
1 
 

放射線リスクに関する基礎的情報へのコメント放射線リスクに関する基礎的情報へのコメント放射線リスクに関する基礎的情報へのコメント放射線リスクに関する基礎的情報へのコメント    

復興庁が 2014 年 2 月 18 日に公表した帰還に向けた「リスクコミュニケーション」の言葉の通常の定義。 

リスクの定義リスクの定義リスクの定義リスクの定義：一般的には、「ある行動に伴って（あるいは行動しないことによって）、危険に遭う可能性や損を

する可能性を意味する概念」 と理解されている。日本語ではハザード (hazard) とともに「危険性」などと訳

されることもあるが、ハザードは潜在的に危険の原因となりうるものを指し、リスクは実際にそれが起こって現

実の危険となる可能性を組み合わせた概念である。ハザードがあるとしてもそれがまず起こりえない場合のリス

クは低く、一方確率は低くても起こった場合の結果が甚大であれば、リスクは高い。経済学的には、リスクは「あ

る事象の変動に関する不確実性不確実性不確実性不確実性」を指し、リスク判断に結果は組み込まれない。例えば、投資の場合は、リスク

は特定の銘柄に投資するより、分散投資する方がリスクが小さく、市場リスクに近くなる。投資先の固有リスク

を出来るだけ避けられるから。 

物のリスクは、物（物質と物品）にかかわって、その周辺物（人、生態、有形財産）が実際に被る可能性がある

悪影響の大きさを示し、必ずマイナス・イメージである。プラス・イメージについてあわせて議論するときには

ベネフィットという語とともに使われる。リスク概念は「安全」概念の定義と結びつけてはじめてその概念と背

景にある思想が理解できる：安全とは、リスクが小さいことである。 

物固有の危険性：1.機械危険性: 物品の持つ機械的特性に基づく危険性。鋭利な刃先（裂傷にかかわる）、回転機   

 械（巻き込まれ事故に係わる）等。 

  2.物理危険性: 物の持つ熱、圧力、音など物理現象に基づく危険性。特に、燃焼性、爆発性が問題となる。 

  3.健康危険性: 物質の持つ人の生命および健康に係わる有害性。急性毒性。慢性毒性。発癌性。感作性（ア

 レルギー）、生殖毒性、変異原性等。 

  4.環境（生態）危険性: 物質の持つ地球環境や人以外の動植物に係わる危険有害性。オゾン層破壊物質、温

 暖化物質; 水棲生物に対する急性・慢性毒性。陸棲生物に対する急性・慢性毒性等。(ウィキペディア) 

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション：一般に、コミュニケーションは情報の伝達だけでは充分に成立したとは見なされ

ておらず、人間と人間の間で、《意志の疎通》が行われたり、《心や気持ちの通い合い》が行われたり、

《互いに理解し合う》ことが起きて、はじめてコミュニケーションが成立した、とされている。 

 

政府が化学品の安全性や食の安全性に使用していたリスクコミュニケーションの言葉の使用方法：政府が化学品の安全性や食の安全性に使用していたリスクコミュニケーションの言葉の使用方法：政府が化学品の安全性や食の安全性に使用していたリスクコミュニケーションの言葉の使用方法：政府が化学品の安全性や食の安全性に使用していたリスクコミュニケーションの言葉の使用方法：    

物固有の危険性については、化学物質や食の安全の観点から、リスクアナリシスに基づき、近年、次のように管

理されようとしている。 

 

 

 

    

    

リスクアナリシスリスクアナリシスリスクアナリシスリスクアナリシス::::リスク分析とも言われ、リスク評

価者とリスク管理者との間の文書によるコミュニ

ケーションと全過程における関心を持つ組織・人々

との双方向性のコミュニケーションを含むべき。    

                                                                                                リスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメント::::    行政が行う実際の管理方

法であって、リスク評価に基づいて、透明性、首尾一貫性を要し、文書化される。 

リスクアセスリスクアセスリスクアセスリスクアセスメントメントメントメント::::リスク評価とも言われ、リスク

管理者からの依頼により専門家が行う。リスク管理

に組込むべき要素。リスク評価に先立ち、全ての関

係者と協議した上でリスク管理者がリスク評価方

針を制定し、評価が系統的で、かけたところがなく、

公正であって透明性が保たれたものになるよう保

証する事。 

リスクコミュニケーションリスクコミュニケーションリスクコミュニケーションリスクコミュニケーション：リスク管理、リスク評価で検討されている個別の問題の認識と理解を促進

