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PREFACE

序

ThlSreport.Or)eOfaserleSOfcomparablebroad

analyses.presenlSaSegTnenlOldatah10m a

coれt)rNlngblnatlOna]epLdem･ologlClnYeSt】gat】On

Theresearchprotocolwas】OlTltlyauLhorlZedunder

agreerrLenlSSlgnedbytheDlreCLo,SOfJapa..ese
.NatlorlallrtstlttJteOEHealth(JNIH)arLdAtomc

EbmbCasualIyCommlSSIOn(ABCC) Thert･searcrL

planandtextsoHheagreemenlSarepresentedln

bll】nglJalTechmcalReport04159

1>resentaL)OnOftheseper)odlCanahSeSOLdata

FYI)mtheJNIH-ABCClongtermsLudleS lSTX)SSlble

onlythroughthecontlntJLngC00PeraLIVeresearch
eFEoTLSl､･hLehlnVOlvedmanyloTTTleraSWellas

cuTTenLPrOfesslonalstaffmemtN!rS

TheauthorsotthlSreport0nthemortalltyfor
1950-59】nSclectl0n1andTToftheJNrH-ABCC

LlfeSpartStudyWereresTX)nS】bleforthepresent

arlalysISandlnterT)retatlOrl.aS"･el】asforthetext

BLILngUaLprescnLat)onlvaSauthoTIZedonthe

basLSOfrevleW bytheJapaneseartdAmer･can

proEesslOna)staffofABCC,andbytheKyoglka)

JOLnt】yappo】ntCdbyI)rKeLZONakamura,D)rector

ofJNrllardDrGeorgeBDa'l'ng,JXrec10rOfABCC

この常昏香は,一連のEL;葡 /i解析報告の一つであ

って, Fl米iii国 が稚拙'B席 してい る較'F的JI丑 か ら縛

/=デー タの一鉢 を礎 &す るもの である このヨ重 に関

す る研究計由谷は,【邑丘 7･抜けi生研究所(子研)と好雄

f8番斗五番Fl会rABCC)とのiGl他聞の所良 が月印 した

同意杏 によってネ盟 を費(1ている 貞†由 杏 と何慈杏の

全文は某紙#啓香01159にE3茶所l.Sで発 表 し/I

予研一ABCCの長期rnにわたるZq立か b狩 られろ

データを定期的に解析 し.発&で きるのは.ひとえに

継棟共同研究活JhにJ:るもので あって,同時にこれは,

数多 くのrltHsよぴBi#｢1耽月の寄与 によるものJr･ある

この報告杏は,干研-AL3cc布 命3I淀の凱 1次

第2次抽出サ ンプルにお(1る1993-59年の死亡軍に関

するものでf)るが.*文の内容 ならびにデータの縦桁

と解釈については,苛々 がTt作 をもっている

この Iヨ姉 頓紙 による銘Zt.子や!は.̂ BCCの 日米削 Ll

戦臼の検肘 にr31き続 いて,-T研所土をrll肘敬三 とABCC

軒並GcorgeTBDarllng が香城 した協議会の恭報 を経

て林+化 された
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INTRODU⊂TLON

TheLlfcSparLStudy】conductedbytheJapanese

Natl0naHnSt■tuteOrHealth(JNItt)andtl氾AtorrLJC

BombCasualt)CorElmlSS10n(ABCC)ISOfccntral

lml】OllanCelrlthelnVeStLgaLlOnOrlTlelatceffects

oftheIon)LlngradLatLOnreleaSedbyLlleatOm]C

bombs.lt]llrOST11maandNagasakl･rll945 The

mLlgnlLudeofthetask)nvolv川glnd】ヽldualdetetml-

nAt)OnSOntheellglbH)tyol195.000 namesoE

surl′】VorsLLStCdlnSupplcmentaryschedu)estotTle
1950 NatlOnalCensusaslesJdcntlrl‖lrOShLma

andNagasaklandorlOO､000md)､･】dualsrlOLln

elthcrcltyaLthet]nl" hhebomb(ATE).coupled

urlthothc■requLrerrLentSOltheUmfledPrograrn

aL̂ BCC hal･CledtotheseEee=onofthemortal■ty

saTTlPleLnSe､reralparts ThefltSLpart(SelecL]onr)
waschoscn川 1958asthebasISforlhe 久dutL

IitaLlhStLJdy23aconLlnuLngdLnlCaHn､,est1gatJOrl

on20.000stJbJeCIspro､･■d)ngcorrLparatrVedataOn

dISeaSC and specIIIC abnormaLItleSapparentOn

phys)CatandlaLx)TatOr.VeXarmnatlOn ThemoTtallt),

olSclectLOnIfor1950-58.andthegcnera]p)ar)

ollhcsLtJdy.､､ercthesubJeCtSOEthefLrStre♪OrL]

]nthISSecondreFM)rltheaddlt]OrLaL)llformat]onon

ScLcctLOn】Ico､rer]ngapprox】mateLy6000deaths●

Jn70000 stlb】ecISlnthe I)Cr10d 1950-59,LS

prescnLCdLnCOmblnatLOn＼VlththatforSe)cctJOnI

Select)on l日 仏laS eFfected ln May 1961alld

broughtthe tota】sample to 99,393 1n )ateT

reportsthe comblrled experLCnCCOEa))99,393

subJCCL5､､･■11becxamlned

JjosLTTle(rylSeSt)matedbymethodsdeyelopedby

thehealLhphyslcsgT101lpatOakR･dgeNational

LatK'raLOryH From)OcaLLOnATB theshleldlng

conftguraL10m,al一-dose Curves.and attenLLatlOrL
fAeLOrSarleStlrnatedtenlatLYe(T57)doselSderlVed

* T

Jき命Jlヲilは1945年r:広瓜とIi■‡[:投下 された峠

(･斗群放射線の後形蓉研究の･I･横 を しめるものであっ

て,洞止 了BJJ待il_研究所(76斤)と仰斗 l各､L'ail丑 をn全

(A)3cc)の共l耶 斤兜である 朋でり1穀はABCC統 合

jTF兜,汁pTllJで きめ られた粂什 をモガhiさせ ね は な らrJL､

そのため19汀)咋のlg勢湘1t付 :措i'Jn=γ.FJITがE!iT板 Lであ

る 195,000の広島, 戊山=･;LT_の 粧難 斤と峠株的Ii;fl

長崎の)Hl:Ll斤 100,000が研究芳ttLとして g穿J'J粂作

を補足 させ るものかを月光する･e安がお きたが, この

Jqifのための作票且は非常 に人 きいので7fFRl=は預託

晋作 を農 つかにLll†てjZiLLiせ ざるをf:I/_かっ/= まで

成人似防共態サ ノプルを195印 に捕.-EI.し/I(選択群日 ー

成人ulfJl査Z)は20.000̂ に対 して長期間実施 する

也床的研究<･あって病'/tや漉常 を鮎R;所見や藍床項甥

榛在の成舟 か ら比較 がで きるよ うにJt朗 して ある す

Jr.[こ碓 J壬した･R l報 tI:は適訳群 Iの1950-58年の死

亡W_と研究プJJ法の耗Iaが氾催 しである 今回の5752報

T･は過郎群 Tで扱察 し[=死亡rxl:)宜47(群I170,000の3I

託付取から1950-591r_i:批幣 した約6000に孜ぶ牝亡敷'

を加】えでこれに検討 を加は た 湖耶群Luは1961咋 5Fl

にjELltl.が完了し3選択群 を分わせると湖 東 の 対 毅 は

99.393とr_る この99,393の糾 ヰ/J.L劫にもとづ く死亡

の傾肘 は綾織 E=ゆ+'ることに し/_

検体 斤の受 けた投且のllI釦 よ08kR■dgeNatlOnal

Liborator)の 丘F額物理 グループの人々が計貞 したJjii;

[:J:る 一S 0-1999zdで検体鵬屋 外l_いた人とl呈本

道建策内にいfL人が受 [11=扱且(TST)を辞任時の位岩.
'Tk fl.-Lt.t叩･t,JdbJeJl2121le.Ll̀ o"u.T"Ifro.,10ClobCr)950tb 一日0J… )958 lbthe prestnLrtpoll一rpRJe-Lb.AS-Led.伽I
thr叫gk30SepteEblxr1958rN.血nAS.tot.II300 h､t L-J.qS.Alogttht'vlLhtbtJeJths"'Sdect】o'日日 hroqEh30SeFKe和LK'1959Fltは1950年10月lFより1958ffL6J13川 の月l二枚壊した12L2の死亡を1寸trこしていろ *#告でliJポCH の1958年9Fl))El
tで[=t官した死亡1300と1959年9flX)lq‡での適訳群打の死亡を合L)せてNt打を行/.I･,た



roreachsurvIVOH､･ho叫,as0199917)0日hehypo

center.･ntheopenoT-ahouseoEI-ghtl､･00d
coTtStnlCtlOn

MortallLylnrOrrnal】onhasl光enSCeurCdfrorrLthe

offlCIa]reg･SterS(koseJLUrrtalnLalned LlnderLhc

JapaneseFamllyRegIStT-atH)nLa､vandtromspecLal

deathnotJCCSbasedonJapaneseVltalStat】stlCS

DeathSchedules Atesto†LhccompLctencssoI

TTK)'taL)ty)nformatlOnreCOVCrabLcbytTllSProcess

LSSummaTllZedLnthefJrStreport■ rhereg■slerS

IVere一ou,･dror999% oHhesarTIPle anddeath

lnforrTlaL■On､VaS993%comL)leLe Causeofdeath

hasL托er-COdedaccord■ngto lhe lVHO lnter-

rLatl0nalC】asslflCal】OnOIJ))seases.TnJur7eSarld

CausesofDeath,6supplenenledhylrLSLrtJCl】Ons

deveLo咋dbytheDIVIS■OnOrllreltarearTdHealth

StatlSt)CS Healthar)alVellareMlnlStry,andlS

bellevedtobe comparablelVlthJapar)ese vltal

stat】st)csITheaccuracyotsLatedcausesofdeath

onthedeathccrtlflCatehasbeenthesubJectola

sT)eClalstudyb)SLonc and n̂derson7 and 桔 一

rcv】eWedlntheflrSt'ePOrli

S'rlCe■nVeStlgaL■onofellglb)lrlyforthesarTtPle

of surylvl)rSIVaSCOnflned10the195.000resldent

■nH】roshlnaandNagasakHn1950andd】dnot
exterldtoLhe89000SurvIVOrS(･nuTrN,riledelse

l､･herelnJapan thesaFnpl･ngplanlS SVbJeCLtO

2exclus]on50日 mFN)rLanCe

TheenLH-e1945-50experlenCe,

TheexperlenCeOfNagasaklandll)rosh)mastJr-

vLVOrSlVhomlgralcdpr)oztothecensusdate

COuECnON OFDATAON SELECTl0N H

Thesampl】ngsourceshavebeer)Jescr■bedLn

thef■rstreport1 wher-Se)cctlOnIwasmade

fleldlm,eStLgallOrl｡fthe195.000resldentsur-VIVOTS

仙as97%cornpleLe AtthetlrrteoISelect10nll】t

was998% compLete.arld 】n t̂JgllSL1962the

I.首urelVaS999% The)89namesthusfarelud-

1ngABCC fLeLdlnvestlgatOrSl､･OuLd.LfallWere

連載の状況.空rl)般且.差蔽相即の減iE係故より件じ.

地からそれf'れ経書tLl=

死亡に関するrr剛 土El本のl一･鞘はl:よって実施 し

ている公Lt:の丑iま(戸稿)と□本の人n動態制度に非づ

き柿に作成 した死亡3q京葉 から入 rLた このプJtj.か

ら死亡をどの柑 ie完全に入手できるかは fでに耶 1胤gl

に判祭 してあるが木精地 が判明 しているものは全1lノ

7'ルの999%にムよぴ, また他の㌍IIから死亡を知 り

持たものの99.3%について戸拝からも死亡を確認で き

/_ 死Egは厚生'n扶針お金鮮作成の蛙か こよりllTIOl司

符疾病Ia壊死田分封tをTnllで分別 した Lf=がって

本報告蒲の死闘は日本の人 Ill一連扶計 と上ヒt史がT･き

る ● 死亡砂肝沓死因の正確性E=関してはすでにS..n.

