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I. 日本での研修について

ナタリヤさん（広島：2006年9月7日〜10月10日）
広島大学病院放射線生物医学研究所血液・腫

瘍科、放射線影響研究所放射線生物学／免疫学
部、広島赤十字原爆病院、広島原爆障害対策協議
会などで研修を受けました。研修によって、以下のよ
うな成果をあげることができました。
● 放射線医療における最新の知識（臨床・疫学・科

学研究の面で）を得ることができました。
● 日本の医師や研究者と新しいコンタクトができ、

ラトヴィアの職業病・放射線医療センターと日本
の研究所間での将来的協力の基盤を築くことが
できました。

● 放射線分野での研究に関する資料（書籍、生地、
雑誌）を入手しました。これらは、ラトヴィアで他
の専門分野の医師や学生への授業で有効に活
用できます。

● ラトヴィアのチェルノブイリ事故処理作業者の免
疫調査、ならびにESR（電子スピン共鳴）による
歯のエナメル質測定における将来的協力の可能
性を追求するきっかけができました。

ヨランタさん（長崎：2006年9月11日〜10月10日）
一ヶ月におよぶＮＡＳＨＩＭ（長崎ヒバクシャ医

療国際協力会）での研修は、長崎大学永井隆記念
国際ヒバクシャ医療センターを中心に行なわれ、レ

クチャーやセミナー、ディスカッションに参加しまし
た。研修中には、長崎放影研、被爆者健康管理セン
ター、長崎原爆病院、長崎恵みの丘原爆ホームな
どを訪問しました。

II. チェルノブイリ原発事故処理作業者の20
年間の健康問題（1986〜2006年）

ラトヴィアにおけるチェルノブイリ原発事故処理作
業者の健康状態についての追跡調査

ラトヴィアにおけるチェルノブイリ原発事故処理
作業者の健康状態についての追跡調査をおこない
ました。全体的な推進と調整には、Ｐ．ストラディン
ス医大病院の「職業病・放射線医療センター」があ
たりました。科学的調査は、リガ・ストラディンス大学
の「職業・環境保健研究所」が行ないました。実際
の治療にあたる医師と研究者との間の良好なチー
ムワークによってこの研究を行なうことができました。

職業病・放射線医療センターの構成
Ｐ．ストラディンス大学病院の職業病・放射線医

療センターは、外来科、入院科（45床）を備えていま
す。また同センターには、チェルノブイリで放射線に
よる被ばくを受けた人々ならびに職業病患者のラト
ヴィア国家レジストリー（記録保管所）も併設されて
います。

同センターの医師は�6名。職業病、内科、神経

以下は、10月11日懇談会でのナタリヤ医師、ヨランタ医師によるプレゼンテーションの概要です。マイ
ヤ・エグリテ教授によるＷＨＯ（世界保健機関）会議での発表（2004年4月／「バルトの被ばく者　パート
２」に掲載）をアップデートした内容となっています。重複する部分も多いですが、掲載いたします。

チェルノブイリ原発事故処理作業者の健康問題
ナタリヤ・クルヤネ／ヨランタ・シールレ

パウラ・ストラディンス医大病院職業病放射線医療センター
リガ・ストラディンス大学職業・環境保健研究所
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科、精神科、皮膚科、内分泌、免疫の専門医です。同
センターは、ラトヴィア最大の病院、パウラ・ストラデ
ィンス医大病院に所属しています。同病院には、全
体で2０の専門センターがあり、ＭＲＩなどを使った
専門的検査と治療を行なっています。

ラトヴィアにおけるチェルノブイリ事故処理作業者
の問題の概要

�986年のチェルノブイリ原発事故後、�986〜
�99�年の間にラトヴィアから、6千人を超える人々
が事故処理作業のために現地に送り込まれまし
た。被曝期間は、�〜6か月です。事故処理作業者
は、外部放射線と内部放射線により被曝しました。
外部放射線被曝量は0.0�〜0.5グレイと推定され
ています。内部放射線被曝は、事故の際に環境中に
放出された放射線核種によって汚染された食糧、
水、空中の埃などが原因です。
● 事故処理作業者の殆どは病気を有しており、そ

の多くは、同時に複数の病気を抱えています。
● 彼らの罹患率は、同年齢・同性の被曝しなかった

人 と々比べて高く、増加傾向が見られます。
● 事故処理作業者の健康問題の主要原因のなか

でもっとも重要なものは、精神的・情緒的ストレ
ス、ならびに、彼らの体内にとりこまれた半減期
の長い放射性核種による被曝です。この内部被
曝は生涯にわたって続きます。

