 1,003例以上.粧爆音の子供については3,∝巾例

近 くが検査 された



Study olthesumYOTSLheJTlSetVeSh且Srevealeda
doscJcpeLldenL lnCreaSC ln the frequerLCy Of
lnlerchan8eaberratlonsaJIdClorlesofccllsconlalrl-
1Jlg ldentlCalabeTTallOrlSlnSlnBJelndlYlduals More-
over.they)eldolabeTTatlOnSfora81YendoselS
hlgherlnHIJOShJJnathanlnNagasakl,thlSdifrerencc
は COnSIStCntWlth (hc gTelterCOntnbutlOn Of

TIeulrOnSlnHITOShlmaandvlthlhehlBhrelatlYe

blOloBlC erreCtTYCneSS (R8E) or rLeulrOnS for
lrlductIOnOfchromosomeabrlormalJLleS

ThefrequeEICyOfcellscontalrungabnormalrLumbt･rs
ofsexchromosomesandstructuralchTOmOSOme
ab】10rmalltleShaslikewISe been obscryed Lo be

hlShcrlnProgenyOTITradlatCdparentsthanlnthe
ofrsprLng OftmIrradlated parents,although the
dlfferertcelSnotStatlStlCal】yslgnll1Cant

WcconsldeltheobservatlOnOfperslstlngChromo-
somem】urylnlrradlated5urVIVOrS,especiallythe
occurrence OfclonE･SOfcylogeneIICally altered
ce‖S,tobcofgreatLnLerestThepolentl山patholo一
glCSlgnlrlCanCelSnotknowll,butdeservesextended
study FurLlはrITIOre,Such ccllsmay Serve aS
ITlがcatorsolabsorbeddoseandJlaVeaPOSSJblerole
asb)ologlCdoslmeterS SJmlhTIy,thesuggestJOn
thaltherTequenCyOfchTOmOSOrnaIaL)JIOTmalJtleS
rrtay beITlCreaSedlntheofrspnn80llrradlated
parerLtS WamntS furt7-erylgOrOuS lnVeStlPtlOn
TherelSanOppOTttJnltyforthezlppllCat10rLOfTteW
leChnlqueSOrSLaLnLngandchTOmOSOmebandlrLg,
whlChhaycbeenroundLOrCYealabnormalLtJeSthat

woLJldotherwISegOundeteclcd

ltwouldbecspeclallyvaluabletostudypersons

whosecyLogenel】cfltldlTlgSare.grOSSlydlSCrepant
wlthres8rd(oeshmateddose OrLtheonehand,
suchastudyTTtayLeadtolmprOYCddoslmetTy,On
theother,Ltm)ghtrevealposslblehumanpheno-
typeSWLthextremeradlatlOnresistanceOrSuSCePt1-
bllLty MuchconcernllaSbeenexpressedforpersons
who may beespeclallysusccptlbletochemLCals,
th7SmlghEwellbeaconccrrLa)soW】thradlat)O】1

WenotelhallhlSprogram hasbecomeoneofthe
mosE且CIIYeLTtlheABCC andthatltlSenllTety
underJapaneseJea(kTSh)p AstheABCCLSr叩 laCCd
bythenew Fol川datlOn,tllはJSamodelrorflJtl一re
Japar)ese leadershlP ln theJOJnlyenhJre Wl:
recommendlhltthehLEhlysuccessfuleytogenetlCS
Study by contlntled,vllh lACTeaSd sclentlflC
personrlel■sneeded

25 CancerSttJdLeS TheA8ccstudleSOnCarlCer

havebeerLeSPCClallyproductLVC Theearlyresearch

被斗舌のJI宝では文殊型異常の朝雄および 1人の被検毛

lこ同一の井常を示す神曲のクロー/形成の初産hrJkJLl=

従ってqI加することが認わられた_ さらに,一束JBJLに

対するA*の発生は長崎よりも広Aの方が事い この垂

井はLZ:Aに中性子が多かっ/=ことおよび敗色仲井書の扶

発に対する中性子の相対的生物 学的効果(RBE)が高い

ことと一軟する

性染色作故の弗井および染色体Nt逮井瀬を示す神Ji!の耕度

I.同は(:jF書林jJi親の子供よりt.古社内兼の子utの方が高

いと披められたが,この差異は統計学的には古老でない

我々は.被II額に見られる括紙的な独色体のまRIも.鞘に

細胞辻伝単的変化を示す紳鞄のクローノ形成について大

きな欄心をもっている その滞在Er')を病理学的潅水は不

明であるが. さらに研究するIi価のあるものである そ

の上,これらの和地は吸収扱jLの指Llとして役立つとと

い こ生紬や約線jL才tとしての役割 をも果たしうるかもし

hrjt一 同は(:.妊林寺の子供において牲色付異常の薪

一世がql加 していると示乾 された所見l:ついても,さらに

強力 Ĵ弔宝を必事とする 析しいie.色法および染色持分

ieEJl輔のJ用[=上って.ia:乗の方法では検出不可l抱で

あった井耳についての探求を行 うta合が^る

頼Jt遺伝学的所見と推定虎丘とのrqL=大 き々矛盾がf)ら

対象者lニついて■査することは特にJifでJ)る この鎖

の■立によって,一方で.は政見のかi■の改Alこ至るかも

しれないし,他方で(i,放射拙[=対するih席の比杭ある

いは悠jE性を有する表現型の者を明らかr:することt,あ

るかもしれない 化学薬品に対 して特別の感食性を石す

るよ7な人(:ついて大き7Tj関心がよせられているが,放

射椴の畑合にも同軸のことがあるかもしれない

我J日1.この11究プログラムがABCCで浪t,活発な研究

の一つであり.すべてがf]本人の指沖の下に行hれてい

ることl:i王E]ナろ ABCCがPiしい牡l♯に移rTすろlニあ

たり,これは日米共同半農におけろ今姓のD本dIの捷供

する指事のモデルに与るであろう 車重A会u.この兼

官に成功 しているわたiA伝学的粥壬tJBk L.亜妻に応

じてTrlltAt斗ATることをtJ告する.

25 島PI壬.ABCCl=おける店lこ関する研究 は特に成

果をJH1ている 白血病lニrlするI刀瀬の研究は広く注EI



OnleukemiahasattEaCtedwldeattent10nandhas

served asthemajorbasISforseHlng radlaC)On
protectlOnStandardsforsomatlCeffects Thepeak
LnCldenceorleukemlahaspassed- afactthat
ralSeStheposslbllltythatthecarclnOgenlCeffectof
radlatlOnlSnow dlmLrL)Shlng Thefollowlngflnd･
dlngSfrom thelast5yearslndlCatethatther)sk
contlnueSaTtdemphas)zethenecessLtyforcontlnu-
1nglntenSlVeInvest)gatlOrlS

Personse)(posedbeforetheageoftenexperletlC-
edanexcessmcldenceofcancerattheageof
15132

The excessive OCCurrenCe Of leukemla has

contulued,a】beltatadlmln)Shedrate,andthe
relatlOnOfhlStOloglCtypetOageandsexhas
beenc]arLfled-obseryat10ZISthatcontE)buttto

theunderstandlngOfleukemogenesISlngeneral

Lungandbreastcancer,prev)Ouslysuspectedof
belngradlatlOTI-related,haverLOWJOlnedleukernla

and thyTOldcancerasneoplasmsconvlrLClngly
showntobeTadlatlOn-1nduced

Stomach cancer,TLOtpreY10uSLy shown toobe
radlOgerHC,1S rLOW SuspectOn the basISOf
recentartalysIS

SpeclalattenttonhasbeenglVenrecentlytothe
ToteofrlSkfactorsotherthanradlatlOn,Suchas
clgarette-SmOklng With respect to lung cancer
Importa】1【1nformahOn abouthostand envlrOn-
me】1talfactorslnCarClnOgeneSISCanconefrom

studylngadu)ttypesofcancelsthatoccurearlyln
l】re Apre)lmlllaryStudyhasbeenmadeofthese
tumors】n the HIT(〉ShlmaTISSueReglStryaSOf
mld1974 Rev】ewolthetabulatlOnSfortheflrSt

2morLtTISOftheNagasaklTISSueReglStryrevealed
cancels】TISOmerareSlteSthatmay,byretrospectlVe
study,ldentlfypTeVIOuSlyunrecognlZedcarclnOgerllC
occupatlOnalexposures

I一laddltLOntOtlleabovestudleS,WhichcontlrLue,lt
LSdeslrdbletolmtlateCancerSCreerLlngProcedures
EarlydetectlOIICOuldleadtopromptandeffectlYe
treatmentofearlyma)lgnunCLeSround Thereare
seyeralpossiblepotentla】lyusefulscreenlngproce-
dures Forexamp一e,therecelltPTellmlnaTyuldlCa-
tlOnOfanexcessol8aStT)CCaTICeTlnthemore
heavllylrTadLatedp｡pu)atlOnShol,)LdbesystematlCaト
1ypursued AlthoughdeancertlflcatesaTldautopsy
dataw上llno doubtcontr】butetothLS亡)b)ectlVe,
earlycasedetec110nlntheAHSpopulatlOnWOuld
bepartlCularLyImportantforthesurvlvorsthem-
selves Illthe context of the Commltteels

