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はじめに 

   国際放射線防護委員会（ICRP）2007 年勧告付属書 A86（日本語訳 131 頁）には、「が

んリスクの推定に用いる疫学的方法は、およそ 100mSv までのがんのリスクを直接明らか

にする力を持たないという一般的な合意がある。」（以下「ICRP 見解」という。）という

記述がありません。しかし、そもそもこのような「一般的な合意」は、疫学理論上もテキ

スト上も、そして疫学者にも、どこにもありません。むしろ、この言い方は統計学の知識

ですが、下記に述べるように、統計学の基本的な知識と、現実の研究結果の両方に、反し

た言い方です。 
 
まず、この言い方が原理的に誤っている点を指摘します。リスクの上昇を直接明らかに

する力を統計的検出力（Statistical Power）と呼びますが、これは曝露量では決まってきま

せん。観察対象者もしくは症例の人数、非曝露群のリスクや曝露群のリスクとの違い、有

意差検定（例えば 5％有意の 5%）などによって決まってくることは検出力の計算式から明

らかです。このような計算式を知らなくても、統計学の基本的知識があれば、直感的に違

和感のある表現でもあります。この初歩的な間違いは深刻で、統計学の専門家のレベルと

いうよりは、自然科学研究で統計学を用いる研究者ならほとんどが知っているレベルの知

識に反する間違いです。上記の ICRP 見解が含まれる 2007 年の勧告作成に携わった委員の

統計学のレベルの低さを物語るものであると言わざるを得ません。 
 

 次に強調すべきは、実際には 100mSv 以下の線量範囲で健康影響が発生していることを

明らかにした論文が多数あるという点です。そこで、本稿において、私が次に掲げる論考

中において取り上げた論文、及び ICRP 見解が大きく依拠している日本の広島・長崎の被

ばく者追跡データ（LSS コホートデータ）を報告した論文について述べます。 
 

① 山本英二・鈴木越治共著「100mSv 以下の被ばくでは発がん影響がないのか―統計

的有意差の有無と影響の有無」『科学』2013 年７月）（以下「津田論文１」と称

します） 
② 「福島県でのリスクコミュニケーションと健康対策の欠如」『学術の動向』2017

年 4 月、（以下「津田論文２」と称します） 
 

  



- 4 - 

第１ 診断 X 線、DNA 修復遺伝子と小児急性リンパ性白血病  

（Infante-Rivard C Health Phys. 85(1): 60-64; 2003. 津田論文１の註 9 参照） 

１ 論文の要旨 

小児白血病に関するモデルは、特徴ある染色体の転座が子宮内で生じうること、及

びほとんどの症例に関して出生後第 2 の打撃が必要だろうということを示している。白血

病に関するあり得る因果機序は、X 線からの電離放射線のような環境要因と DNA 修復遺

伝子における多型性からの遺伝子感受性が挙げられる。我々は、701 例の症例が出生後に

浴びたと報告された X 線の撮影回数を曝露とし、年齢と性別をマッチングして人口ベース

の同数の対照を用いて、小児急性リンパ芽球性白血病に関する、症例対照研究を行った。

加えて、X 線曝露と DNA 修復遺伝子における多型性の間の交互作用を評価するために、

症例のみ研究を行った。X 線の撮影回数と共に、白血病のリスクの上昇が見られた：一度

も撮影していない場合に対する 2 回以上の X 線撮影に関する調整オッズ比は、1.48(95%
信頼区間：1.11-1.97)であった。このリスクは、少女において若干高かった(オッズ比＝1.67)。
塩基除去修復システムに関係する APE 遺伝子(ex 5)における多型性は、少年におけるリス

