
第32回日本科学者会議九州沖縄地区シンポジウム
日時：2015年12月58（土）
会場：長崎大学経済学部

玄海原発と白血病
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成人T細胞白血宿 （ATL,Adult T-cell leukemia）向店圃
ウイルス、 HTLV-1 (Human T-cell leukemia virus 
type 1）陪縄文Aが日本広持ち込ゐ店！！？？
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HTLV-1の分布にl則しては．純文人がこのウイル

スに感染していたが，ウイルス陰性の弥生人が

侵入してきたことにより現在のようなキャリア

20宅2

採集生活のた
め沿岸部に住ん
でいた縄文人の
名残が、今でも、
わずかに佐賀に
残っていると解
釈できる。 4

原発稼働前（1969～1976年）の佐賀県内自治体の玄
海原発からの距離と住民の年平均白血病死亡率
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！－よら手百三極語ζ白1"iii病先定までには事イム i
lラグがあるため、怜76年までを稼働前とした.! 
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玄海原発からの距離（km)

相関係数 R＝・0.5547 相関係数の有意性の検定 p=0.011 
決定係数 R2=0.307 ｛死亡率の出典：佐賀県人口勤勉統計）
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玄海原発稼働前も玄海町、唐津市では白血病死亡率
がやや高いが、それは“日本人集団ぬニ重構造説”で
説明できる

玄海原発稼働前も玄海町、庸津市では白血病死亡率がやや高
い。これは成人T細胞白血病（ATL）が原因と考えられるが、この
要因として日本人集団の二重構造が考えられる。“日本人集団の
二重構造”とは、東南アジア系の縄文人がいた白本列島に、弥生
時代以降に北アジア系の弥生人が渡来したことによる二重性のこ
とであリ、両者は徐々 に混血したが、その過程Iま現在も進行中で
ある（纏原和郎：日本人のルーツ．日本老年医掌会錐詑.1993）と
される。成人T細胞白血病（ATL）の原因ウイルス、 HTLV-1の感
自主率が高く沿岸部で採集生活する縄文人に対し、 HTLV-1感染率
が低〈内陸部で農耕生活する弥生人が存在したことによる二重構
造であリ、 ζの影響が現在も残っていると考えられる。

ただ、玄海原発からの距離と白血病死亡事の関係を示す回帰式
は、y（白血病死亡率〉＝ー0.0577x（玄海原発からの距離）＋
6.0076であり、玄海原発に17.3km近づく毎に10万人当たり1人、
白血病死亡率が増加するという極わずかな影響でしかない。

唐津・東松浦地区では山間部より沿岸部のATLウイIL叉
陽性率が高い 船生紐筋成者を除く忠者の居住地別協1生率It,

(1985年の調査） 到捕に而する釘悶HIJ，肥前町，浜玉町が筋〈，沿

Fl応 IG叫 raphlcaldistrll utlon or anti,;¥ TLA I 岸部と山間部の比較では，
附，•ak附 In the Knrntsu nn<’111－，、
《11,t『i《：t• (pく0.001),

検定の方法は、陽性者と陰
性者の比率の検定、カイ二乗
検定（x＇検定 、Chi-squared
test）。

jATLウイルス＝ “!.~~-.,.: 

出典：開腹鍵樹，他：膚in:f位i甫
地区における疾患~J抗ATLA
(adult T・cellLeukemia-
associated antigen）抗体m査．

盛塗盆墾鍾監．第64巻．第8号，
1013・8,1990 

原発稼働後（2001年～2012年）の佐賀県内自治体の玄
海原発からの距離と住民の年平均白血病死亡率
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y = 0.2402x + 20.8591即玄海原発から
R2 = 0.6539 各自治体庁舎までの

距離

20 

死亡寧 15 
武起市 鱒野．市

府津市・

1 10 伊万里市・ ・ ・鹿島市
多久市 ・ ． 

万対 l、嶋市佐賀市 神福市
高栢市。。 10 20 30 40 50 60 70 

玄海原発からの距厳（km)

相関係数 R=-0.8086 相関係数の有意性の検定 p<0.001
決定係数 R2=0.6539 （死亡率の出典：佐賀県人口動態統計｝



原発稼働後、玄海町と唐津市の住民の
白血病死亡率は急激に上昇している

最近12年間の佐賀県内自治体毎の住民の年平均白血
病死亡率と玄海原発からの距離との関係は、稼働前と

比較すると負の傾きが大幅に大きくなっている。両者
の関係を示す回帰式は、 y（白血病死亡率）＝ー0.2402x

（玄海原発からの距離）＋20.859であり、玄海原発に
4.1km近づく毎に10万人当たり1人、白血病死亡率が増

加するというものとなった。 稼働前と比較すると4倍以上

の増加率となっている。この間、住民のHTLV.・1の感染率

は減少しており、 ATLによる死亡率の増加とは考えられ
ない。そのほかにこの要因として考えられるものは見当

たらず、玄海原発の影響が強く示唆される。

通常運転中の原発からの放射性物質の放出はトリ干
ウ白（放射性水素）が圧倒的に多いが、中でも玄海原

発は全国一 卜，，千ウ白放出量が多い（2002～2012年合計｝

原発名
原発立地 トリチウム 放射性希ガス 放射性ヨウ素

自治体 放出量｛子弓Bq)放出量（~1fOq) 放出量（メ1fSq) 