し、全ての関係者の関心について情報交換する。 

（[政府が適用する食品安全に関するリスクアナリシスの作業原則]CAC/GL62-2007 FDA、WHO より） 
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１．空間線量率の経年変化１．空間線量率の経年変化１．空間線量率の経年変化１．空間線量率の経年変化    

 

帰還して居住する為には、実際の放射線量がどれだけあるかが大切で、事故時からどれだけ減ったかは、現在生

活をする人間から見たら関係ないのでは。減ったこと(半減期での自然減少もあるので)の強調でなく、どれだけ

の放射線量があるのかを伝えるべき。(線量率とは、時間当たりの線量をいう。) 

〇 放射線量の測定は、空間線量のみを取り上げていますが、地面から高さ 1m の空間線量は、大人のためであ

り、はるかに小さい子どもの事を無視しています。特に 0.1μシーベルト以下の測定は、土壌汚染で見ないとあ

いまいな結果になってしまうと思われます。 

地面からの高さを変えての測定により、その汚染の性質を少し見分けられるようです。例えば、1m の値と 2cm

の値が同じようなら、それは汚染によるものではないのではと想像される。地面に近い測定値で、ホットスポッ

トなのか、広い範囲の汚染なのかも推定が出来るのでは？ 

〇 セシウムが物理的半減期と風雨で減っている点を説明しているが、同時に風雨で飛散した放射能の行く先は、

川や海とどこかの新たなホットスポット生成の可能性もあるのではと思われます。 

 

汚染図がありますが、チェルノブイリの避難基準は以下のようになります。 

 

この基準を福島に当てはめると薄いブルー以上は移住の義務区域、濃いブルーが移住の権利区域です。 

        
福島県の空間線量率の推移の合同庁舎の測定値の計測器の置き場所が、地面１ｍであるのかの疑義あり。 

参考：福島の強制避難区域 

  20202020 ミリシーベルトミリシーベルトミリシーベルトミリシーベルト以上 

想像：当初、10 ミリシーベルト

としようと思ったが、福島市や

郡山市の汚染が 10 ミリシーベ

ルト以上だったので、避難者を

少なくするため 20 ミリシーベ

ルトしたそうです。 
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２．事故直後の外部被曝の状況２．事故直後の外部被曝の状況２．事故直後の外部被曝の状況２．事故直後の外部被曝の状況    

〇 外部被曝の状況を知るために、個人の記憶を頼りに行動記録から推計をしている。4 か月間の行動記録を果

たして、どれだけ正確に答えられるだろうか。 

 

被曝による健康への影響被曝による健康への影響被曝による健康への影響被曝による健康への影響    

�  1 ミリシーベルト/年      

 日本政府が採用している一般公衆の被曝限度。1ミリシーベルトの放射線を浴びた場合、10 万人当たり 1から 37

人の人が癌で死亡するとされている。なお、チェルノブイリ原発事故の際には、年間５ミリシーベルトの外部被

曝線量を越える地域で避難指示が出された。 

� 5 ミリシーベルト/年 

 チェルノブイリ基本法で、強制退避基準とされている値。 

 原発労働者の白血病労災認定基準 5 ミリシーベルト/年×従事年数（76 年労働基準局長通達） 

�  20 ミリシーベルト/年、3.8μシーベルト/時 

 労働基準法で、18 歳未満の作業を禁止している「放射線管理区域」(0.6μシーベルト以上）の約 6倍に相当 

 米国およびドイツの原発作業員における被曝限度量。 

�50 ミリシーベルト/年 

 日本の原発作業員の被曝上限。5 年間で 100 ミリシーベルト。 

 

