
5．トリチウム（三重水素）の危険性

化学的には水素と同じ

半減期12.3年
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おさらい：トリチウムの生成過程(１)
三体核分裂による(沸騰水型も加圧水型も)
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おさらい：トリチウムの生成過程(２)
加圧水型原子炉の場合ー反応制御

• ボロン(ホウ素:5陽子5中性子)＋中性子→ヘリウム
２個＋トリチウム

• リチウム(3p3n)＋中性子→ヘリウム＋トリチウム

• リチウム＋中性子→リチウム７(3p4n)→リチウム
７＋中性子→ヘリウム＋ト リチウム＋中性子

• 加圧水型原発(PWR)は、ボロンやリチウムを反応制
御に使用→放出量が、BWRに比べて20倍以上も大き
い

• 事故原発にも再臨界抑制のためにボロンが投入され
ている→トリチウムが放出され続けている可能性

3



事実上ゼロとされるトリチウムの特別な危険性

• 放射性物質一般の危険性(ゼロではない)に加えて

• 低エネルギーβ線(セシウム137の壊変の場合の
1/60程度)は、かえって反応性が高い

• トリチウム水、有機結合トリチウム(光合成＋環境
中での反応)として生体内・細胞内に入りやすい

• DNAを複製・修復する際の原材料（デオキシリボヌ
クレオシドとその構成部分）に取り込まれ、DNAの
内部に直接取り込まれやすい

• DNAを内部から破壊し遺伝情報を壊す→危険な損傷

• ECRRは生化学的な危険度をK40の10～30倍、有機ト
リチウムはさらに5～20倍（澤田昭三氏）→50～
600倍の危険度
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• 有機結合トリチウムを具体的に考える必要

• 光合成→トリチウム結合糖類→トリチウム結合アミ
ノ酸/タンパク質、トリチウム結合脂質、トリチウ
ム結合代謝物質、トリチウム結合エネルギー伝達物
質（ATP/ADPなど→ミトコンドリアへの影響）など
何にでも結合

• とくにトリチウム結合脂質が危険→体内に蓄積され
て出ていかない→体脂肪組織・脳・生殖細胞

• トリチウム結合DNA/RNA前駆体(アミノ酸と糖より
合成)→DNA・RNA（細胞およびミトコンドリアの）
や遺伝子内部へのトリチウムの組み込み

有機トリチウムの具体的な存在形態が問題



DNAの構造を支える水素結合

松本義久編『人体のメカニズムから学ぶ放射線生物学』メディカル・ビュー
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DNAを複製する際の原料物質にトリチウムが取り込まれる

出典：『サイエンスビュー生物総合資料』　矢印がDNA前駆物質



トリチウムの壊変によるDNA・遺伝情報の破壊

出典：『サイエンスビュー生物総合資料』
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× ←H3がHe3に変わる水素結合が
DNA2本鎖を
支える根幹に
なっている



トリチウムの壊変によるDNA・遺伝情報の破壊

出典：『サイエンスビュー生物総合資料』の図に筆者が書き加え

× ←H3がHe3(不活
　性)に変わり結合が
　切断される

両鎖が共有結合で架
橋したり、他のアルキ
ル基やアミノ基などと
結合して、複雑で修
復が困難な遺伝子変
異が生じる

×←β線による破壊複数の破損が
生じる
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トリチウムによる健康影響は極めて広い
• 遺伝障害（先天欠損症、ダウン症）