およびAnderson7 が検討 を行ないそのet要は第 1報 L

I:記載 してある

サ/7'ル抽(1'.のための適格性叫宜 を国勢洪査帖は

島,長崎のIj∃佳祐の披操舌 195.0001:閉り 肱Jlも.技

巧以外に住 tl披外古の89.000まで広 げfJかっf=ので.

サ ン1IL,3書出時に 2つの絵外fFlが}_L'/_ す/iわら,

1945-50年･の全死亡 ,

国勢粥未婚以桐に当接当市 からI云出 した広由 と滋

崎の被爆羽からtur,(した死亡を瀬託の州奴から保外す

ることに した

選 択群 Tlにおける資料 の収集

サ ンプル抽出#(=関 してはすT･r:荊 1報 】に説明

してある 適訳群 tの抽出時 Z二は. 195,000の鞍姓を

lJJして英施すべ き野外31立の97%が耗丁してい/=が.

3giR群 rIの抽出時 には998%が終了 しており,1962年-

の8月にはこの放=(:をさらに999%まであげることが

で きた AFlCCの野外羽立が不可frEであった例は 189Y.

◆ApprcclAtlOnlFtXPreSBedtoLh-FusIUcdAoFthestaffoTthel)IVl810nOfWelhrezmJHeAhhSL▲t■sL】esHeAltharH]WtlfAreM川･Stryfor
rey■…ofAFlCCcoJL叩AndcL,nSulL-(loo OnSpec,.lT"OblerzIS



ellglbleanddeeeasedJepreSentamaXlmumerror

beloIV3% Fleld lrrVeSL)gallonOtthe 100,000

naT71e501personsnot■nelthercllyATB IYaS

ITWOTTIP]eLeatthetlrrK･Selectl0nIwasrrLade,txJt

byAIJgtJS11962only9161rldlVlduaLs.orO9%

renlaLnedtot光 fourLd

lnTable1thesteps)ntheaeelJrrIUlat10rlOEthe

mortaIltysampleareshou,n SelecLIOJIJIvlrttJally

completedtheselectlOT10fsubJectsfromthe1950
llSLOtA-bombsurvIVOrS ForSeleeLIOnTITthere

remaLTleJchleflythechoICeOraddltLOnalstJbleCtS.

prlncIPaLlym HlrOShlT,la,forthesocalled rton

CXE)OSedcomponentottT.esample-that)～.叩rSOnS

notlnelthcrc)I)ATB Theterm nonexEXISedl,

lVhJ)cconvcment,

thLSgroupbecause

､､･lthln30daysafter

fractlonnayhave

rt･sldL[alradlatl0m5

11り‖beusedaSa

,notentlre)yaPPrOPlLatefor

about17% enteredthecltleS

thebomb)ngandhenceasmal)

exper)encedsmaHarty)LmtSOf

However,theLerrM One∫叩Sed

conlTaSl tO SLlrVJt70TS,thatlS,

PersonsLocatedlntheeltleSATB

となる しか したとえ.この金敷がサ ノプル抽出の規

準をIA足 させ,かつ死亡 してtltvとしてもこのために

坐-{るZA垂は3%以下である 適訳群 lを抽出 したと

き.好漁吟両市にいJ-1かった 100,00Dr.に)すする野外

JI五はまだ完了 してい/)か っ/=が.1962年 8月には

916人.ナr_,わち09%を残すだけとr_,っl=

知命N克サ ン1A･の収典故を適訳群別 にhl1て示

す と& )の通 りT･ある.遜IR群 tll:ついて1950年の被

薙J;リス トからの抽出は実際上井T LI_ 適訳群Klで

残 っ/_淋57は粥丑の対象にとくに広血の.いhゆる非

被爆 方群(:托当するサ ン17L,,すなわち拓銀時両市に

いなかったものを追加することである 非被爆者とい

う紙は†ArJI的なものである 非搬煉 Hの17%のものが

嫌抑投下後30日以内t:fn)Tl了内に入っている 少/Jくと

も一部分のものはある程rjfの城田放射線 Sを受けてい

る したがってこれらの ものを非妊煤 けと呼ぶことは

不適当であるが,本報告怨では誠は者を雌雄暗両市に

い/=ものとを蒋するに相対 して非領土l着というIE.tを控

Wすることに した

兼 1 二rl研 一lBCCJJ合■兼サノ1JL,散 超ge群.広由良qおよびdL心地からのAiJt桝
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E】lglblcsurvlvorslocaled0-249gJTIOfthehypo

cenler､VereaCCCl〉ted川 (vlo,regardlessofage

andsex.butthose2500-9999mwerechosenfrom

amuchlargergroupofeHglbLesI)y .TleanSOf

random numbersandso astoreproducetheage

andsexd-sLrlbut)onoFthose0-1999rrL Prlorto

SeLcctlOnlrr.thenorTeXFX)Seasegmer･Ell･aSlnCOm

pleLeandthe17,975personsolth･scategorylrl

SelectIOnSIandlIdonothaveexactlythesame

age and sex d[stnbutl0n OtsurvlVOrS loeated

0)999mrronthehyTX'Center

IrtTable2theobservaLl0nPenOJforIIYlrtal]ty

)idlSPlayedtorSelect】onsIandII,ar)alrlFlgtJre

1thenumt父rOEper5mnyearsatrlSk∫.)r･,Drtallty

ls shl)Wnby age,sex,and d】stance from the

hypocerlter.NagasaklandH･roshlTTtaCOrrlblrled for

SclectIOn5r+日.thebasISOflhlSretのrt ln

lhlSaeCOurtlLng,aPerSOrllSCO.IS】de,edlobeaL

nSklnaglVCrIyear()OctoberL｡30September)

LrhelVereal】veatthebeg)r･rurlgOfthatyear

TheobservatIOnbasehasnotbeenredul:edLOtak言

accountolthosewhod■edtJr■rlgtheyear Thus.

alLhoughLhcterm nOrlaLILyratelSusedforcon-

venlenCe.WhatlSaCLuallytKL)ngmeasuredlSthe

probablIltyLhalaPersonal】veatthebegLnn･ngOE

theyearWllEatedt･r･ngtheyear Foreaseof

rcEcrenceeachobseTVOLIOnyeqHSreferredtoby

thecaLendaryearln､Vh■ch]ttermLnateS thus

October l950 to September 1951 LS CaLled

sLmE)Ly1951

払子姓時 0-2499rnにいた生存者のrjかでサンプル

選択のための粂付 をI■足 させるものは年齢.性を考叔す

ることなく仝故を91盃 の対 穀 と した しか し2500-

9999mの隅にいた生存者ではサ ンプル選択のための条

件 をJ充足 しているものが多いので乱政表を用いて抽出

し0-1999mのサ ンプル1:年齢.性が一致するように

し/= 非被律令のサ ンプルは選択群Ⅲの抽出が蘇 ら/_I

tlと克全f_1ものとなら/Jい また選択群 1,Ilr二品す

る17,975の非披姓帝の年fB,性の6I肢は01199gJnの

生存令とEで Lも同 じでrJt､

死亡q糞の収輝仰向を選択群 ⅠとⅡとにわけて示

す と1312の通 りである まI=本報告杏の研究対象は選

択群 1とTIを合わせ[=ものであるが研究の対象を年お.

性.オ･LJ地から拒AL別に連呼 と広島の両市 を合わせて

Jl- ノノ イヤ-鼓で示すとEglの通 りである /i- ノ

/イヤー政は年殊に生存 していたもの<･その年の10月

1tコから翌年の 9月30日まで生存 したものを計算の71

穀 とする その年間で死亡 した瑚合にも分母鼓から死

亡者 を垂引かない 死亡率 とい う一方を便宜上用いてい

るが実際 二̀はその年の年頭 に生存 した人が年間に死亡

する稚串を計果 したことになる 理解 を容易にするた

めに批架期n..1の終 りの歴年･をもってIR棄年 をあらわす

こ と に した. すなわち,19弘年10月から1951年 9円

の榊をJiH:1951畔 と呼ぶことに+ら

Stle⊂ll0n DltCOf NurzILkrOH'

-- WゝLlh.l Jl1rt
抽出 fF凍

D■tl･Fl付 NIJmtN･rOr

S:oAnn･T㌔ LodCt E光n㌔SdO*StTP Y;I;
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A notablelealureOfF■gtJre1ISthedefle)IOf

malesatages20-49 ThlSreSullS†rorrLthefact

thataveryLargeEractlOnOItheyoLJngadt'ttmak

res■derttS(lhheclL■eslVereawayattheLtrr杷Ofthe

LxlmblngS.forthenosIPartm mllltaT-ySet-V】Ce

AlthoughthousandsoFtroops"･CrelnHlrOShJma

ATB onl)asrna)1EractLOnlVere reSlderllSOf

Hlroshlma.arldthesurv)vorsheldscaucrcdtothe)r

T10rneSthroughoutJapanbythetlmeOftheL950

census ToLhlsdate,theLoglStlCd■Ff■cl'ltleSOL

fleld･nvestlgat10mSOTlanadequatenuTTlberofsuch

EllerlhavesccmedtoorormldableLOattempt Thus,

malesurvIVOrSOtm･l･taryageATBlnCludedln

tr"SstudyWerealrTUStaHcharacterほedbyT)0t

txLlnglrHnllltaT.ySen,LCe.≠･h)leTTX'StnOrleXPSed

TTlalesoftkseages≠e,elntheJTlLILLary ltmust

be preSUrrN!d thatd■fterencesITlhealth status

playedsomerolclrltheehoICeOtyoungmenfor

m･lllar)rSerVICe OtherdlEferencesdlStlngL"ShLng

thest'rv)vorsFromthosenotprcscntAT13.1VhLCh

川terfere､>LthcomparlSOnS】nL95059,areA.S二

cussed】ntheflrslreport■

Beg･nr"ngwlththeprescnlrCpOrLltLSrKISSLble
LomakeatleastElrrI)teduseoftheT57Dose4～

deve)opcdonthebaslsofttleOakRldgeNa(10nal

LaLDratOryatEenlJaL)onfactorsandYork'sa■r-dose
curves AtbesttTle T57Dose est】rrtatesaJ-e