帰還の基準 20 ミリシーベルト/年に対する日本医師会の声明日本医師会の声明日本医師会の声明日本医師会の声明    2012 年 5 月、 

 －略－ しかし、そもそもこの数値の根拠としている国際放射線防護委員会(ICRP)が 3 月 21 日に発表し

た声明では「今回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベルとして、1~20 ミリ シーベルト/年の

範囲で考えることも可能」としているにすぎない。このののの 1~20 ミリシーベルトを最大値のミリシーベルトを最大値のミリシーベルトを最大値のミリシーベルトを最大値の 20 ミリシーベルトとミリシーベルトとミリシーベルトとミリシーベルトと

してしてしてして 扱った科学的根拠が不明確である。また成人と比較し、成長期にあ扱った科学的根拠が不明確である。また成人と比較し、成長期にあ扱った科学的根拠が不明確である。また成人と比較し、成長期にあ扱った科学的根拠が不明確である。また成人と比較し、成長期にあるるるる子どもたちの放射線感受性の高さを子どもたちの放射線感受性の高さを子どもたちの放射線感受性の高さを子どもたちの放射線感受性の高さを

考慮すると、国の対応はより考慮すると、国の対応はより考慮すると、国の対応はより考慮すると、国の対応はより 慎重であるべきと考える。慎重であるべきと考える。慎重であるべきと考える。慎重であるべきと考える。 

ICRP は Publication111(2009 年)「原子力事故または放射線緊急事態後の長期汚染地域に居住する人々の防御に

対する委員会勧告の適用」において、参考レベルとして 1mSv～20mSv の低い部分(可能なら出来るだけ低く)設

定されるべき、長期的には１ｍSv/年が参考レベルで、可能ならば更に低減すべきと言っています。 

本文下図の健康管理調査｢基本調査｣に関し、ネットで確認出来ず、①回収率が明確でない、②対象人口がどれだ

けいるのか明確に出来なかった。(ウィキペディア：実効線量とは、等価線量に臓器毎の加重係数をかけたもので、

加重係数は、体全体で１と仮定しているため、加重係数は常に 1 以下となり、等価線量より常に小さくなる。等

価線量は、その臓器が受けた線量で、各臓器の線量管理に用いられている。)

左の図は、飯館村における初期被曝

を県民健康調査と今中哲二氏が環

境省の研究の一環として行った調

査結果の比較です。各人の記入方式

と聞取り調査方式の違いもありま

すが････。詳細はこちらを 

http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSR

G/etc/13-12-4NSRAa.pdf 
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原爆被爆の場合との比較原爆被爆の場合との比較原爆被爆の場合との比較原爆被爆の場合との比較    

政府は、内部被曝を出来るだけ認めず、外部被曝を重視して、福島に対応しようとしています。 

では、原爆被爆者や被曝労働者の場合を見ていく事で、今後のフクシマの姿を少なくとも外部被曝については推

測できるのではと考えてみました。 

 

低線量域における原爆被爆者の固形がん ERR における直線性(1950-1997 年調査)出典：放影研報告書 No24-02 

原爆被曝者：3 ㎞まで、2.4mSv 

 被爆者手帳を交付され、医療費無料。 

   年 1~2 回の定期健康診断無料 

100mSv までガンの発生はないと言っ

ていたのは、爆心地 2km（NHK より） 
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100mSv までは、ガンの発生がないと言っているが、実際の状況は、上図であり、明らかに 100mSv 以下でもガ

ンの発生が認められる。統計的に有意差がないという事だけです。統計的有意差は、検査件数を上げる事により

有意差が出る場合が多いです。疫学調査での 6~7 万件では少ないそうです。 

同じように、年齢別にガンの過剰発生やガン以外の疾患の死亡相対リスクをみています。 

 

 

多くの疾患が被曝

の影響を物語って

いるようで、感染症

のみ相関が認めら

れない事から、放射

能の影響が全身に

及ぶ事が推測され

る。 
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原爆被曝者 1233 人、原発労働者 101 人 原発事故後子供達、女性達に現れている症状 