を集め,身体的影響E:対する放射線妨護基準蓋空走のため

の基礎 ともなった 白血病発生のビ-クは過 ぎ,このこ

とは放射線の発現効果が今や低下 しつつある可能性を捷

起 した 次に示す束近 5irnnの所見は発頭の栢険が持続

していることを示 しており,強力な調査研究を継続 fる

必要性 を弓粂粥するものである

10歳未満で厳促 した者は15-32歳になってj色度の輔

発生を示 した

発生率は識少 したとはいえ,白血稀の過度の発生は

続いており.粗略型と年齢および性との関係が解明

された- これは白血病碓生全粒に関する理解の向上

に貢献iる所見である

以前は放射額 との関係の疑いのあ-I)た肺7Bl'よび乳

項は,今では放射線視距性 として締ま忍された新生物

として.白血病および甲状根癖に加hった

以前は放射線との関係がみ られなかった胃癌は,最

近の解析 によって, その疑いがあると認められて

いる

肺痔に関 して考えられる喫規など,放射線以外の危FS･因

子の役割E:ち,鈷近捧別を注意が払われた 発癌 におけ

る宿主と現場国子についての重要な梢報は,若年齢で発

生iる成人型の群の研究から得られる 1974年半ば呪在

の広島組織警手菜における腫店側についての予備羽立が行

われた B･崎屯1拙誉i長の患tJ)の 2か月間の幣料の雄軒に

ついての検肘によってある種の まれを部位の癌 が認め

られており,これらの遡 及的調査 を適 して,従米未知

であった発解任の騎兵上の被曝が明らかになるかもしれ

ない

を始めることが望まれる 早期発見は初期功の速やかで

効果的な治蝶に通 じるものである スクリ-二ノダのた

めに役jrつと望われる調査方法はいくつかある 例えば,

高般B被曝番に過度の腎癌発生を示唆 LI=右t近の予僻的

実科について系統的を追跡 を行 うべきである 死亡診断

･缶および別橋梁料がこのElmii肢に貢献することは疑 う

余地はないが,収入健席調査対扱者について早期発見に

努めることは被粗肴自身E:とって特に重要であろう 控



TeCOnnCndanonsregardlngtheuseofmobJ)curuts

Locol一ectbloo(IaEIdotherspeclmenSrOrlabora(ory

analysIS,OrLCefrectrve叩prOaChLOlderlt)fyLnBthe

hl且heslyleldgroupTn)dLLbeLllerOuLLneSCreenlllg
ofserumpepsLrLOgenkYt･Ls lfabnormalleyclsvcre

found,aurlnarydyeexcretiontestforthedetectlOrl
orachlorhydnacouldbcdoneaLasubsquentyISlt
totheFourldatlOn lflhJStestWereals･oposltlYe,

rad10graph)candnuoroscop)cexamlnatlOn Ofthe
stomachcoo)dbcdone

CancersorotherpnmaryslteSlnthe8aStTOlnteS■川al

may a一so prove to be radはtlOTIrelated Case

detecl10nfortheseslteS,andperhapsa一soforcancer

of(hebreast,mlghtbeapproached byprlmary
screemng forcarclnOembryonlC antIgenS(CEA).

followedbyappTOprlatefad)ograph)cexamlrLatlOnS

forpersonswlthtwoormoreserlalposlllYetests
BecausebreastCancer0(:Cursmuchlesscommonly

)nJ叩anthanlnlVeSternpOPu)aE10nS,thereshould
becarCruLexamlnatlOnOftherlsk-bencrLteqUallOrL

tortheuseoTmammogTaPhyasascreenlngpl0-

ccdurc However.lfprelLrnlnarySLudleSrCYCaltha(

radlaLl0nCXpOSllreSCarlbebroughtdowrltOaC一

ccptablelevels.consldeTaLl0m Shouldbc81YentO
theuseorthlSprOCeduTCamOng01dervomell

RecerLtprellmlEury ObseryaL]OnSOrllleSelectlYe

uptake ln SmallbreastcancelsoIshort-half-life

radlOISOtOPeS,StJCh as 67Ga c)I-ate o,99rnTc

dlPhosphonat亡OrpOlyphosphonatcorfcrthepos-

sJbllJty thatthes･B proceduresmay aJso become
avallableforbreastcar)cerdcICCtlOn

OnthebasLSOftheconslderatl0nSglYCnaboye,we
rtcomTTlendthat

I PresentcancerprograTnSbecollllnued

2 TheFoulldatlOnSupportuCllYelytheTISSue

ReBISlrleSln TIIrOShlmaarLd Na88Sak】a】-dc0-

0peratelrLeYaluatLr,gthedata

3 TheFoundatIOnCOnStderil[tlatlngCancer

SCreeTtlngprOgraTnS

26 GerLelIlS GenellCShasbeerLatlheheartor

the ABCC studleS SlnCC theirmCePLl0rl The

PrepancyTcrmlrLa110nS(udybyNeelaridSchull,
publLShedln)956,aTlalyZCd8rOuEld65,000blTths,

yetLhcrewerenosIPlflCarLteffeclsofradlatlOr10n
slllt･blTths,InfantmoTtalltY,birthvelihI.congenital

8br10rmallty.Chlldh(〉odmortlllty,leukemla,OrSex
ratlo AtthatI)mC,thereWerefears(hatlluman

gCnCSm18Jltb亡muChrnorcmutabletTlaTlthoseof

experlmentalorganlSm S, eSPeClatly mlCe TlleSe

JtA検査用の血iElおよびその他の頼体をJSめる/=めの移載

姓の利用に偶する本手員全の勧告の批点から.血所ペ1

ンノ- ケ/法のE]井的スク1)-二ンタを行 うことが,A

I.確病辛のikい群を知る効果的ウ11-法であるかtJLれな

い もし井常iが見られ/=場合は.その枚の兼抄の群に

集dE症発見のf=わの尿中色兼排出検証を行い,もしこの

相生もNitiT･あるA8台には.77のレントyン擁立および

速攻托王を行 うよっl=すればよいでJ)ろう

摂稚,ZlJl.および旋BlなどのYl書兼のその他の部位の

虎姫dCも放射操と関係が^ることが証qほ れるかもしれ

ない これらの部位の癌の発見あるいl▲またn.癌の発見

の/=めの力法としては.癌胎児性状増(CEA)の第一 次

LfJスクリ-二/グL:続 いて,漣枚 して 2回以上の繰恋

が眼t9-であった令について適当なレ/トyノ絵輩を行 ウ

ニとも増えられよう 乳癌はE]-+では西欧よりt,発生が

造形辞iを用いろことの地検と糾iiとの相伴を注意深 く検

肘すべきである しかし,もし千*検証で放射凍照射且

が拝啓でさる仏土で下げることがで きることがわかれ(I,

芯年R女子[=この検査方法を用いることhr考EIされるべき

であろう. 67C= llnL.あるいは 99-TEJIPhosphonlte

またはpolypho印ktmlt'のようを芋粥月の控い放射ti柵

fHRI)〝小 さいれ珠に題堺的(=切取されるという浪速

の1*的投棄結果は,このftの方法がいすtl札名発見(:

利用で きるようlこそろかもしわ々いとい1可た性を示す

I.のでムる

上妃の年額lこ基づ き,本妻iL会は次のようにt書舌する

1 壌iEの7h研究プログラムLi推托 されること

2 新法人は広島虫J:び長崎の他社丑領 を7*捷的

に支持 し.その事めたデータのrf価に協力すること

3 新法人Li岳のスクリ一 二ノケPt主プログラム

を始めることを考Jlすること

26 iL伝学的明査 遺伝学的■兼は.ABCCの研究が

帥近 さrL/=当時 か らその中心をなしてさr_ 1956年(I

.Ttltelおよび S{htJ日によって発鼓されP_姓+鼻JeJ重で

は,約65.000網の.T.産についてJ;折が行わTLr= しかし,

死点.7L兄死亡辛.生下暗拝JL.先天萄形,幼兄死亡筆,

白JL病.J)るい11ti比[=ついて放射強の1JJ意をt24Flま見

られなかった その当時,ヒ トの退任子は美瑛軸物,柿

にマウスに比/<て辛◆た変異を起こしやすいのではJJいか



StudleSWereOfthegreatestImportancelnSettlng

upperllmltStOradlatlOn-1nducedgenetlCdamageln

theFlpOpulatlOnandlnallayingfearsamongthe
suryIVOrSaTldthelrOrfsprlng

ln 1960,thechlldrenldentlfledlnthePregrLanCy
TermmatlOnStudywereaugmentedwlthaddltlOnal
chlldTenOfsurvIYOTSandcontrolstocreateacohort

consIStlngOfthreegroupsOrChildren,eachnumber-

1ngabout18,000 0megrouplnWhichnelther

parentwasm HITOShlmaOrNagasaklaHhetlmeOf

tTleb()mbs,asecondlnWhlChatLeastoneparerLt
waspresentm oneofthecltleS,butmoret71an

2500m from thehypocenter.andathlrdlnWhlCll

atleastotleparentWasWllhln2000m from the

hypocenter ALlbirthsoccurred ln the peTIOd

1946-58,andthegroupsarematchedastoyearor

blrth There5ultlngCOhort,calledtheFIMortajlty
Sample,lSbelngtracedforSUTV)Vat,uslrLgmethods
ldentlCaLwiththosealreadydescrlbedfortlleLSS
(seeSectlOn21)

The mostrecentanalystsOfdatafrom the FI
MortalltyStudy,whlChincludeddeathsthatoocnr-
Tedthrough1969,fal】edtosllOWaClearlyslgnlflCant

effectolparentalexposureupOrLmOrtalltyOfthe

chlldTen,eltherfrom allcauses,from leukemla,OT
fromOthermallgnantneOPlasms

AlthoughtheFIMortalltyStudyhasnotrevealed
anyIncreaselndeathrate,ltlStooearlytoconslder
thequestlOnaSSettled Moreover,(hecostofthe

studylSSm.川 Therefore,werecommendlhatthe

FIMDrtalltyStudybecorn)nued

Wehavecons]deredanewproposaltostudymore

than 25 blOChemlCalmarkersln apprOXlmately
10,0000ffspTmgOflTTadlatedparentsandlnthe
samenumberofcontrols Allwouldbechosenso

thatbothparerLtSWereaYallableforStudy tfa

persorLWere dlSCOVered to have a rarevariant

aL)eLe- onewhosefTequerLCyIllthepopulatlOn】S

lessthan O05- thepaTeTLtSwouldbeexamlned

Iftheallelewerenotfoundlneltherparent,lt

would tentatlVely beSCOredasamutarLt Such

exceptl｡nSCOuldalsoaTISetl一rOllgh川COrreCtldentl-

flCatlOnOfparentage,but,1日hestudylSCOnflned
lo rare vaTlantSand al】ayallablegenelocland

cyto】oglCalmarkersareusedforaddltlOnaLlnforma-

t)ononparentage,thenumberofcaseserroneously
classlf)ed asmutarLtCan bekepttoacalculable

ThepopulatlOn aYallableforstudy 15unlqueln

compnslngalargt!groupofpeTSOrlSWhoseparents

という不安があった この研究は,被爆者の子供におEl

る放射線統覚性遺伝学的陣宮の上丘Rを決定 し,被爆者お

よびその子孫の不安 を和 らげる上で生 野な役割 を果た

LI_

1960年に至って,妊娠終結網元で確認 された子供に,千

の他の被爆者および対日fZ省の子供を追加 して,それぞれ

18,000人から成る三つの群で構伐されるコ-ホー トが錨

成された 第 1群は.原棲鴫に両親がjtに広島または長崎

にいなかった省,第2群は.少fjくとも両親の一方がnJil-

嫌鴫に広島あるいは長l削こいfTが,嫌 L地から2500rnLl

i宝にいた者 ,邦 3群は,少せくとも両親の一方が煤′い也

から2000rn以内にいた毛である 全†軌土1946-1958年の

朋nn:lLil生し/こものであり.各群は出生年度別構成が-戟

するようにしてある このようにしてiii城 したコーホー

トは較嫌者の子供 (Fl)の死亡調査雄団とよは れ･寿命調

査の項で吉光明したのと同 じ方法を用いて,生死の追跡1m

玉が行われている(21項参照)

Flの死亡網走資料を用し-て行われた1969年末までの死亡

についての駐近の解析では,親の鞍煤が子IRE:おElる全

死因,白血稀あるいはその他の悪性事fr生物による死亡率

にFtJl確に和音な影響を及ぼ したとは認め られなかった

Flの死亡羽立では死亡率のfm加は全く沈められていない

〟,この問題が解決 したと考えるのは早即である また.

