
白血病死亡率で比較すると、玄海町は全国
より極めて高い
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人口の増減があるため白血病死亡数ではなく、死亡皐で比較する
べきである。玄海町の増加は全国より極めて大きい。（それぞれ5年間

の平均。2010～2012年のみ3年間の平均｝ （デ－脅出典：園”傷査・人口動餓統計〉
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ATLによる上乗せ分を除外しても
玄海町の白血病死亡率はやはり高い
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｛デ－？出典：佐賀県人口勤勉統計｝ 叩

玄海町と佐賀県、全国の高齢化率推移の傾向に
変わりはない
玄海町の高齢化iま全国より先行して進行しているが、高齢化率

の上昇そのものの傾向は全国と変わらない。したがって、高齢化に
よって玄海町の白血病死亡率の増加を説明するζとはできない。
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結論

以上、検討したように玄海町における白血病死亡
率のよ昇は、高齢化やATL（成人T細胞白血病）の影
響だけでは説明できない。

玄海原発が全国一トリチウムの放出量が多いこ
と、トリチウムは原発周辺の海水、大気、水産物を汚
染すること、動物実験ではトリチウムは白血病を誘
発する傾向があること、同じく動物実験ではトリチウ
ムの単田被曝より持続的被曝の方がより白血病を誘
発すること、同じ原発立地自治体でもトリチウム高
放出と低放出原発立地自治体の住民の聞には白血
病死亡率に統計学的有意差があることなどから、玄
海町にお付る白血病死亡率の上昇は玄海原発から
放出される卜リチウムの関与が強く示唆される。

玄海町でのATLによる死亡率の推定

玄海町のHTLV-I感築率、キャリアの白血病発症率、白血病発症
者の死亡率などから、ATLによる死亡数が推定可能である。
唐津・松浦地区の市町村別HTLV・Iの年齢見IJ感染率（鯖藤美樹，

他：感染症学雑誌， 1990）、HTLV・1キャリアのATL発症率の推定
（因島和維，伊藤新一郎：2d_些~. 1992）、白血病発症者の死亡率
（白血病羅患数は国立がん研究センター「がん統計」、 白血病死亡
数は「人口動態統計」）の推定によった。
また、 HTLV・1の感自主経路は①母乳による母児感染、②性行ゐ

による夫婦問感染、③輸血による感染であるが、このうち輸血によ
る感染は、 1986年から献血血液のHTLV・I抗体のスクリーニング
が実施されるようになったため、それ以降はほぼ皆無となった。
したがって、夫婦問の感染のみを考慮すればいいわけであるが、

前述の詰藤らのデータおよびRoucouxD Fら（,L白血豆Qj§_.2005) 
が報告した夫婦聞の感染率をもとに、同年代の同じ玄海町の住民と
結婚したと仮定して推定した。結果は年問、0～2人の感染でほぼ無
視できるものであった。
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