肩こり・後頭部の  

視力の低下  

風邪をひきやすい 〇、治りにくい、発熱 

体がだるく腫れる  

目がかすむ・二重に見える 結膜炎、花粉症状悪化 

立ち眩み  

息切れ  

胸やけ  

頭痛・ 〇、倦怠感 

手足のしびれ  

蕁麻疹 〇、湿疹、アトピー症状悪化 

鼻血 〇、鼻炎、花粉症悪化、警部リンパ節膨脹 

咳・たんがよく出る 〇 

背中・腰の痛み 〇、膝痛 

のどが渇く  

耳鳴りがよくする  

 皮下の内出血、爪の変形、歯茎からの出血、下

血、血便、 

 不眠、恐怖感 

 動悸、不整脈 

 甲状腺腫脹、生理不順 

 流産、死産、未熟児早産 
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３．個人線量計による外部被曝の状況３．個人線量計による外部被曝の状況３．個人線量計による外部被曝の状況３．個人線量計による外部被曝の状況    

 

〇 個人線量計とは、” 原子力施設などで管理区域(0.59μSv/h)に立入る者は放射線測定器を着用し、その立入

り期間中の外部被ばく線量の測定が行われ、それに利用される測定器を個人線量計という。”と定義されていま

す。本来は放射線管理区域で仕事をする人の為にあるものです。 

〇 国及び福島県は、個人線量に基づく放射線健康不安対策事業として、3 億 5 千万円の予算で、次のような内

容です。 

避難している避難区域の住民で、今後、指定解除になり帰還した後の健康影響に関わる情報の一つとして、個人

線量計を配布し、外部被曝の線量を測定し、ホールボディカウンター（WBC)で内部被曝線量を測定し、帰還地

での被曝線量を把握するためで、空間線量より個人の外部被曝の線量を正確に把握する目的。 

実際に配布されるのは中学生以下の子どもと妊婦との事、期間も 2 週間～2 か月と市町村によってまちまちのよ

うです。 

  

 

 

 

 

    

    

実効線量とは：等価線量のように吸収線量に放射線荷重係数を掛け合わせ 

ることで放射線の生物影響を平準化したのと同様に、各臓器の等価線量に 

その臓器に対応した組織荷重係数（tissue weighting factor）を掛け合わせ 

て、すべての臓器について足し合わせたもの（臓器の違いによる放射線感受性の違いを平準化して一つにまとめた線

量）を実効線量（effective dose）と呼ぶ。組織荷重係数は小数点以下なので、実効線量は等価線量よりもはるかに低

い値となることが多い。(ウィキペディアより)        

左下図の黄色部分は、汚染状況重点調査

地域と定義されており、毎時 0.23μSv
を除染計画を作成する地域としている。 

毎時 0.23μSv は、計算すると２mSv/年になるが、家の中は外の 40%とし

て、外にいるのは 8 時間とし、次のように計算して 1mSv/年としている。

自然界から 0.04μSv、事故による追加 0.19μSv、家の中は 40%として 0.19
×(8 時間＋0.4×16 時間)×365 日＝1ｍSv/年。 
 

汚染状況重点調査地域は以下の通り汚染状況重点調査地域は以下の通り汚染状況重点調査地域は以下の通り汚染状況重点調査地域は以下の通り    
岩手県岩手県岩手県岩手県：一関市、奥州市、平泉町 
宮城県宮城県宮城県宮城県：石巻市、白石市、角田市、栗原

市、七ヶ宿町､大河原町､丸森町､山元町 
福島県：福島県：福島県：福島県：福島市､郡山市､いわき市､白河

市､須賀川市､相馬市､二本松市､伊達市､

本宮市､桑折町､国見町､大玉村､鏡石町､

天栄村､会津坂下町､湯川村､三島町、昭和

村､会津美里町､西郷村､泉崎村､中島村､

矢吹町､棚倉町､矢祭町､塙町､鮫川村､石

川町､玉川村､平田村、浅川町､古殿町､三

春町､小野町､広野町､新地町､田村市､南

相馬市､川俣町､川内村 
茨城県茨城県茨城県茨城県：日立市､土浦市､龍ケ崎市､常総

市､常陸太田､高萩市､北茨城市､取手市､

牛久市､つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、

守谷市、稲敷市､鉾田市、つくばみらい市、

東海村､美浦村､阿見町､利根町 

栃木県栃木県栃木県栃木県：佐野市､鹿沼市､日光市､大田原

市､矢板市､那須塩原市､塩谷町､那須町 
群馬県群馬県群馬県群馬県：桐生市､沼田市、渋川市、安中市､

みどり市､下仁田町､中之条町､高山村､東

吾妻町､片品村､川場村､みなかみ町 
埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県：三郷市､吉川市 

