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放射線の人体への影響



直接作用と間接作用	

直接作用： 	放射線が生体高分子を直接に電離あるいは励起し、
	 	高分子に損傷が生じる場合	

間接作用： 	放射線が水の分子を電離あるいは励起し、その結	
	 	果生じたフリーラジカルが生体高分子に作用して損
	 	傷を引き起こす場合	

低LET放射線（X線、γ線、β線）では間接作用の割合が大きく、1/3
に達する。	
高LET放射線（中性子線、α線、重粒子線）ではほとんどが直接作用。	





細胞に対する放射線影響	

細胞の中でDNAに放射線がヒットすると細胞死が起こりやすい。	
DNAにヒットした場合でも、細胞周期（合成期、分裂期、その間の周期)に
よって細胞死の起こりやすさが異なってくる。	
	
	
多量の細胞に放射線を照射した場合、線量と	
生存率の間に相関が見られる。	
	
なお、同じ線量でも低線量率で長時間照射した	
方が生存率が高い（線量率効果）	
	
	
	



組織に対する放射線影響	
細胞再生系（分裂系）：　放射線感受性が高い 	 	 	 	

	常に細胞分裂（造血組織（骨髄）、腸、皮膚、毛のう、水晶体、睾丸など）	

潜在的再生系（条件的再生系）：　放射線に対して比較的抵抗性 	 	
	損傷時のみ分裂（肝臓、人造、膵臓、甲状腺など）	

非再生系（非分裂系）：　放射線に対してきわめて抵抗性 	 	 	
	一度できあがったらほとんど分裂しない（神経、筋肉）	



確率的影響と確定的影響	



確定的影響（非確率的影響）	
　発がんを除く全ての身体的影響 
　しきい値（しきい線量）が存在する 
（それ以下では影響が表れない 



全身被ばくによる急性障害	
0～0.25Gy  臨床的症状なし 
0.25～0.5Gy  リンパ球の一時的減少が検出可能 
1～2Gy  放射性宿酔（悪心、吐き気、嘔吐）、リンパ球の明らか減少 
3～6Gy  造血系の障害が主 

  ヒトのLD50(60)≃4Gy） 
  急性放射線症がみられる 
  　・初期（1～2時間）：　放射線宿酔、リンパ球減少 
  　・潜伏期（第１週）：　　血液変化以外は自覚症状無し 
  　・憎悪期（第２～４週）：　紅斑、脱毛、口内炎、下痢、出血など 
  　・線量が多いと死亡、少ないと１か月で回復 

7Gy   骨髄死 
10～50Gy  腸死（平均生存期間は１０日） 
100～数百Gy  中枢神経死（１～２日以内に死亡） 
数百Gy以上  分子死（ヒトでは記録無し） 
 
 
４Gy付近が死亡するかどうかの境目と言われている	



確率的影響	
発がんと遺伝的影響 
線量に対して影響の発生確率が増加	

被爆線量	
	

確率的影響	



放射線防護のための諸量



等価線量の導入	
同一の吸収線量（Gy=J/kg）でも放射線の種類やエネルギーにより
影響が異なる。	

	

人体組織への影響を同一尺度で計量する必要がある。	

	

等価線量の導入 

 

	

HT:等価線量 [Sv] (J/kg) 

wR:放射線加重係数 

DTR:吸収線量 [Gy]　 
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1990年のICRP勧告	



実効線量の導入	
同一の等価線量（Sv）でも臓器・組織の
種類により確率的影響の確率が異なる。	

	

放射線感受性の異なる臓器・組織　　
に対して線量に重みを付ける。	

	

実効線量の導入	

 

 

HT,R:実効線量 [Sv] 

wT:組織加重係数 

HT:等価線量 [Sv]　 
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実効線量は全身にわたる確率的影響
のリスクを評価するために用いる	