クの上昇と少女におけるリスクの減少を想起させる。HMLH1(ex 8)は不整合な修復遺伝子

だが、少女におけるリスクの減少に関連していた。遺伝子データからの結果は、予備的な

もので、遺伝子型分け症例が比較的少ないので、特に注意を持って解釈しなければならな

い。しかし、DNA 修復遺伝子における多型性と同様に X 線からの電離放射線は、小児白

血病のもっともらしいリスク要因であり、さらに研究がなされるべきである。 
 

２ 解説 

1980 年から 1993 年の間に診断された 0 才から 9 才の間の年齢の全ての急性リンパ芽

球性白血病症例に加えて、1994 年から 1998 年の間に診断された 0 才–14 才の症例で腹部

などに 2 回以上の X 線撮影された症例なので、Doll らのオックスフォード小児癌調査論文

（Doll & Wakeford：Br J Radiol 1997）からすると、多くても 3mGy 以上、30 回も撮影

することはありませんので、100mGy 未満でのリンパ性白血病の発生ということになりま

す。  
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第２ 診断 X 線と小児白血病 

（Bartleyら International Journal of Epidemiology 2010; 39: 1628-1637. 津田論文１の註10参
照） 

１ 論文の要旨 

（１）背景：人生の早期における診断 X 線曝露と小児白血病のリスクの上昇との関連は、

まだ不明瞭なものがある。 
（２）方法：この症例対照研究は、1995-2008 年に、急性リンパ性白血病（ALL, n=771）
もしくは急性骨髄性白血病(AML, n=116)と診断された 0-14 歳の小児を対象としている。

対照はカリフォルニア出生登録からランダムに選択され、症例と生年月日、性、スペイン

系および母親の人種により個別マッチングされた。条件付きロジスティック解析が、ALL
と AML が、自己申告に基づいた児の出生後（post-natal）の X 線、X 線の回数、撮影さ

れた身体の部位、最初の X 線撮影時の年齢、妊娠前と妊娠中の(preconception and 
prenatal)母親の X 線撮影と関連しているかどうかを評価するために行われた。 
（３）結果：診断に先立つ年(マッチングされた対照に関しては参照日時)に行われた X 線

撮影を除去した後に、ALL のリスクは、3 回以上の出生後 X 線撮影に曝露された小児にお

いて上昇していた[オッズ比(OR)=1.85, 95%信頼区間(CI)1.12-2.79]。特に B 細胞性 ALL, 
n=771 に関しては、いかなる曝露(1 回以上の X 線撮影)もリスクの上昇をもたらしていた

(OR=1.40, 95%信頼区間 1.06-1.86)。曝露された身体の部位は多変量解析における独立し

たリスク要因ではなかった。出生後の X 線撮影の回数と AML(OR=1.05, 95%信頼区間 
0.90-1.22)もしくは T 細胞 ALL(OR=0.84, 95%信頼区間 0.59-1.19)とは関連性が観察され

なかった。出生前や妊娠前の曝露の割合は低く、ALL もしくは AML との関連は観察され

なかった。 
（４）結論：この結果は、出生後の診断 X 線への曝露は、小児 ALL のリスクの上昇、特

に B 細胞性 ALL に関連しているが、AML や T 細胞性 ALL には関連していない。自己申

告に基づいた X 線曝露の不正確な測定の下では、注意深く解釈すべきであり、さらなる調

査を正当化するものである。 
 

２ 解説 

全 ALL で 3 回以上の出生後撮影で 1.85(1.22-2.79)、1 回あたり 1.10(1.03－1.18)、
B 細胞 ALL で全出生後撮影で 1.40(1.06－1.86)、1 回あたり 1.13(1.04－1.23)、で 1 回で

は 100mGy は超えません。ただし、普通の X 線撮影だけでなく CT スキャンも混入してい

る可能性があり、CT スキャンが 3-4 回以上であれば 100mGy を超える症例も混入してい

る可能性があります。  
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第３ 背景電離放射線曝露と小児がんのリスク：人口調査に基づく全国的コホ