千葉県千葉県千葉県千葉県：松戸市､野田市､佐倉市､柏市､流

山市､我孫子市､鎌ケ谷市､印西市､白井市 

個人線量計は、通常の線量計より値が小さくなりま

すが、実効線量よりは、小さくならないので良しと

しています。しかし、実効線量そのものが、正しい

概念なのか疑問が残ります。 



8 
 

４．初期の内部被曝の状況４．初期の内部被曝の状況４．初期の内部被曝の状況４．初期の内部被曝の状況    

((((事故直後の小児甲状腺スクリーニング調査事故直後の小児甲状腺スクリーニング調査事故直後の小児甲状腺スクリーニング調査事故直後の小児甲状腺スクリーニング調査))))    

 

〇 SPEEDI とは緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムで緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムで緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムで緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムで、原子力発電所などから大量の放

射性物質が放出されたり、そのおそれがあるという緊急事態に、周辺環境における放射性物質の大気中

濃度および被曝線量など環境への影響を、放出源情報、気象条件および地形データを基に迅速に予測す

るシステムである。開発費を含めれば 200 億円以上かけたシステムとの事、そしてその内容は正しか

ったのに、政府は米国には報告しても国民には知らせませんでした。飯館村、川俣町、いわき市等、

SPEEDI の公表があれば避けられた被曝を、みすみす受けたのです。 

〇 WHO ヨウ素製剤配布基準 19 才未満 10mSv 推奨、米国 50mSv、日本 100mSv 又、欧米諸国

は事前配布、日本のみ事後配布のみ。飲用 24 時間有効。原則、被曝直前か被曝後 5 時間以内に飲用。

被曝後 8 時間以内で 40%抑制効果、24 時間内 7%。 

〇甲状腺簡易測定において、福島県は、2011 年 3 月 14 日から体表面スクリーニングの値を、それま

での 13,000cpm から 100,000cpm に引き上げた。この 13000cpm は、100mSv に該当し、ヨウ素製剤

を飲ませる基準である。(バックグランドが、13000cpm より高かった。) 

原子力安全委員会は、2011年3月23日に指示した内容：甲状腺の等価線量が高いと評価された地域の小児

の甲状腺線量の実測を依頼した。小児甲状腺サーベイのスクリーニングレベルは一歳児の甲状腺等価線量１

００ｍＳｖに相当する2μSv/h＊１とし、サーベイメータの指示値からバックグラウンドを除いた正味値がこ

れを超える場合は専門機関等に問い合わせること、とした。(他の資料では1歳児､100mSvで0.2μSv) 

 

 

注２に、空間線量が高くて測定できなかったとあるが、そのような高い状況に居る場合は、即、ヨウ素剤を飲む

べきではないか。バックグランドの少ない場所を探して測定すると言うのは、あまりに器械の測定値に捉われた

発想ではと思う。 

・甲状腺 100mSv に相当する甲状腺ヨウ素残留量は、1 歳児 1 日後 7000Bq、12 日後 2000Bq、5 歳児は 4 日後

が最高で 9300Bq,12 日後 3900Bq、10 歳児最高 12 日後 8900Bq、http://www.remnet.jp/lecture/b03_01/a02.html 

 

ＷＨＯは、小児に関しては副作用は考えられないので、１０ｍＳｖで投与してもリスクベネフィットはバランス

がとれるということを言っている。(鈴木元国際医療福祉大学教授談） 

  