consldeT-edtobcaccurate,ro√eaCrlC)ty,OnlyLO

aFactoroF2.Ie.thetruedosenayLK50200%

ortheT57value AlargemeastJreOfuncerta]nLy

applleStOthealrdoseesLmateSSIneethey]eldor

ne]therbomb -～ accuratCly knoIVn F】gure 2

shows,Lopeachc･ty,theavcrngeT571)oseasa

Eunct)onofd)stancefromthehypocenteTbasedon

a)Lsh]e]dlnglnlCrVLeWSthrough)960 Therange

ofdose･serlOrmOUS良-omanaverageoHe5Sthan

20Fadnear2000rnFromtheA)pocentertovalue5

0†2000Fad Allhoughveryf… StlTYIVOTSare

estlmatedtohaveTeCell･edsuchlargedl)SeSaS

2000rad,nwleratel)]aTgenumbersareestlmaled
tohavehad川excessof300Pad

SlnCedoseestlmaleshavenottNtenpreparedro√

all5tlryIYOrS､Vho､yeT-e0t999mohhehypocenLer,

asasLmP)capproxlnatLOnSUrVLVOrSlneachloom

zone ､vereasslgned theaverageT57Dose for

thatzone ThlSProcedureLSLessthanldeaLbut

)IseemedllkeLythattheLnaCCUraCLeS､vOuldprove

図 1で注EIすべ きことは鞍R20-49の男子の敦の

不足である 肖If)J店蛙の男子壮年の多故が好姓時に市

以外[:いたためであり, この主 /_理由は兵役と考える

叙任時 に広島に多汝の革人がいたが,この巾で広瓜を

爺任地 としているものほほんの性かであろ 1950年の

国勢月五時 には故称 に帰 り全国に取らrSっていた こ

のためにタ17の 卜分なサ /ブJL,数を巡ぼっとするとIf

外潜ま が指放的に幽艶になると乍えbh. また実行で

きない仕叫のJ:うE=も盟 われ/= biI件時 に取兵可能の

年齢の羽子, しかも本3I宜の対屯としてま削fhている

もの[:は可務 に搬 していなかったという柿色がある

これに反 してこの年B層の大部分の非汝体毛は可務に

崩 してい/= 徴兵の原のttT探川の可否に鯉康状奉の

変が考慮 されたとLSえられる 鼓嫌 古と井抵嫌七 との

l空をEBiEなものrこしたが.これ ら(:ついては1で1:517S

l報 lE=記述 してある

本報告 をn=成 し始めた頃にT57政見 一 与が少/jく

とも条件つ きでflJJIJで･きるよ うになった T57線Btは

0さkRIJgeNIT)OnJILaLx)rator)の誠計曲線 とYorkの

空中一段JEに立押 して推針 した T57抜上の推計は可能

をかぎり正fEl:しようとこころみ られI=が,そJlでも

1ラスとマイナスの二つの因子をキ& Lf_,け九は/_,ち

/Jい す/_rわら内市とも其の般JtはT57線鬼位の50-

200%の関E:ある また両Triの嫌群の綴且 も正確にわ

かっていないL誌が多いので,空小娘iitの針芽にさい し

ても不明rjL謀が多かっf= 1960鞍までl府巾の連載湘王L

の結jLtを煉心地からの距JgEの関数として平均r57線兄

で･示すと図 2の過 りとなる 強jLは広I､拒EEElに散 らlf

っていて,♯心地か ら20(氾B)近 くのSE'均20rad以下か

ら20CDrldlこ及ぶ.推計値 が300raJを控えたもの も

可成 りあるが生存 古のIJかT･200OrLJのように大且の

放射盤 を受(1[=と盟わtlろものはごくtEかである

嫌 じ･地から0-1999mの披姓七会款について扱鹿

の推すTを'E指 していないので被爆令 を 100TnH,11隔の屑

にわけてT57線鹿の平均 を計許するという近似的のカ

法 を掬いざるをillなかった この方法は決 して理想的



図2 5YtJT57奴且, 〟/マ-投十中性:(-と是政刃五大施TL 広JLul坤tJよび件 LJ地からの軽■別
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LObeofmlnOrLnPOrtanCeComparedtothe150
fold､-ar.atl0rHndoseasbchvcen700and2000rn

Ilmustbeemphas】zcd,ho"lever,thatLnV･e､V

orthe varlOuS I)rObLems regard'rlg dos,metry

menlJOnCdabolre.1日､･OULdbeur･､vlsetoregard

l九epnrlLCularnumbersusedfordoseasmorethn
IndexesuseEuHorlnlcrnaLcomparlSOnS

ArwlysesofDQrO
ThleemulれapproacheswcrctJSCd

ComparLSOrlOrSurV)VOrSLntTlezones01999m,
20002499m.25009999mfromthehyFN)Centers,

andnonexFK)StdpeISons.

Compansonotsurl･IVOrS lnthezoneO11399m
Wlththose)∩thezone25009999m､

AnalysISOEtheregress)OrlOlrrN}rtalltyTalesOn

avln geT57DoseforslJrVIYOr501999m from

LhehypuenLerS

ではないがFr的が 7COrbから.2000Enの距鮭の範囲で

50% か 200%の針耳択差のある繰且を比較することで

あるからこのf'1度の不正確 さは余 りrpl也 と{_,らないと

.Eilう しかし上さじの如 く搬iiL測定r=TiF】紹Frlが多いので

措定の綴Bt俄 を閑雌 にするよりはむ しろ扱iii相互の関

係 を横言すする[=めの棉 Fxと して利川するJJが有益で

ある

解 析

本朝/Bせきにて犬施 したlJ/JA;qr法 を元､すとつ ぎの通 り

である

煉･LJ他 から0-1999m,2000-2499rb.2500-

9999mの板仕 方並び[:非被爆者とを此l史する

0-1399mと2500-9999pの 妓体廿 を比恨 す る.

仔･L.･地 から0-1999mの 妓任 令の死亡寧lこ平均

T57扱iを川いてLgl)寸書A;折 を行なう_



ComparlSOnSwere,lngenera),madeonanage-

sexspeclflC basIS StatlStlCaLtestswere cLt)7

sp(ゝC】flC
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groups､vastestedbythestandardx2techr"que.
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【rastedwLththoseexpectedontT.ehyE)OthtlSISOf
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detectlOnOfradlatlOneffectslfthe)should be
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1% 】eveLsforsocalledorletalltests,thatlS,tests

dLrCCtedagalnStdeI,artUrefrom cqualJl),lnOne

dlreCtlOnOnLy

TheanaLysesofregleSSLOnSOfmo)ta).tyrates

on157Dose estlmateSerrLP)oycdasamodeLthe

rt,asonably､､7Clldocumented eュl-Cr.enCe､V･th

respect10)eukcmLa810 W)thinthedoserange

ofInterestherellappearsthatthe･ncldenceoil

leukem■a ls.atleast approx]mate)),a llnCar

Eunct10nOfdose TheregressLOnanalysestested

fortheexJStenCeOfsljChL]nearrclatlOnS

Proeedures used Tor esL]matLng and tcstlng

reg】essIOnParametersareg】Ven.nAppen(lLXI

､vLththeresults,､vhlCh､､rereesscntlaLJ)Inod】ffer

tntfrom thosebasedontTleSlrnP)erzolleCOM

palLSOnS llenceorl】ytheLatterarereportedln

thenalntext

MorrolltYfromAHC(〕uses

W)th750,730person-yearsoEobservatlOlland

7303deathsforSeLectLOnSl十日thecrudedeath

rate､vas9 7perlOOOovertheWholeperLOd In

thereport】OrlSelect10n1Japanesevl【alstatlSt】CS

forthepemod 195253and 1956､vereusedto

est】matethe cxpcctcd numbe,OfdeatTIS･nthe

sarrLpLe,andresultedlnaM Verallrat】oofobserved

toexpecteddeathsof1025 Morta)Ltyratesfor

Select■onsl+TllVereCOm Pa'ed bysexu]Lr

morta)lty ratesforJapan Ln 1950 1955,and

1960(F■g 3) The1950159ratesfortheLlfe

SpanSttldyappearreasonablelnthe)]ghtofthe

changLngratesfortheent】reJapaneser)OpulatlOn

Morta))tyrates fortTle4prlnClPaldLStanCegroups

計的榛ii:を行 /jった

各 グループ間の 死 亡 率 は 普 通 の x2傾 k'法 を

川 いて比較 した す なわ ち各群の観測死亡歓 を各群閥

の死亡率 が等 しいとの仮定の もとに計算 を行 なって求

めた期待死亡数 と比較 した 検定の水砕 と してセキ通用

い られる5%と1%の水準 のかわりに10%と2%の水

郷 を用 いることに し,放肘線 との彩管 があ った湖合に

発見 が容易で あるよ うにした この水準はいわゆる1%

と50/Oの片側検定に相当 している す/Jわ ら差 が一方

向 にある瑚合のみ を検定することになる

T57線丑 を用いた死亡率の回付 を行 rjうにあたっ

て既知の白JLL病の資料か らモデルを作 りこれを†かFL

f= B~■0 少 /jくともここで関越 となっている範囲の線

立では白血病の稚 牡率は線丑の直線的開き欠であるとみ

なす ことがで きる 検iEE=はこの直税的FH日系をET,]帰解

dTrに利用 した

レグレン ヨ/ パ ラメ- ダーの計算法 と検rLiE結果は

付録 Ⅰに示 してある 報告杏の本文 E=辞退 の距髄群関

の比較 だけを記述 したがこの結光 と回帰解析の結 光の

Fulには本質的の藍 が認 め られ/Jかっ[=

全死因の死亡率

選択群 1とrIを合わせて 750,730のパー ノJ/イヤー

款 と7303の死亡数か ら全期 間 の死 亡率 を計 算 す る と

1000対97になる 選択 群 lにつ い て の和浩 怒 1 で

は1～)52-E3咋 および1956年のEl本人Lj簸ろ態統 計 をmい

てIg玉梓姐の冊諒 を し, この期待値 と枇繁低 とを全死 亡

について比較 し1025とい う歎抗 を1.r事た j選択群 lと

nを合わせた死亡単 を男 女別 に1950,1955と19餅)irの

Fl本金rgの死亡率 と比較 した (図 3) 本寿命対訳で

祝事】≠された1950-59年の死 亡率は仝 El本人 rjの死亡率

の年次変化 を考膿 に入れると比較的よ く一致 している

とい うことがで きる 距離別 にわりたi･J+r4群の問の
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松前の 3群rulに伍 かであるが死 亡率の差 が駁撃できた

また前報 Lに記述 してあるように邦被爆者の死亡率 は

両市了とも低 く,特 にy)-39才の死 亡率は20-29才の死

亡率 よ り倣 いことが注 目される 瓜 CtL,の非被爆者の死

亡率 を10才粁緑でみると30-69才拒闇では どの年齢階

鯉 で も被爆者 よ り低率である 位相で もただ両名の死

butthedlfferencesareofsma1lermagn)tUde It 亡甲の墓 が少 ないの を除 けは広よもと全 く同様の郎 】が

shouldbepolntedoutthaい heL]rstreportused 税幣で きた ここで荊 1掛 二は/u,!卿 ‡三縄 をIIIいてい

arecomparedlnTable3andF)gurc4 Llttle

dlfEcrencc､vasnotedamollgthe3dlStanCeClasses

ofsurvIVOrSbut.asprCVLOuSlyreported,11nbotTI

c)tJeSthenonexposedhaveLowermortal■tyrates,

partlCularhpatages3039wTleretheratesare

much)oIVerthanatages20-29 1】1HLrOShlma

d】Efercncesbet､＼･eennonexposedandsurv]voTISare

foundconsLStCnt)yLneachofthedecadeageranges

from 30169 7nNagasak】thedataareS】mL)ar,

age AT甘.bl'tthe pleSentreporttJSCSageal

observaLIOTI

Invest]gatJOnOftheagegroup30139,lvherethe

dlSCrepanCybt,hveensurv】vorsandnonexposedLS

greatest,revealsthatthed)fferenceanSeSfrom

deFLCltSarrY)ngthenonexposedm TTltln)ICausesOf

deathbutpr■ncLpallyfromtuberctllosLS Atota)of

35deathswouldbeexpectedLnHlrOSh)mama)cs

oftTl]5ageOrltTlebas】softheratesforsurv)Vors

Only15､vereobserved ThedeflCLtOf20deaths

represents9fortuberctJ)os15,2eachforaccLdents.

るが本戦tS;ltでは観察時の年齢 を用 いていることを指

摘 してお くことが必劣 である

被爆 FTの死 亡率 と非被爆者の死 亡率 との変 がhLも

大 きい30-39の年齢附紐 の検討 を加lえ る と非 被媒 話

では郁々の死因杵 に結核pE亡が少 な く. このために死

亡率 に菱 が生 じたことがわかる しか し,被横着の死

亡率 か ら即羅すると広 F古の93の年 齢 肺 練 では35の死

亡 が祝祭 されるべ きであるのに架際の死亡数は15に過

ぎない 20の不足の内容は 9例 の結招,2例 づつの災
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o1999 20002499 2500+ &K■G o1999 2DDO24992500+ J事qL*

5-19

2029

3039

HlrOShlmL4049
瓜島505,

6069

70+

To一▲l

2029 350 35･1 52) 303 189

3039 589 158 649 11)7 408

1TIJq■臼l･ 4049 883 845 628 793 507
位■ 5059 1641 1895 1555 1364 1103

70+ 881 1021 1t】26 1061 952

Tqt41N t22 143 129 EL9 184

leukerma.d)SeasesofthedlgestLVeSySlen anda

res】duaLclass,and 1 each for LnEect】ous ar)a

p且raSltlCd･seasesotherthantulx･rculosLS.Vascular

)es】onsoEtLleCentra)nervoussystem,andheart

dlSeaSe Therewerenodeaths)∩LhLSagegroup

from maL唱nar,IneOP)asmsotherthan LeukerrL]a.

