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福島第一原発構内見取り図�

凍土遮水壁	 共用プール	 



汚染水処理の流れ�福島県第2回廃炉安全確保県民会議�東電資料�

2．地下水流入で�
��どんどん�
��貯蔵タンク増設�
（なかなか稼働しない
多核種除去設備）�

３．放射性物質の除去＝移動・濃縮	 

１．漏れるからできる	 
　　循環注水冷却	 



	 毎日400トンの汚染水が溜まりタンクに貯蔵されている	 
タンクは溶接されるべき所をボルトで留められているため	 
壊れやすく漏洩しやすい。	 

TEPCO	

汚染水総量約50万トン	 



汚染水タンクからの漏洩について　2013年9月12日　東電資料	 
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130912_05-j.pdf	 

汚染水貯留タンクからの漏洩原因調査　	 





アジアにおける人口密度と原発	 

China	  -‐	  77	  are	  planned	  	

India	  -‐	  23	  are	  	  
planned	  	



・被ばくによるがん以外の疾患が引き起こされ	 
　るメカニズムを知ること。	 
　この研究は進んでいない。	 
・慢性放射線障害の症状は老化に似ている。	 
・現在老化の科学は研究者の注目を集めている。	 
・その研究結果によって放射線による	 
　非がん性疾患を説明できる可能性は大きく	 
　放射線専門家は実際にこの研究を行っている。	 

なぜ放射線による“老化”を問題にするのか？	 

放射線による老化の促進	





ベラルーシにおける	  
年令依存性甲状腺がんの発症	   	   	   	  	  

(Y.Demidchik	  et	  al,	  2012)	  	  

0
50
100
150
200
250
300
350
400

1970 1980 1985 1990 1994 1995 1996 2000 2005 2010

0-18

19-35

36-50

51-60

事故当時27才以上でも甲状腺がんが増加	 
事故は24年前。事故後に生まれた子供において	 
甲状腺がんは事故以前に戻っていない。	 

事故後生まれ	 

事故後〜11歳	 

11歳〜26歳	 

27歳〜36歳	 

事故時の年齢	 



慢性甲状腺炎の有病率	  
（成人と青年）１万人あたり	
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ウクライナ政府（緊急事態省）報告書　2006年	 



甲状腺機能低下症の成人と青年	  
（1万人あたり）	
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すべての被災者	 

事故処理作業者	 

30k圏内からの避難者	 

ウクライナ全住民	 

30k圏内からの避難者	 

事故処理作業者	 

ウクライナ政府（緊急事態省）報告書　2006年	 
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事故処理者(1986−87)	  における非がん性疾患の罹患率	 
　　　　　　　（2008年調査、22年後）	 

消化器系疾患(35.8%)	 

神経・感覚器疾患	 
	 	 	 	 	 	 (16.2%)	 

循環器系疾患(20.2%)	 

内分泌系疾患(6.1%)	 

骨格筋系疾患(13.2%)	 

その他の疾患(12.5%)	 

ウクライナ医学アカデミー・放射線医学研究センターのデータ	 



放射線による非がん性疾患の誘発	 
　　広島・長崎原爆被爆者生涯調査線量に比例して増加	 
　　　　　心臓血管系、呼吸器系、消化器系、泌尿器系	 

心
臓
疾
患

死
亡

過
剰
相
対

�

心臓疾患による死亡と線量の関係	

腸管線量（GY)　　　Shimizu Y. et al. BMJ 2012　	 	 	 　 



肺	 

胃などの内蔵	 

腎臓	 

膀胱	 

肝臓	 
心臓	 

脳	 人体の血管系	 

静脈：CO2、が多い　	 

動脈：O2が多い　	 

毛細血管	 

血液が流れる管であり、	 
組織細部に栄養分や酸素を運搬し	 
二酸化炭素や老廃物を持ち帰る。	 
	 
近年では多様な働きが明らか	 
になり生命を運ぶ臓器	 
とも言われていている。	 

血管	 



血管内皮細胞	 

赤血球	 

毛細血管	 

腫瘍あるいは炎症性変化	 

血管誘導物質	 

血管	 

「血管研究と血管治療」	 
『実験医学』28巻、2010年より	 



『Newton』	 2005年11月参考に作成	 



『人体の正常構造と機能』を参考に作成	 

血管内皮細胞の老化による動脈硬化	



動脈内皮細胞の老化	 

老化が進んだ	 
心臓冠動脈内皮細胞	 
	 老化のマーカー染色	 
	 SA-βガラクトシダーゼ(+)	 

同じ人の老化のない	 
内胸動脈	 
SA-βガラクトシダーゼ(-)	 

Minamino	  T.＆Komuro	  I.,	  Cir.	  Res.	  100,	  2007.	