• 脳腫瘍（脳は脂肪が6割なので有機トリチウムが
蓄積しやすい）

• 小児白血病

• 乳がん

• 死産や新生児死亡

• カナダではCANDU炉（重水炉）が多数使用され原
発労働者の被曝量あたりのがん発症率全体がそ
の他諸国より顕著に高い

• 糖尿病や広範囲の代謝性疾患（脂肪細胞炎症か
ら全身に炎症が伝播）
イアン・フェアリー/ロザリー・バーテル氏ら、児玉順一氏の研究による 10



6．がん生物学の革命：ゲノム変異の蓄積性

• 2003年ヒト全ゲノム解析（13年と3000億円を要した）

• 次世代シーケンサー開発→現在、個人の全ゲノムが数日
で10万円程度で解析できるようになった

• がん研究に応用、がんゲノムの解析が急速に進む

• がんの分子生物学的な全体像がほぼ見えてきた（革命）

• キーワードは、ゲノム（エピゲノムを含む）変異の「蓄
積」によるがんの「多段階発症」ということである

• ここでゲノム変異には、DNA塩基から染色体（100M塩基）
にいたる各段階をすべて含む、エピジェネティックな修
飾（エピゲノム）変異も含むものとする

• 被曝による遺伝子変異→変異の蓄積の促進→がん発症とい
う機序が明らかになってきた
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がん関連遺伝子の発見

• 原がん遺伝子（細胞増殖のアクセル役）のがん遺
伝子への変異と活性化（点変異、増幅、染色体転
座、融合遺伝子）：細胞に対する無制限の増殖シ
グナルを出すことになる

• がん抑制遺伝子（ブレーキ役）の失活あるいは欠
失：遺伝子変異の修復機能、細胞周期の制御、細
胞老化や損傷細胞のアポトーシス（細胞死）の制
御、細胞接着の制御、血管・リンパ管新生の制御
などの機能が損傷・喪失する→不死性・無制限の
増殖能・遊走性・浸潤・転移能の獲得

• がん種ごとに異なる、非常に多数の、がん関連遺
伝子が見つかってきている（数十から数万）
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大腸がん(単純でよく研究されている)の発症の例

：がん抑制遺伝子、増殖・分化・細胞運動
を制御。 ：上皮への細胞接着を制
御。 ：がん遺伝子、細胞増殖
のシグナルを出す、 ：大腸がんで特徴的
に欠失。 ：がん抑制遺伝子、増殖因子
の転写制御。

：重要ながん抑制
遺伝子、DNA修復、細
胞周期停止、アポトー
シス（細胞死）誘導、
血管新生抑制、発症
の指標。 ：がん
遺伝子、増殖・生存シ
グナルを活性化。

：血管内皮細胞増殖因子など

など多数
が関与

渋谷ほか『がん生物学イラストレイテッド』より
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がんの発症：ゲノム変異の複合的な蓄積

• ゲノム・エピゲノム変異の多様性（数万個の変異）

• DNA点変異、DNA融合や欠失、遺伝子の増幅、ヒストン修飾
異常、テロメア短縮化、染色体切断や異常結合、動原体異
常、中心体数異常、染色体数変異、各種染色体不安定性ま
で多様な形態がある

• 原因・誘因も多数：放射線（自然および人工）･化学物質
・病原菌・ホルモンを含む複合要因である

• 「がんは本質的に遺伝子異常に起因する疾患であり、ゲノ
ムにおける異常の蓄積によって進展する」（デヴィータ）

• 放射線被曝は、がん発症への「蓄積要因」あるいは「最後
の引き金」になる（どの段階でどれだけ被曝するかによっ
て決まる）

• 「高齢者は被曝してもリスクが少ない」とは言えない
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放射線影響：どの段階で被曝するかで違う

数十年かかって発生
短期間に発生

短期間で発生し進行

　　長期的に被曝すると全ての過程を加速化　炎症・ミトコンドリア障害
↓　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　↓

『大腸がん治療ガイドラインの解説2006年版』

　　持続的に被曝すると全ての過程を加速化　炎症・ミトコンドリア障害
↓　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　↓
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急激に悪化