この飼丑の費用は安い TiEって,本委員会はFlの死亡

EFl査 を続けるようtb告する

被嬢令の子供的10,000人と,同故の対昭名を対象として,

析しく25権現以上の生化学的指標の網走 を行いたいとい

つ授業についても考察を加えた 被爆者の子供t'よび対

日fi者は,その両親の鞘芸も可能であるような令が選ばれ

ることになっている 人口中のガ度が0005以下である

よフな珍 しい変男性対立遺伝子 を有する例が発見された

場合は,その両親の検査 を行 う その対立遺伝子がとち

らの親E:も検出されなりれは,一応実状変異体として詑

主最される このよう77j其常例は,親子関係の誤認の瑚合

にも起こりうる しかし.この羽玉 を珍 しいg･異体に声月

定 し,利用できる限 りの遺伝子座 と細鞄学的指標を用い

て親子関係についての資料を補充すれば,決まって突秋

変異体として分類 される症例故を最少6位に止めることが

できる

ユニークを占は,既知の放射祝丑 を受けた親に生まれた

子供の大 きなiGEZ]およびそれと捕戊が一致するよっに避



wereexposedtoakrLOWT)amountOfradla110nanda
matchedcontrolgroup OnthebasisOflnfoTmallOn
derlVedfrom gerLet)CStudleSlnmlCeandesLlmated
humanspoTltarLeOuSmutatl0rLrates,theCommlttee
expectsthatastudyofthem且Snl(udeproposed
wLLlr)OtshoIVaS18nlflCantdlrfercncebetweenthe
corLtrOlandLrridl且tedgroups However,currerlt
lnformallOnOnradlatl0m-1nduccdmutaLl0mratesIJl

manlSeSSerLtlallyrnl,且odltlSdeslrabletoobtaul
quarltlLahYedatafrom thlSunlquePOputatlOn lf
therelSnOSlgrLifJCanLdl汀crcncebcLwCCnLh亡LWO
yoIJpS, thJSWJllproylderuTtheTassurancelhaHhe
mutatJOnaldamageLOtheoffspnn8genCratJOnlS

smaH Furthermore,thesLallStJCaJanalysISwi1)
perTn)Ithe settlng OEan upperlJmltOn the
Tadlal10n-1TlducedmtHaLIOnrate

lnaddltlOrltOprOYldlIlgeYldenccontheradlatlOn-
1nducedmutatlOnrate,lhestudyWillproyldedata
on the sporttaneOuSmulatlOn rate lrLd ollthe
frequency of&cnetlCpOlynorphlSmSLn aWell-
charactcrLZed human populatlOn Pretlmlnary
studleShareshoyntha(thestudyLSteChnlCalJy
feaslbte ThepTOJeCtLSeXPtnSIYe,butthecouec(10m
orblood couldbcTTladcmore亡rrlClentandless

costlybytheuseormoblleuntls(d15CuSSedelse-

wherelTlthlSreport)

SeyeralgenerlCIStS Whose IndependentopITIJOrLS
were sought expTeSSCd doLJblLllatStatlStJCaJly
s)gTurLCant dl汀ercrLCeS WOuld bc round The

CommllleellaSSlrTlllarrcscryaLl0nSaboIJtthehlgh
expenseand)ow probab一eyleldolthestudy,but
fmdsLheunLqueneSSOftheopportunLtypCrSuaSlYe
Thestudy､vtl)becostLy.butw111proyldeuseful
baszclnformatLOnabouthumangeneticsOfaklnd
thatcannotreadl)ybcobtainedelsewhere Imple一
mentatlon ortTle SLudy wouLd Strengthen the
sc)entlflCProgram OfneFourLdatlOnandfurther-
moTCWOllldserveasilStartlngPOmtlnmOrLltOTlng

forhuma】lmutaBCneSLS ForthesereasoTLS,Weurge
theFouHdatLOllt08lVeSerLOuSCOnSlderatlOntOthe

eaTLylmPlem.mtatlOl10ftheproposedproBTaTTlln
blOChlWICal色相etleS

BecausesuchastudylSahos【certallltOturnup
lntereStlngrLeW色enetlCtralrS,ltLSadyISabktohave
agenetlCISlaYa)lableellherasastarrmemberoTaS
aconsultant

27 lnUteroRzldlatIOnStudleS Childrer日nuterO

atthetlmeOrthebombs且reOrSpeciallntereS(,
becauseortheposslbLlltynatthefetusmightbe
partlCtjlarlysenslllYetOradlatLOndamage Agroup
orabou11,1000rthesechildren}eresludlCdln

lheearlyycaTSOfthepro8ram byarlnuaJphys)Gal

はれf=対照群を!Zはi(:使州で きるということである 本

手El合は.マウスの遺伝学的研究から柑られた突付とヒト

における推定白◆JZ突IJe群瀬輩をキ渡 して.提案された規

税の研究ではJI叫群と披件'&辞とのFLZnにJijCク差は検也

で きないであろうとT･懲する しかし.ヒ ト(=I'りる放

射凍1先発性実状ま井群についての苛科は現在ははとJLど

曹kであり.このユニークな並EZlから定見的実科を入手

することが安ま^ている 両群朋に打者を重がく=†れ【1.

挨稚古の予謀に対する突>t要求性の影IFが少ないことに

一群の確信が与 えられる 空(:.その托1I芋的解析か･B,

放射始淡単性来状要外車の上限を決遷すろことができる

放射ai書発性実稚まJt半lこついてのh兄が持ちh与とPI

時1=.この勾金から,elkE葉 状9-共辛 に関するや科と,

号‡性の十分 に分かっているヒ トA印 にtJElる遺伝学的

S形曳Aの軟度[=ryIするやfIが得られる-{･J)ろう 子ii

的(=行っr_■萱によると.このZq丘は技術的には-jkTr可

能て･あることがhかっている この事l白は甘川のかかる

ものであろが ▲汝の拐払Ii,捗h堆 (他の相にLlいて

宮及 Lr_)を任用1ることによってより能筆的に,しかも

よI]安く行 うことがT･きる

故人の逮1三号 hの慈父を深めたが,枕†川-1[:Ll丑を変災

が発見さLlるかどうかは牲r.,nでJ)るとのことであった

本番EJ含 t.この研究の常州 が布いことと研究成 果の可

能性 が少 をいことについて同 L'く瑳問 をもっているが,

ユニークなZq髭を行 う仇公があることは十/I)な脱料力を

もつものとrJlhれる.この粥才己は敬川がかかるであろ )

〟,他の研究所でEJ群易に‡-1らIIJ'Jいよ7J'Jヒトの退任に

rulする祁Iiで盛*約77JY(Iは ‡■lることがで きる このPl

丘の英鰍 ▲新法人の 相 川一)プログラムを頗化し, さらに.

ヒトにおける余TR変bti碓生についての取手且の日韓･L･になら

であろう ｣記のよつな棚山にJ:り,本葬A会は新法人

が過信生化学的明宝プログラムの早期開始をJt剣に考慮

するよう強 くtbめる

このような研究によって析しい興味深い遺伝的形fTが発

見されるのは砧かであるので.qLlとして.または新T..I

として,過伝単 おのやhuが31ましい

21 胎内襟I暮着PI王 胎Vとは放射投仲宿に対して特に

払感であるという可能性があるのT･,Jf.内振nE右につい

ては特に関心がtJたれる この事l韮117グラLのlJl児[=

Li.胎内鞍嫌舌的1.1印)人を1書中 [:毎年走JE検診が行わ



examlnat10n )n the cllnlCS About2,800 are

lrLCluded ln a COntlnulng Study of morlall(y,
col1ductedbythesjlmemet110doLogyastheLSS
(secSecLJOn21)

TheexAmm且tlOn PrO8T71m reYealed thatChlldren

whosemothersrectlvedlargeradlal10ndosesdunng

therlrSHrlmeSlerorpre即ar)Cyshowedan)ncreased

frequencyorLmpa)redyovth.stgn)flCantlydlmln卜
shed headslze,andmentalreLarda(Ion Recen(

datafrom thelargermOrtalltyprogram Showedan

lrlCreaSelnneOnatalTTlOrtal)Tyamorl名fetllSeSheayily
exposeddunngtltethlrdtrtmester.butFLOOther

obscTYabI亡 亡XCCSS mOTLaJlty CIfectsofTadlatlOrL

dunngthe f)rst24yearsofJlfe Theobs･EZYed
rteortatalexcessmayhareresultedfrom lnductlOTI

otprematureblrthsorotherlndlreCteffects

The ln utCE0 8TOuP remalnSOfspeclaJLnlcrest

because ltCanClanfyforman thescnsltlYlty Of
fetaltlSSUeStO radlaLIOrL ThemortaLlty-tTaCmg

studylSlneXpCrlSlVe,and thert■suLtsBLm Or yCaL

IIltereSt.WhetherposILIVeOrnegatlYe Wealso
bcllCYe that more (klalled workupsshould be

occaslOrLaHy performed on trLC SmatleT CltnlCat
samp)e TheLattergroup m嶋httleSLudledfor

sFKClalchanSeS(eg,endocnnologlCeffects)that

mlghtbesuspectedtoTeSulLfrom reLallTTad･atlOn
ThcEerOre.VerecommendthattllJSyOl･pShol.ldbe

loltowedthroughtheuseo†Tned)cl)ex且mmAt)OtlS

andstudll:SOrmOrtallty

28 AglngStudleS FormanyyeaT5datahayc

bec°sySLemat】C州ycollectcdatABCConadlVerSe

spcctrurnofpllySIOloglC,rleurOmUSCular,blOCheml･

Gal,rnetaboILC,arLdTTtOEPhoLoglCparametersknowLt

orallegedLobccorrtLatesofttleaglngprocessln

man WllhfewexceptLOnS-notablyexcessdeaths

duetomallgnantneOplasms- theselTldexeshave

falled to supportthe hypothesISthatradlat】On
acce)crzlteStheagmgProcessaTld thusdecreases

