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研究成果の概要（和文）
：(1) セミパラチンスク核実験場近郊住民を対象にアンケート調査及び
証言収集調査を実施した。3 年間で計 459 件のアンケート及び 252 点の証言を回収した。(2)
従来収集したアンケート回答結果を用い、地区住民の核実験体験及び体験と被曝線量・爆心地
からの距離との相関を検討した。同地区住民の核実験体験の有無は、爆心地からの距離に左右
されている可能性が極めて高いことを明らかにした。(3) セミパラチンスク地区在住骨髄異形
成症候群（MDS）患者の遺伝子変異を解析し、AML1 変異が被曝線量依存性に高頻度であるこ
とを明らかにした。
研究成果の概要（英文）：(1) We conducted the questionnaire surveys in villages near the
Semipalatinsk Nuclear Tests Site(SNTS). The total number of replies was 459 and that of
testimonies was 252. (2) We clarified that the presence or absence of direct experiences
from the nuclear explosions did not depend on radiation level but was associated with
distance from the hypocenter of the SNTS. (3) We found a high frequency of AML1 point
mutations in MDS/AML patients near the SNTS.
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研究分野：原爆・被ばく研究
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１．研究開始当初の背景
研究代表者がかつて所属した広島大学原
爆放射線医科学研究所は、1994 年以降セミパ
ラチンスク核実験場近郊の被曝の実態解明
を研究テーマの一つとし、研究チームを組織
してきた。当該研究チームは、セミパラチン
スク市を中心とする広範囲において、被曝線
量評価、住民の甲状腺の検診、血液中のリン
パ球の染色体異常等の調査研究を行い、放射

線被曝が住民の健康に影響を与えているこ
とを学術的に証明してきた。しかしながら、
セミパラチンスク核実験場近郊での核被害
に関する研究は、放射線生物物理学あるいは
医科学的観点からの調査、研究に限定されて
きたと言わざるを得なかった。そういった状
況を鑑み、研究代表者は 2002 年より、セミ
パラチンスク被災者の健康被害、心的被害、
社会的被害の解明及び核実験体験の記録を

後世に残すために、アンケート調査及び証言
収集調査を開始した。
また、従来、セミパラチンスク地区の核被
害については、医科学、放射線生物物理学、
あるいは社会科学の視点から個別に行われ
てきたが、本研究では、それら学問上の垣根
を越え、総合的かつ複合的に検討・考察する
初めての調査研究であった。
２．研究の目的
セミパラチンスク地区核実験被災者に対
するアンケート調査、証言調査（聞き取り調
査を含む）及び遺伝子レベルでの検討・考察
により、セミパラチンスク地区での核被害の
実態を総合的に解明する。
３．研究の方法
(1)カザフスタン共和国・セミパラチンスク
核実験場近郊でアンケート及び証言収集調
査を実施。
(2)従来収集したアンケート回答結果を解析
した。まず、各設問の回答に関する集計・分
割表解析を行い、次に、回答者の特徴を考察
するため、被曝線量・年齢・性別を説明変数
とするロジスティック重回帰分析を行った。
特に、健康状態・保持疾患・心的影響と被曝
線量との相関を検討した。
(3) セミパラチンスク近郊の被災者に発症
した白血病患者(約 50 例)の骨髄塗末標本を
持ち帰り、標本から DNA を抽出、遺伝子の点
突然変異検索を行った。変異検索の対象とす
る遺伝子は、AML1, CEBPA, RAS, FLT3, c-KIT,
PTPN11, NF1, p53 などである。
(4) 2005 年 3 月・4 月実施の朝日新聞「被爆
60 年アンケート」の回答結果をロジスティッ
ク重回帰分析によって解析し、原爆被爆者の
健康不安度とその背景要因を検討した。
４．研究成果
(1)セミパラチンスク核実験場近郊住民を対
象にアンケート調査及び証言収集調査を実
施した。3 年間で計 459 件のアンケート及び
252 点の証言を回収した。
(2)これまで収集したアンケート・証言を用
い、セミパラチンスク地区住民の精神的影響
及び被曝線量との関係を検討した。その結果、
次の可能性を示唆した。①「被曝した」とい
う意識・認識が心的影響の要因である。②核
実験による心的影響と住民の健康不良とは、
相互に関連し合っている。
(3)上記アンケート・証言を用い、地区住民
の核実験体験及び体験と被曝線量・爆心地か
らの距離との相関を検討した。その結果、同
地区住民の核実験体験の有無は、爆心地から
の距離に左右されている可能性が極めて高
いことを明らかにした。同時に、爆心地から
半径 170 km - 180 km 以内の住民は、閃光、

爆風といった何らかの体験を有している可
能性が高いが、200 km 以遠の住民では、そ
の可能性は低いことを明らかにした。この結
果については、ジャーナル、学会、国際会議
で発表した。
(4)セミパラチンスク地区在住骨髄異形成症
候群（MDS）患者の遺伝子変異を解析し、AML1
変異が被曝線量依存性に高頻度であること
を明らかにした。
(5)2005 年 3 月・4 月実施の朝日新聞「被爆
60 年アンケート」の回答結果を用い、原爆被
爆者が現在も自身の健康不安及び子・孫に対
する健康不安を抱えていること、それら健康
不安の程度は、被爆状況・被爆距離に依存し
ていることを明らかにした。
(6)上記朝日新聞アンケートを用い、原爆被
爆者の現在の思いについて検討した。その結
果、次の点を明らかにした。①原爆体験に対
する認識は、自身が体験した原爆投下後の地
獄のような原風景と肉親にまつわる体験と
いう二つの部分から主に構成されている。
②原爆被爆者のメッセージの核心的部分は、
「核（兵器）廃絶」による「世界の平和」で
ある。これら研究成果は、新聞等のメディア
でも頻繁に取り上げられた。
(7)セミパラチンスクで実施したオーラルヒ
ストリーを報告書にまとめた。
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