amortgsurvrvorsornonexposed

ThecLlrVeSOIFlgL)re4shownorelaL10nbetween

dlStanCeClassandmorLal'Lyratesthat.らconsIStenL

wltharadlatlOneffectonmortalLtylTOrrlallCauses

Indeed.theage-star)dardlzedrrN)rtal)lyratesforthe

3JIStanCegrOtJPSOfsurvlvorsarequlteSlmlar

ThLSdoesrtot,ofcoLIrSe,meanthatradLatlOr)has

no elEectorlErK)rtaLlty rates JtlSknDWrl,Eor

examp一e.thatelosel)exFOSedsL)rVl叩T-らhavemuch

hlgherdeathTalesfTOIT[letlkem)athandothenon

exposedorthoselocatedbeyond1400m Whatlt

客死.白血病.消化器の疾患,その他に分頴されろ死

臥 IT殉づつの結招以外の任独1品及び等生れ 中枢神

様糸の血管tJl佃, Ll･脹柄 に/I)期 される死【封である ま

た被搬 舟.jt被爆者 を通 じてこのf事折柄から白血柄 を

のぞくと Il列の定性新生物 も批喋できf_,かった

仝死周についての死亡牢を図41こ示 し/_がこの曲

塊は死亡率と距牡群とのr!,.ll=特別の関連性.すr_rhち,

仝死亡率に及ぼす放射奴の影V を示 していrlい 司i実

3つの距Jt群の打正死亡筆は全 く同様である しか し

これが/_/='ちに放射丘 と死亡革とが*関係でf)ること

を意味するわけでは勿Xif_,い Il鞘をあげてみると至

近距t鼓姓 古の白血病死亡串は非披At占あるいは14(和JZ)

以遠の披ft省よりはろかに誠串であることがt)かって

いる 上記のことから,1950-59年の放射汝の影学を



F】GURE4MOFtTALITYFROlMALLCAUSESDEATHFtATES/1000LiYACESEXCITYAND
DISTANCEFROMHYPOCENTEEt

団4 全死因死亡筆 年齢.性,広め長崎およLF煤心地 からの轟k別
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doesmean]sthateffects■nthe1950-59per■od

TmlStbesoughtamong persortswhoseaverage

dosewashlgherthantheavelageforallthose

)ocated 0-1999m and also,PossLbly,thatthe

searchmustbemoresharpLyfocusedondeaths

frompartLCu】arcauses,WhzchareotherwISeSub

mergedaTTIOnga)argernumberofdeatTISunrelated

toPad)atLOn AtthLSStageOftheann)ysISlt

appearstTlattheobvLOuSarLd Largedlfferences

beいveertthenonexposedarLdthesu..V)vorsreflect

thelrlnltla)lackofcomparabLl】ty,apartfrom

rad】atlOn TheLackofcomparab】nylSmOSteaSlly

expl]cab】eonthebasISOfselectLVemeChanlSmS

affect】ngIT)LgratLOTl

JnordertosharpeTltTleVLeW Ofanyposstble

effectofradlat10nOntotalmortalLty.)∩Table4

andFLgure5survIVOrS01399m arecolt)Pared

w]ththoselocated 2500-9999m from thehypO-

ceT.ter Theonlys)gnlflCantdlfferencesarefor

malesaged 5-9 and for fema)esaged7079

Thei)nd]ngsformalesaged59Largcl〉preflect

HlrOShzmadatawherethereare8deathscompared

with 1expectedonthebasLSOfratesforall

surv】vorsattheseages NopartlCU)arpattern)ら
dLSCernLb)e)nthecausestoIVhlChthese8deatTIS

aT･eaSCrlbed 2eachwereattrlbutedtotrauma,

dlseasesoEthea)gestLVeSyStenl,Ilndares】dua)

eLass,and1eachto】nfectlOtlSdlSeaSeS(excluding

tubercu)os】S)andleukerT"a Ho､vever,the,elSa

sLmllar,LEsma一ler,dlSCrCpanCylntheratesfor

femalesaged5-9 ForlilrOShlmafemalesaged

7079,thed)ffcrence]ssLgnlf]Carltatthe005

)eveL(Xど-512) ForsurvLVOrS0-1399TT)70

deaths､vereobserved､vh)Le561VOuLdbeexpected

atthe rate forferrLales 】ocated 2500-9999m

AgaLn,theexcessof14deattlSappearstObe

dlStr)butedoveraw)devar■ctyoEcaljSeS 38
attr)bl】tedtovascu)arles]onsohhecentralnervous

ら)sterrL.42toneoT)1asms,･ncLudlrlgH eukeT711a､

24tonephrltLSarldnephrosIS,and14toresplra-

toTydisease

Thus,1rlsomeageandsexgroupsh】ghcrmoト

ta)■tylSfoundamongsuTIvl､rOrSnearesttheh)po-

centerbuttheonlyconsLStenti)nd)nglStheh]gher

rateforthoseaged59atobservation

税額する瑚合 0-1999Tl'の被爆者が受けた平均よりも

多血の線虫 を受けた人を税額の対象 とし,また特売の

死因に絞ることが必要であることがわかる 特定の死

因に限 らないと影響のある死因を放射線に塩関係 な多

くの死凶の中に混ぜて しまつことE:なる 今回の解析

から被爆者と非被爆者 との刑に明らかr_(. しかもか/i

りの死亡単の蒙 を観察 したが, しか しこの差はむ しろ

放射線のためと解するよりは細めから両群の比較性の

欠如に反映 して生 じたものと解うべ きである 事云出に

関連 している選択機序を考 えると, この両群の比較性

の欠如がよく理解で きる

放射線の絶死亡に対する鼻318をできるだけはっき

りと滋わすために,催 し地から0-1399m の被爆者の

死亡率を2500-9999【1の被様方と比較 して末 4と図5

E:示 した 死亡率の芽が‡)忠であったのは年齢階級 5-

み られた-1T故聖は主 として広FLの染料が放映 したもの

である 全被爆者の死亡率から即諾すると,この年齢

頃のIg棉 死亡数は 1であるのに死 亡か8を秋野 した

しか しこの 8の死亡のなかt:特別の列.【当が多いとい う

ことは観察で きなかった 2例づつの外f臥 消化器の

疾 'E･,,その他の死臥 1例づつの伝染1内 (絵描ではt.I

L')と白血病である また女 子の 5-9でも準の くい

ちがいは少 ないが同様の傾IiJIを観察 した ILlLの女子

の70-79年齢階継で軌T.<された差は0〔)5%の水準 (X2-

512)で前古である 25仰-9g(将El'の死亡率 をもとに

して斬罪すると0-1399mの被爆者から56名の死亡者

が期待 されるはすである 芙際に紙幣 した死亡数は70

である ILlの土呂過姥亡き5,は色々の列二Etlに散 らばってい

る 祝祭低 とTg】持俵の砦は中枢神集まの血管州1嶺38g,,

辛斤生物 (臼血病 1名 を含tp)42名,Tf炎とネプロ-ゼ

2Ll名,岬岨器系の状恕lLL名である

率 が至近別･.離被煉前に観照できた しか しIg与女を通 じ

て高率であった唯一の年齢階級は観察略の年齢 5-9

だけである
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AslntheprevlOuSreport.■lnLereSllnleukerma

ls rrKIremeLhodo】og.cthansubsLanL)velrtYleWOt

theextensIveln､reStLgatLOnSOfothers8 川 .,S.ng

ml)ChmoreI)reCISeObservatlOnSthandeathnot】ce

dlagnOSeS Thedeathratesforthetwoc】t･es

comh'nedareshown■TIF】gure6 Forsurヽ･tvors
0-1399TT1ratesFormalesareabouthVICethosefor

lernales ThevarlouSraLeSarebasedononly64

deathslrltotal.ofwh】chaHI)ut18wereaLnOng

m rVIYOrSOl1999m,hencetheratesarenotVery

sAable Eor Lhose 2500･9999m and nonexFX'Sed

Persons

The】Cnarkab)efeaturesofthedataarc,noton)y

theenormousLyIncreasedleukermaratesamortg

sLtnrlYOrSO11399m,butakotheabsenceofany

nollceableIncreaselrlrISkEoTthoselnthe1400･

1999mZOlle.lVheretheradlat】Or-doserarLgedup

to 100rid.althoughtheaveragedoseforall

TXLrSOnSlnth■szone.sI)rObabLyat"tit30Fad

白血病

白血病については死亡抄PF杏に王己赦 してあるより

ち,詳細rJ牡察資料にもとづ き規模が)(きい研究BILO

を実施 しているのでlItE報 1 に示 した如 く本朝15-HL.Eでは

白血病 と放射線のE架=轟を偵肘するよりむしろタヒ亡診断

JEtを利FIIできるとい う刀7:&論に並点,をわいた 白血柄

の死亡串をiqGBIJi合わせて示すと図 6の迫 りである.

姓 LJ地から011399■pの鞍仕手にお[1る明の死亡牢は

二女の 2倍にあたる 表のJ石串は全教合わせても64E:チ

ぎない死亡敦から計算 したもので. またその うち18は

0-1999dlの死亡者である 2500-9999rbまたは非按

嫌者についてみると率がL凹凸 している

死亡診断Tl_Fから沸 きだ した棺に注 EH■べ き所見は

0-1399mの拡燥竜に非邦 に高率 /_,白血捕死亡率を枚

壊 したことflけで/Lく,必荊 l(Prid. 平均すると

30radfi理の投主を受けrLと考 えられる1400-1999bl

の階層の抜粋帝[:串の上 界が札襲できなかったことで

ある

過6 白血病死亡群 性 JJよLf≠心地からのi巨■別.広山+点叫

JILI I I▼●■■ t

yJ4r ･lJItLr

DL■lJLrM- IE暮 r



TTleleukemladeattlrate)rLJapanln19561VaS

abotJt25/mlL)tonforbothsexescomblned lL In

thezone,14001999m.159,OOOperson-yearsof

observatLOnarePresentlyayallabLesothatabout

41eukcmadeathswouldbecxpectcdatpopuht■on

rates IItheleukemogen,ceffectofrad･atlOn】S

assumedtobe1casepetTT)J)LIOnperannumper

rad.■2 therewouldbee相ectedat)out48Fad)atlOn
Induced】eukemlaSLnthLSZone Thusatotalof

88cases,bothnaturallyoccumngandrad)atlOn

)rLdtJCed,WouLdbecxr)eetcdontheseassumptlOnS

ActuaL)y,7LeukerruadeathsWereobserved This

observednumberlS,LnaprObablL)tyserlSe,com

sLStent､∨■thane叩CCtatLOnOfeltTler40or88

cases Thepauc)tyofnumbersEorb]dsdralVlng

anyconc】uslOn,EX,S･tlVeOrnCgatlVe,fromthese

data,regardLngaleukemogerLICCFfcct"thezortc
14001999m

The)euken)aratesLnthepresentstudyforall

surv]vorSlnthe01999m zorLelVere20and18

per100.000 ForHlrOSh)maartd Nagasakl,re-

spectlVeLy Thesemaybccomparedw)ththeTales

of19forHLrOShLmaand30forNagasak)wh]ch

canbeca)cu)atedfromthereportofBrlJL eLut川

for 194758 Thc agreementbet､veenthe 2

studleSforHLrOShLma lSVery CLose butthe

mottalLtyStudyrateforNagasakL･Sl･tt)emoT-e

tTlan60%ofthatreportedbyBrlll,eLuLApparent-

)))rtNagasLaklTT)anydeathsdueto)eukemlaWere

reportedunderothercausesonthedeathnot】ces

DespltC deflC)CnC)eS lnthe Nagasak･datare-

gard】ng 】eukemほ,the pJeSerlLmorLa)Lty Study

nevertheless.dec]S■velyconflT･mSthelcukerrLOgCn■C
effectoEradlatlOrHntheslJrVIVOrS