LoT18eVLly NevertheLess,webeLleYethattheposslble

ucceleratlOnOfaglnSprocessesbyradlatlOrLremalrLS

anlmT)Ortant,a)thoughadmlttedlydifrlCult,sub)ect
forcontmued LnVeStlgatlOn However,ltSeems

de5lrablenow tOadoptaTlapproachfocusedmore

SPeClfLCaHyoncrltlCalleslsorsomeofthemaJor
curreTLttheorleSOraglElg Forexample.lrllweTC

posslble (oob【alnSklnpuLIChblOPSleSatWldely

SpacedtlrneSOnaSmallsubpopulaLl0nOrtheArts
group,humanllbroblasLCulturesfrom personsof

dlflerentagesarLdfromLh亡SamePersonsduTlngthe

courseoraglnSCOuldbeeslabJished,andtTICloLal

reproductlYepOlenLLa]0rthes･tceI]slrlYltrOCould

be deLermlnCd quantltatlYely as a tes10flltc

HayrLICk and otherhypothesesofcelhJJaTaging

れてい/= Bt在継税Ll･の死亡N丑では,寿命羽立と同

L'方法で2,800人の胎内被撫Jhの粥充が行われている

(21巧手肘目

性抄プログラムでは.母親が依事Dの蛭4E3かFl期に大史

の戯射投 を食11た場合.その子供に廷甘連滞.小頭症tJ

A:び知性遵洋のnせhr拭いと捜められた-より大塩操J2

死亡I点す1)グラムからl斗た魚近の簡f4によると,第3

妊■ 3かFlmlこ牡鹿板書 Lr_胎内従妹舌において析生児

死亡群の州bl]があった以外は.その綾の24年間に放射投

の形JFlこ上る死亡革の香 い ､増加Li見られをい !斤生妃

死亡筆のL*加が兇ちhたことは,早産やその他のF8指的

I～事のは架かもk)TLない

胎内tt4古鵜8日:よって放射iGH=対すろヒ トの胎児組拝

の略史性を明らhLl二できるので,このiBEmエやはり特(I

丹Lt蒜い 死亡辛の池井>兼は12FTlがかからf,しかL

その招集は,FA性T･f)LIB性であれ,Jt井に熊味深い

より小規模をdi床Fl丑群[=ついて,#JllfJ検診を時折r)
行うようにすべきで.あろう 後方を用いれば.胎内検体

[=よ,?て心こりうる7†別の変化(例えは.内分泌供託へ

のJZgI)の研究 を行 うことt,できよう 従って ホ委員

会はこの暮EZlLこついてEE学的検診および死亡率ZFl至を通

じて追Egを行うようtt告すさ

28 加Rl乃至 AE)CCでは妓IfE_わたって,ヒトのh11

齢溌魚と相互関係があると舌われでいる広範囲にわたる

生理学的.筋神は群的,51=化竿的,代批学的,ふよび形

妙筆EJ'J/(ラメーターにrqする粁I斗を弟以三的に淡めてきた

悪性7rr生物(:A:る死亡の糊洲を除けば,｣_妃の指標のほ

とんどは.放射線がか日飴脱穀を促進 し特命の短縦 をtJ/I

ら十という収税を-iAl､宇するものではない しかしなわら,

稚々は.放射級によって抑齢現8Lが促進 されるとい7可

能性は.周牡fJが与も今性引き続 き研究すべき真書を漁

場であるとlAL'る しかし今は,hfTボ(=朗する現在の主

苛を学艶E=ついて催若 Ĵ漁村を目的とする研究方法を探

ることが望まい ,ようである 例1ば,戚^6ZLf知主対

象淡EZlのtllから少人tkを3EA.でBrいrLlaFAで庄康等fq生検

を行 ワニとができれ(1,&胞の毛化に関する H■yF)･ckや

その他の恢税の托定のために各年爺の人々や同一人の老

化の各段FFl=おけるヒトのJi雄穿JdRaを培善し,これら

のJqJaの扶AE管内での掻J*姓能を藩主的に決定できるで



SuchsklnplJJIChblOpSyCullu.eSharetheaddltlOnal
mcrltOfF*rmlltlngaCOmParlSOnOtcyLogenetlC
abnoTmalltleSdetectedLnfibroblastcuLtureswJth

thoseprey)ouslydetectableonlyLnCtJlluTedlyTn-
phocyLes AnaddltlOrla)exampleofhypoLhesLS
testlng Would be an ELYaluatlOr10tthescmatlC
mutatlOTthypothesisthroughtestlT18formosalCLSm
tr)thehemo810blnChainsLnredbloodcells There
areundoubtedlyscyeralotherhypothesesforyhJCh
methodsoftestlJlgCOuldbeImf)lernenLed Perhaps

therLeXL8enCratJOTIOraglngStudleSCOuldbestbe
p]aJlnedbytheFoundat10t一〇nthebasISOrdeLalled
recommendatlOrlSSLemmlTlgfromaSrrLallworkshop

atterldedbyacareruuyselectedTOSlerOHapanese,
AmerlCan.andotherleaderslnlh)if)e]d

29 Doslmetry RadlatlOndosesTeCelVedbythe
suryIVOrShavebeenestlmatedw】LTlmethodology

deveLopedbytheOakRldgeNatLOnalLaboratory.
whLChlnCLudesall-dosecutyesthatwereconflTmed

expeTLmCntaLly by couaboratorsattheNatlOnal
lnstltutCOtRadlOlog.caLSc)enccs8tChlba Each
estlmatCd dose lSbasedonadeLaIledshJCldlJlg

studydoTLebyABCCfleLdworkerstoobtainthe
requlreddataonexactlocat10naHhctimeOflhe
bomb,klrLdofsltteldlngStructure,8rld posltlOTI
vLthlnthestnJCLure TherorrntJlalnYOLvesmeasure-
mentOlnlneCharaclerlSllCSOftheshleldlJlgSltlla･

t10nandproducesestlmatCSOfdoseasILSSuekeTTna
lnalrthatartbelleVedlobeacct】raletowllhtna
standarderrorOf±30%

ThlSlnformatlOnlSeSSCrltlaltoallstudleSOldose-

responserclatlOTIShlpS MorerecerLtly,erforlShave
beenmadetoproytdemethodsforestmatlTlguSSue

dosetoorgarlsofpaTl】cularInterest WebelleYe
tha= IlePrOductlVeCOLlaboratlVeeIrortswllhthe
oak Rldgc Nat.on且1Laboratory Bnd wILh the
NalLOnaHnstltLIteOfRad10lo宜】CalScleneeSatCh.ba

coEICerrHn皇dos】TTlelrysllOuldbecontll･ued

sLmllaTly,thestudleSOrLnedcrslmetryOfmcdlCal
radla(LOOexposureshaveproyLdedusefullnforma-
tLOrlOnEhe†adlat)OndosesaccumulaLcdfromsuch

pTOCCdures lrLmany Cases,thedoseequalsor
exceedsthatrecelVedfromthebombs,partlCulaTty

lntheL18htlyexposedgroup,whowerefarfromthe
eplCenter lrH fewcases,thedosefromtherapELutlC
ridlatlOnexposuresgreatlyexcccdsthatfrom (he
bon♭s Thesedataareneededtoavoldwrongly

ascnbln8 pOSSlblcradlatlOnCfrecLssolelytobomb
radlatlOn WebelleYC thatthestudleSOrLthe

doslmEtlyO【medlCJILradlatlOrlexposuresShotlld
be corLLLnued

あろう さら1:. この後の戊ff穿lq生検材料の塘費に

上って.叔&穿細胞(=繰出される細胞遺伝学的共井と,

旺兼は捕♯ リノ.(球のみによって検出さrLでいたこのt*

の共有との比牧がT･きるという長所がある.収2q繰宜の

L､ま一つの例として,赤血球内のへモグロビノ軌 二lJl1

るモザイク形成のtI呈[=よって,作紳JZl実状安井控の群

拝ができるであろう これ以外[=敦flの政税について授

産を拭みることができるでf'ろう 新法人では.it老荘

く適はhた日米およびその他のEgのこのJ,)Pl=おける75

碁古の出席 を持て研究会を開 き,それから吐出される詳

細を心音にaEづいて.次期の加B列氏主計曲することが

息首の711砧であるかも知れない

29 線Ju穴空 被爆者が費目['放射線比は,OakR･dge

N.,L.On81LAboratoryが開発 しr=力汝にJ:って榔 izされて

いるが.その全gt線R曲親は,千雅のrA立放射線法学総

合研究所におけるjIriS]研究hの英検E:よって稚証され/-

各個人の蝕よは.原雄略の正確 ク糊所,連載物の種和お

上tF姓軸内での使者についての必苧 î洪料を縛るf=めに,

ABCCIIl宜flによって行われた詳細Jl漉蔽物■荘[=基づ

いて推定されている この方式では.主群状況の九つの

7手性(:ついてのiN定が利用され,dホJA垂j:30%の柏TE

を有すると思われる披見推Jii;肱 が空'IL中の帆JLhrz.LI

JL位としてmられる

このyE科は.iI且反応rA係に関するすべての研究に必須

である Ji近l土,掛 二相 LLのあるK右へのtEl推Jk且をiN

定するJ'_めのAJJLtを叩発することにgu)がlT,llナられている

本葬A会は.新法人は扱JL推定法に関 して OakR■dge

Nat.ONILaboratDryと千葉の国立放射線在学総合研究

所との有益TJ共同研究 を続Llるべきであると思う

剛 ,n:,隊娘Fll放射線被曝による扱iitに周一Iる研究も･

この娩掛 こよる媒偵放射祝血に問1る才Iiiな頒報を掛 粍

Lてきた 促城川放射扱被曝による扱Lnま.掛 一煤心地

から■Ttf=叫所にい/:軽度鞍称を群J(･は原体粧月日二よる

鎖Jn:串 い ,かま/=はそtt以上T･あるALl合がきい 少故

の例では.it.溌刷放射盆による投且は.廃煉被dLl=よる

&iをはるか[=上回っていろ これらの瞥flは･放射丑

の形Iをすべて昏蜂放射投のr=t･であると況明する誤り

を卦 †るためEこせ書である 本秦A舎Li.ES書用放射揺

被■L=ついてのやJL=鞘Tる研究をはけるべきであると

患う



EVALUATION OF ANI)RECOMMENDATIONS
ONGENERALASPECTSOFTHEPROGRAM

IrLSectlOn2,weTeVleWed thespec)FIGTeSeaTCh
compoTlentSOf the ABCC program and made
recommendatlOnSforthereallZatlOnOfwhatwe
belleYelobeaw15eCourseforthelTeVOlutlOnlnthe

rLeW FourLdatlOn A numberDfmore geTICral
at(r】butesoftheprogramalsowarrantCOmment