事故処理作業者の遡及的線量測定
電子スピン共鳴（ＥＳＲ）を使って、歯のエナ

メル質に吸収された線量を測定しました（prof. 
Mironova-Ulmane）。ベータ放射能（ストロンチ
ウム9０）の検査も行ないました。これらの検査の結
果、被曝放射線量は、これまでに発表されたものよ
りも多いことが明らかになりました。多くの場合、吸
収された線量の半分以上は、骨に蓄積したストロン
チウム9０によるものです。

チェルノブイリ被曝者ならびに職業病患者のラト

ヴィア国家レジストリー
2005年�月�日現在、6,879人がこのレジストリ

ーに登録されています。そのうち、チェルノブイリ事
故処理作業者は、5,423人、その子どもが、�,320
人、職業上被曝した人々が�38人です。事故処理作
業者のデータは�990年から取り始めました。疾病
登録では、国際疾病分類（ＩＣＤ）�０の分類を用い
ています。

レジストリーのデータ
私たち、以下のデータを収集しました。すなわち、

事故処理作業に従事した時間と期間、作業の場所
と種類、被曝放射線量、利用した防護手段と摂取し
た食糧、チェルノブイリでの病気と健康状態です。そ
のほかに、好ましくない生活習慣（喫煙、飲酒など）、
以前に放射線に曝露する機会があったかどうか、
また、職業上、その他有害な物質に接触することが
あったかどうか、チェルノブイリ事故以前より有して
いた疾病についてのデータも含まれています。また、
�99０年から2００6年までの期間におこなわれた臨
床診断や検査の結果を含む膨大なデータも含まれ
ています。したがって、本レジストリーは、きちんと診
断を受けた大規模な集団の健康状態についての包
括的なデータベースであるといえます。これにより、
長期にわたるフォローアップ期間の健康障害の動
態を分析することが可能となりました。

バルト三国のチェルノブイリ事故処理作業者
バルト三国のチェルノブイリ事故処理作業者は、

限られた期間放射線に被曝しましたが、その後は、
ウクライナやベラルーシ、ロシアの事故処理作業者
とは異なって、放射性物質の汚染がさほどない環
境で生活してきたという特異性をもった集団です。
したがって、この集団の調査は、主として体内に取り
込まれた放射性物質の影響を調査するというユニ
ークな性格を持っています。

事故処理作業者の健康問題は、電離放射線のみ

エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基金通信エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基金通信

(c)All copy rights Estnia Chernobyl Hibakusha Fund 



─ 5 ─

が原因ではない
事故処理作業者の健康問題は、電離放射線の

みが原因ではなく、事故処理作業に関連するその
他の要因、すなわち、心理的・情緒的ストレス、化学
物質、肉体的過労なども原因となっています。また、
社会的困難、たとえば、経済的困窮、バランスを欠
いた質の悪い食生活なども、彼らの健康問題に影
響を及ぼしていると考えられます。

チェルノブイリ事故処理作業者の罹病率
ラトヴィアの事故処理作業者の罹病率は、同じ

年齢の男性人口ならびに内務省統計による被雇用
者の罹病率よりも高くなっています。ほとんどの事故
処理作業者は、一人が複数の病気にかかっており、
かれらの複数の病気は被曝後20年の後（�996〜2
００6年）に進行傾向を見せています。

対照群とくらべて事故処理作業者により多く見
られる病気は、神経・感覚器、消化器、循環器・内
分泌の病気、精神障害、筋肉・結合組織の病気、腫
瘍、代謝作用・免疫系の障害です。ケガ、中毒の発
生率は、対照群よりも高くなっています。

腫瘍性疾病（ＯＤ）罹患率の分析
�986年〜2００5年の間に事故処理作業者の腫

瘍性疾患237例を記録しました（グラフ１）。腫瘍性
疾患のなかで多いのは、消化器、呼吸器、泌尿生殖
器系、ならびに甲状腺です（グラフ２）。事故処理作
業者のすべての腫瘍性疾患は�994年〜�995年に
多数発症し、ついで徐々に減少、その後の�999年
に、すなわち�3年間の長期潜伏期の後に再度多数
発症しています。