MollgnOnINeoplosnsExcludH19LeukerTHO

MuchLntereStCentersOnthequest)onofthe

poss】bLecarc]nogenlCLtyOflonlZlngradlatlOn

F】gure7showsthemortaLlt),ratesformallgnanL

neop】asms,excLudlng 】eukcm■a.ln reLatLOn tO
d】stance D)Eferences behveen the rates for

survlvorsLocated0L999m arldtT10Seatgreater

dlstancesfromthehypocenterarenot】mpressLVe,

a)thoughtherelSadcf)nLteLndlcaいonoLLower

ratesamongthenonexF)OSed lnHJrOShLma.Of

16sexand-agespeclf]ccomparlSOnSbetWeerLthe

0-1999TTlgroupandthe,other2d】stancecLasses

1956年のEl本 における男女合計 した白血病死亡率

は人口 100万対25である tI 14C0-199gnlの階層の被

爆者のパ-ノノイヤー数は159,000であるので上記の率

を朋いて計算すると白血病死亡は4名 となる も し ,

放射線の造白血病作用を年間 lradについて 100万人

i:つ き1名の白血病 が増加する程度だと仮定 ■2すると

この階層の白血病耕待死亡数の増加は 48である 自

然発生 と放射線のための相加 を合わせるとこの階層に

88名の白血柄死 が期待できるが,実際の死亡数は 7

である この 7の死亡数を確率 とい う立湖 からみると

40あるいは88のいずれの期待値 とも一致 していると

1999mの階層の放射線の造白血病作用については甘定

も否TjiIもできない

今河の観察 における0-1999m階層の白血病死亡 率

は人口10万人につ き広由2D,長崎18である これは

BrLll等lOの報告から計辞 した広島19,長崎30の単 と

比較で きる叙事である この2研究で広由の数字 はよ

く一致 しているが,本研究の長崎死亡率は Br‖l串の

数字の60%を少 し上まわる 表面的にみると長崎の白

血桝が他の死tflで報岱 されたことになる 上記のよう

に長崎の資料に不一致があるにもかかわらず今回の研

究から被爆の造白血病作Rほ はっきりと確認すること

がで きた

白血病以外の悪性新生物

放射線 に造感作iljがあるかの疑問は那常に興味深

い 白血蛸を除いた悪性新生物死亡率 をgF,馳別に示す

と図 7の通 りである 0- 1999m の被爆者の死亡率 と

他の遊iE･離群の死亡率との間には大 きな差はないが都

被爆者には明 らかに低い死亡率がみ られる 広島では,

0-199gTnの被爆者 と他の 2距離群の被爆者 について

10%の水準で-Ji鴬であった 女の9)-59の咋齢屑では



同 7 兼任斬J1-輸年rrl死亡筆(白JL病を除く) 年お,性および任 じ.地からの距Jt別

yALrホ pt_●k女

1JPt■

Olsurl･lVOrS.2wereslgrlltlCAntatthelO%level

amonglcnla)csaged50･59theratetorthoseO1
1999m excccdedtheT･ateLnthose2500-9999m,

formaLeSaged60-69,therateforthose01999m

､vassLgn■flCantlytessth･lntherateforthose.nthe
zone20002499m

JnNagasak･,too,oLthe16comparlSOEV52､､･ere

statL5tLCallyslgnltlCantamonglemalesaged40-49.

WheretheratelSわtterlnthegroup0-1999mLhaEI

Inthoselocated2000-2499m(P≦02〉and,■nthe

opposLLedlT-eCtlOrLamOTLgLernalesaged60-69.m

relatlOEltOthose25009999m(P≦10)

ThemlrrLberoEslgn)f)cantcomparlsons(4)does

rK)ISCCEnlarge.lnV･eWOhhefactthat32tests

､vere performed and, lTN}reOVerl2 are m the

dlreCL10nSuggeStlr･gaLoverrnallgnarlCyrateln

thegroLIpnearesttTlehypocenLer

0-1999mの肇が2500-9999Tnの甲より高く.男の60-

69の年齢階級では逆 に0-1999mの辞が,2000-249grR

の辞より低い

上を崎では16の比較の うら2の比l如 .'銃.汁的E:市道

であっ/_ 0-)999mの40-49の女の死亡率が2000-

2499rDの死亡畢J:り低 く(P≦ 02)ま/=反対 に60-69

の女の死亡率が2500-9999mの死亡挙より高率であっ

た(P≦ 10)

悼(4)は決 して多いとはいわれない しかも2の比t2

はむしろ至近経書被爆満が悪性新生物の少ない悼向を

示 している



Table5andFlgurC85harpcnthevleWbyexamL-

natIOnOfthoseLotated0-1399m Among males,

dlfferencesaresma)LLnbothclt)es Arnongfemales,

ho､vever,cerlaln StatLStlCalLy slgnLtlCantdLFLer-

encesappear ateyeryagetheratesforHtroshlma

Females0-1399m are h)gherthanlnanyOfthe

other4dlStanCegroups TheprDhat"1lLyLhaH hlS

woLIldhappenbychancelSlessthan 01.ltcarL

be concluded. therefore. that the HlrOSrHma

0-1399mの被爆令で枚潔 した結果の大要 を明確

に示す と衣5,図 8の通 りである 夕日=おける差 は両

市 ともわず かであるが,女 では統計的有意の差 が牧寮

で きた すなわ ち. いず れの 年齢 層 において も0-

1399rn紅itの広息女jE･の死 亡串 は他の 4群の死 亡率の

どれよ りも祁群で ある かかる菱 がお きる確率は .01

rヽ'■■
Stl CdlOt.I.r..L伽
tt if･ t棄13年R riolmCltyOl399 140011999 20002499 2500+ JF書け方
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FlCURE8 MORTALITYFROMAtAL]GNANTNEOPL̂ SMSE).CLUDINCLEUKEMIADEATHRATE/1000
BYAGE SE)､JINDDlSTANCEFROかlHYPOCENTER

図8 悪性新生物死亡賛(白血柄を除 く) 年齢,性および爆心地からのBF.鑑別
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femalesrleaJ.e≦lLhchypoc.mterdohavedef■nltely

htgherca,NEE,deathrates Cur'oL)Sly.thlSfmdLng
･sr)oLCOnLlrmedlnNagaSakl Becauseofthe

srrLallsample,theNagasaklrate5areZerofor

someagear･ddlstancegroups ltlSPOSSlblethat

noeffectcouldbeobservedt光CaUSCOfI)auCltyOr

matcrLaJ Bl,IaSCanbeseenfrom Flgure9,

theagc･StandardLZedcancermotlaLltyrateslor
NagasaklEemaJespeaklnthe2Dne200012499m

以下であるので広由女 7-の至近轟AE被ヰ 方の症死亡辛

の高いことがだ算で きる 不思ikl:も放吟ではこのi*

兄は認められ/Jい 艮叫のサン1ル政が少 ないfCめ死

亡率が0と/_Jった年齢階姫被爆辞もあった 単に染料

が少ないため影頓が頻見できなかったかもしれないが

図 9E=示 した如 く滋崎女子2000-2Lt99m僻E:年齢訂jf

死亡牢のtt-クも見られた

FIGUIIE9-10RTALTTYFROトlLqALIGNANTNEOPLASllSEぷCLUDLNCLEUKENIAACESTANDARDIZEDDEATlHuTES/1000
En SEXCITYANDDISTANCf:FEIOヽlHIPOCEhtTEFZ

図9 兼任Dr生物打iF-死亡群(rl血稲を除く) 性,広め妓qおよび煉 じ･地からの羅t別

也:A



券性新生物について基礎的の故字 を示すと表 6の

通 りであう 滋の期待死亡政は全被At古の死亡等を良

書.性.年B階鍍別のJi-ソン イヤー視索鼓 に掛 けて

折井 したもの<･ある 弟ではiqI7fT共細分 した区分の軌

察死亡鼓, また各轟Jl群別 に合計 した枚寮死亡敦は

期待故とよく-放 している すfJhち至近距AE複住着

に着任析生物発生の危険が増加 したとい う記iまをみつ

TheI)ndeTlylng dataarepresented )r)Table6,

wheretheTWnberofexpecteddeathswasCOTnptILed

by applylng the death rate fora= suryIVOrS tn

each age,sex and clty groLlPtO the numtNtrOf

observed years atrlSk FoT･each dlStarlCe Class

wlthlrllt Formaleslrtbothc)t)esthent】mhersof

deaths observed lTleachcelland the totalsfor

dlfferentd･StaneeClassesarereasonablych se to

expectedyahes TherelSnOeVldenceoftrICreaSed

JJ壬6 憩性新生物死亡穀(臼血坊を砕く)と糊TS故との比IR 咋R.性,広島長崎および様 し地からの距AE別
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nskfoJ･eloselyexposedsuTIV■VOJIS However,for

females,thesltuatlCnlSql'Lled■IlerentnHlroshlma.

lne＼･eryageC】assobseryeddeathsexceedthose

expectedlr.persons exposedat0-1399m,arLdfor

a日agescombnedtheobservedrumber(65)exceeds

expectall0rt(421)bynot-ethaTL50% TheraL10

0fsqtJareJdev】at】or-Loexl妃CLaL)onls125,trHS

expressLOnLSnotpreCtSeJyax2va】ue.butmay

conservatlVC)ybesoLrlterPreted,glVLngaPrO ba･

bllltyWe】1bc)OW 1ln1000 ThustherelSJlttLc

doubtthatthedLSCreE)anCyreprCSCntSmorethan
merechancevarLaLLOn

Theonlyotherslgrllt)Cantd)lrerenee)ntheLable

.sforNagasaklfema一eslnthedtsLaneezone2000-

2499m HeT-e.too,lneveryageClassthenumtKTl

ofdealh50tM rVed exceedsexpectat】o'L The

pseudoXZvaluelS.ho､vever,only334.corre-

sFX)ndmgtoaprobab】l】tyofabotlL07

InTable7 neopLasms帆 lcmalesaT-eShowrt

'nd■V'dua)Lyforcerta'JISites,andtheobserved

alldexpcctt･dnumbersarecomE)ared Theexpcctcd-

numberswereca)culated､V】thoutregaT-dtoage

d】strlbut)ons,butthesedonotvaryenoughto

]nvallJatethecomparlSOnS ThelargesLCOntrl

butlorlLOtheexcess0rI)eOF)lasrnslrlHlrOShlma

womenwhowereO11399n cornesfrom avery

hlghEreqtJencyofstoFTtaChcarLccr TherleXtrnO5t

lmEDrtarttCOlltrlhlt】OEICOErHeSfromcancerofthe

LlLertlS.and resplratOry Cancermakesasnal1

contrlbuL.ontoCOmPleLe(heaceountlngOthersILe5

donotmaterはHyconlr)buttLOtheexcessarLd.ln

fact,forcancerofthed】gestll･eOrganse7(Clud)ng

thestomachthereLSaSlLghtdcEIC)enCylnthe

groupnearestthehyTX)Center

Thegroupslocaled01399m andlnthezorte

14001L999m weredlvldedaccordEngtOPOSlLlve

ornegat】veh1510nesofsymptomsOtaCIJterad■al】Orl

lnlury(ep)IaL)On.PtlrPuTaOrOrOpharyngeaJleslOnS)

lTITat)1e7whlChshowshlSLoryohcllteSymPLorLtS.

forfLXedd15taTICe.SeemsunreLoLedtothepresence

ofmallgTLaTLCy

ForNagasakllerTlales,Tablc7sho､Vsthatlhe
excessofobseryed carlCerdeaths】nlTleZone

20002499rrL)らnotconf)FledlopartLCU)arTleOplasms

butlSd)stTILbutedmoreorLessproportlOnately
overaL)oEtheslteSCOnSldered

けろことがで きなかっr= しか し女 は全 く共 fJって

いる 生年爺階扱1:おいて広島の0-139971)の鞍煉 古

の枚棄位は期待坑を上Ldっている 生年Bを合わせる

と枚壕死亡敦は65と/Jり,期待敦の421を50%以上 t.