ート研究 

（Spycher BD ら Environmental Health Perspectives 2015; 123(6): 622-628. 津田論

文２の註 12 参照） 

１ 論文の要旨 

（１）背景：電離放射線の中レベルや高レベルの被ばくが、小児のがんに関するリスク要

因であることは知られている。自然由来の低レベル放射線が小児がんのリスクにどの程度

寄与しているかは、まだ明瞭ではない。 
（２）目的：全国的な人口調査に基づいたコホート研究において、小児がんの発生率が、

地上ガンマ線や宇宙線からの背景放射線（注・自然放射線）と関連しているかどうかを調

査した。 
（３）方法：1990 年と 2000 年における、スイス国家人口調査の 16 歳未満の小児が対象

であった。追跡期間は 2008 年まで続いた。がんの発生症例はスイス小児がん登録から同

定した。被ばくモデルは、居住地における地上と宇宙放射線からの線量率を予測するため

に使われた。コックス回帰モデルががんのリスクと線量率及び生誕時からの累積線量との

間の関連を評価するために使われた。 
（４）結果：人口調査の 2.093,660 人の小児の中で、1,782 例のがんの発生症例が同定さ

れ、530 例の白血病、328 例のリンパ腫、423 例の中枢神経系(CNS)の腫瘍が含まれてい

た。外部被ばくの累積線量でのそれぞれのミリシーベルト毎のハザード比（注・発生率比）

は、全がんで 1.03(95%信頼区間:1.01-1.05)、白血病で 1.04(95%信頼区間: 1.00-1.08)、リ

ンパ腫で 1.01 (95%信頼区間: 0.96-1.05)、CNS 腫瘍で 1.04(95%信頼区間:1.00-1.08)であ

った。交絡要因の可能性範囲の調整でも、この結果にほとんど影響がなかった。 
（５）結論：我々の研究は、白血病や CNS 腫瘍を含む小児がんのリスクに、自然放射線

が貢献している可能性があることを示している。 
 

２ 解説 

自然由来の低レベル放射線の小児がんのリスクへの寄与について、「外部被ばくの

累積線量でのそれぞれのミリシーベルト毎のハザード比（注・発生率比）は、全がんで

1.03(95%信頼区間:1.01-1.05)、白血病で 1.04(95%信頼区間: 1.00-1.08)、リンパ腫で 1.01 
(95%信頼区間: 0.96-1.05)、CNS 腫瘍で 1.04(95%信頼区間:1.00-1.08)であった」とあるよ

うに、100ｍSv より遙かに低レベル放射線の小児がんのリスクへの有意の寄与が認められ

ています。  
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第４ 1980-2006 年の間の英国における自然背景放射線と小児白血病およびそ

の他のがんの発生率に関する記録に基づいた症例対照研究 

（Kendall GM ら Leukemia 2013; 27: 3-9. 津田論文２の註 10 参照） 

１ 論文の要旨 

我々は、小児がんと、自然背景放射線との関連を検証するために、記録に基づいた

大規模な症例対照研究を行った。1980 年－2006 年の間に英国で生まれ診断を受け、そし

てがんのない対照(36,793 人)とマッチングされた症例(27,447 人)は、小児腫瘍の国家登録

から得た。放射線被ばくは、国家データベースから得た小児の生誕時の母親の居住地から、

ガンマ線に関しては郡地域平均を用い、ラドンに関しては地理的境界によってグループ分

けした国内測定値に基づいた予測地図を用いて推定した。ガンマ放射線からの累積赤骨髄

線量のミリシーベルト毎の小児白血病では 12%の過剰相対危険度(ERR)(95%信頼区間 3, 
22%; 両側 p 値＝0.01)；ラドンに関する類似の関連は統計的に有意ではなかった。ERR 
3%(95%信頼区間 -4, 11%; p=0.35)。その他の小児がんに関する関連は、いずれの曝露に