実際の県の測定法は、着衣の値を引く

事をバックグランドとした。 

原子力委員会のマニュアルは、空間線

量をバックグランドと考えている。 
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５．甲状腺検査の状況５．甲状腺検査の状況５．甲状腺検査の状況５．甲状腺検査の状況    

〇 チェルノブイリの甲状腺ガン検出状況 

 

〇 福島県の甲状腺検査結果 

放射線医学(福島)県民健康管理センターのサイトでの検査方法：甲状腺検査は、福島県立医科大学と、

福島県内外の医療機関などが連携して実施します。検査は、ゼリーをつけた器械（2cm×5cm 程度）

を首に当てて、超音波で甲状腺の状態を調べます。検査時間は、数分程度数分程度数分程度数分程度です。 

甲状腺専門病院(隈病院)のサイトの検査方法：超音波だけでしこりの良悪性の確定診断を行うことは困難で

すが、ある程度の質的診断（良悪性の鑑別）が可能です。また、触知できない小さい病変や、しこりの大きさの

変化を比較するのにも有用です。検査時間は甲状腺で約１０分約１０分約１０分約１０分程度程度程度程度。 

〇 A2 判定の基準は、大人の基準であって子どものものではありません。子どもの発生があまりに少ないので

子どもの基準はないのです。国立がんセンターの甲状腺ガン発生調査によると、ゼロ歳から 9 歳までで、 

  

福島県での検査結果と青森、山梨、長崎の結果がほぼ同様と 5 ページ末で述べております。放射能を多量に浴び

たに違いない福島の子どもと他の県との結果が本当に似ているのかどうか、検討します。 

まず、3 県の対象年齢は、3 歳からとなっていますが、その人数は少なく、いずれ全体に占める割合は 1 割以下、

つまり 6 歳からのデータとみてもよいのです。年齢が関係する病気としては、適切な比較対象になっていないと

言えます。 

100 万人あたりでも 1 人以下の発生です。10 歳から

14 歳で 1-2 人という感じです。甲状腺ガンは、年齢

に大きく関係している事がよくわかります。 

 

１９９５年をピークに、こどもたち

の間での甲状腺ガンは減っていき

2002 年にはゼロになっています。

つまり、事故後 14 年間で全く発生

しなくなったのです。これにより、

甲状腺ガンのみは、放射能の影響で

ある事が否定できなくなり国連科

学委員会が 2008 年に認めました。

http://www.cher9.to/jiko.html 
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次に、C 判定が１なのに、75 人のガン発生が認められると記載されているのは、C 判定の判断に慎重であったの

で、ガンの異常が、B 判定の中に分類されていたのだろうと思われます。(ある意味、C 判定がある事は無意味) 

この最終判断で比較すると福島県ガン発生 75 件/254,280 件で、約 0.03%、即ち 10000 人に 3 人となります。 

一方、3 県でも、1 人のガン発生しかないが、母集団の数が 4365 人なので、比率として 10000 人あたり 2 人と

なります。福島と 3 県との比較は、年齢構成が一致せず、後述するように根本的な問題を含んでいます。 

B 判定の集団での細胞診数を比較すると 

   3 県   20 人中 2 人 10% 

   福島県  871 人中 369 人 42.37% が細胞診になっていた。 

 

福島県の甲状腺結果福島県の甲状腺結果福島県の甲状腺結果福島県の甲状腺結果の原因別比較の原因別比較の原因別比較の原因別比較(松崎道幸先生資料より) 

福島の甲状腺ガンの男性発生数を 1 としてみると 

 

福島の甲状腺ガンは明らかに、自然発生ではなく、チェルノブイリと同じ放射線によるものと推測される。 

 

更に、2014 年 5 月 19 日公表の甲状腺がん発症状況 90 人を年齢別、性別でグラフ化すると次のようになってい

る。（第 15 回県民健康調査検討委員会資料より引用） 

  

 

 

左図によると被曝時、10 歳ま

での発症が、7人となっている。

甲状腺ガンは、年齢依存性が強

い事が知られているので、次の

図に国立がんセンターによる

甲状腺ガン罹患率と比較して

みる。 

 

