
第 1章 うやむや にされた内部被ば <調査 と尿検査

(1)福 島県が当初公開した議事録は大幅に削除されていた

福島県が実施 している健康管理調査は、その推進のため山下俊一氏を座長とする検討会が 2011

年 5月 24日 以来、定期的に開かれています。一部が削除された議事録が公開されて問題 となった

のは、福島県が 2012年 4月 に公開した第 1回 (2011年 5月 24日 )か ら第 3回 (2011年 7月 24

日)までの議事録です。

いったいどの程度削除されていたのでしょうか。私達は福島県が 2012年 4月 に公開した議事録

(以降 「4月 版」と呼びます)と 、県民からの情報公開請求などの追求で 2012年 11月 19日 に削

除した部分も含めて福島県が提示 したものと (以降「11月 版」と呼びます)と を比較 してみました。

第 1回では本文 72行中削除されていた部分は 17行に及びます。第 2回では 279行中 161行にお

よびます。第 3回では 207行中 7行です。特に第 2回が多くその削除箇所は全体の 57%に なりま

す。第 1回では 24%です。 しかも特筆すべきなのは、4月 版には 11月 版の内容から追加 された箇

所はほとんどないとい うことです。

福島県は議事録作成にあたつて 「議事メモ」から事務局が議事録用に「元データ」を作 りそれを

検討委員にチェックしてもらい最終の議事録にした、と説明していますが、上記のように大量に削

除されており追加はほとんどなし、とい う状況を考えるならば、もともとかなり正確な議事録が (福

島県の言 う「議事メモ」)が存在 してお り、その 「議事メモ」から何かの事情で公開できない部分

を削除して 「元データ」として委員に提案 して了解をもらつたと考える方が自然です。何故、もと

もとしつかりした議事メモがありながら、それをそのまま議事録 とせず、大量に削除しなければ公

開できなかったのでしょうか。ここにこそ、福島県が進めている県民健康管理調査の最大の問題点

が隠されていたのです。

(2)削除された部分は内部被ばく検査と尿検査をめぐるや りとりであつた

私達は議事録の削除された部分を詳細に確認 しました。その結果は驚くべきことでした。削除さ

れた部分は、県民の内部被ばく調査をめぐってホールボディカウンターと尿検査をどのようにした

ら良いかという議論だつたのです。そしてそれがそつくりそのまま削除されてしまつたのです。削

除された部分の一部を解説を付けながら紹介 してみます。

第 2回
議事録 保護者の不安が非常に強い。

福島市や郡山市では空間線量率もほとん
ど下がらない。
言葉は悪いが、一部ヒステリックになつて
いるので、不安を鎮めるのが行政としては

非常に重要。
サイエンスと安心の、安心の部分。
サイエンスとしては余分なことも、安心の
ためにやらざるを得ない状況。

佐藤委員 とは福島県健康福祉課佐藤部長
(当 時)の ことです。

「ヒステ リック」との言葉まで使つて住民
の 「不安を鎮める」必要性を強調 していま

す。

ここで 「サイエンス」と言つているのは、
この検討会が山下俊一座長以下、1∞ ミリ
シーベル トでも健康影響はないという立場
を前提にして議論されている点に注意が必

要。その立場からは今回の事故の影響は少
ないので 「サイエンスとしては余分」だが
「安心のためにやらざるを得ない」と言つ

ています。
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山下座長
WBCを 100人実施 と朝 日に出ていたが。 WBCと は内部被曝を測定するホールボディ

カウンターの略称です。福島県の意向が朝
日新聞に報道されたことについて、山下座

長がその内容を確認 しています。

事務局
全員一気には無理だが、先行地域から実施

を提案 したい。案であるが、先行地域の飯

館村、川俣町山本屋、それから浪江町。(略 )

WBCも この地域の住民を対象に、ただキャ
パシティの問題もあるので、1割程度を先

行調査のスパンの中でや りたい。

事務局の福島県の担当者はホールボディカ

ウンター (WBC)に よる検査を先行地域の住
民の 1割程度で実施することを提案。

山下座長
住民の 1害Jを や らないと説明が付かない

状況なのか。
事務局
そ うい う状況に追い込まれている。
ある首長からはt全員 と言われている。
先行調査の期間の中で、できるところまで

や りたい。

当時、県民や自治体首長から内部被ばく調
査を実施 して欲 しいとの強い要望が出てい

ることを反映して 「追い込まれている」と
い う切羽詰まった言葉を使っています。

西本氏 (内閣府 )