急激に悪化



もう一つの機序：放射線→炎症→がん発症

16出典：デヴィータほか『がんの分子生物学第2版』メディカル・サイエンス・インターナショナル
（2017年）123ページ

↓
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がん研：院内がん登録統計



18



放射線直接作用によるドラスティックな損傷：染
色体の切断→融合遺伝子の形成→白血病など

出典：松本義久編『人体のメカニズムから学放射線生物学』メディカル・ビュー、
板東昌子ほか編『放射線必須データ32』創元社

放射線照射後
の染色体損傷
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放射線感受性の高い白血病など血液がん：
東京が深刻な事態に

20「その他血液がん」：白血病の前駆症状の増加が目立つ
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「その他血液がん」は骨髄異形成症候群など白血病前駆症状
を多く含む、赤のハイライトは全国平均以上を示す

福島県の医療統計は操作されている可能性が高いが…
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被曝状況下のがんの悪性度の増加と余命の顕著な減少

出典：核戦争防止国際医師会議ドイツ支部著・松崎道幸監訳『チェルノブイリ原発事故がも
たらしたこれだけの人体被害』合同出版（2012年）75ページ

←1/27 ←1/21
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7．放射線の標的はDNAだけではない→広範囲

矢印は論理の方向を現しています。↑↓は上下の項に戻る・進むということです
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1）放射線によるイオンチャンネル系の障害
の重要性→心臓・神経・感覚・運動障害

•

•

•
•

•

•
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心筋細胞におけるイオン
チャンネルの働き（概念図）

ATPをエネルギー源とする能動イオ
ンポンプによって、
細胞外 K+濃度が低い

Na+濃度が高い
Ca2+濃度が高い

細胞内 K+濃度が高い
Na+濃度が低い
Ca2+濃度が低い　　

状態が保たれている。

NaチャンネルとCaチャンネルによっ
て電位が高まり、Kチャンネルによ
って回復される。

Kチャンネルがセシウムによって損
傷を受けると、回復が阻害され不整
脈が生じる（QT延長）。これによって
放射性セシウムによる心疾患の多
発が説明できる。

↓この段階で阻害される
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急性心筋梗塞
による死亡率：厚
労省「人口動態統
計」

福島県で事故後急増→

小柴信子氏提供
29

↑事故

チャンネル・ROS・
ミトコンドリア損
傷に関連



神経系に重大な
影響を及ぼす
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感覚器官への影響もチャンネルが鍵

福島原発事故後
の難聴やめまい
の多発が報告さ
れている 31
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チャンネル・受容体系は精神活動に重要な影響を及ぼす

出典：浦部晶夫ほか編『今日の治療薬解説と便覧2018』南江堂（2018年）
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一般的には、これ
らの神経伝達物
質は、グルタミン
酸により亢進、
GABA（γアミノ酪
酸）により抑制さ
れる。
ヘドニアとは五感
を通した心地よ
さ、喜び、楽しさ
のこと、一時的な
快楽としてユーダ
イモに対置され
る。
放射線・酸化スト
レス・神経系農薬
の撹乱作用



34

運転手の健康状態急変による事故の急増

遠坂俊一氏提供

↑原発事故



細胞のチェンネル・ポンプによる放
射性核種の特定の臓器への集積

傾向• イオンチャンネル系（チャンネルとポンプ）によって特
定の臓器への特定の放射性核種の集積が説明される

• 例：セシウム→心臓や筋肉に/ストロンチウム→骨や膵
臓（イットリウム）に/ヨウ素→甲状腺に

• 天然の放射性物質であるカリウム40との違い→K40のカ
リウムチャンネル通過速度はきわめて速い（すべて開口
すると１秒間で細胞内のKイオンが枯渇する）、全身に
K40を分散→集中的な被曝とならないようにしている