玄海原発 玄海町 8Z6.0 1,880.6 12.54 
カ日 川肉原発 磁摩川内市 413.0 186.2 0.16 

圧水型
伊方原発 伊方町 586.0 2,043.0 1.906 

高浜原鐙 高浜町 574.8 1,355.8 1.754 

大飯原宛 おおい町 768.0 1,954.3 194.17 

島梅原発 松江市 4.3 N.D. 0.16 

沸騰水型

柏崎刈羽 柏崎市 6.9 N.D. 47.4 
原9苦 刈羽村

女JII原鍵 女川町 0.2 5,820.0 28,000.0 
束通原発 東通村 0.7 N.D. 0.88 

N.D.: not detectable.検出限界以下 ｛データ出典：原子力錨股運転管理年級）10 

玄海町、唐津市、佐賀市と全国の白血病死亡率の推移
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単年度で見ると、玄海町と唐津市では1983年から増加傾向がみられ、
1985年からは高止まりしている。 （データ出典：佐賀県人口動態統計）

トリチウムについて （中郵電力パンフより）

｜①トリチウム臥自問こ間ほす． ｜ 

ちあるちのです． め＠⑨⑨
,t.l!I 思ホIll トリテっか

｜②トリチウ崎、原子力発電所の原子炉仰でもつくらほ訊

｜③完治所から附する側1問問、その畑、 Eを確隠しています． ｜ 

｜＠トリチウムの人体への長側、現状の蜘密であれば小さいちのです． ｜ 

O休の91-却に、卜リチウムからの肱！｝；潟を受りだ思合、皮膚の表面で止まってしま川股射紹に刻するlli!'l

はありまぜん．また人 Ir;;吸！こよって空気中のトリチウム在吸い込んだり‘口から，Jj(に2まれるトリチウ
／.＼を依んだりしだ埠合でも、新演代謝などにより包遇の7)(と同じように初出されることから、人m体に

溜まっていくことはありまIt!,,,

全園、佐賀市と比較すると、原発稼働 10年後
には玄海町と唐津市の住民の白血病死亡率
は急激に上昇している

玄海町と唐津市の8年毎の年平均の白血病死亡率を佐賀市、
全国と比較すると（玄海町の母集団が小さく、パラつきがあるため
B年毎とした）、1985年から増加し始めていることが明瞭である。
これを単年度で見ると、玄海町と唐津市では1983年から地加傾
向がみられ、1985年からは高止まりしている。玄海原発T号機の
稼働は1975年10月であり、トリチウム被曝と白血病発症まで
には3年のタイムラグがあるという指摘がある（Richardson& 
Wing. : Am J Eoidemiol. 2007）が、これは原子力関連施設労
働者の調査であり、原発周辺住民の被曝はこれらよりは少ないた
めに、10年のタイムラグが生じたものと考えられる。

佐賀市、全国も増加傾向がみられるが、これは高齢化にともな
うものと考えられる。玄海町と唐津市においても高齢化は進行し
ているが、白血病死亡率の増加はそれをはるかに上回るものとな
っており、この憎加を高齢化で鋭明することは困難である。

本当にト，，千ウむは「新陳代謝などにより普通
の水と閉じように排出される』のか？？？

トリチウムは通常の水素より中性子が2つ多いだけで、化学
的な性質に変わりはない。環境中、生体中での挙動は質量
が大きいこと以外は通常の水素と変わらないために、タンパ
ク質や脂肪などにも取り込まれる。
水の形のトリチウム（自由水ト，，千ウu＞と異なり、こうした

有機物結合トリ子ウbは、排出されるまでには畏い期聞が
かかる。

”Some or these nuclear wastes are mostly In the form or krypton gas and tritium. It is 
not difficult to anticipate their Impact。nllvlng organisms and to ma向himself,who 
lives in eternal lea『。fthe increasing deterioration of his environment.” 

「核廃寝絢のほとんどはクリプトンガスとトリ乎ウbである。扇情の
荒廃が遡行する中で生物と人間への影留を予測することは篇しく
はない」（Ananthakrishnan,T.N.”Theenvironmental crisis." 

~堕盆坦畳 1980 )
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