関しても統計的に有意ではなかった。過剰リスクは、社会経済的状態の測定値に関して調

整してもあまり変化がなかった。かなり検出力を上げた（検出力～50%）この研究におい

て報告された、統計的に有意な白血病リスクは、高い空間線量からの予測と一致する。大

きなバイアスはあり得そうになく、我々は交絡がこの関連を説得力ある形で説明する機序

を同定することはできなかった。我々は因果関係によるものだとみなしている。この研究

は、高線量率のリスクモデルを、自然背景被ばくレベルでの長引く曝露に適用して外挿す

ることを支持している。  
 

２ 解説    

論文の研究結果 Result（次ページの Kendall らの Leukemia 2013; 27: 3-9.の論文

の Figure 1）は、全白血病を合併した場合と、白血病以外の全がんの場合とで、適合させ

た傾向線を用いて、累積ガンマ線量グループ毎に、平滑化された RR（相対危険度）を示

したものです。線量に伴い、白血病の ERR が漸進的に上昇しています。すなわち、この

過剰は、いつも正の方向であり、4.1mGy より大きな線量に関しては統計的に有意です

(Figure 1 の上のグラフ)。かなり不確実性があるものの、（白血病以外の）他のがんに関す

るパターンはやや異なっています。約 12mGy まではわずかにそして統計的有意ではない

負の方向ではありますが、約 12mGy 以上では、リスクの漸進的ではあるが統計的有意で

はないリスクの増加が見られました（Figure 1 の下のグラフ）。すなわち、非常に大きな

高い線量点のてこ作用のため、比較的高い線量におけるこの上向きが結局全体としての（統

計的に有意ではない）正の傾向を生み出しています。 
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第５ 小児期における CT スキャンからの放射線被ばくとその後の白血病と脳

腫瘍のリスク：後ろ向きコホート研究 

（Pearce MS ら Lancet 2012; 380: 499-505.  津田論文１の註 11 参照） 

１ 論文の要旨 

（１）背景：CT スキャンは臨床的には非常に役に立つけれども、関連する電離放射線か

らの潜在的ながんのリスクは存在している。特に、大人より放射線感受性の高い子どもに

関してはそのようなリスクは存在している。我々は小児と若年成人のコホートにおいて、

CT スキャンの後での白血病と脳腫瘍の過剰リスクを評価することを目的とした。 
（２）方法：我々の後ろ向きコホート研究において、イングランド、ウェールズ、および

スコットランド（大英）において国民保険サービス NHS センターにおいて CT で初めて

検査された以前にがんの診断を受けていない、1985 年から 2002 年の間の時点で 22 歳未

満の患者を対象とした。我々は、1985 年 1 月 1 日から 2008 年 12 月 31 日までの、NHS
がん登録から、がん発生率、死亡率、追跡ロスに関するデータを得た。脳と赤骨髄の吸収

線量を mGy の単位で我々は推定した。そして、白血病と脳腫瘍の過剰発生を、ポワソン

相対リスクモデルで評価した。がん診断に関係した CT スキャンが使われた例を避けるた

め、白血病に関しては最初の CT の 2 年後から追跡を始め、脳腫瘍に関しては最初の CT
の 5 年後から追跡を始めた。 
（３）知見：追跡の間、178,604 例のうち 74 例の患者が白血病と診断され、176,587 例の

うち 135 例が脳腫瘍と診断された。CT スキャンからの放射線量と白血病の間の正の関連

を認め (1mGy 当たりの過剰相対リスク [ERR] 0.036, 95%信頼区間  0.005-0.120; 
p=0.0097)、脳腫瘍に関しても正の関連を認めた（0.023, 0.010-0.049; p<0.0001）。5mGy
より少ない線量を受けた患者と比較すると、少なくとも 30mGy (平均線量 51.13mGy) の
累積線量を受けた患者の白血病の相対リスクは 3.18 (95% 信頼区間  1.46-6.94)で、

50-74mGy(平均線量 60.42mGy)の累積線量を受けた患者の脳腫瘍の相対リスクは

2.82(1.33-6.03)であった。 
（４）解釈：約 50mGy の累積線量を与える小児における CT スキャンは、白血病のリス

クをおよそ 3 倍にし、約 60mGy の線量は脳腫瘍のリスクを 3 倍にする。これらのがんは

比較的まれなので、累積絶対リスクは小さい。つまり、10 歳より若い患者の最初の CT ス

キャンの 10 年後において、頭部 CT スキャン 10,000 回あたり白血病の過剰 1 例と脳腫瘍

の過剰 1 例が生じると推定された。それにもかかわらず、臨床的利益は小さな絶対リスク

を上回るといえども、CT スキャンからの放射線量はできるだけ低く保つべきである。そ

して、電離放射線を含まない別の手技が適しているのであれば考慮されるべきであろう。 
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 ２ 解説 

   上記のとおり、約 50mGy の累積線量を与える小児における CT スキャンは、白血

病のリスクをおよそ 3 倍(95% 信頼区間 1.46-6.94)にし、約 60mGy の線量は脳腫瘍のリ

スクを 3 倍(1.33-6.03)にする結果が示されています。  
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第６ 慢性骨髄性および単球性白血病(CML)のリスク要因としての診断放射線