3] Sclentlt,CStaff DurlrLgits30-yearhlStOry,
theABCC hasservedasabaseofoperatlOnSfor

manycomF)etentandh.ghlyproductlYelnVeStlgatOrS
However,theresearchstaffhasfortht!mostpartロatt

withbeensmall,1SOLatedfromday-to-daycontacts
colleagueslnthesc)entlflCCOmmunlty,anddistract-
edbythedlSCOntlnultyOfjeadershlpreSultlngfrom
rotationOfgrol痛 1eadersfromtheUnltedStatesc'n
ser]atLmShort-termappointmentsTheprogramhas
l1mltatlOllSinherentmItsgeographicISOlatlOnfrom
]tssclentLflCrootsandsponsorshlp Thepresent

pTOfeSSIOna】StaffandSuPpOrtlngresources,a】thol】gh
adequateforthecollClnuedroutlrlemedlCalfollow-
upofthesurv】YorpopulatlOnSarLdforsomeofthe
otherresearchprograms,dollOtharethecrltlCa)
massoflrnaglnat1VeandenergetlCresearchtalen(
neededto sustaln an lntellectl】aLly st】mulatlng
env)ronmeTlt Hence,theprogram canrLOtnowbe

expected loauraclglftedandcreatlYeSClentlStS,
wlthoutthen,howeyeT,llCannotfullyexploltthe
TeSeaTCh opportumtle5prOYldedby theseunlque
populat)ons Thes)zeofthesuppoTtlTlgStafflS
sufrlClenttO SuStaln a largergroupofresearch
sclentlStS

To enhance the sclentlflC PrOductlVlty Ofthe
program,stepsmustbetakentoe)【pandtlleresearch
staff.to enllStthe partlCIPatlOn ｡flmaglnatlVe
Ben)orlnVeStlgatOrSfromthesclentlflCCOrnmllmty,
andtonlalrLtalnaSteadyflowofyoungersclentlStS
tllrOugh the program ln thlSeffort,emphasIS
shouldbeplacedlndeveLoplngJapanesesclentlStS
andrecTu】tlngthemtotheresearchprogramsOrthe
Foulldat】on

Wethereforerecommendthat

l ThenumberofprofesslOnalsclent1StSOn
thestaffbe lnCreaSed socln tO reflec(more

reallStlCal1ythescc･pe,Importance,andcomplex･
LtyOttheprosram

2 CloserlleSbefosteredw】ththelntereSted

andproductlYeresearchgroupsthathaveemerged
m theUruversltleSOf111rOStllmaandNagasakJ,
aswellasotLlergroupslnJapan,nSsourcesOf

調査プログラム全般についての評価 と勧告

窮2五号では,ABCC弼玉プログラムの各構成維分を再織

附 し,新法人に1,けるプログラムの発展のために賢明と

Lilわれる卓十指の指定について勧告 した 羽立プログラム

のもっと全般(F'Jや特質のいくつかについてもT:-Ei'及する必

要がある

31 専rEl琳員 過去30年F捌,ADCCは多くの71JflE71J:莱

練の多い研究令の油軌のf幾関としての役割 を果たしfL

しかし.研究叫nは.全作とLて少なく,芋界の同僚と

のE･1崇的接触も1絶遠 となり,米国からの石狩究蓑怪奇が短

期の赴任で鵬次交モチするため,I日揮性E:一打性 を欠き悩

まさTLでいる このyl韮7'ログラムは,その科半的韮盤

である接授団体から抱月書的に隔妊 されてfjり.それによ

るいくつかの別gJがある 現在の.11声門鳴nとその補佐偉

はいえ,3,r≡EHT')に捕発を研究項収の雑作のためにi'欝fJ

替qL.lI;吉L‡rl力的な研究才1rEをもつ古に/I:けている し

たがって,現状ではこの粥,tプUプラムに71緒を触.副的

'Jヰ斗早老を相殺できることはJqH寺できかねる いi'11に

団が拙供 している研究の機会は1分 にはi占用できない

税Tlの補佐職flの支えであれば,/>より多くの研究職rlを

文枝 ｢ることがで きる

羽立7'tjグラムの杵芋的生産性の向1のためには.研究

職日の拡充,ff'祥からの想†蛮力Eこ寓fJ上級研頚-fTの参軌

および羽虫に1,ける若い科斗者の絶 えざる参huを緋1､㌢㌻

るための1J法を夏井しなElねばならない この努力をfrつ

に当たっては,rl*の科字古の成長を計り,この号JT法人の

研究プログラムへ招致 ｢ることにgLtL,を置くべきである

従って,ホ委員会は次のとおり勧告する

1 明査7'ログラムの規模 .重要性およひ裡雄性 を

もっと現実的t=反映させるため.専門熊鼻を早急に

増且すること

2 科学的専門知払t,i:び創造的共同研究者の供給

源としては,広島 ･長崎両大学で編成 されている関

心があり有能である研究者グループや,日本のその



sc)entlflcexpertLSearLdotcre一tlYeCol)aborJLLng
lrIYeStl糾tOrS SuchtleSmlBhtberoslcrcdby
placJnEthephysJCaHaciJltleSOftheFoundatlOn

closetotheseurL)VCrSIIyvoljPS Otherrr)ccha-

nlSmSmi且htbedcvclopedtobnT18 prOmI幻ng
yourlg SCICnt15tS lrltO the proyam forshort

pcr10ds Forexamp】C,the NatlOJlalCarlceT

Inslltuteestablishedln 1972apro主ram under

vhLChyourLBJ叩aneSemedlCalTact山ymembers

spend2monthstl=heUrlltedStatesLnforTnal

studlesoftheepLderrLIOlogyOEcancerandthe

balarLCeOrayearlllresearchurlderthedlTeCLJOn

ofth亡StaFratABCC Theythenre(tlrntothelr

urHYerSltleS.Wheretheyareexpectedtocontlrlue
thclrLntltreStandresearchlTtCancerandother

chromcdlSeaSeS TherehavebeerLelghtVLSltlng
ScICntLStSlnthe3yearstheprogramhasbeenln

erfect WeurgetheFoundPtlOn(0COnlmtlethe

VISltlrL呈Sclent151program i)ltdtodeyelopothelS
ofslmtlBrPrOmlSe

32 SclMtJfl亡AmblenCe ScLCnCethnvesIT)ヨome

cllmateS.WltherSLn Others Thecreatl0r10far)
envlrOnITlentCharged wln lntellectualylgOrand

excJtenentlSamajorPartortheL8SkracLngthe

FoundauOn Wchareseyeralsu旦8CSll0nSLhatmay
a)dlnaccompILShlr唱th)s

TheFourldatJOrLShouldb七郎ntOSponsorregular

small.btnatlOTlalandm山tlnatlOmlconferencesarid

workshopslllSubJeCtSLhaIarecloselyrcbledloIts

mlSSIOnandthatareespcclallylJkclylolLlumLnaLe

problemsconrronLlngltSStaff Suchconferences

arldworkshopsIVOuldbcyaluabLeonanumberof

courLtS TheyvotlldIncreasetheyISlblllLyofthe

pro8lanandcallattentlOntObothItspotcnLlaland

ltSProblems TheycouldgeneratelnnOVahyt■1deas

andncw 叩PrOaChe5tOdlfflCultproblems Thus,
they could be ofbenefLttO theatorrLtCbomb

npartlCularandtomedlCalktlOWledgelrl
TheseconfererLCCSandworkshopswould

beoccasLOn5forbrlnglngSClerLt】StSOfwlderepute

totheFoundatlOnfrom yaTIOuSPartsofJapanand

lrorn abroad and thuswould provldcaddlh0mal
stlnulaLIOnlothesclenllflCStalroftheFouTtdatLOrL

Amongtherr)anyposslbleloplCSforlhtsserleSOr
con†ercnc亡S and workshops,the roLIoWlng ale

亡Xamplesthatm18htbeconSldcred

Thepotenl131ulilltyOInewlydeyelopedpro一
ccdurcslnCelLblOlogytotcStpreYAillngtheories

oraBlng

ThcpolcntlaJofmodernlmmunologlCmethods
10CLallryLhH rrecLSOhadlaLIOnOnlymphocytes

SurVlVOrS

gcrLeral
beoccas

他のクループとの ,より緊密を述ftt促&すさこと

附 主人のBt故をこのようを大学グJLr-プの近([:秤

Tことによってこのftの連体を助長できるかt.しれ

ない 乃至1ログラム1こ有望J'J若い科学毛の短期間

の牛btlを得ろために,その他の蛾fAをPl発で きるか

t,しれF.,Ll f河えは,1972年か ら兼El岳研究所 に

J:って泣けられf=研牲fllロブラムでは.El本の大字

良筆fEBの若い救壬Llに.米国での額の疫学に用する

正式研件のたわ【二2か月間滞在のPL合を与え.その

経.1年帆の任命期間の残 りをABCCのtLlの指導

のt.とで研究に当7=る この期脚を終 えて各Elの所

尽大学へ稚 っl_枚も.癌やその他の横桟疾患につい

て柑心を(手枕 し.その研究を竣ける上う朋待 されて

いる この1ロブラムが開始 されてからの 3咋r.n;