チェルノブイリ事故処理作業者の甲状腺ガン
�990〜2005年の事故処理作業者の甲状腺ガ

ン発生件数は、ラトヴィアに住む一般男性に比べて
8.6倍も高くなっています（グラフ３）。また事故処理
作業者の甲状腺ガンは、比較的若いときに発病して
います（事故処理作業者の発病は40〜50才、一般

には、55〜65才）。また、事故処理作業者のなかで
の良性の結節甲状腺腫の発生率は、対照群よりも
ほぼ３倍高くなっています（グラフ４）。

チェルノブイリ事故処理作業者の死亡率
�986〜2005年の間に489名の事故処理作業

者が死亡しました。主な死亡原因は、疾病〜66%、
事故〜24%、自殺〜�0%となっています。病気によ
る死亡では、心臓循環器系の疾患、腫瘍性疾患、
慢性アルコール依存症が多くなっています。

消化器系
呼吸器系
皮膚
泌尿生殖器
血液
脳
甲状腺
乳房
骨系
血管肉腫
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（グラフ１）
ラトヴィアのチェルノブイリ事故処理作業者における
腫瘍性疾患の発症：1986 〜 2005 年

（グラフ２）
チェルノブイリ事故処理作業者の腫瘍性疾病：2006 年
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臨床検査の結果
チェルノブイリ事故処理作業者の最初の健康問

題があらわれたのは、事故の直後（�986〜�992
年）です。急性呼吸障害症候群、気管炎、血管系
機能不全、心臓・神経衰弱の複合症状が見つかり
ました。その後、こうした臨床症状は徐々に増加し
ました。深刻な代謝障害、ホルモンと免疫系のアン
バランスなどがみられるなか、様々の器官・システ

ム機能障害が進行し、「放射線被曝後心身多病症」
（"post-radiation neurosomatic polypathia"）す
なわち「不特定放射線被曝後遺症」（unspecified 
post-radiation effects） が形成されました。

「放射線被曝後心身多病症」または「不特定放射
線被曝後遺症」

この症候群に含まれるのは、広範囲な骨の痛
み、多発ニューロパシー、脳障害、様々な甲状腺障
害、胃潰瘍・十二指腸潰瘍をはじめとする胃・十二
指腸障害、その他の器官の疾病です。チェルノブイリ
事故処理作業者の場合、典型的には、病因は複雑
かつ不明確なまま、多くの器官が同時に病変します。

チェルノブイリ事故処理作業者の免疫研究
免疫システムについて広範囲な研究を行ないま

した。この研究の目的は、①チェルノブイリ事故処理
作業者の免疫システムの状況を評価し；②免疫状
況の異常ともっとも良く見られる病気との関係を理
解し；③治療戦略をたてることでした。

その結果、免疫システム機能の障害が観察さ
れました。調査の初期には、作業者の�4〜35%の
なかに白血球減少が見つかりましたが、その後、こ
れは白血球増加症に変わりました。インターフェロ
ンの深刻な機能障害は明白でした。インターフェロ
ンをつくる末梢血白血球（PBL）の能力は、事故処
理作業者の65%〜90%において大幅に減少して
おり、また40%の患者において、インターフェロン
循環レベルは高まっていました。免疫グロブリンA 

（IgA）のレベルは、事故処理作業者の26〜37%
において高まり、免疫グロブリンM（IgM）のレベル
は、事故処理作業者の�8〜27%において減少して
いることが観察されました。事故処理作業者の免
疫システムの機能障害は、研究期間（�990〜2005
年）を通じて観察されました。事故処理作業者で
は、Ｔリンパ球およびＢリンパ球の増殖能が統計的
に大幅に低下し、インターロイキン6（IL-6）の濃度が
高くなっています。

●瀰漫性甲状腺腫
■結節性甲状腺腫
ー慢性甲状腺炎
△甲状腺機能低下症
＊甲状腺亢進症
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（グラフ３）
ラトヴィア人一般と比較したチェルノブイリ事故処
理作業者の甲状腺ガンの発生：�990-2006
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（グラフ４）
チェルノブイリ事故処理作業者の良性甲状腺疾
患の発生数：1990 〜 2005
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チェルノブイリ事故処理作業者は、対照群と比
べて、好中球の貪食能が�/3に低下しています。好
中球形態の検査では、特殊顆粒の欠落、未解な小
胞、同時活性化徴候（多くの偽足）が観察されまし
た。これらの結果は、食細胞の機能低下による好中
球の活性化を示しています。補体系の顕著な活性
化と高レベルなIL-6、TNF-alphaとsP-selection
は、慢性的な炎症プロセスによって、事故後20年の
間に細胞組織が崩壊する可能性を示唆しています。