バ ックグラウン ドレベルが低い ところま
で、バスで行くのが大変。
WBCと 尿の相関をしつかり出して、後は尿
でカットオフ値を決めて、カットオフ値を

超えたらWBCで もよいのでは。

西本氏とは当時原子力災害対策本部被災者
生活支援チーム審議官。オブザーバとして

参力日していた。
WBCに よる測定が特に乳幼児などに対 して

は大変だとい う議論を受けて、尿検査でや

れば良いとい う提案をしている。
「カットオフ値」とは 「足切 り」と同じ意
味。WBCで の測定が大変なので尿検査で足

切 りしてそれを超えた人だけやれば良いと
い う議論をしている。
精度の問題で尿検査の方が良いから尿検査

を提案 しているわけではないことに注意。

事務局
安全だけではなく、安心の問題。
福島市・郡山市 。二本松市といったところ
が収まらない。
尿については、ある首長に話 したが、メジ

ャーになっていない。
WBCでないとだめとい う固定観念がある。

事務局は再度 「安心」のためとい うことを

強調 して住民を収まらせるのが目的だと言
つている。

西本氏 (内閣府 )

リスクコミュニケーションの一環 とい う
趣旨か。
合理的には尿だと思 うが。
WBCはバス移動や機器の圧迫感などス トレ

スがある。
負担感は尿の方が少ない。
尿を本流に位置づけるようにすべきでは

ないか6

「安心」のためとい う指摘を受けて 「リス

クコミュニケーションの一環」と発言 して
いる。

「合理的には尿」と改めて強調 しているが、
精度での比較ではなく、検査のや り易さで

比較 しているにすぎないことに注意が必

要。

事務局
尿検査よりWBCと みんなが言っている状況
で、尿に舵を切れない。

まさに住民をいかに収めるか、とい うリス

クコミュニケーションの立場を表 してい

る。

山下座長
必ずしもサイエンスだけではない。
調整は県にお願いするが、放医研では受け
入れはどうか。

座長として改めて住民の不安を解消するた
めに、彼 らの 「サイエンス」の立場からは
不要な検査をや らなければならないとい う
ことに同意した発言をしている。
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明石委員
「何ベクレル未満は問題な し」とい う形で
カ ッ トオフ値を決めてやるなら、パカパカ

行ける。
一 日に何十人でも。

何ベクレルだったか、結果を示すとなると
そうはいかない。
WBCの校正も必要。
キャパシティの問題もさることながら、合
理的説明が大事ではないのか。

「カットオフ値」は先ほどと同様に足切 り
値のことです。足切 り値を定めて、それ以
下は「問題なし」とい う形にすれば、「一 日
に何十人でも」「パカパカ行ける」、つまり
効率良く測れると言つています。

足切 りをしないで、内部被ばく量を正確に
示そうとすれば、大変だとい うことを言っ
ています。
住民を「安心」させるための測定であって
も、測定するからには、住民を納得させる
「合理的説明」が必要だと述べています。