上回っていた 湖iS敦から平力何重比群は125と/Jる

この款字は正確にいうと x2値で/jいが,ひかえめの

x2値 と理解することがで き, 1000に 1起る確率 を示

している ナな,わら,この姿は佃秋 に起 きたとい うこ

とがで きない

の差を示 している この層では全年B粁JA群を通 じて

扱東芝が期待敦を上回っているがXR持仏 からの匂糞の

二 乗比は3341=すぎ/_く.確牢は,約 .07である

腰つかの部位について女 の新生物 の搬測 故 と牌

縛数を比較するとJ17に示す泊 りである 期待数は47

齢捕成 を考慮せ1'(=甘r許 しf=が今ll･Iの比13H:は十分役

立つ 0-1399rnの広Jn鞍銀点E:析生材がtES過 してい

る壌大の原EEは博満の発生堺度が大きいためと考えろ

同名 につ ぎ超過 に東献 した蛋要 /j缶止は子宮癌である

まf=呼吸石の曲は少 しはかりの兼#生きの上からして

いる その他の缶性の悪性新生物は曲過 に関する限 り

東献 していJJい 実原至近R!AE群のTqdtを除いr=残 り

の消化器系の感 ではむ しろ扱索俵の力が僅 かであるが

抑持仏 より不足 していろ

0-139gEllの被嫌者 と140011999m僻の被爆 方を

急性放射線症状(脱毛.素斑.UJf咽敢他者)の既往歴

の1iJll;よってわけで示すと表 7の過 りである_距♯

を国産 したAI合.急性症状歴の有無 と悪性姓癖の有k

との向に開床Pをいよ うにみえる

長崎女子では-1<7に示+ごとく2000-2499m帝に

批賛俵が超過 していたが, この超過は神hTの部位の祈

iEJ物 によるものではなく仝部位をi血L:て均等 に分祁 し

ているといえる



JI17 特定恵tl新生物死亡故 と捕縛軟 との比較 女子 広由比特.qtt.地 からのX･■ および丑作kr状の llも別
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SlnCerad■al】onlnducedneoplasnsmayt光rnarked

b)alongpenoJ oflnCubatlOn,1tlSuSefu)to

examinettledatalnrelatlonLo いrry FLgUre10

showsImrtaIltyTalesforneoplaSmS eXCludlllg

leukem■a.age-5LandarJIZedLOLheerltlreObsel･

vat.onbse.foreachofthe3equalsublnterYals

)nto帆hlChthe､vholeexperlencelVaSdEV■ded The

ratesforfema]e5,WhlCharedomlnatedbythe

H)T･OShJmaeXE始nenCe,Showthatanexcess】nthe

rrLOStCLoscLyexF氾Sedgroupcharacterizedevery

lnterVal Forthemorea)staHy)ocatedandrton

exposed females.rates "･erc,ho､vever.TISmg

durlngthe9yeaTl妃rl0dWhllefortheclosesL

grouptherewasllttlechar･ge Thus,theexcess,

whllestlHpreserltlrl195759.lssrnauerLharLlrL

195153 Formales,theT-aLeSareTathererrat】c

ar･dn.)conSlSLentpICtureemerges

ThedlSCrepanCleSbetweerLthepresentdataand

thoseE)ublLShedbyttaradaandlsh)daL3 fromtTle

ttLrOShlma Tumor keg)stry rcmnln UnreSOLved

ThepresentdatadonotdenyLhcIX)SSJbLILtythat

theproport･onofcancerdeathsrepoT-tedamong

closelyexposed suTIVIVOrS mayexceedthepro

portlOnlnmored】stallylcN=aled surv】vors,but

theydoRakeelearthatllsuchallelLeCtlS,mdeed.

present-tlSfoundalmostexchJSIVelylnfemales,

■slargeE)conflnedtosurvIVOrSlocaled0-1399m.

lS,nthlSgroupUnrelatedlothepresenceofacL･Le

rad■aLEOnSymPtOnS.andlSalmOSLanlnCT-easeOf

aLx)tl150% orLh(･baseltnectlnCerrate Harada

andIsh)da.hoIVeYer.fourldaratherStrongreLatlOn

sh)pbet､vecndlStanCefrom thehypoccntel'lnd

therturrLberoEmallgnanCleSICPOrtCd.ofapprox卜

matelycqua)magnltl･de･nl拍thsexes,lVLthttle

doubllrlgdose'rccelVedataLx)ut1300m Why

thepT･eSentdatashouldsho､vamarkedsexdlffer-

enee･snotata日Clear Althoughpartofthe

excesslnc)ose)yeJ(PosedferTules】sattrlbulableto

ar15etrlCancerOHhetJtenlSa一argerrracllOnOf

thedLEkrencecorrLeSFromstomachcancerandno
reasorH5apparent＼vh)slorrLaChcancerSl10uFdbe

)rICT-easedbyradla【10nlnEemaLesbutnot)nnales

OnecurLOUSPOlntlSthaHhereu･crenod■Eferences

bcheenthedlStanCegrOuT)ら)nmOrta)■ty from

breastCancer

放射農のために生 じf=新生物には長い潜伏期があ

るかもしれ/.日､ので.資料 を時周別 に検討することが

必要 と思 う 全牧禁期間を3等分 して白血病を除いた

新生物の死亡串を.全被煉者に年齢をrr正 して示すと

団10の通 りである 広島の実科が主力とfJっているが

女の率の至近距♯群[:超過 がみ られるとい う特色が3

欄間を過 t:て批味で きた しか し,9咋r;Elの扱繋矧HLl

のFulC:至近維舶群では率の変化がほとんどないのにか

かわらで連結Jt群,あるいはiF被姓名では準の上昇が

観察<･きた. したがってこの超過は1957-59年にも札

襟できるが,1951153年に枚察 し/=もの よ り少 /Jい

弟の軍はかなり上下 しており-蓬の仰 向 を示 してい

/Jい

本報馬と,辞臥 石 田の広払hf妨丑緑資料からの

A;qr結果■)との榊にくい ちがいがあるがこの理由につ

いてはわかっていfjL..本報告では至近距1苫佳肴の

幾死亡の糾合が逮距Jt鼓件古の3q合を超過 しているこ

とを否定 していないが, もしかかる超過があるとすれ

lf例外lJく如 こみ られ, しかも0-1399Dの被爆 Gl=

かぎられている また急性症状の11kに関係なく平均

蛸死亡率の心火50%ほど増加lしてし､る しかしLr,-Jllと

石目は怪 し地 からのBL,姓 と悪性新王に物の報il-款 との糊

にかなり強いr弼係 をbL察 している yl女 を過 L'てほと

んど同様であって.1300b内外で稚魚単が倍 とr_,って

いる.何故に本報告の繁科で性 lこよる著明な相違がみ

ちhたかは明 らかで/jい 女子至近距暮鞍18省悪性新

生物死亡唱道のある恭分は子宮癌の増btTl:起因1るが

大部分は円瑞のたP)[こおきた 何故に放射線によって

kのlH感のみが付加 し,男は坤iblrLないかを理由づけ

ることがT･きない 1r･能 によって乳癖の死亡率に相通

の一札rzsで きないことは注 Elすべ きILlである
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ThereareTTlanyd■fferencesbetlVeenthehvo

studLCStLmePerlOdco＼･ered,sourcesofdlagnOSeS,

and the llke J30LhstudLeSaredependerltOn

cl】nLCald】agnoseswhichareSUL)Jecttoerror,the

presentstudyent'relyso,theTtlmo'Reg】strLeSZn

)argemeasure TtlSI)OSS･bLethatphys･cLanS'dlag-

nost】coplnLOnSarcSOmCt)meS Imf)uer･ced b) a

hlStOryOfexposuretotheatoTTllCbombs AlthougT.

nosat】sfaetoryexpLan上山onOfthedlSC)ePanC〉pTlaS

yetbeenfound,1nqtllrleSarelnProgress

N(コturoICく】USeSExCludlng州 ollgnClntNeoplqsms

The moJtal■ty rates for a)LnatlJla】causes

exclu(llng ma)Jgnallt neOp】asms are sT10､Vn ,n

FlgurCll TT.egeT.e･alp】cturcISrathezsLmLLar

totTlatalrcadyseenwlthresJ杷C1tOmortal.tyfrom

aLIcLluSeS TheslgnLflCantLy)o＼ver.T10rtaLltyrates.

amorlgthe110nCXPOSed partlCulatLyatages3059,

＼vczemoreconsI)1CUOuSamOIlgmalestT.anfemaLeS

RatesLnSurV)VOtS01999m､veretcstedaga)nst

the)ateslntheother2groupsofsurvIVOlSL

20002499m anL125009999m,foratotalof64

tests8age groups.2compar･songroups,2sext,ら

and2C)tJeS Orthe64.oltl)31Vt,reSlgnlE)Cant

attTle10% Le vt,),ilnd none､vasaslow as5%

The3groups､､erealLfrom HlrOShLma ma】es

aged6069(vs25009999m),femalesaged2029

(vS25009999m).arid†ema)esaged5059(vs2000-

2499m) S■ncethenumberofS】gmflCant.eSt]lts

)sfewerthanwouLd be normally expected ら)I

charlCeaJonclnhomogeneousdata,thedataare

notconsLdcrcdlndIcatlVeOfanyassoc】atLOnbetlVCen

norla)Lty from natuTa)causes otherthan ma-

))gnarlCJeSandd.StanceflomhypoccnteT

Flgure12exhlbLtSthecontrastsbet､veensurv】､rors

01399m(themostTleaVILy■rradlatedgroup)and

themostd)stally)ocaled survIVOrS StatlStICal

testswereperformedseparatelybyc)ty,sex,and

age,for-atOtaLoL32 ages519werecomL)Lned

On)y 2 tests ､Verc sLgnLfLCarLtfor HLrOShLma

femalesaged5059,Wheretheny)rtaLltyrateln

tht,groupnearesttheh)pocentetlYaSSlgnLflCant】y

smaL)er,(P<02)1harLlnthedlStalgroup,andfor

HLrOShlmafemalesaged70-79,1Vheretheratefor

sury]vors01399mslgnlf]cantLyexceededthatLn

thea)staLbutatonl)Ithelo錯 S･grllf】canceleveJ

この 2燕告の問にはいろいろの相違がある たと

えば研究Tg目礼 資料澱等両名の問で らがっている 2

報告共に臨床診断に依輔 している 塩床診断には しば

しば誤診をともなうが本報告で もそうであり又肪蛸選

録でもかなりの誤診がある 医師の診断がIJ,'子爆弾の

既往歴 に影哲 されていることも考 えられる しか し現

在までこのくいちがいが起 きた瑚山について十分 に説

明することがで きない El下 さL'に横言寸を加は ている

悪性新生物以外の病死

悪性新生物以外の病死の死亡率 を示すと図11の通

り で あ る 大体の傾向はすで(:述べた仝死因の死亡

率 と同 じであるといえる 非被糠漬の特に30-59の年

齢階級に観察で きた有塩に低い死亡率は女 よりタ主によ

り明 らかである

0-1999mの鞍様方の死亡率 を他の 2群の被爆者,

2000-2Llggmと25C0-9999mとのfrHE=8の咋 齢 階級,

Zの比較郡,-n女,伝.Eも滋崎,合わせて64の検krを行

/Jった 朗の検定の つらの 3比較が100/Oの水野.で有意

であっ/=が,5%の水村.では1f這な比較 は /jかっ[=

3比較はすべて広砧梁料であ って男 のEX)-69才 (対

250019999TV)女の20-29才 (J1250019999Tn)女の

50-59才 (対2000-249gTn)である 有志 を示 した検

定の数は同質の染料で偶然に有窃となる‡3'より少 ない

ので,この許料から悪性亨斤生物以外の病死 と爆心地 か

らの9日艶 とのFhr=こなんらruI伐があると宅 えることがで

きない

0-1399Tnの生存IB (巌 も大女の放射線 を受 けた

群)とかまも遼距艦で被爆 したものを比較 して示すと図12

の通 りである 耗131的検定を広島長崎.男女,年齢幣

掛合わせて32行なった 5-19の年齢は合わせた た

った2つの検定に有意の結果をみた Ikの訂)-59の階

級ではP<02で爆心地 にLLILも近い群の死亡率が遠距

離群 と比べると初鴬 に低い また広由女子の70179才

ではO-139grnの死亡率が遠呈巨能都の死亡率i:り有意

に79.:いが10%の水準にすぎない
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OtherSpe⊂lfl⊂Couses

Crudedeathratesbyclty,Sex,anddLStanCe

from thehypocenterareshoIVnm Table8for

groupsofcauses Foleachsexandc]tytheage

dLStrLbutlOllSarenotVerydlFfercntbyd】stance

cLass.SothecruderatesrrLaybeusedaslnd】cators

ofposslb)erad】at】oneffectsonmortaL･ty

Theratesfora)inatura)causesaresomewhat

var)abLe,but､∨】th■narangeattrlbutabletochance

Forll■rosTILmamalesthemostclose)yexposed

tlaVetT.eTILgheslrate,butlnNagasakJth)sgroup
hastTlelowestrateLopbr)thma)esandfemaLes

lnHLrOShlma,tTlemostClose)yexposedfemales

occt)pyarruddleposlt･On

Amongma一es.tT.emostclose)yexposedsurv)vors

appeartohavehighdeathratesattrlbuted to

tubt,rct)LosIS.leukemla,aPlast)cancm】a(Nagasak】

only),andotheraneIT)La Forfemales.h･ghrates

are found for 】eukem]a,maL)gnant ncop】asms

exclud]ngleukeTTna(H】rosh･maortl〉),andap)astLC

28

その他の死因

特定列ニE当について粗死亡率 を広.砧.&崎,也,爆

｣㌧他か らの距性別 に示すとJ18の通 りである 性別 ま

たは柿TTf別 にみると距離 によってサ J/プルの年齢岬成

にそれほ ど大 きな差 がないので多分放射線 の死亡率 に

及ぼす影響 を示す指標 と して粗死 亡率 をfTlうることが

で きるだろう

仝死 亡についての死亡率 I:多少の所低 が観当季で き

るが,(,qy犬に生で る範囲内である 広Jl紺1子の至近113

にこの群の死亡率がlllL低である lぶ山女 了の土近PLJ酸

被爆覇の率は｢川 Lは しめている

男では結核, 白山札 再生不良侶貰血 (妓崎のみ)