血管内皮細胞の老化を促す因子	 

高血圧　糖尿病　脂質代謝異常　喫煙　	 

DNA損傷、テロメア短縮、ミトコンドリア損傷	 

血管内皮細胞の老化	 

動脈硬化	 

脳梗塞　心筋梗塞	 

放射線	 加齢	



Wagers	  AJ.	  『実験医学』31，2013を参考に作成	



老化の定義：細胞分裂能力の 
　　　　　　不可逆的喪失 
 
　　　正常細胞には寿命があり 
　　　　一定回数分裂したら 
　　　　それ以上分裂しない。 

	

　	 

細胞の老化とは？	



1個の受精卵から分裂、増殖、分化する。	 
成人になっても細胞分裂は続き恒常性を保つ	 
それは各臓器の幹細胞が分裂するから	 

成人	 
60兆個の細胞	 

　受精卵	 
（多能、万能）	 

皮膚	 

胃腸	 

骨髄	 



・各組織にはそれぞれの幹細胞があり、	 
　組織の機能を生涯にわたり維持・再生する	 

ニッチ	 

幹細胞とは？	 

Wager	  AJ	  『実験医学』31，2013	

・幹細胞は自己複製能がある	 
・個体の老化とは？	 
　幹細胞が自己複製能を失い、	 
　生体の恒常性を失う	 前駆細胞	 

幹細胞	 



河本	 宏 	
hHp://www.riken.jp/r-‐world/info/release/news/2008/oct/index.html#frol_01	  
より一部改変 	

骨髄造血幹細胞から各種血球細胞への分化	 

ニッチ	 ニッチ	 

多能性	 
骨髄幹細胞	 

前駆細胞	 

赤血球	 

血小板	 

顆粒球	 

マクロファージ	 

キラーTリンパ球	 

ヘルパーTリンパ球	 

Bリンパ球	 病原体	 

指令	 
抗体	 

前駆細胞	 



免疫老化の機序	

　年令と共に造血幹細胞の	  
	  	  	  全体的再生能が低下	  
	  	  	  未感作T細胞、NK細胞、B細胞の減少、	  
　T細胞受容体多様性減少	  
　炎症性サイトカインの増加のため	  
　　慢性炎症状態	  
	  
　放射線はこれらの機序を亢進させる	  
	



加齢または放射線被ばくでT細胞	  
ホメオスタシスが撹乱される様相 	

正常状態	

楠洋一郎他　放影研ニュース15，2004	



免疫系の老化	

ナイーブ:未感作	 楠洋一郎他　放影研ニュース15，2004	



免疫系に対する放射線影響	

楠洋一郎他　放影研ニュース15，2004	

被爆後 50	  年後の現在でも原爆被爆者の	  
ナイー ブ CD4	  T	  細胞とナイーブ	  
	  CD8	  T	  細胞の数は同年齢の	  
対照群に比べて少なく、	  
これらの細胞プール は適切に維持されて	  
いないようである。 	
	