(3)住 民をいかに 「安心」させるかの議論に終始 している

上記で紹介 した議事録の削除された部分を読めば、議論の中身が住民をいかに「安心」させるか、

とい うことに終始 していたことが良く分かります。

ホールボディカウンターによる測定や尿検査についても議事の中に出てきますが、議論の流れを

見れば、福島県の健康福祉部長や事務局が言つている「安心」のためとい うことを前提として、一

貫して、そのためにどうすれば良いか、とい うことが話し合われているのは明らかです。起こり得

るかもしれない将来の健康被害について、被ばく状況を正確に把握 して被ばくを少 しでも減 らす、

とい う議論は出てきません。

議事録の作成にあたり、何故こうした部分を削除したのでしょうか。県民や自治体の首長が内部

被ばくをホールボディカウンター等で測定して欲 しいと要求しているのは、発生するかもしれない

将来の健康被害を防ぐために、現実にどの程度内部被ばくをしているのか知 りたい、とい うことで

しょう。さらに言えば万が一、がんやその他の病気が発生したときに、それを放射能によるものと

立証するための証拠として残 しておく必要があると考えていた人もいるでしょう。

事務局や検討委員が

この部分の議論を削除

したのは何故でしょう

か。彼 らは、この議論

を県民に知 られてはこ

まる 「何か」があった

のです。それはこの議

事録の削除された部分

そのものが物語つてい

ます。つま り、ホール

ボディカウンターや尿

検査を何のために実施

するのかとい う目的で

す。彼 らはこの測定 目

的が、住民を「安心」

させるためのものであ

り、被ばく状況を正確

内部被ばく測定=添検査をめぐる議事録改変の構図

きちんと
内部被ばく
を瀾れ

精度の高
い尿検査を

図-1 内部被ばく測定・尿検査をめぐる議事録改変の構図
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に把握 して被ばく量の低減や健康被害防止、万が一病気が出た場合の証拠として測定したいとい う

住民の望む測定目的とずれていることを認識 していたのです。無意識的か意識的にかは分かりませ

んが、とにかくこのような背景から測定の目的に関わるこの一連の議論を県民には知られたくない

とい う意識がはたらいたとい うことになります。

一連の議論の枠組みを図形化すると図-1のようになります。

(4) 結局 うやむやにされたホールボディカウンターや尿検査による内部被ばく調査

第 3回検討会では、尿検査とホールボディカウンターによる 109人 の先行検査の結果をもとに内

部被ばく調査の方法についての議論がされています。この議論においても削除された部分は大変重

要な内容を含んでいます。

明石委員による 109名 の先行検査結果を受
けての発言です。

明石委員の説明では尿検査でセシウムが

検出されなかったのは 「尿検査の感度の問
題ではなく、検体が 1回量 (1回分の尿の

こと :引用者注)で少ないことによる」と
述べています。

それを受けて、今後の内部被ばく検査の進
め方について確認 しています。

第 3回
議事録

今回、検出量が少なかつたのは明白であ
るが、今後、内部被ばくはどう計測してい

くのか。

明石委員
WBC検査を受けに来ることができない

方、来ることが難 しい方に、尿検査でスク
リーニングできれば、多くの方に内部被ば
く検査を効率よく実施できると思 う。

明石委員は、尿検査をスクリーニングに使
うことの意義をはつきり認めた発言をして
います。

第 2回検討会で「カットオフ値」(足切 り値 )

を決めれば 「パカパカできる」とい う立場
は変わっていないものの、より広い人々の

検査について尿検査をやることの意義は認
めたのです。

神谷委員
WBCは県でも 5台購入するそ うなので、

組み合わせて多くの方に検査できるよう
にしたら良いと思 う。

明石委員の意見を受けて神谷委員は、尿
検査 と WBCの組み合わせにより、多くの人
の内部被ばく調査ができると提案 していま

す。
上記議論の直後に以下の発言が記述されて
います。 (削 除はされていません)

事務局
WBC検査は、現在 JAEA(日 本原子力研究開

発機構)で 2,800人 を実施中だが、次は警戒
区域、高線量の地域 と、順次拡大していく
考え。
山下座長

内部被ばくのデータも健康管理上重要。
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議事録め削除された部分では尿検査でスクリーニングを行い、県で購入予定のWBCと組み合わ

せれば多くの人の内部被ばく調査ができるとしています。またこの議論を受けて、県事務局も山下

座長も広範囲の内部被ばく調査に前向きな発言を行つています。ただしこれは第 2回議事内容と同

様に、県民を安心させるためのものであり、十分精度良く測って健康被害を防ぐという立場ではな

いことは言うまでもありません。

しかし、実際はこうした前向きな部分は議事録から削除され、実際にも健康管理調査の一環とし

て尿検査によるスクリーニングとWBC検査を組み合わせた、広範な対象者への内部被ばく検査は

行われていません。

どのような力が働いたのか、どのような議論が裏でなされためかは明らかではありませんが、結

果としては第 3回検討会の議論で都合悪いところは削除して、より多くの県民への内部被ばく調査

は実施されませんでした。

議事録湾J除の一件は、福島県と山下俊一氏が進めている県民健康管理調査が放射線被ばくを少し

でも減らし健康被害防止に役立てるためのものでないことを象徴的に示す実例といえるのではな

いでしようか。
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