• 他方、セシウムの通過速度はきわめて遅い→特定の細胞
への集積傾向→集中的な被曝となる

• この面からも、専門家と称する人々がK40を持ち出して
被曝を正当化しようと試みているが、根本的な誤りであ
ることが分かる

35



2）被曝が関係するのはがんだけではない

• 一連の心臓疾患について、チャンネルや細胞損傷だけでなく
心不全を起こしやすい遺伝子変異が多数発見されている

• 「難病」の多発と増加、例えばミトコンドリア病

• 神経系の疾患：アルツハイマー病、筋萎縮性側索硬化症ALS、
パーキンソン病、その他認知症など

• ADについてはアミロイド前駆体タンパク遺伝子APPの変異

• ALSについては、抗酸化酵素SODをコードする遺伝子の変異
が指摘されている

• 精神影響とくに自閉症・発達障害・行動異常などとの関連

• 糖尿病、自己免疫疾患、等々

• 家族性の変異もあれば、そうでない弧発性の変異もある

• ゲノム変異の蓄積による病気ももっと広範囲である可能性
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放射線の間接作用による活性酸素が関
係するというアルツハイマーなど精神疾
患による死亡率が高まっているーー老齢
化だけでは説明できないほどのテンポ

←全国平均よりは低
いが東京圏・関東圏
でも事故後急上昇、
2倍程度に

←これが福島県、
死亡率が3.5倍に

アルツハイマ
ー病による各
県の死亡率：
厚労省「人口
動態統計」

小柴信子氏提供
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これが新潟、07年7月中越沖地震、
柏崎刈羽原発事故後に急増↓

↑事故

ミトコンドリア
損傷の可能性
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パーキンソン病による死亡率も急上昇している

遠坂俊一氏提供

↑事故

ミトコンドリア損傷による可能性
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認知症でも同じ傾向が確認される

遠坂俊一氏提供

↑事故

ミトコンドリア損傷による可能性
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事故後7年間の増加率2.89倍、事故前7年間の増加率1.78倍

おそらくネオニコチノイドなど農薬など↓

←事故放射能影響が追加
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福島県立矢吹病院にある「精神科子ども専門外来」の患者急増



8．複合影響とがんやがん以外の病気を発症
しやすい体質＝遺伝子変異の世代間の蓄積

• 自然的要因＋化学物質・放射能（核実験+チェルノブイリ+福島＋
原発稼働＋核燃サイクル）の複合汚染による相乗効果(児玉順一医
師:レイチェル・カーソン『沈黙の春』の警告に帰るべき)

• 各核種への被曝の複合影響(Cs,I,SrだけでなくXe,Kr,Te,Pu,U…)

• ECRRは、体内の重金属汚染（ウラン、鉛、水銀、金、白金、タン
グステンなど）とガンマ線被曝による「2次的光電子効果」による
電子線（オージェ電子）による被曝が線量増強効果（相乗効果）
を持つことを指摘

• 各個人について体内で遺伝子の変異の蓄積が進んでいるだけでは
ない↓

• がんや疾患の関連遺伝子の変異の発生とその遺伝性の蓄積、世代
間の蓄積の過程もまた進んでいる

• 人類は、およそ40億年の生物進化の中で獲得した種としてのヒト
の遺伝情報を、自分の手で破壊しようとしている？
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まとめ：現下の被曝問題の争点―勇気

• 福島原発事故において放出された大量の放射性物
質による健康影響が「ある」か「ない」かが争点
になっている

• 被曝被害を「ない」ことにするために、オリンピ
ックを開催し、世界のトップアスリートや観客を
被曝させ、リスクに曝そうとしている

• このような明らかなウソと暴挙を、政府側放射線
専門家が「科学」の名の下に、権力をバックに、
堂々と破廉恥に主張して、専門家の多くは沈黙し
ているのが、現状である

• 問われていること：ウソを「ウソだ」、危険を「危険
だ」とはっきり言う勇気を持つかどうか
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「財産を失えば、人は大きなものを失う。友人を失え
ば、さらに大きなものを失う。だが勇気を失えば、人

はすべてを失う。」

「勇気」を失えば日本人と全人類の滅亡以外にないと
いうこと

「勇気」を持てば、失うものはありません
声を上げる「勇気」を持って共に頑張りましょう

ご静聴、ありがとうございました