‡り川井究方が8人選ば^ている 本葬A会は.新法

人では.この客Ji研究員プログラムを堪続するととも

に.周In=有望 なその他のプログラムも開発 Tる

ことをtお古する

32 11年的tI煉 科学の盛束は.環IJ(:左右される_

知的泊力とJt無に潤 ち/=用塊 をft:ることは.師は人が

/_めのいくつかの壬隻業を以下に述べる

Pr泣入は.その仕手とま後をrq体にあるJI世や.1月が

五五する柑限局の解明に役立つ可能性の尊い仇Jdについ

て.小規模を21室Nlおよび多国P.1の全仏や研究会を定期

的に叩Ttすることをtb告する この切の全林や研究会は

tl々 の,lで有益であろう 9I宝プログラムの捜界がLd火

し,q宜プログラムの潜在能力と間tg点の両面が明らか

になるであろう 簸rL･1について曲別的クJe見や析い .方

法が鞍えらrLるよ7に77jるかもしれか ､ 従って.それ

らは濫学加地全般ばかりでなく.紳 [:ll.i頒被仙丹にとっ

てt'祈iiであろう このよう今金絹や研究会を棚倉に11*

各地およびl庁外屈から著名な杓学瀬を雌めることは,粥

法人の専門■JIE:とって新たfJm汝となるであろう

このようを一連の全ikや研究会のAHFとそるべきものは

きいが,例えは,次のものが考止 されるであろう

加Bl=rLgする現在の様々の仮現のLi定法として,推

Jh生7七草J=おいて耗r=に用発されf:は法の広Fr,の

放射鎖のリンJ{珠 [=及ぼす形gFの究恥 あるいは



ortoexplalrLtheverylowlnCldenceofchronic
lymphocytlcleukemlamJaparLeSepOpula110nS

ThepTOmlSeOfnew statlStlCaltechltlqueSand
me(hodstofacll】tateaTtalysISandeyaluatlOnOf

【lle rrLaSSeS Of data collected on multlple
yarlableslnlongltudlnalstudiesOf)ongduratlOn

The posslblllty OfexpaTldmg thenumberof
genetlCloclthatCouldbemomtoredforan

ncreasedmutatlOnrateWlthmaxima)prec1510m
andmmlmalcost ThlSwouldbeespeclally
usefullftheprogram lnblOChemlCalgcnetlCS

werestarted

Anothersuggesh0nhastodowlthrelatlOnShlpS
wlthlocalandnatlOnalorgantzatlons Forthree
decades,ABCChasbeenlSOlated,physICallyandto
someextentlntellectl】ally,fromthemalnStrCamOf

JapaneseprofesslOnalsclentlflCllfe lntheearly
years,thlSphenomenonwasunderstandable,lT18S-
much asJapa】一WaSattemphng tO rebulld ltS
shattered natlOnalllfearid ABCC had ItsOwn

mlSSIOn FuTthermoTe.ABCC,althol】ghstaffed
largelybyJapanese,wasanArnerlCanOrgaTHZatlen
Theflew Foundatl()n,tOWhlChtheJapanesehave
madeastrongIntellectualandmo】1etaryCOmTnlt
ment,wllLbelnaPOS】tlDntOundertakelnltlatlVeS
rLOtPreVIOllSlyposslble T上esmustbecreatedtothe

localaTldnatlOnalacademlCCOrlllrluTlltleS,eSpeClalLy
toschoolsofmedlClrLearLdtothecognategraduate

depaTtmerLIslntheunlYerSltleS LlkewISe,llnkages
shouldbeestabllShedwlthresearchlnStltutlOnSarLd

learnedsoclet】eSthatshareproblemsandInterests
wlththeFoundation AIsC日rnpOTtantareCOrLneC-
t10nSWlth thehealth caredellVeTy SystemsOr
hosplta15,Censusandothervlta】recordssystems,
andtumorres)strleS

To someextent,thePhysICallSOlatlOn Ofthe
tllrOShlmaA】〕CCatopHl)]yamahascorLtrlbutedto
]tslrlLellectua】lSOlat)on Asthenew FoundatlOJl

deve)epsclosertleStO lheb10med)CatacademlC
communltyandtothehealthcaredellVerySystem
lnHlrOSh]ma,serlOuSCOnSlderatlOIIShouldbeglVen
toneproposalthatCheFoundatlOTlberelocatedto
bec)osertotllelocallnStltutlOnSandpopuLatlOnCif
thec)ty SljChamovewolj1dhaveanaddltlOlla】
1mPOrrantImpact TherelSabroadlybasedand
strongsentlmentlnthecltythathlSt｡rlCHl)1yama

ParkshouldberestoredtoIts0Tlglnaluse Reloca-
tlOnOftheFourLdatlOrLWouldnotonlyfacllllate
closer tleSWIth professIOnalorganlZat10TtSand
lllStltutlOTIS,butalsoImprovere)atlOnSWlththe
populaceofHlrOShlma

日本で慢性骨髄性白血病発生率が権めて低いことの

解明のための最近の免疫学的検査法の潜在的能力

長期 にわた る縦断的調査 から多故の変数について

収放 された膨大 な賀料の解析 と評価 を促進させる

析しい統計学的方法の有望性

突放袋井率の噌hLlの有無E:ついて后大の柑度と最小

の経費で羽東で きる遺伝子座の鞍を拡大することの

可能性 このことは.遺伝窒化I7-的調査が開始され

た場合に特に役立つであろう

今一つの提案は,地元および全国の諸組織との関係に関

するものである 過去30年帆 ABCCは.E]本における

群r一柑〕科学的活動の主流から,物理的に,また,あるf3

度知的にも孤b していた iJ)細のころは. El本は棚橋

した国民生靖を再建するべ く努力しており,A8ccには

A8ccの(.h命があったため,この現象があったことは甥鰐

で きる その上,1,f英 Llは主 としてtj-4人であったが,

ABCC自体は米国の機関であった E]本側が大 きな加的

f}よひ財政的巽献 を行 つよう約束 している新法人では,

従来不可能とされていた種々のことを率先して行う立湖

に謎かtlるであろつ 地元や全周的壬芋界,特に大字医

学部や同系の大学院との連係を築 く必要がある IJr法人

と同 じようなP.巧糟および関心を有する研究所や打合との

連係も必要である 病院の医塘給付制度,人口閑重 や

その他の人口動態統ft紀手長1'よび肺癌誉録との連係も肺
要である

広島ABCCが比治山の｣二E:立地的に隔月∈されていること

もその知的孤立にある程度関与 している 粥法人と瓜岳

における生物医学界および医蝶給付制度との附により緊

密な連係がもたれるに従って,法^は地元の研究所およ

び市民にもっと近い_喝所に移rJEすべきであるという提案を

慣並に考膿せねばならない このよつな移事云は,令-つ

gi安を控果をもf=らすであろう 史税である上ヒ治山公園

は元柴の目的に篠帰 されるべきであるという強い感情が

広 く市民のr削二ある 法人の移一転は各健の専門団体や研

究所 との連係の強化に役立つばかりでなく.肱島市民と

の関係の改善をももたらすであろう



i3 TlleRoleotNagl見klThebaSlCdeslp10Ithe
studyofradLat10neffectsonthesumvorsorthe

atomlCbombsor6and9AllguSt1945.proposes
onelargesamplecaTeruuyStratlrledbyanumberor

propertlCS- mCludlng)OcatlOnat(hetlmeOflhc
bomb1tlled8LafromwhlchwouldbestandardlZed

andcapableofbelngpooled Therefore,aSlngLe
studydeslgnWasproposedarLdadopted A)though

171eWISdom orlhiSdecLSIOnbecomes lnCreaSlrlgly

apparent,lLhashad onesomewhatunforttJnaLe

consequence overalldlleCtlOnOlthestudycould

notbeequallysharedlnCItleS8SWldc)ystpaTalcdas
HlrOShlmaandNaBaSakI HlrOShlJm,foranumber

or reasorlS,cmcr旦ed asthe headquartersoflhe

overallproject.thes)teorく一CrlLraJ planrL)ngand

anaJysISOEthecoreprogram,andthesllefrom
whlCh dlTeCt)On for coordmatlng COrC SLudleS

emanates ThlSmOdusoper8ndlmakesforandlSarL

LneYltab)eattrlbuteofaSlrongprogram.butltteJlds

to lrLCreaSethedLffICulty ofmaLntalnlng ahlgh
moral亡 arLd esprltdecorpsamor嶋 Ihestalfat

NapSakJ Thcrccan benoqueSt10naboutthe
lmpOrtanCeOfthepoFIl山IJOrHnbothcltleS ltlS
theECforelnCtlmben(On thenew FoundatLOntO

lnltlaLeaJldconLLTtueSrrCntJOuSefrortstomaLntalA

theyl(aJllyandmoraleorlheNa8aSaklStaff The

NaEaSakJlaboratoryhastheadvantageofacentraJ

LocatlOTtandcloselleSWlthlhemedicalschool

lndepeTldent studleS OutSlde the core programs

shouldbeencouragedlnNagaSakl WebelleYethat
tlleFourLdatl0nSTIOuldseek一SCl亡nLLflC)e■delforLLs

st1rf)nNa宮aSJ?kl TheFNWSOnShouldbeonevlth

whom theTnedlCal.schoolsandotherhealthageJICleS

vouldgladlycooperate SpecLal,shorHermStudleS

shouldbeundertakerlLnParallelwlththosedevelop-

edLnHITOShlma OtherproJeclscouldbcur=quetO
NagasaklOrCouldorlgJnaLcthereandharecounLeT-

partslnHITOShlma TheprojectsmlghtwelllnYO】ve
yISltlrlgSClent1StS ResearchlnNagasaklShouldbe

lnlt】atedlntOClrCumStanCeSthatdlStlngulShltfrom

HLrOShlma,SuchasunusuaLchracterlStlCSOfthe

people or ‖1elr enYlrOnmenl or the dlrrererLL

characterortheIadlalloJl(thefalloutstudyoflhe

pop111a110nOrNIShJyamau'aTlexampleo-stlcha

stlldyalreadycompleted) TheFoundatlOnShould

taleadyantagcoftheSPeClalcompeLencesofthe

medleal sclentJStS IJI Na阜aSakL.Who should be
encouraged toLnltlatePrOJeCtSlnlJneWlthlheLr

expcrtlSearldLnterCSt SclenllllCSeSSIOnSShouldbe

heldtherepenodlCallywlth【hepartlClpat)OnOfthe
HlrOShlrrLaStaff TheHlrOSh)mastaffshouldgoto

Nagasakllor some or the regularly scheduled

monltlly starrme亡tlngS.now COr)Yenedsolely ln

HlrOShLma N8gaSakLcouldalsobetheslleforsoTTle

orthesymposlaandworkshops

33 長特の栓fI 1945年 8月68および98の館外L=

妊拝した舌における放射滋野Il:rqする弔宜のat*的今

tt曲では,磨ヰ鴫の湖所を含むFZLの特性[=ついて注毛

深くJP化した単一の大 きなZq立礼E3]を設け.それから入

手される梁料をt!iP化 して一つE:娘肘で きるようl:する

ことが提案された したがって.≠-の調査計曲が礎示

され.採用 された この決漣の妥当性が次第に明らか

になったが.やや不幸 をi喜兼が一つt./=らされている一

広島と長崎は互いに■れてい与ため.)茸の全般的抽斗

をi<市<･平等l二分抱すろことは不可披T･あった いくつ

hLO)旦由で広a(lJ宜ff貞全体の本部となり.玉井■呈

1ログラムの中･L.･的を企画および解析の鳩 と今り.王/I.