画像 

（Preston-Martin S ら Br J Cancer 1989; 59: 639-644.津田論文１の註 12 参照） 

１ 要旨 

このインタビュー研究は、1979 年から 1985 年（症例）に診断を受けた CML の 20
歳から 69 歳の 136 例のロサンゼルス郡の住民と 136 例の近隣対照を検討した。症例の診

断の前 3-20 年の間に、対照に比べてより多くの症例が、腰部、胃腸管（GI）そして腎臓

の放射線画像検査を受けていた。そして症例は、胃腸管と腰部放射線画像を何度もより頻

繁に繰り返していた（5 回以上腰部 X 線の繰り返しのオッズ比 OR＝12.0；p<0.01）。様々

な放射線画像手技に関して、活動骨髄への最小線量を割り当てるのに公表された推定量を

用いた。それぞれの 4 つの時間間隔の（症例の診断前、3-5 年、6-10 年、11-20 年、3-20
年）それぞれに関して、累積骨髄線量に関してオッズ比が推定された。診断前の 3-20 年に

おいて、0.99、100-999、1000-1999、および 2000mrad 以上（0.0099、1-9.99、10-19.99
および 20mGy 以上）の被ばくに関するオッズ比は、1.0、1.4、1.6 及び 2.4（最も高い被

ばくカテゴリーの P 値と傾向性の検定の P 値は共に 0.05 未満）であった。この関連は診

断前 6-10 年の期間で最も強く、この期間での被ばく影響は、ロジスティック回帰分析にお

ける他の要因を考慮した後にも有意なままであった。 
 

２ 解説 

上記のとおり、慢性骨髄性および単球性白血病(CML)を発症した人の診断前の 3-20
年において、0.99、100-999、1000-1999、および 2000mrad 以上（0.0099、1-9.99、10-19.99
および 20mGy 以上）の被ばくに関するオッズ比は、1.0、1.4、1.6 及び 2.4（最も高い被

ばくカテゴリーの P 値と傾向性の検定の P 値は共に 0.05 未満）であったことが示されて

います。  
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第７ 急性心筋梗塞後患者の心造影での低線量の電離放射線に関係したがんリ

スク 

（Eisenberg MJ ほか CMAJ 2011; 183(4): 430-436. 津田論文１の註 13 参照） 

１ 論文の要旨 

（１）背景：急性心筋梗塞の後の心造影と治療手技による低線量の電離放射線に被ばくし

た患者は、がんのリスクが上昇する可能性がある。 
（２）方法：行政データベースを用いて、1996 年 4 月から 2006 年 3 月の間に急性心筋梗

塞になった患者で、がんの既往のない患者のコホートを選択した。低線量の電離放射線を

含む全ての心造影と治療手技を記録した。第一結果はがんのリスクであった。統計学的分

析は、時間依存性コックスモデルを用いて、年齢、性別、がんの精密検査からなる非心造

影による低線量電離放射線被ばくを調整した。 
（３）結果：このコホートに含まれる 82,861 名の患者のうち、77％は急性心筋梗塞発症

後の 1 年目で、少なくとも 1 回の、低線量の電離放射線を伴う心造影もしくは治療手技を

受けていた。心臓手技による放射線の累積被ばくは、1 患者-年毎に 5.3 ミリシーベルト

（mSv）であった。このうち、84％は急性心筋梗塞後 1 年以内に生じていた。総計 12,020
例のがんの発症例が、観察期間中に診断された。心臓手技による放射線被ばくとそれに続

くがんのリスクの間に、放射線被ばく線量依存性の関係があった。低線量電離放射線

10mSv 毎に、平均して 5 年の追跡期間に、年齢、性別を調整したがんリスクの、3％の増

加があった（ミリシーベルト毎のハザード比 1.003, 95％信頼区間 1.002-1.004）。 
（４）解釈：心筋梗塞後の心造影と治療手技による低線量電離放射線被ばくは、がんのリ