組織・臓器	 組織荷重係数	

生殖腺	 ０．２０	
赤色骨髄、結腸、

肺、胃	
０．１２	

乳房、肝臓、食道、
甲状腺、膀胱	

０．０５	

皮膚、骨表面	 ０．０１	
残りの組織	 ０．０５	

1990年のICRP勧告	



放射線・放射能の発見と利用開始	
1895年に放射線を発見　　　　　	

間もなく医療応用 
が始まった	

1898年に放射性物質（ラジウム）を発見　　　　　	

診断　　　　　	舌癌治療　　　　　	



放射線・放射能利用の初期	
知識の欠如による障害多発　　　　　	世間はオーバーレスポンス	

1928年に国際X線ラジウム防護委員会（IXRP）を設立　　　　	



放射線安全に関する国際機関	

•  国際放射線防護委員会（ICRP） 
•  国際放射線単位・測定委員会（ICRU） 
•  国際原子力機関（IAEA） 
•  国際連合（UN） 
•  経済協力開発機構／原子力機関（OECD/NEA） 
•  その他（ILO, WHO etc.） 



国際放射線防護委員会（ICRP）	
•  1928年設立したIXRPが1950年にICRPに改称 
•  最新の科学的知見に基づき放射線防護に関する勧告

等を行う約70人の学者の組織 
•  ICRP勧告は各国の法令の基本となっている	

　　1958年、1962年、1965年、1977年、1990年、2007 
•  現在の日本の法令は1990年勧告に準じている	

　「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」など 



原爆被爆者の疫学調査	

ICRP pub.99 (2004)	



原爆被爆者の疫学調査（続き）	

ICRP pub.99 (2004)	



原爆被爆者の疫学調査（続き）	

ICRP pub.99 (2004)	

低線量でのバラつき（標準偏差）
の大きさがリスク推定を困難にし
ている。ただし、これをもってしき
い値が存在することの証拠とは
ならないことに注意が必要。	



原爆被爆者の疫学調査（続き）	

ICRP pub.99 (2004)	



放射線の防護



放射線防護の目的（1990年勧告）	

利益をもたらすことが明らかな行為が放射線被
ばくを伴う場合には、その行為を不当に制限する
ことなく人の安全を確保すること	
 
確定的影響の発生を防止すること	
 
確率的影響の誘発を制限するために 
あらゆる合理的な手段を確実にとること	



放射線防護の考え方	



放射線防護の３原則	

1.  行為の正当化 
 放射線被ばくをともなういかなる行為も正味でプラスの 
便益を生むのでなければ採用してはならない。 

2.  防護の最適化 
 正当化された行為であってもその被ばくは経済的および
社会的要因を考慮に入れながら、合理的に達成できる
限り低く保たれなければならない。 
 as low as reasonably achievable: ALARAの原則	

3.  線量限度 
 個人が受ける線量について、超えてはならない線量限度
を設ける。医療被ばくと自然放射線による被ばくを除く。 
 （ただし、ラドン、自然放射性物質、飛行機、宇宙飛行による被ばく
は職業被ばくにカウントする）	

	

 
	

 
  

 