免疫学的変化と疾患の関係	

楠洋一郎他　放影研ニュース15，2004	

免疫学的パラメーター	

免疫学的パラメータの値と放射線量などの	  
環境因子との間の回帰直線 	
	

ある個人が示す免疫学的 パラメータの値が低いほど、その個人の疾患リスク は高くなる傾向がある。	



骨髄造血幹細胞が増殖能力が低下したら？	 
	 
白血球　	 	 
リンパ球　→抗体産生能	 	 	 
　　　　　　キラーＴ、ヘルパーＴ細胞数	 
マクロファージ　　　　　　	 
　　　　　免疫力の低下	 
	 
赤血球　	 →	 貧血	 
血小板　→出血傾向	 
	 
	 	 造血幹細胞は放射線に感受性が高い	 
	 



　細胞の老化はなぜ起きる？	 

・テロメアの短縮	 
・修復不能なDNA複雑損傷の蓄積	 
・ミトコンドリアDNA損傷の蓄積	 

細胞の老化：正常細胞には寿命があり、	 
一定回数分裂すると分裂能力を失う	 
細胞の寿命を決めているものは何か？	 
なぜ分裂できなくなるのか	 



テロメア	 

テロメア	 

『Molecular biology of the cell』より	 	

DNAの複製	 
紡錘糸	 

複製されたDNA	 それぞれの娘細胞へ	



テロメアの短縮による老化	 

人のテロメア：GGGTTAの繰り返し	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 長さは10,000〜20,000塩基対	 
1回の細胞分裂で100から200塩基を失う	 
一定の長さまで短くなると細胞分裂が不能	 

田原榮俊	 他　『実験医学』31，2013	 



テロメア	 

人テロメアの電顕像	 

1μｍ	

『Molecular biology of the cell』より	 	 

1本鎖3’末端が	 
二重鎖の繰り返し配列
中に差し込まれてt-
loopを形成	 

テロメアは放射線に	 
感受性が高い	 



テ
ロ
メ
ア
の
長
さ	 

5000bp	 

細胞分裂の回数とテロメアの長さ	 

細胞分裂回数	 

細胞老化	 

田原榮俊	 他　『実験医学』31，2013	 



テロメアの長さと寿命	 

生
存
率（

％）
	 

生
存
率（

％）
	 

検査後の生存年数	 

　　　　　　　　　　検査後の生存年数	 
	 
	 

長い	 

長い	 

短い	 

短い	 

生
存
率（

％）
	 

生
存
率（

％）
	 短い	 

長い	 

Cawthon	  RM	  et	  al.	  Lancet	  361,	  2003	

女性	 

男性	 

60歳以上の健康な143人のテロメア長を計測	 
60−64，65−69，70−74，75−79，80−84，＞85才に分け	 
それぞれのグループで上位半分を長、下位半分を短。	 



修復不能なDNA損傷の蓄積	

細胞分裂不能	 

老化	 



化学結合のエネルギー（5〜7eV）	 

水素結合	 

診断用エックス線の	 
エネルギー：100,000eV	 

2nm	 二本鎖切断	 

一本鎖切断	 

Int. J. Rad. Biol.	

Doodhead DT, 
1994	


『Molecular Biology of THE CELL』より一部改変	 

低線量被ばく	 



非照射細胞� 2Gy照射後24時間�2Gy照射後3分�

二本鎖切断の検出	 

蛍光抗体法による�

光っているところが二本鎖切断部位�

Rothkamm	  K.	  Lobrich	  M	  
PNAS	  100,	  2003	  より	



二
本
鎖
切
断
数
／
細
胞
 

線量（Gy）�
Rothkamm K. Lobrich M	

PNAS 100, 2003 より 

放射線による二本鎖切断�線量ー効果関係�

1/35cells/mGy	 



間違えた修復→変異 
再結合・・塩基喪失 

相同組み替え	

による修復 

放射線 

相同染色体 二本鎖切断 

間違いなしの修復 

二本鎖切断の運命 

発がんへ	


修復不能 

正常 老化へ 



修復不能なDNA複雑損傷の残存	

被ばく後の時間（日）	 

1Gy照射後	 

修復不能損傷	 
6Gy照射後1ヵ月	 

線量依存性修復不能損傷	 
（照射後1ヵ月）	 

Noda A et al.  J. Cell Sci 125, 5280 2012	 



修復不能なDNA損傷と細胞の老化（SA-βGal）	 

Noda A et al. J. Cell Sci 125, 5280 2012	 



ヒト正常細胞の老化と修復不能DNA損傷数	 

D
N
A

損
傷
／
細
胞	 

（老化）	 



ミトコンドリアDNAの	  
変異蓄積による老化	



核：直径8μｍ	

ミトコンドリア	
	
	