スクの上昇と関連している。 
 

２ 解説 

  上記のとおり、急性心筋梗塞の後の心造影と治療手技による低線量の電離放射線に

被ばくした患者につては、心臓手技による放射線の累積被ばくは 1 患者-年毎に 5.3 ミリシ

ーベルト（mSv）であり、かつ、低線量電離放射線 10mSv 毎に、平均して 5 年の追跡期

間に、年齢、性別を調整したがんリスクの、3％の増加があった（ミリシーベルト毎のハ

ザード比 1.003, 95％信頼区間 1.002-1.004）ことが示されています。 
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第８ 広島長崎の被ばく者追跡データ（LSS コホートデータ）について 

8-1．LSS 第 14 報「1950－2003 年 がんおよびがん以外の疾患の概要」 

（Ozasa K ほか、Rad Res 2012; 177: 229-243.） 
  ICRP 見解はこの第 14 報以前の解析に依拠していると思われますが、その要点、分析

手法及び問題点は以下のとおりです。 
（１）要点：この第 14 報は放射線影響研究所の小笹晃太郞氏らの執筆によるものですが、

この報告書の原文は英文なので、要点部分についての英文を直訳すると「全固形がんに関

する統計的有意な過剰相対危険度 ERR を持つ推定最低線量域は、0-0.2Gy (0-200mGy)で
あり、正式の量閾値分析は、閾値がないことを示していた。つまり、ゼロ線量が、この閾

値の最良の推定値であった」となります。 
（２）分析手法：この第１４報の FIG.5 のグラフを見れば誰でもお分かりいただけるよう

に、このグラフは横軸が線量域で縦軸が 1Gy 毎の過剰相対リスク ERR です。1Gy 毎の

ERR とは、つまり直線モデルの傾きで、線量域は、LSS コホートの報告では、0-5mGy、
0-100mGy、0-200mGy、0-500mGy という感じで刻まれています。これは常にゼロから

始まりどの mGy に至るのかという線量範囲で示されています。この第 14 報の FIG.5 は、

線量域の下限は常に 0mGy にしておいて上限を 20mGy、30mGy、40mGy と左から順々

に上げて行くと、200mGy(0.2Gy)のところで初めて縦棒（これが直線 ERR モデルの 95%
信頼区間 CI の区間幅を示しています）の下の端が 0.0ERR/ Gy を上回ります。これは、

傾きが明らかに正になったことを示し、つまり傾きがない状態（傾きがゼロの状態）から

この線量域で統計的有意に離脱して、正の傾きがはっきりと現れたたことを示しているこ

とになります。 
（３）問題点：ICRP2007 年見解は、上記の要点部分を加工して、「100mSv 以下では有意

差がないことが示されている」という表現に変換しています。有意差が現れる

200mGy(0.2Gy)の直前の線量域が 0-100mSv だからです。しかし、これが、次に述べます

ように、この第 14 報後に出された後の Grant らの報告によって、この 0-100mGy の線量

域においても傾きがゼロより有意に正の方向に傾くことが示されたわけです。 
 

8-2．原爆生存者の LSS での固形がんの発生率：1958-2009 年 

（Grant EJ ほか Radiation Research 2017; 187: 513-537.） 

１ 要旨 

これは、広島・長崎における原爆生存者の LSS コホートでの、固形がんの発生率に

関する第 3 回目の分析である。前回報告した分析から 11 年間の追跡を加えたものである。

この分析に関しては、更新された線量推定値（DS02R1）と喫煙歴の調整を含む、いくつ

かの変更と改善が行われた。ここでは、我々は全体で前固形がんに焦点を当てている。検

証対象のコホートは、105,444 人の追跡開始時点で生存し、がんの既往が特に知られてい

ない人たちから構成されている。総計 80,205 人が個人被ばく量推定値を持ち、25,239 人
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が原爆投下時点でどちらの市にも住んでいなかった。追跡期間は 1958-2009 年であり、