とその他の茶血 のために至近距離被爆者の死 亡率 が高

くなっている 女では白血病 と白血 病 以 外 の 新 生 物

(lム.化のみ) 再生 不 良性 貧血 によ るql率の死亡率 が

観照で きた これ らの大部分は既報 に述べ たものの く



aTIerma Mostofthesemerelydupl】caLepTeVlOLIS

observaLl011S The r)ew condltIOnS that are

rloLeWOrthy are LutKLrCuloslS.aPlastlC anemlaand

otherarTemla lVltJlregardtothelasL2Condtt10nS

FLO Study based on death･noLICe dはgnOSeS Can

hope LO COntTlbute usehJlly to elucldatlrLg the

degree to ≠･hlCh apparent excesses ofanem.as

have resulted from dはgTTOStlC COnlus･on wttll

letJkemla

りかえ い 二過 ぎない 折 い ､知見 と して本報 lこ特記す

べ き死臥 土絵描 と再生不良性賞血 およびその他の貫血

である 緑青の 2疾 患につ いては死亡診断番 か ら検肘

で きないことは当照である 死亡砂肝塘言L!我の病 名を

研究 して茶JLの確急事の相加が自血蛸 を鼓辞 したI:め

にお き[=かを明 らかにすることは不可鮭である
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Ttlberculos】smortaLltyrateshavebeenchrLglrlg

rap■dLytnJaparLLnrecentyears FLgure13,m

whlChstandardlZedmortalltyratesforaL]stlrvlヽ･OrS

arecomparedlVlththenonexposed,makes】tpla)rL

thatthesubJeCLSOlthepresentstudyhavepar-

tlC■Pated]nthe'mprovemenL FornaLesthenon

exFN)Sedhadmarkedlylo",erratesthanSurVrVOTIS

throughoutalthoughratesLntH)thgroupsdecl】ned

sharplydlJTlrlgtheIntervalTubcrculosISrnOrtallty

rates are SO StrOngly affecLed by extra,teous

yanab】esthatLhcprospectofrehtlngthem to
preylOuSradlattOnexposure.eVerLIEsuchrelatlOr一一

SLIPeXISLS.doesnotapFm rLObebrlgllt lna一ly

case.thedata forfernaksfa一lLOCOrtFlrm an

IncreasedtuberculosISdeathratearrLOngSurVIVOrS

nearestthehypoceTtter.thusmaklrLgltSeem aS

llkelythattheobsez-vat)onresultsFrom as∝l0-
10g■calphenomeJ10naSlhal】trepT-eSenLsaradはt･On

effect

El林の軒は死亡勤 ま近咋急速に減少 している 全

被煉翁の訂正死亡筆 を非接外心 と比較 して示すと図13

の通 りである 今Pllの粥正対且 も結核死亡率の改善が

みられている 9T,は非抵耕IFも被注毛 もこの訴査期r.,1

rr.[:筆の降下が背 しいが.非板体毛はこの期問を通 じ

て鞍件肴よりい よるか[=低半である 鮭篠死亡筆は換

く外凶[;I;y されるので学が過去の放射綻抵年に関係

のある知見があっ[=としでもその関連性 を解明するこ

とはtrづか しい 女 子至近BE書抜I■奇の括惰死亡畢増

bBが証明でさtJいから.今河の税額の結果は放射投の

形書lこl消遵 ある社会的現象とみ/jすべ きであら

Egll3 臨模打正死亡率 年次Llよび性別.は鳥+)是q

JIJLl◆ gl F｡■IL.女
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ThepresentJNTH-ABCC LLIeSpanStudyLS

based onasampleofabout100.000 persorlS

consISt川gOIstJrV】VOrS0-2499moftheh)FN)Center

10gelherlVILhpersollSmoredlSLallylocatedarKE

per50rLSnotpresentlnelthercLLyATB Thls

reportlSbasedonobservaL]onfromOctoberI950

10September1959forthe(･rst2groupsSelecLeJ

Forthestudynumbem grm)rethan90.000persons

Eachpersortlncluded,nthestudyhasbeer-the

sut)】ecLOrfleld LnterYleW Lo Ob(a)nrequtred

backgroundlnfor∫旭tlOnandLodetermlneellglblllty

FoHowup [smaIntalned by co,tsultlFlg OEflclaL

famIlyreglSlerSkeptbyLocaJaulhontleSHIJapan

TestsOfthefamJIyregISterSySteTT)havesho､Vnll

tobererrLArkablycoml)1ete Wherldeath)sascer-

talnedfromtheEamllyreg･Ster,Cat･SeOfdeathlS

ot九alnedrromatranscrlPtOttheVItalStaLlsLlcs
DeathSchedule

Ananlb■l】01JSdoslrnetryI)rOgram,ln COOl妃ral10n

lV】Lh Oak RldgeNatlOnalLab ratory,lVlllUIL.-

mate))makeposslb)eanalys】sofdoseformost

survIVOrSWhou･ereLntheor治r-OTlnhousesof

lLghいV00dconstrucL10n0-1999mohhehypoeenter

Ho､vever.thlSprogramlSnOlyetcompleteartd.

fortheInOmCnt,tCntatlVeaPPrOXlmatlOnSOfdose

areempJo)ed

Morlal)tyratescalcuLatcdfromtT.epresentdata

agree laL巾 lVe日wlthJapartese rtal】ona]rates
lor】955

rotalmoltallt)IratesareLIOtgrOSSLydlffelent
b(.いveenSurVIVOrSWhoIVeleLocatedatvar)ous

dlStarLCCS,bt)I noncxposcd persons.espec)alLy

rrLa Les.havemuchlolVermOrta)Ltyratesthando

surv】vors tn)ar首errLeaSUreLh･sdLffererLCeLS

attrLbutab】etomuchlowermorLa)Itvfromtubcrctl-

]osls ILappearsthat.Eorthet･me-per･OdsttJdLed,

se)e亡tlYe meChanlSmS make the noncxposed an

LIT悠ultablecomparlSOngT-Our

LeukerrHarrKIrLal■lyratescalculated from Lhe

presentdataCOnflrmthe､､･ellknoWr･racISaStO

the leukemogen)ceEFecLSOEradlatlOnfrom lhe

atomlCtX)mbsor)survIVOrS Theresults,onthe

ま とめ

子研一ABCC共用蒋命共立の対象は原爆時に嫌心

地から012LI99JTにいた被煉省 と津距枚 にいた人 々,

またId了flにいI.Jかっr=人々を合わせて 1(札OCOとなる

今回の報告は1950年10月から1959年 9月までの牧寮に

盛づ き.また世事Dの 2i善釈群.90,000を上回る者を対

穀としている.対象 古の個 々について野外3I査 を行r_,

い,慾7な背景や冊 を兆め.まr=,サ ノプル抽出のr=

めの粂作l:jtうかを検付 した

死亡の月ILはFlJtのillII吋に保有してある戸簿記

他部項に依存 し/i l~･帯封健 を険許 し/=ところjF清に

止種であることがわかっIy 戸筒 から死亡のやTiLを知

り.人口劫渉半先発から死因を知ることがT･きるよう

に/jっている

OAkR'JgeN81■OrulLlbcrator)と矩l司して実施

しているJf･じ.的fJ.操且Jzl在 が完-Ifろ と煤 じ･地 か ら

0-t999mのIけト王flは滞通の木造首尾にいた鞍媒 古

の)こ部分が空けた擁且を印lちか(:+ろことがrr･き,こ

れをA叩ArにF川】できる しか し扱Bit湘光はまfi終 J'し

ていないので 乍b]は惜iI推計扱R を仲FI卜｢ることl:

した

今It'】のYfMか･,L汁許 した死亡軌 ま1955叶のElネ令

[}Jの死亡糾 こよく 放 している

被爆のいろいろな推服にいた令の問では死亡率(:

大 き/j差 を比め/Lいが,非披煉者,特 E:男では鼓強者

より死亡群が低額である この差異 を一宮でいうと括

接の死亡鞭が低いために生 じたとい うことがで きる

遡釈放序があっJ'=ためにこの期間の研究では非披泳者

群L上州E)民群 として不j一当rjものと/jっ7=と思われる

仰1･ナ暮弗放射穀の追白Jl病作mE=関する既知tの事

実 をJWL,Fの酌fIから3,許 した白血柄の死亡雫から確認



whole,are notd】sslm)Iar to data prevlOuS】y

publ】shedb)ABCC】nvcstLgatOrSbutdodLfEer"

sorLledeLalls.presurrLablyasaresuは0fdlagnostlC
lnaCCUraCleSOnthedeathnotlces

MorlaJltyfrom mallgnallLneOPlasmSOtherthan

lelJkemafound bythepresentstudydlffers ln

nuJOrWaysFrom lYhatwotJldLxLexpectedfrom

dataottheHlrOSrHrTtaTunerReg】stryL)reVl0USLy

ptlbllShedbyHaradaandlshlda InsteadoEa

general】r)crease oEratherlargeLnagr･ltudelrl

hHnOrSOrallsltesamorLgheavllylrradlaledsu--

vIYOrS,aneElec一Of汀蛤deraleZTugnJLL)de(though

qLHtedeflnlte)lSEounJamongHtroshlmafemales

Th.seffectlSattrlhJtablealrrめStent】Telyloan

LrtCreaSed fTeqtJenCyO【llrStly.stonuchcartcer

andsecondLy,CanceroEtheutems NoefEechs
sJeertm HlrOShlrrla rrLalesor )rLeLthersex lrl

NaEaSakl TheeI†ectseemsnottoberelatedto

thehlStOryOrsymptomsOlacuteradlaLlOnmJury

No ■nlerpretatlOn OflheI】r[dlrlJ;lSOfleTed at
thistime

ArTY)ng SL･rYIVOrS nearestthe hypocenLern.)