職業被ばくの線量限度の考え方 
（放射線業務従事者）	

等価線量を確定的影響のしきい値より十分低く制限する	

実効線量を確率的影響によるリスクを「容認できるリスク」に制限する	

１８歳～６５歳までを対象	

実効線量限度の考え方	



職業被ばくの線量限度	

実効線量の限度	

	目的： 	職業上の死亡率を年間10-3に制限	 	 	
	 	そのために、全就労期間中の総実効線量<1Svとする	

　　線量限度:  5年間で100mSv以下（１年あたり平均20mSv以下）	

	 	かつ1年間で50mSv以下	

実効線量の制限により、目の水晶体と皮膚を除くすべての組織・臓器
に確定的影響を起こさないことは確実であるとされている。	

等価線量の限度	

	目的：	目の水晶体と皮膚の確定的影響を防ぐ	

　　線量限度：	目の水晶体の等価線量は１年間で150mSv以下	

	 	皮膚の等価線量は１年間で500mSv以下	



職業被ばくの線量限度（女性）	



公衆被ばくの実効線量限度	

線量限度:  1年間で1mSv以下 
根拠：	容認できるリスクの判断（死亡率10万人に１人） 

 自然放射線の変動量を考慮 
 自然放射線による年間実効線量    
 と同じ線量（ラドン除く）	



公衆被ばくの等価線量限度	

線量限度:  職業被ばくの１０分の１ 

   目の水晶体に対して年15mSv	

　    皮膚に対して年50mSv 
	

根拠: 作業者より被ばく期間が長いため（０歳から一生涯）	

　  集団の中に各組織の放射線感受性が   
 特別に高い小集団が含まれる場合があるため	



線量限度と典型的な線量の比較	

線量限度:  20mSv／年 （職業被ばく） 

   １mSv／年  （一般公衆） 

医療被ばく（線量限度の対象外） 

  胸部レントゲン：　  0.3mSv／年　（平均） 

  胃の検診：   数mSv／年　（平均） 

自然放射線（線量限度の対象外）：　2.4mSv／年　（平均） 

原子力発電所の敷地境界：  0.05mSv／年　（基準） 



低被曝量のリスク推定の困難さ





被曝量と発がん確率の関係	

自然発生率(30%)の1/60	
発

が
ん

確
率

の
増

加
	

被曝量 [mSv]	
自然放射線による被曝量

（日本人平均）	

低被曝量では自然発
生率の統計誤差に埋
もれて、発がん確率
に本当に影響がある
のか確認できない 
⇒「影響がある」と　 
　仮定して防護する	

高被曝量では放
射線による発が
ん 確 率 の 増 加
の 証 拠 が あ る
（1Svあたり5%）	

例：20mSv 
発がん確率
が0.1%上が
る（と仮定）	



「環境危機をあおってはいけない、地球環境のホントの実態」　ビヨルン・ロンバーク著　文芸春秋、2003年	

発がん性物質の例	



少量摂取、低被曝による晩発性リスク推定の困難さ	

•  少量摂取、低被曝量では統計誤差以下の差しか出ない。 
•  少量摂取、低被曝量による発がんリスクは科学的には　　　　　　

　「わからない」。今後も分かるかどうか。。。 
•  規制や管理の点では少量摂取でも摂取量とリスクに直線関係

を仮定する。	

•  少量摂取のリスクを大集団に用いると誰かが必ずがんになるこ
とになる。それをメディアが報道する。 
　→ 「少量でも危険！」と解釈される 
　→ 様々なリスク回避のための適正な政府支出が困難に	

•  アルコール、コーヒーなども発がん物質を含み、摂取量とリスク
に直線関係を仮定すると多数の発がんとなる。放射線も同じ。 

•  農薬、環境ホルモン、放射線など、発がん性を（まじめに）考慮
しているものほど恐れられがち。	



６つの提言が出されている 
 
提言３： 
我が国の学術界は、発がん率、がん死亡
率に関して放射線量に対する線量反応曲
線を推定するための適切な疫学的研究を
計画し、政府・自治体の協力の下実施し、
その他基礎研究との統合的理解を図ると
ともに、その結果を速やかに住民の健康
管理に反映させるべきである。	

余りに小さくて実際の観察が不可能であるようなリスクを定量化し，それに
基づいて放射線に関する方針を勧告することは大変難しい。 
・・・	
低線量リスクには常に不確実性が伴うであろうし，我々はこの不確実性と
折り合いをつける必要があるだろう。　　　（ICRP pub.99, 2004 より抜粋）	





放射線防護における線量の基準の考え方	



放射線防護のまとめ	

放射線防護の目的 
 有益な行為を不当に制限することなく適切に防護、  　
確定的影響を防止、確率的影響を制限 

放射線防護の原則 
 行為の正当化（正味で利益が必要）、    　
防護の最適化（ALARAの原則）、線量限度 

線量限度 
•  実効線量 年平均20mSv（職業）、年間1mSv（公衆） 
•  水晶体の等価線量 年150mSv（職業）、15mSv（公衆） 
•  皮膚の等価線量年500mSv（職業）、50mSv（公衆） 



宿題	