よ野内盃を円滋するための指示が巣せられるJAとeつた

この遠雷方法は,強力fL粥丑プログラムを11り上目1るf=

めに必要であるととい 二,強力な粥宜プログラムがその

上つな性 耳 を8-することは当加であるが. そのI_めlこ

鼓ql=おElろ★Llの意欲やEdはtlの姓杵がいっそフ凶&

(=なるfi白が^る iqiliにおl†る^口轟Edの朱書性にbE

的はありえをい 従って,新法人は,妓<にお[1る■ft

'のは力と意欲 をJtlSするための強力な那力を開始し.如

拙する資性が^る 長嶋の研究托nは市の中じ･に近 く化

'RLでljr).大学氏学部とより虫rGを連係を保っていろ

巾柏 となる粥35･プログラムの範uEl外の.姓立Ll_研究の

失滝 をBr崎で奨励 rべきである 本葬Å会Li,Fr法人は.

長他のtJlのために科学面での指事着を揮すべきで&)ら

とftじる これIJEg¥許やその他のEg瞭捷関がなんで仏

力するよっ今古でなけれffJ'Jち今日 特に,広LSで仝貞

されると同tIの相加同の研究をJE行してfTう'eせがある

そのtriか滋qだけにおける研究朴歯,またli.Jiqで企

面して,広島にわいでも1Tわれる研aJL.計PIt,あってよい

であろう この棟の研究計両に客n研究杏の李b日があっ

てもよいでJ'ろう 妓崎における研究は.広FAとの単邦.

例 えは.丘叫 1:おける住民または頚城の柿即.放射操

の娘耳の遅い などを解明するt.のを開始すべきでbる

(このtlの研究の 1例 として.十で.に完丁し/=F5山地蛙

住民の放射性件下物Af書I葺があげらL-LうーIMiE人は.
且ql=I'ける医学EF究省のff乗合推力を7別flするよ うlこ

し,それfLlの専門や快心に応 L'r=研究計東の叩始を卓

也すべきである 艮<では.広魚のq貝も出席 して～ji;糊

的E=iW■】の会JAを剛 薙するようにす/<きである Jji在 は

IVら広島で朋惟 されている毎Tlのh;例部投合IRも時々は

艮叫でFM催されるべきである ン/ポジウムや研究会の

いくつかは長持 を会場としてt.よいであろう



34 Cr&nts and CorHr且CtS There are many
subjectsrelatedtothemlSSIOnOftheFoundatlOTlln
whlChknowledgelSbadlyneeded,butthatare

lmpraCtlCalfortheFoundatlOntOexploredlTeCtly
WebelleVethatadvancementofknowledgedemands
acloselnteTaCl】OnbetweenepldemlOloglCStudleS

on man,asperformed altheFoundatlOn,alld
laboratoryorlenledresearch,forwhlChother川Stl-

tuh0nS are bettersulted T(〉encouragesuch
lnteraCtlOnS,Werecommend thataprogram oE
grantsandcontractsbedeyelopedwllerebyresearch
can be dotle ln unlYerSltleS OrOtherresearch

Laborator･es Thesewouldpresumablybemalnly1-I
Japan,butmlghlpOSSlblybelnOthercot】ntnes

Someexamplesofresearchthatcou一dbestbedone
bysuchamechanismare

ATllmalstud】esontherelationOfchromosome

abnormalltleStOdose,toRBE,tofract10natlOn,
andtothebodypartexposed

DevelopmentofanalytlCmethodsappropnateto
datafromlongltudlnalstljdleS

A search fornew geneticmarkersand for
efflClentWaysOfscreerLlrLgformlltatlOnS

JdezltlflCatlOnOfchromosoma)changesassoclated
wlthspeclf]cdlSeaSeS

ResearchlnPrOblenlSlnmolecularrad10blOlogy

35 Mar-agernerLt
themanagemeTltOf
lSthereforenotlna

oftheoperat)onortomakespeclflCreCOmmerLda一

日0nStO theTleW Foundation Ho､vever,1nthe
evaluationOfthesclentユflCprogram,ltwouldhare
beeTlhe)pfultohavereasonablyaccuratedataon

thecomparatlYecostsOfthemanyprojectsunder
way WeareFully awareofthedlfflCllltleSOf

a)10catlngcoststOSpeClflCprojectslnanIntegrated
complex,suchasA】】CC Yet,lfproJeclsaretObe
asslgnedeyenaroughprlOrlty,£omeeShmateOf
thelrCOSTmustbecons】dered,lTnPllCltly orex-

pllCltly,1neStabllShmgararLkorderoflmpOTtanCe
orlnreCOrnmendlrLgarevisedscaleofoperal)orL
ThecostcollSlderat)on≦thatatelmpllCltlnthe
recommendatlOrLSOfthlsreportwerebasedontlle
crudestappTOXlmatlOnS WerecomITlerLdthatthe

Foun(ht10n lnStllute budgetlng and accoun暮1ng
systemsthatwIIlaccuratelyreflectthecostsofthe
yarlOuSSPeClr】CProjects PTOCeduresareneededfor

developmgabudgetforeachresearchprogram and

theAliCCsystematlcallyand
posltlOrLtOevaluatethlSaspect
tomakest)eclflCreCOmmeTlda_

34 研究助成金および萎ft契約 新法人の使命と関係

があり,解明を必嬰としながらも,新法人で直接研究す

ることが非現実的である多くの研究訪越がある 解UJ]の

ための如紙 をrul上 させるには,?fr法人で･行われるような

ヒトについての建学的祝査 と.他研究所での実施がより

適当であると習われる英験 を中心とする研究 との架宵な

相互作用が必要であると信 じる この機の相互作用を促

進 Tるため.本委員会は,大学やその他の研究所で研究

を行 うための研究助成金hよU'垂ft契約のプログラムを

開発することをtか告する これは主としてEl本で行われ

ると曽われるが,外国の場合 もあるであろう

このよう7TL機構のもとE:おいて実施 されることが故も適

当と習われる例をいくつか示す

段丘,RBE.分割照射1'よび身仲田買射部位と染色体

異常との関係についての動物実額

凝析的羽立から1号られる賀料に適切である解析方法

の開発

新 しい遺伝学的指標 についての探求.および突hAl宮

特定疾吸に開通 した染色体輿升の確認

分子放射線生物学の分野に13ける三吉関越についての

研究

35 管理 A奉季Ll会は,ABCCの管甥について系統的

な再植肘を加えてbらず,その管理Ebiを評価 したり,宇fr

法人に具体的な勧告を行ったりする立場 にはない しか

し,科字的調査プログラムを評価するに当たり,実施 さ

れている多なのプロジェク トの経坪を比較 したかなりiE

確 77j梁料があったならば便利であったであろう ABCC

のように統合された複合体にもいては特淀プロジェク ト

別に撞賞を分割することが囲難であることは十分理解で

きるところである しかし,各 プロソ17トに対 して,

13よそでも横先低位を与えようとするのであれば,重要

性についての脈位を決定 したり,泊動規喉の架賢E:つい

て勧告をするために,その軽費のある程度の推定値を具

体的にまたは抽象的に考慮せねばならない 本報告atに

掲載 した勧告に間接的に述べIL経賢についての考慮は.

極めて大まかな概 算 に基づ (ものである 本委員会は,

新法人では,各特定プロジェク ト別に経費を正確に反映

する予算hよび会計方式を披けることを勧告する 研究

ブt)グラムことに予算を題成 し,≠t通の菜珠,人Llおよ



foralJocallrLgCoststOprOBramSforsharedscryICeS,
persoTmeI.andf且Cilltyma]JttCnanCe

36 Comput亡rFac)llLLeS ThecornpuLerusedby
ABCClordatamanagementAndanalytICpurposesllytICpurposes

TIOtefflClently
anllvscsthat

morethan10yearsoldanddocs

perform thecomplex mulLIYanlte anllyscsthat
modcTnStatlStlCalmethodologydemands Weh8Ve
rccom-nerlded clsewheTe ln thlSr叩Ortthatthe

AHSbemodlEledlIIWaysthatdemandLnCreBSed
automaLlOn ThlSWillrequlreamoderncomputer,

cap且bteorscmngtermlnalsm bothclLleSWhile
slmultaneously F*rformLng aniLylLC lasks We
t光lleYt thattTle Foun⊂htlOTIShot)ldreplLCethe

presentcomptlterSOOrlWltT10.1eCJPbleoEthework
needed

InproctJrmgareplacementforthepresentequlp-
menl,carefulcotlSlderatlOnShou)dbeglVerL,not
only to the funcltonalcapabl】lty Ofthenew
machLnC,butalsoLotheques【lOnOrCOmpatlbillty
wl【hthecomputernow ITluseSOaS10mlnlmlヱe

reprogramlt一gdlfflCult)es

SUMMARYANDMAJORRtCOMMENDATIONS

lntADCC pEOgTam hasbeenoEyeatyaltJeboth

sclenLlrlCalJyandhum amSLICally,ュndlthasbeen
al一themorelmpreSSIYClnth亡li8htoTthedlIflCult
condltlOJISunderwhichlthashadtooperate The
ncv bmatlorlalleadershlp ShouldJmalnlaln and

strengnerHheprogram MaSSIYCdataJllCuCuLolJSly
collectedfornearlytwodecadeshzLyedemo-1Strated
heretororeunknovnrelat)orLShlPSbeLWCCnradlatlOn
doseandlateradyersehumanCflccts Further

stud)eSShotJldconllnue(0yleldImportantLnforma-

tlorL.CSpCCLallyonthelnCldenceorspeclflCtypesOf
cancer,ontheklnetlCSOfradlatlOTlInducedneo-

p】asla,andonmutagenesIS ThlSuTllquepOp11】at10n
shouldcontlrLuetObeInvest)各atedforatleasttwo

more decades,by W九lch tlme personsexposed

du†1ngernbryonlCdeyelopmentorchlldhood､Vlll
harepassedrrtlddleage

ThewtsdomandforeslghloflheFrancJSComITuttee

ateborrleOutbytheoby)ouscompeteTICeOrne

叩JderrHOloBlCSrudleS By clear一y deE1rLJng lhe
yarlOuSSarnples,bycarerulJymatchlnSSTOUPSWlth
d汀ferentexpostJrCS,aTldbyobseryJngthemlonglLtト
d)nlJlylt185yStematlCmanner,theAt)CCstudleS
havesetahighstarldaLd()repiderrnoloBJCngOT

Thee&【lydemonstrat)or101alaT8eJnCreaSelrLthe
ztlatlYer)SkoHeukeJTHaLnlhcexposedyoupaTld
theassocl&(10110ftlle∩skwLththedosehavebeen

ぴBt投管JZに必壬を軽骨を各プログラムに削 り当てろた

めの処理≠切が必牢である

36 1子RJF■投■ 渠科の苛杜および解析のために

ABCCでft用 している電子fr昇れIi.惣Z練10年以上も

扱34したt,のであり.現在の投打手的方法がe手とする

稚牡をS変JI解析 を分筆的(=美托することはで きか '

本7K専有のfLの項で,よりいっそうの白Jb化を4寺とす

るよ74枚人出嫌1宝の変空をt一昔 した.このためには,

解析の作並 を漣め ると同時 (=両市 におけろ相乗装置の

使Mを可花とナろ舟折の電1-軒3(熊がte手である 本妻

il会は.新法人では.近いうちに .現在のt子計Ia を.