チェルノブイリ事故処理作業者の子どもたち
現在約�300人のデータが登録されています。こ

れら子どもたちの30%はさまざまの疾病を抱えてい
ますが対照群と比較した分析はまだできていませ
ん。これからの課題です。

結　論
● 体内にとりこまれた放射性核種の慢性的被曝

の有害因子とともに、人体での（加齢にも関係す
る）健康障害の発症機構に及ぼす長期的効果
についてはほとんど知られていません。

● 放射線、化学物質、熱などの環境有害因子が、
加齢において大きな影響を与える可能性があり
ます。

● 放射線被ばくが自然加齢を加速する（早期老化
をひきおこす）との仮定についてはさらに研究が
必要です。

● 免疫システムは、すべての抗原と有害因子、とり
わけ放射線にもっとも敏感に反応することが知
られています。

● 低線量放射線と高線量放射線とでは、その影響
が異なっています。

ラトヴィアのチェルノブイリ事故処理作業者の問
題点
● まず健康問題があげられます。そのなかで近年最

も重要となっているのは精神疾患です。これは家
族に問題があり、その結果として発症しています。

● 経済問題。劣悪な生活条件、高いので症状改善
に役立つ薬が入手できない、などがあげられます

（ただしラトヴィアの病院での治療は無料で受
けられます）。

● 社会的問題。雇用主側の都合によるリクヴィダー
トルの失業問題があります（雇用主は、特別扱い
を必要とする彼らを雇用することに関心がありま
せん。）ラトヴィアではこれは大きな問題となって
います。リクヴィダートル以外の身体障害者につ
いても状況は同じです。

III. エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基
金の今後の支援についての提案

ナタリヤさん
● 広島と長崎の被爆者（の健康問題）についての

より包括的な情報をリクヴｨダートルに提供する
（例えば、被爆放射線量、被爆者の平均寿命など）

● 治療薬購入のための金銭面での援助（皆さんか
らいただいた骨粗そう症治療薬のための支援は
ラトヴィアのリクヴィダートルにとっては非常に有
益で重要でした！）

● 職業病・放射線医療センターの医師がチェルノ
ブイリや放射線被ばくにかんする会議などに参
加する機会を提供する。

ヨランタさん
● 精神的な支援
● 金銭的支援─ラトヴィアチェルノブイリ協会
 →治療のために（例えば骨粗そ症治療薬）
● 情報提供と研修プログラム
● 書籍・資料
● 医師研修

ラトヴィアの職業病放射線医療センターの医療
チーム全員を代表して心からの感謝を！

（訳・山下　史）■
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日本の印象
ヨランタ・シールレ

世界は一冊の本、
一歩あゆむごとに、
そのページが
われらに開かれる。

皆さまたちチェルノブィリ基金の方々の多年にわ
たる支援とイニシアチーブのおかげで、今回わたし
は日本に行って来ることができました。長崎で、はた
また京都と東京で、大学病院その他の施設で医科
学分野での達成に、まる一ヶ月にわたって集中的に
触れ学ぶ機会をえました。獲得されました知識はす
でにわが仕事のなかで活用されています。これに関
わってくださった各位全員に深甚な謝意を表するし
だいです。

しかしながら本日は医学分野のことではなくて、
今回の旅の印象について話させていただこうと思い
ます。それは成田空港でのモーツアルトの静かな癒
しの音楽から始まりました。それからすぐに長崎に
飛び、主としてそこに滞在したわけです。

暖かで陽ざしのおだやかな日々が続いていたの
ですが、自然はその本性を忘れていたわけではなか
ったのでして、おかげで音にきこえた台風なるもの
にこの長崎で出会うことができました。強化ガラス
の軋り音、千切れた枝葉の舞転がり、さらには引き
抜かれた樹木、吹き飛ばされた屋根を目撃したわけ
でして、自然の威力を思い知らされました。まことに
忘れえぬ光景でした。しかし長崎の街はまたたく間
に復旧し、以前の生活に戻りました。

