
１．胎児の発生と先天異常

２．原発事故後に明らかになった胎児への影響
１）周産期死亡率の増加
２）複雑心奇形の手術件数の増加

３．チェルノブイリでみられた胎児への影響
ドイツ ヨーロッパ ベラルーシ

４．日本学術会議ほか「影響なし」の根拠

５．福島県「妊産婦に関する調査」からみえるもの

６．子どもたちの未来に何をすべきだろうか

本日の内容



単一の遺 染色体異常 多因子性 器官形成途上 形態異常なし
伝子座位 遺伝病
設計図の 図面の 発症機序 環境要因が作用 機能障害
描き違い 過不足 不明 特殊な形態異常

先天異常の発生区分と病因



放射線質により作用は異なる

種類 透過性 被曝形式

アルファ（α）線

陽性荷電粒子線 極低 内部被曝

ベータ（β）線
陰性荷電粒子線 低い 体表面・内部

ガンマ（γ）線、Ｘ線
電磁波 高い 外部被曝

１〜１０eV

０.1 ～4.0 MeV

10 KeV - 4.0 MeV

4.0 ～8.0 MeV



形態発生の主な段階
日 齢 ３０ ４５ ６０ ２８０
胎児の身長 ４．５ｍｍ １７ｍｍ ３ｃｍ ５０ｃｍ



周産期死亡
母体の健康状態に強く作用され、出生をめぐる死亡として観察する母子保健上の指標



汚染された都県での周産期死亡の増加
Hagen Scherb 森 國悦 林 敬次

Hagen・Scherb氏（ドイツ生物統計学研究所・環境衛生研究センター 所属）との共
著。厚労省の公式統計報告（「e-STAT」）よりデータを収集し統計解析を行った

Scherb H et al. Strahlentelex Februar 2017: 1-7

Totgeburten, Perinatalsterblichkeit und 

Säuglingssterblichekeit in Japan.

日本における死産、周産期死亡率および乳児死亡率

アップデート

2017

2016



汚染地域を除いた府県全体の傾向

年間約４％ずつ
（OR=0.96)減少



岩手・宮城・福島・茨城・群馬・栃木
事故直後の一時的急増が認められ。事故から10ヶ月後、約15.6％
の上昇があり、その後も高いまま、以前の傾斜と平行して下がっ
ている。３年間で165人の増加になる。
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東京・千葉・埼玉
汚染度は少ないが人口密度が高く、事故から10か月後に

約6.8％の上昇があり153人の増加がみられる



死産の上昇オッズ比は放射能の汚染に比例



乳児(1歳未満児)に対する複雑心奇形の手術件数は、原発事故後におよそ

14.2％(95%信頼区間：9.3%-19.4%）の有意な増加（胸部外科学会データ）

Nationwide increase in complex congenital heart 

diseases after the Fukushima nuclear accident. 
福島原発事故後の複雑心奇形の全国的増加

Kaori Murase Journal of the American Heart Association (2019)

事故後に先天異常の有意の上昇 名市大国際論文



Nationwide increase in cryptorchidism 

after the Fukushima nuclear accident. 
福島原発事故後の停留精巣の全国的増加

Kaori Murase Urology   (2018) 

医療費包括支払制度（DPC/PDPS）参
加病院の手術退院件数データの分析

精巣の手術退院件数が事故後

13.4%(95%信頼区間：4.7%-3.0%)
の有意な増加を示している

原発事故の関与が主要な原因と
考えられるが、証明には至ってい
ない



ドイツ（バイエルン）
Hagen Scherb and Eveline Weigelt Environ Sci & Pollut Res • Special Issue 1 (2003) 

Congenital Malformation and Stillbirth in Germany and Europe 

Before and After the Chernobyl Nuclear Power Plant Accident

低汚染地域 高汚染地域

ｍＳｖ／aの相対リスク 心奇形1.83 識別不能1.40 形態異常2.29

バイエルン地域 死産率



ヨーロッパ各国での死産の上昇



ベラルーシ Belarus National Report ↓

↑ ＷＨＯ（仏との協働） 地区割りの操作で差（－）



ベラルーシ疫学調査（Lazjukら）の意義

◎ Belarus National Registry （ＢＮＲ）
of congenital anomalies

1979年ベラルーシ遺伝性疾患学会が設立

◎ 人口1000万人 医療費は無料
出生は国内の約150か所の公的助産院

◎ 遺伝的理由による任意の人工中絶には、
専門の公的医療機関での剖検が義務付け

◎ 1986年チェルノブイリ事故前後の変化の比較



線量依存性を示す四肢・骨格系の形態異常
The results of the study of teratogenic effects of the Chernobyl disaster in Belarus

Зацепин И. Лазюк Г. THE INTERNATIONAL N.W. TIMOFEEFF-RESSOVSKY CONFERENCES 2009

多指症、四肢欠損、先天性多発奇形の総計 （ N =1458 ）



日本学術会議による胎児への影響否定の文言



引用された参考文献と実証されたという内容

2011年度 All anomaly 236 有効回答 8,672

2.72％ (2.31％) ICBDMS Japan 2010
結論：有意な差はみられず “ fuhyouhigai ”によるダメージの強調

日本産婦人科医会モニタリング

2010年1-12月 2.31％ 2,102／91,082
2011年1-12月 2.43％ 2,304／94,767
考察：現時点では特段の先天異常発生要因の検出結果は得られていない