convLIICEng eVtdence､vasloL"a ofe]evaいOrHn

mortal)ty ratesfornaluralcatJsesexclus■veof

neoplasrnS

Defln)lely lncreased death ratesforaT)】astlC

anemLいVerefound.cspecla日yLnNagasakl Th)ら,
'l】sthought,probably restJEIsfrom a)agnosILC

d】fElcu)tLeSlndlSLLngU)STllngbetweenlhlsd)sease
andleukcm]a

Morta)1tyf10mtubcleuLosLSWasC)cvatcdamong

male51)rVlVOrS01399m )nbothcltleS,butes

pee)al】ylnlllrOSh)ma No expLana【10nOfthJS

E)nd■nglSpreS引1tlyava)Lable There)sasug-

gestLOnthatbothna)esand EemaLeSaged 59

atobservatlonmayhavesuffered sorTt excess

morta)Lty)∩the195059per)od

で きた 知見は全体 としてABCCの研究省が発表 した

既報告 と大 き/j老炎は/Lいが, くわ しい点<･は多少の

ちがいがf)る これは主 として死亡珍PrモFge他の診断

名の不正確 なためと々える

白血病を除 く藩性 新生物死 亡串 (:関す る知 見 と

炭田.石mがすでに我& Lf=広.Caのは妨狂払からの知

見 とのPlに大 きな垂井がある 多JLの放射没 を受けた

妓頬舌の閑ですべての恥蛙のJftFがttlbt]する所見は捷

め られf_,かったが.広血の女に軽便であるが明較 r_rJd

加が奴察できた このJdhtlは主 として抗日=円癌,読

2に子宮烏の初度のI竹hTlのためと据えられる 広島の

9T,.良qのil性 にはかかるbPIbtIli税額で きない また

相加は急性放相投症状のTikにk挑保で.あるよっにみ

える 現在のところこの知見 を解択す ることがT･き

fJい

至近趣At被外 方の券種締生物 を除いた病死の増加

するといつ確認はrjい

再生不ぷ性井血死亡取 締に妓叫での増加が確証

できたが,これは*hl周 とFl血揃の鑑別診断が幽艶な

ために生 じ/_ものと解する

rilTffの 0-1399mの被爆点,柿に広よさで右左招死亡

率の上 汁が拙群できたが.現在のところ理由づけるこ

とがで きrlい 1950-59ff1-の枇tF)gllinに1'いて堺 女共

に拙賛時 5-9の呼鈴取扱の死亡準が高いようである



APPENDIXl
l･ti日

R8greSS･OnAnqFysesofMorlorJtYRdte!OnDose

死亡幸 と繰t との間のEg)仲分析

TheSLlrYIYOrS0-1999m ofthe hypocenteT- ln

eachcltyWeredlVldedLnLO14d･staTICeClasses,

toeachofwh)ehthe average T57Dose lVaS

asslgned ThenumberoIFX･rSOnyeaTISattusk
avallablerort･achdoseclassISShowrHnTable9

andFlgure14

ItlSaS5urrMtdthatlhcnuETLtNLrOfdeaLhsobserved

lrladose･classfoH川causesorforart)PartlCuhr
causelSdlStrlbult･dasaPoISSOnVanable

LetX.bcthenumb即 OLdeaths･E- Class.wh･le

JV.■stheextNtClat10nOfX.Letlorthel■class

･.-Numberofperson-yea,salrlSk･and

d-Average T57Dosccsllm a Le

ThenltlSaSStJnCd(Illlearhypothests)Lha(

まf姓心地か ら0-1999Jhの被爆者を14の距妊区

分lこわけ,各距JB区分の平均点且を針軍 した 各親玉

区分の,i- ノノ イヤ-政を示めすと蓑 9と図14の通 り

でf)ら

各曲Jt区分毎の食死亡汝.特'IE死因による死亡故

はポア ノン分布に Ll=が うと仮をする

.lr.を一区分で牧rjL/=死亡敦.lV,を_1'.の,q待鞍とす

る J)t区分で

亡.-/i- ノン イヤー故

d.-平均T57投且 とすると

次の式がfjり/_つ (線状仮説)

1̂.-C.(A+Ba,)

ThesLatLStLCaltcsltsofthenuLHl)pPOthesLSB-0,

tha= S.thattheexpectednuml光rOIdeaths】s

lndclJCndcntofdosea即lnStaI)neara】ternatLVe

枕許t的検iiIは棉 鞍作況B-Oz:ついて行な7 す/Jわ

ち,糊ほ死亡款は線Rに撫F姻悌であるとする Jl立位

脱では練Etと柑日S死亡穀 とのF月日*Fが直線であるとする

LcLN-rX･J1-2m.,C-2cJandC,I-rc,I

sothatC LSthetotaLyearsatr■skandALSthe

aveTagedose.welghtcdbyexposureThemaxlmum

L)keLlhoode(luatLOnSro√eStlmatH.gJlandBare

Cは全′し ノン イヤー致, LLは平均裸足 を表わす A,

Bを新井するためのJa尤1)一程Rは次の通 りである

(1) r__ -CID

cN-+B-(a: A)

(2)A--ぎ 召,

where A B denote lhe rnaxlmum lEkellhood

esllTnaLeSOfAarJβ



去 9 バ-/ンイヤー敦.1950-59年 T578JlおよLfa;由良qBq. 011999D

Hir血ibl 正A N■■dJll 兵q
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TheequaL'On(1)wassolvedlteratlVe))･ TfB.'s l消 式11は 解 くr=は逐次近似法を榊 う B.か豆の

af･.-slguessatB andLIe･ tSthenghts･deof 荊 1次推-,t･臥 若 し豆に8.を代人 Lf=とき,行程式(叫L

::::tこO,A,JJx'.mw.h.70nnBTs芸,笠 霊 Bb.y,::h･e;eknthe E･である,･ち.次の近似はB･-B･十OB･,,;だ L

ZX,(a: A)

汐Bo~㌦ /斬 首 てこ 弄

Th■srotJtLne ISCDnL■rlued untLIequatlOn())】S この近似操作を-))程式(11がi4足するまで く りか えす

satlsf,ed llareasorlablyg00d flrSlguess(der･ved もし第 1次7ULt･俵が適当であるILら (グラフから求め

fromagraph)-sused,theprocessusuallyLerrru る)この操作は2- 3桓け すむ

r)atesafterl10日rmrethaJ12or3cycles

Or-eplnLtOIxLFLO(ed】sthatunderthenodeL

thepossIL)1erangeoIBISreStr)CLedLo

ここで一宮付けhTl見ておくことは,Bの範囲は次の

通 り/_,ろことである

D!Bl<芸

ThereasonTorth】S】sofcourse.thatanegaLIVe

valueoIBIVOIJldlead,ForslJEflclentlylargedose.

toanegat】veexTX･CLattoFIforthenumberoEdeaths,

S】FnllarLytheupFkrtPLJrtdEoHoIVSfroTTlthefact

thattheexFN:CtedrrumberoEdeathsa(zerodose

cannottCnCgatll,e TheupLnrbotlnd･saeLIJaHy

theratLOOFdeathstoperson-ye〟rrodsaLrJSl,and

､vhenBatta】nSth-sva)ue,aSLtVeryrlea巾 docs

for-eukemla. thelmPllCatIOnLSthatalmostal】
casesobsc)＼･eda一eattrLbutab】etoTad]atl0n

ThetesltJSedforthehyFXllhesISB-0仙raSthe

lLkellh00draLlOtest uSIngthewelトL.noIVrLT-eSull

ontheasyml)tOtlCdlStrlbtJtIOnOrthellkellhood

ratl0SlatlStlC.】nthepresentlnstan亡e,CaJetJlat10n
shoIVSthat

理由は次の通 りである.Bが持た(:rjると人見の放射

投 を受 ければ負託の死亡汝が期待 される こ と [=/_ら.

ま/=扱里が0にrJっても死亡敦がfl敦にr_ろことは/_

いからBの上限をきめろことができ,太際にはFE,亡故と

･トーノノ イヤー敦の比を上田 とす る また7!としで白

血病の湖分の扱鬼を使Hlする この朋介 全白血杭が

放射線のためによっておきると佃'逆する

B-0の仮渡を検定 す る/=め に,位尤比後-立法

を使用 した ナ/Lわ ら点尤此鼓の非対称性'77Jniを利川

することに した 本報告で次の書11井 を行なっf=

(3)x2-2【叫 Log(A-十bd.)-NLog(?7

)StheapproprLateStatlStlCtObereferredtothe この式はHlMElのx2/,)布E:近似 している

x2 d)str】btJtLOnlVJthaslrtgledegreeoffreedom
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MortQIllyfrom AllCousos

RestlLtsolSI即 lflCanCetestsaPl光arlrlTable10

RatespredlCtedbytheTegreSS･Onl】nearecompared

wlthobseryedrateslnTableI1

ForHlrosh■rnamales,agedらll9,tlleSlgn■f'canL

resultsmerelyconf)rm rlndlrlgS rrm tlOneJ m Ll.e

malnLexL ForNagasaLLImales.aged40-49,as

carlbeseenbelow.theslgnlflCanLresulLderlVeS

frorrLYarlatlOn lrLthe mortallLy I-a(e rornattJT･al

caLESeSeXClUdlrlg mallgrlalltneOPlaSnS Forthe

agegro叩 60-69,ln21rtStanCeS(HlrOSh,mafeTnales

andNagasaktmak≦)thedlSCTePrICyTeSultsfrom

car)亡errrN)rtallty.WhlIeforHlrOShlEm nulesthe

dlSCrePanCylStnTTY)rtalltyfrom allcausesexcept

FleOplasrrLS

全死因

統計検'&'の総光はJ:.･10に示す迫 りで.ある lnl帰追

放 から新井 した死亡半 を'̂'際 [:批壊 した死 亡率 と比較

して示す と-3211の通 りである

年齢取扱が5-19の広島男子 については本文 に記

述 したことを6tZ!Lfvl=す ぎない 年R階級40-49の

長q男子 lこついては下浜の如 く悪性新生物 を除いた病

死の死亡群 が有 牡であった.広血女子.良時男 Tの60-

69の年●毒席接 ではdS死亡筆 が新 店とrlつた まf=広血

-n}子の悪性粥生物 を除 く残 りの 全死 因 に差 が投襲 で

き/I

Jき10 余光La死亡半(:L3日る垂の検定の稔は滋 T57iBJLを朋いた没収回付分析,0-199gIJ

年I主.性および広島妓特別

Ap ■l Ll-ry･LL-●▲ L'.JL 1ヽ■■4JL- Il44

㌫ 諾 仙 界 F- k女 - 井 Fende 女

1ゝ9

20-29

30-39
40･49

5059

6069

NS

NS

…

N

NS

帖

槌NS
NS

‥

NS

帖NS
NS

NS

NS

NS

rlS

NS

7079 LNS NS NS Pis

80+ NS NS NS NS

J壬11 余光EE死亡群と同格方程式からす十某 した軌持続との比較 T57搬Lt,fF齢 .

性おJ:LF様 LJ他か･)の距AE別

CILI Sel ▲gcIt

l 性 宗̀ 芯等"Bn

OLKtFYtJRLtEI ■l畔 琳

DIIAJJN:t JyJL h

1000rad lOOr-a 0'-A o.999 …2%31 2500+

135 098 151

303 366 372

205 186 186

883 845 628

340 150 341

Hlr血 ilq一 トlタ1 5-19

L:Jl ll■ ふ0●●
F女60169

恥■●sJLl lq弗 40-49
点■ N 苅 60169



LeukerllLO

TheresuLtsappear】nTabLe 12 rlaChoftlle

4 regress■ons ■s stat■st■caHy sLgnlflCat For

liLrOSh)ma,the regrcss】ons are s】mJ)ar Ln the

dLfferenLagegroups,andcorrcsrKIndloarLSkoE

about14casespeT･n)Ll)onperannum perrad

The Nagasak)E■gurc IS,however,much loIVer,

belng onLy aboutO8 The Nagasak)ELgure 'S

lowered by a reLatJVC)y Jarge number Ufcases

reportedal】oWe,dosesJ husralS】ngtheL]neat

the )O､v dose en(1and iowe'lng ltatthe h)gh

doseend

白血病

戟12に結架 を示 した 4つの回帰分析 のいずれ も

有志 である 広fLではlgI欄分qrのiEIL=梁 は各咋齢階級 を

通 じて似てお り, 白血病の与芭生 +る危険は年 間 1rad

あた り100プラにつ き14である 長崎ではこの恕¥ は′ト

さく08にす ぎない これは線 虫の少 /Jい所rでの白血

柄 が比較的多数報liiされているので,長崎 の直線 を低

薫染iiiの所で高 く,a,5献立のWrで低 く fるためと考 える

米12 白爪1M t:亡等まと回帰 ノJ砧式から針許 した耶 亨仏との比較 T57線立至もよび促 し地かわのBL雌 別

1btespreJicteJbyr脚 ObS… edRaLes 収や 郵

city Age 回付使 投かL,7f許した朋 は 車 Dlmnctn]AEm

前 年R ..MrJ .00° ｡r｡ .L鰯 ZEH 2,00. ㍑ ㌫ 〉

1ilTO～hlm? 0)9 】44 144 0 170 0 56 0

広也 2039 130 130 0 22L O 33 28

40+ 152 L53 01 205 66 83 0

Nag且～?k】 AllzLgeS
TH青 生 年R 791 日6 4) 183 23 36



帆 )llgnOrllNeopr□smsExcludlng LoL･kemLO

The results appeartr)Tables 13 and 14 For

HIrOSrHITla leJm les they are cor[sIStert= vltllllle

elavatIOnm neOPtaStaratesJISCLlSJSed lnthemaln

teJEL ForNagasakltnales,the slgnlEICantreStllt

lS atH:rrartt lVltJlIlo COFIElrnaLIOn ln HlrOSltlma
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