長崎は古くかつ非常に興味深い歴史を有する
町であり、多くの記念物が異なった文化の融合を
鮮明に現しておりました。ヨーロッパの古い文化とそ
の日本文化なかでの適応を見るのは興味深いこと
でした。両文化は自らを損ねることなく、なんと見事

に調和していた
ことでしょう。

高 齢 者の福
祉施設に案内さ
れ、そこでまさに
その人々の口か
ら原爆体験をお
聞きしましたが、忘れることができません。その方た
ちから手製の玩具を頂戴しましたが、これは末永く
保持されるでしょう。

秋の収穫を祝うくんち祭（御九日の長崎なまり、
同市の代表的祭りのひとつ——訳注）に出会えた
のは幸運でした。着飾った町並み、はなやぐ人々、彩
りゆたかな御輿。記念にたくさん写真をとりました。
思い出に残っているものに、模様入りのタオルがあ
ります。出し物が終わったのちに、一人の見知らぬ
女の子がくれたものです。その子はわたしのそばに
駆け寄ってき、タオルをもらえたかどうか尋ねまし
た。わたしがノーと首を振ると、自分のものを差し出
たのでして、わたしはこの好意を受けざるをえなか
ったのです。

気配りのきいた多くの人々に出会えたのは嬉し
いことでした。

こよなく美しい自然と古い寺院群の融合——京
都ですごした二日は魂のやすらぎでした。晩秋もし
くは早春にもう一度訪ねて、心ゆくまでその美しさ
を味わいたいものです。奈良に行く時間は残念なが
ら有りませんでした。

東京での短い滞在の間、仏像展に案内してもら
いました。それらは8-9世紀にびゃくだんの木で作ら
れたものだそうです。またそれらは展覧会の期間、
全国の寺院から集められ展示されたものなのです。
めったにないものを見学ができたのでした。

第5福竜丸の見学は有益でした。乗組員の方々
の苦難に同情いたします。皆さんたちが船体を保存
され、世界でこうしたことが繰り返されないように闘
っておられるのは、立派なことです。

残念ながら、出来事、印象、人 と々の出会いの全

エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基金通信
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てについて、手短にお話することはできません。しか
しそのすべての思い出はいつまでもわたしのうちに
生き続けます。

終わりにのぞみ、貴国に滞在中にお会いしたす
べての人々に、旅と研修を立案してくださり、まる一
ヶ月にわたって忍耐強くわたしを指導してくださっ
た方々全員に、心からなる《有難う》を申しあげます。

クリスマスと新年を迎えるにあたり、皆様に素晴
らしい年、幸福と健康、すべての新しい出発での成
功を願うものであります。　  　　（訳・長瀬隆）■

日本についての私の印象と思い
ナタリヤ・クルヤネ

日本で最高だったのは日本の人々でした。その
立ち居振る舞いには驚かされました。日本人は驚く
べき人々、特異な人々です。とても親切で、静かで、
遠慮がちで、そして礼儀正しい。第一印象では日本
人は控えめだというのが私の第一印象でした。でも
表面の控えめさの下には、とても感じやすい、いつで
もすぐ手を差し伸べてくれる人々がいました。日本
の方たちとのお付き合いは、全く問題なく、気持ちの
良いものでした。

病院では、日本のドクターたちは患者にとても優

しく接していま
す。これまで私が
見たことのないよ
うな近代的な医
療技術や医療設
備が備わってい
ました。広島がこ
んな大都市だとは予想していませんでした。60年前
に起きた悲劇は私にとって衝撃的でした。もちろん
私は来日前にも被爆のことを知っていましたが、今
では広島の一つ一つの石を感じることができます。
不幸なことですが、広島と長崎は世界中の多くの
人 に々とって日本のシンボルとなっています。

京都は美しい日本の町、長い歴史の町です。日
本建築の傑作がそこにはあります。威厳のある光
景！その石が語ってくれたら、と思わずにはいられま
せん！京都には深い感銘を受けました。日本の人々
が自国の伝統を守ってくれて本当によかった。もち
ろん京都は一日にして成ったわけではありませんか
ら、一日で見ることもできませんが。

エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基金の皆
さま、そしてHICAREの皆さま、皆さまの素晴らしい
国を訪れ、日本で研修を受ける機会を与えてくださ
ったことに感謝します。研修後、私は日本に恋してし
まいました。感謝の言葉もありません。皆様のことを
忘れることはないでしょう。　　　　（訳・山下）■
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