モニタリング・サーベイランスシステムの重要性を指摘



福島県民「妊産婦に関する調査」について
【具体的な対象と方法】

対象:各年度の期間内に県内市町村において母子健康手帳を申請された方

方法：調査票（自記式） 1か月健診の結果を記入

【調査の特徴】

対象はPopulation-basedである 一定レベルの診察 事故（被ばく？）直後開始

日本の他の先天異常の登録システムはhospital-basedであり、原爆被爆者調査は
５年後からで、被ばく直後からの調査は、Belarus以外には行われていない。



第１７回検討委員会（2014.10.31）における３年分の報告

「異常あり」総数の558件について、ポアソン分布に基ずく95％信頼区間は

512～603件となり、有効回答総数21,899件より発生率とその信頼区間は

2.55 （下限2.34～上限2.76）
事故前2010年の全国平均発生率2.31％が、この範囲にはいる可能性は５％以
下であり、数字では明らかな増加を示している。

統計的な検定もせずに「データで実証された」とはいえない。

但し、数字が示す「異常」には形態異常、胎内感染、染色体異常、代謝異常など、
質の異なるものが同等にカウントされており、数字のみの比較は注意を要する。



血管腫

陰のう水腫

斜頸

ダウン症候群

甲状腺機能異常

心臓奇形

難聴

サイトメガロウイ
ルス胎内感染症

両上肢欠損

これらを同等にカ
ウントできない

「異常あり」

558件
の年度別
記載内容



Disruption

正常胎児が胎内で外
因（感染、催奇物質、
放射線など）により発
達上の障害を受ける

外表性形態
異常を示すも
のを抽出し、
胎児発生学
的に分類

全国平均と比較する

術はないが、２０１３年
では発生率（1万対）は

増加しており、かつ形態
の多様化がみられる



福島原発事故後にみられた胎盤の著しい放射能汚染
Suzuki : J Obstet Gynecil Res 2013

Ｃｓ134で１９倍以上の差 南相馬25km >> 四街道210km

Ｃｓ137で１２倍以上の差 南相馬25km >> 館 山290km



１．政府による人口動態統計より原発事故後
に周産期死亡率の有意の上昇がみられる

２．日本胸部外科学会手術データで、複雑心
奇形の手術件数が有意に増加している

３．福島県「妊産婦に関する調査」で、正常な
胎児への外因性の異常が増加傾向

日本学術会議報告は「実証的結果はなく、科学的に決着していない」

原発事故後の胎児への影響は明らか



子どもたちの未来に
何をすべきだろうか

「放射線による健康影響はゼロ」
の繰り返しは安心・安全になるか

先天異常・形態異常について



事故後にリスクは約２倍に上昇（ＢＮＲｅｐｏｒｔ）

発生率（対出生千人） 事故前４.０ 事故後８.０
異常 ４ ８
正常 ９９６ ９９２

影響を少しでも減らすためには、ホットスポットには近づ

かない、食べ物の汚染に気をつけるなど、自ら身を守る判
断と行動ができるよう、リスクを正しく伝えることが必要

高汚染地域

対照地域



ＮＨＫはじめマスコミは、放射能に向き合う若者として
全国報道。褒め称える引率の早野龍五東大名誉教授。
正しいリスクを知っていれば、どれだけの生徒が自分
の意志で参加したであろうか。
福島の子ども達を「放射線による健康影響ゼロ」の

人身御供（ひとみごくう）にしてはならない。

福島の高校生（１８歳未満）がマスク、防
護服も着用せず事故現場見学ツアー



放射能汚染地域の区分

ゾ－ン区分
kBq/m2 mSv/年

日本の区分
年間放射
線量
(mSv)

帰還困難 50-

居住制限 20-50

義務的移住
（強制退去）

1480－ 避難指示
解除区域

<20

移住義務 555－1480 5を超える （居住可能） 5-

移住権利 185－555 1を超える－5 （居住可能） 1-5

管理強化 37－185 1以下 （居住可能） <1

平均実
効線量

セシウム137

土壌汚染

年間発がん
リスク上昇

15 % ｰ
6 – 15 %

– 6 %

1.5 % –

0.3 –1.5 %

国連人権理事会（UNHRC）バスクト・トゥンジャク（Baskut Tuncak）特別報告者
10月25日、人権及び有害物質・廃棄物に関する第1回の特別報告書を国連総会に提出。
福島第一原子力発電所事故後に日本政府が、被曝放射線量の許容限度を年間1ミリシー
ベルトから20ミリシーベルトに引き上げ、女性や子供を帰還させていることを問題視。

日本政府に対応を見直す要請声明を発表

1991年チェルノブイリ法の「汚染地域」と日本の区分比較



強制帰還でなく帰れない人々への手厚い支援を



援助打ち切り、自己責任の強要による被害の増大
避難解除への危機感の表れ

避難解除地域で自殺増加
第７６回日本公衆衛生学会（鹿児島市）



ま とめ

１．原発事故の放射線健康障害が顕在化している

２．避難の選択は基本的人権 保障と補償

３．放射能健康診断の制度化 対象、内容の拡大
子ども・被災者支援法 第１３条 国の責任

４．市民放射能測定所の充実
自主的に測って調べ学び、放射能を可視化

５．汚染地子どもたちの保養への協力と制度化