3,079,484 の追跡人年に及んだ。症例は、人口ベースの広島と長崎のがん登録との連結で

確認された。ポアソン回帰法が、喫煙歴を調整した過剰相対リスク（ERR）と過剰絶対リ

スク（EAR）の両方を使って、重み付け大腸吸収線量の Gy 当たりの放射線関連リスクの

特徴を浮かび上がらせた。リスク推定値は、30 歳の時に被ばくし 70 歳に到達した人に関

して報告した。この研究において、22,538 例の固形がん初発例が確認され、このうち 992
例が放射線被ばくと関連していた。前回に報告した研究から 11 年（1999-2009）で 5,918
例（26％）が発生した。女性に関しては、量反応関係は直線と一致しており、推定 ERR
は 1Gy あたり 0.64（95％CI: 0.52-0.77）であった。男性に関しては、制限された線量範

囲だけでなく全体の線量範囲においても、有意な右肩上がりの曲線が観察され、従って、

線形 2 次曲線モデルを用いた。1Gy あたりの ERR は 0.20（95％CI: 0.12-0.28）で、0.1Gy
あたりの ERR は 0.010（95％CI: -0.0003-0.021）であった。ERR の量反応関係の形は、

男性と女性の間で有意に異なっていた（P=0.02）。到達年齢が上がるに連れて、ERR は有

意に減少していたが、この減少は、女性に比較して男性において、より急速であった。性

別を平均化し直線 ERR モデルを使って統計学的に有意なリスク反応関係が示された最低

被ばく線量範囲は、0-100mGy であった（P=0.038）。結論として、固形がんのリスクは被

ばく後 60 年以上も上昇したままであった。喫煙歴の調整とは独立して、量反応関係にお

いて、性別平均化した右肩上がりの曲線が観察された。量反応関係の形に関する現在の分

析からの知見は、以前報告されたものとは完全には一致していなかったことは、未解決の

問題を提起している。現時点で、量反応関係の形における不確実性は、放射線防護政策を

確信して導く決定的な結論を行うことを控えさせる。継続的な追跡だけでなく、特定の臓

器もしくは臓器群に関する放射線リスクに焦点を当てた分析シリーズからの今後の結果が、

放射線関連がんリスクの病像とその公衆衛生的意義を包括的に理解するために必要である。

http://www.rerf.or.jp で、データと分析スクリプトがダウンロードのために利用できる。  
 

２ 解説 

以上のとおり、LSS 第 14 報は、1950－2003 年の LSS データに基づき、有意差が現

れる線量域は 0－200mGy(0.2Gy)であるとしましたが、この第 14 報後に出された Grant
らの報告では、1958-2009 年の LSS データに基づき、0-100mGy の線量域においても傾き

がゼロより有意に正の方向に傾くことが示されました。このことは、ICRP 見解の「100mSv
以下では有意差がないことが示されている」とする根拠が覆り、「100ｍＳｖ未満でも有意

差があることが示されている」ことになります。 
なお、LSS データの分析につき補足しますと、次のとおりです。 
①検出力を計算する式について； 
参考文献：Kelsey JL、他：Chapter 12. Methods of sampling and estimation of samp

le size. In: Methods in observational epidemiology. 2nd ed. Oxford University Press, New Y
ork, 1996, pp. 311-340.  

② 検出力(%)の求め方； 
曝露群の対象人数：n人、曝露群と非曝露群のリスクの違い：d倍、非曝露群と曝露
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群との比：r、比rに基づいた曝露リスクと非曝露リスクの重み付け平均リスク：p、1.96は5
%有意水準のときに与えられるZα/2値とし、以下の式で与えられるZβを、検出力を与える

表（Table 12-14：p331、Kelseyら1996）の中で探し、その確率値(%)が検出力です。Zβは

以下の式で与えられます。なお、dはLSS論文ではERR/Gyですが、分子のERRは、放射線影

響研究所関係では、以下に示す2種類があり、恐らく前者のようです。 
｛N✕d2✕r÷（r＋1）✕p✕（1－p）｝1/2－1.96 

上記の Zβを与える式の中の変数に曝露量（被ばく量）は入っていません。 
③ ERR について： 

ERR は、放射線影響研究所 RERF によると「Excess relative risk (ERR) is expressed as 
relative risk (RR) minus one, or that portion of the RR accounted for by the particular risk factor 
under study (A-bomb radiation, in this instance).」とあり、「RR－1」と「（RR－1）÷RR」
の 2 種類が ERR として言及されているようです。なお、後者は原因確率と同じです。 
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