核膜	

細胞膜	核小体	

細胞骨格	

ゴルジ装置	

リソゾーム	

直径10〜20 μｍ	

小胞体	

DNA	


細胞	 



胃粘膜上皮細胞	 

『ジュケラ組織学』より	 

ミトコンドリアは	 
エオジン好性で赤	 
に染まる。	 
細胞重量の	 
10％〜20％	 

細胞核	 



ミトコンドリア	 
電子顕微鏡写真	 

ミトコンドリア	 
　　	 模型	 

『細胞の分子生物学』	



細胞内のエネルギー（ATP）の80%から90%を産生する	 
細胞内の酸素の90％を消費する（酸素呼吸）	 
細胞内最大の活性酸素（ROS)発生源	 

ミトコンドリアの機能	 

『細胞の分子生物学』を参考に作成	



ミトコンドリアDNA（mtDNA)	 
ミトコンドリア	 
転写因子A(TFAM)	 

	 16,000塩基対の環状二本鎖	 
	 ミトコンドリア転写因子Aと結合→安定化	 
	 細胞あたり数十から数千コピー	 
	 変異率は核	 DNAの100倍以上	 
	 老化した細胞のミトコンドリアには変異が多い	 
	 ミトコンドリアDNAに変異がたまると老化する　	 



ミトコンドリアDNAの変異蓄積による疾患	

•  実験的mtDNAの校正機能欠損マウス	  
　　　ミトコンドリア変異蓄積が5倍	  
　	  
	  　記憶力の低下、脊椎湾曲、皮下脂肪減少	  
　　白内障、骨粗鬆症、脱毛等老化の促進	  
　　心不全による死亡の増加　→寿命は1／3	  
	

Trifunovic A et al. Nature 429 417, 2004 	 



mtDNAの校正機能欠損マウスにおける変異率	 

脳	 心臓	 肝臓	 

8週令	 25週令	 

変
異
数
／
10k

b
p
	 

+/mut	

mut/mut	

+/+	

Trifunovic A et al. Nature 429 417, 2004 	 



	 	 	 ミトコンドリアDNAに変異が蓄積すると？	 
　人為的にmtDNA損傷をなおす機能を消失させる	 

mut:変異型	 

wt:野生型	 

生後25W頃脊椎湾曲　　生後40〜45週	 

脱毛	 

wt:野生型	 

脊椎湾曲	 

Trifunovic A et al. Nature 429 417, 2004 	 



ミトコンドリアDNAの変異蓄積とマウス皮下組織	 

生
後
25
週	 

生
後
40
週	 

正常マウス	 変異蓄積マウス	 

皮下脂肪組織	 
Trifunovic A et al. Nature 429 417, 2004 	 



ミトコンドリアDNAの変異蓄積による老化	

　　　　　　　　ミトコンドリアDNAに変異蓄積が5倍	  
　　　　　　　心不全による死亡の増加　→寿命は1／3	  

Trifunovic A et al. Nature 429 417, 2004 	 

生
存
率（

％）
	 

週令	 

野生型マウス	 

ミトコンドリアDNA（mtDNA)	

ポリメラーゼ（PolgA)	

欠損マウス	 野生型マウス	 

変異マウス	 



ミトコンドリアと老化のまとめ	 
若年	 高齢・加齢	 

抗酸化防御システム	 抗酸化防御システム	 

	 

活性酸素	 

ミトコンドリア機能	 
エネルギー産生	 

ミトコンドリア機能	 
エネルギー産生	 

器官機能	 器官機能	 

老化：がん、神経の変性、骨粗鬆症、動
脈硬化、高血圧、糖尿病、白内障等々	 

活性酸素	 

放射線	 



放射線による老化促進のメカニズムのまとめ	 

・放射線は、テロメアの短縮、修復不能なDNA損傷	 
　ミトコンドリアDNA損傷等を引き起こすことにより	 
　細胞の老化を促進させる。	 
	 
・幹細胞が老化すると個体の恒常性が乱れ	 
　色々な病気にかかりやすくなる。	 
	 
・これまで報告されてきた放射線による	 
　がん以外の疾患は幹細胞の老化によって	 
　引き起こされると考えても矛盾しない	 
　基礎科学的根拠を提供した。	 



結論及びこれからの課題	 

科学ではなく、政治的経済的評価がなされている	 

放射線が非がん性疾患を引き起こす	 
科学的証拠はある	 

　　なぜ無いことにされるのか	 

科学的根拠に基づいて、人権の視点からの評価が必要	 

原発のない社会に繋げる	 