必要 とされるtt事を処母できるものに怒 り甘えるべきで

あると1書じる

収 在の竣故 を取 り替 えるにとU=つて,断機領の梢能的

性能のみならず,1ロブラムのむき挟えの楓杜を血中に

するためlこ現在の花子計算機とのZi扶性の間AElt'竹重に

ヰJ&し々LlれlffLちな1､

-手釣 おJ:び主要む告

ABCC■ほ プログラムは,科学的にも.人il的にもfa.め

てlHHでJ,り.EF牡を条件下で東Jtきれたことを考Jtナ

nは,その成果はい-p'そうの悪銭を与える 柄い ､u釆

共同の拍斗のもとでこの1ログラムIliE特集化されるで

実科にJ:り.放射JC且とヒ ト[=おける経典性の形IFとの

M(ニ従乗未知であったrq休が証明された 今はのZFI立に

より.I判こ特定の機親の境の薙生鮮.放射触J尤特性新生

物のtb顔,および突状変輿の発生E=rqするgl繁々賀科が

引 き絞 き縛 られる このユニークな人()淡ulの粥丑は.

胎内碓帯WJまたは小児Jg)に被休 した令が壮咋卿を過 ぎる

よで/>強少なくとも20年間は継続すべきである

この疫学的円盤の卓越 した成果は,FrLnCJS手口全の英

知と先見の明を立証するものである ABCCl:tlけるZfI

定では.それぞれの浜玉 サ /17L･を明qLl:定弟し,GI々

の確度の放射娘をチけた群を注*荘 く組み合わせて系故

的JL縦断的収膏 を行 うことE:よって.煉亨的芹架が高い

ホ王事にJLI.亨されている

妊dl古が[=白JL病の相対的危換半の苦 しい柑bl)が早期に

発見され.かつ,その危険孝がヰJL(=関連 していると望



ofgreatyalue,noton)yl】lInCrCaSlngundcrstandlng
ofthedlSeaSe,butlnthesettlngOfnatlOnaland
mteTnatJOnalradlatlOn Starldards Although the
lnCldenceoflcukem)a lSSubsldlng,thelnCldenceof
otherformsofmallgnanCy151nCreaSlngHtlSOfthe
yeateStImportancethatthesestlldleSCOntlnue,SO
thatmallgnarlCleSWlthverylonglatentperlOdsmay
beldentlfled

TheearlygenellcstudlCSOrLthechildlenOfexposed
parentsshowedthatthegenetlCrlSklSnotaSlarge
assomehadfeared.1nfact,noslgrLlflCanldlfferences
lnlhcchlldrerLOflrradlaledarLdcolttrOlpopulatlOnS
were dlscovered TheseobservatlOllSemphasほe
anotheraspectoftheprogram agTeatmarLy
sludleShavefal】ed CodemonstrateaslgnlflCant
dLfferellCebetweenlrradlatedarLdcontrolpopula-
tlOllS MarLyOftheselnVOIyedlargenumbersof
people who were heavlly lTradlated,aJld they
thereforehareahlgh statlStlCalpTeCISIOTL ItlS

ImportanttoemphasIZethatnegatlVeresultsareas
ImportantaSPOSlllVeOneS,eSpeClallylnaCOnteXt
whereanaprエOrlbasisforfearexISted Stateme】1tS
of rLOnSlgnlflCar)t dlffeLenCeS aCCOmpanled by
statementsoftheprecIS】OnOfthemeasur叩朗1tS
enableonetoputupperllmltSOnradlatlOrLdamage
Such cotlCluslOT)～areamongthemostImportant
resultsofthestudy

OnthebasISOftheseconclu510nS,theCommluee's
fLrSIstrongarldoyemdlngreCOmmendatlOEHSthat
thehas)celementsoftheAZiCCprogramcorLtJntle
undertheFoundatl0rlWefurtherrel:Ommendthat

The LlfeSpan arid FIMortalltyStudleSbe
TTlaltltalnedarLdstrengthenedbylmprCIVJngthe
t.estoothersourcesoflnformat.on Lhrou宮Tl
recordllrLkages(21,26)

TlleAdultHealthStudybemodltledbyagrea-eT
emphasIS CIrtlaboraLDry alld otherob】ectlYe
measuremenlsandonstandardlZed,automated

hlStOrleS.WLthlessemFlhasISOJlpllySICaLexamma-
t10n(22)

The Fourldat)orb nO longer act)yeLy sollcLt

auto psleS and the pr)rLClpalmlSSIOnSOfllle
pathoLogLStSbetheanalysls.)ftlSSueSandpart
tIClpatlOnlnStudyteamslrLYeStL8at1-1gSPeClflC
dlSeaSeS(23)

TheFoundatlOnglYeSerlOuScoms)derAl10n lo
the e且TIy lmpLenler)tatlOn OttheFIrOgram ln
blOChemlc41geTtetlCS(26)

められたことは.本庄の理解を深める上に非常E:有用で

あったEfかりではなく,Eg内的および国際的な放射線基

雄 を設定するJ='にも非常に貴Wiであった 白血病の発生

率は今では下降を示 しているが,一方ではその他の悪性

疾忠が増加 してきIL,非常l:長い潜伏期を捜て発生する

悪性疾患があるか否かを稚uするためにも閑盃が継続 さ

れることは極めて立野である

桝期に行われた被爆者の子供の遺伝学的閉までは,一部

に危供 されたほどの大 きな遺伝学的影響は認められな

かっI=,串実,被曝凍団と対日召集FZlの子供のllulに和音な

変はみられなかった 上記の扱棄結果は.この1ログラム

のいま一つの面を強的するものである 非常に多くの粥

玉では,被爆集EEと対RZlik団とのFLn:1I音を垂 を組める

ことはできをかっIL その多くはきrzの福娘立板腹背を

対象としてい/=ので.その統計的精度は高い 陰性の結

架は始性の捨策 と同様に及要であることを強調 したい

特に恐怖の先験的 な根拠があった瑚合にはなおさらで

ある 有意な豊がfJいことの記述および測定結架の柑度

についての記述からは,放射線終審の上限を決定で きる

この樋の桔岳は,この桐盃から相 られる鎖も鼠要な結束

の一つである

この種の穂首を考慮 して,本葬Å会の兼 lの強い,かつ,

兼もI羊なtb告は新法人のもとでABCC王胃糞プログラム

の基本的梢成部分を#抹すべきであるということである

そのはか,次のとおり地合する

寿命調査および被土一着の子供の死亡明壬を維持する

とともに,妃ii連係 を逢 じてその他の実科源 との結

び付きを改善することによってその強化を訂十ること

(21 26)

成人81康IFI王を♯正 して後妻空力走やその他の客観

的洩定法や稚準化 された自動方式の病歴にもっと暮

点をaL き.理学的珍蕪は従来はどI要視 しないこと

(22)

新法人でLi剖頼入手を7Jl捷的に行わず,帝理医の主

要任務 を組iL棟木の分析と特定疾患を対象とするLFI

査班への書加とすること(28)

新法人では,止伝生化学的調査プログラムの早期開

始をJl剣に考dlすること(26)



ThehL8hlysuccesslulcylopnetleSPrOBram be
continued.vLthanLnCTeaSEmSClent1FICPerSOnJle)

asneeded(24)

TTle8TOupIVhoyeTeLrradlatedI.IuterOCOlltlTlue
LObtEolloyEd.notonlytTl)mdELthreco▼ds,but

throu8hptr]odICeXlmlnatIOn(27)

TheFound&tlOrllnStltutebtld宜etlr嶋aTldlCCOunt-

1ngsysteTTLStTlaLw)lLaccLLr-1etyreneCHhecosts
oHheyarlOuSSPeClfICI)rOJ亡CtS(35)

The Fol)rtdALLOrLCOmplemenlItsSludlCS OrL

hum8mSbygrmtsandconLTACtStOunIVerSLLIeS
ArldotherlrlStltut10rLSforl一boratory■ndmlmJLl

research(34).pTOVldePrOgr且nSOIlellowshlpS
foryourLgSClentlSLslorecelYefurthertrallll)1g,
bot]11nJApaTla'ldabroad(31),andlllStltutea

program O† conteTenCeS and worbhops ID
corlslderFLEW arid promlSlngresearchSubjects

andEechrHqueS(32)

非常L=成功 している泊ね辻伝学的JJl土を■ttL,め

事に応 じて事MtAを稚JIすさこと(21)･

胎内1Ldlf群L=ついてLl.死亡g告だLlでなく,定

輔頼Bの事沌 taしても追払 モ#扶Tること(27)

新法人では.プロジェク ト別にXE*モ正1に反I*す

る干暮および会計方式を泣けること日 5)

ヒ トを対tとTるiFl童を7*足Tろため,薪法人Li,

大学やその他の研究所に対 して事L*研究およびb物

美t*のための助成全の捷供 や畢fE契約 を行うこと

(3り ,若い研究者が日本E)内およびEF外でさらに

研すするための研低A制度 をtiLlること(31),蘇

しい有iAを研究蛭Elや技法を接TTlするための会叫や

研究会のプE3クラムを開始することり 2)I