次図にあるように、10 万人当

りの年齢別患者は、10 歳未満

はゼロで、明らかに年齢に依存

して発生している事が明らかである。尤も、上図の年齢は、被曝時の年齢であって、発症時の年齢ではないので、

3 年後の年齢で考えてみる。 
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普通は、甲状腺ガンの発症は、14 歳未満では、

10 万人に 0.1 人だけの発症であり、被曝時では

10 歳までの子どもに該当します。前ページの

90 人発症の図から 14 歳未満を数えると 7 人で

ある。今までの受診者数、28 万 7 千人から考え

ると、10 万人当りでは、2.4 人、約 24 倍もの

高発生率である。 

福島のおける甲状腺ガン発生が、原因はどうで

あれ、異状である事は確かと思われます。 

さらに、6 月 10 日の委員会では、手術が過剰診

療に当たるのではとの指摘（自然発生の場合は、

転移の可能性が低く、必ずしも手術の必要がな

い場合が多いので）に対し、リンパ節転移があ

ったので手術している旨の回答がありました。 

これも異常発生が、自然発生のガンとは異なる

事を示しています。 

 

 

更に、これらの発生を地域別にまとめたのが、次図です。 

 

この図は、各地域別のデータを可視化し、その発症リスクをオッズ比として求めたものです。オッズ比は後述し

ますが、1 が無関係で、1 より大きければプラスの相関、小さければ負の相関を意味します。 

黄色の二本松市や本宮市では 5 倍近い相関がある事がわかります。 

医療問題研究会の入江紀夫先生

の講演資料より引用 
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このような地域的相関が高い事は、甲状腺ガンの発症が、潜在的なものを早期に発見したものではない事を意味

しています。自然発生なら、地域別な差が出ないはずです。汚染の度合いに従った発症率の差が推測されます。 

 

自然発生は年齢 20 歳くらいまでで 10 万人に 1 人としてオッズ比を計算すると 

福島の甲状腺 

 放射能暴露あり 暴露なし 合計 

症状 発生数 A1 人(89 人) A0 人（1） M1 人 

症状を発生しなかった人 N1－A1 人（295,422） N0－A0 人（99,999） Mo 人 

観察開始時人数 N1 人（295,511） N0 人（100,000） M1 人＋M0 人 

  オッズ比：｛A1×(N0－A0)｝÷｛(N1－A1)×A0｝倍 

       89×99,999÷295422×１＝8,899,911÷295422＝30.1  明らかなガン発生増加 

これは、国立がんセンターの甲状腺ガンになった人々のデータを参考にしているので、サーベイランスとして行

っている福島のデータとは異なるという意見もあります。 

前掲の有病率オッズ比と大きく異なるのは(前掲は最大 5.95)、前掲の場合は、対象を同じ福島県の影響が少ない

地域にしているためです。その地域でも影響がある可能性を考えれば、実際の有病率オッズ比は、もっと高くな

るものと思われます。そのためにも、他府県、特に西日本でのバックグランド調査の拡大が望まれます。 

 

このような状態でも福島県と福島医大では、放射線との関連を認めていません。 

その根拠の一つとして言っていつのが、長崎市、甲府市、弘前市で行った甲状腺のサーベイランスの結果です。 

この結果のオッズ比を同じように調べてみました。 

3 県の甲状腺  

 暴露なし(3 県) 暴露なし（過去全国） 

症状発生数 1 1 

症状を発生しない人 4364 99,999 

観察開始時人数 4365 100,000 

オッズ比：1×99,999÷4364×1＝22.9≒23 

3 県の測定結果は、オッズ比で見ると福島の 30.1 と似た結果になっているが、検査数の 2 ケタも少いので、福島

と同じようと言うのは尚早と考えます。表からもわかるように、10 万人当り 1 人と仮定している対象と、5000

人弱の検査者では、同じ１人の発症でも、オッズ比ではこのように異なります。少なくとも、１０万人の検査数

がなければ、オッズ比は適正に表れない事がわかります。疫学調査には、数多くの調査結果が必要なのです。 

 

更に、甲状腺ガンは、年齢依存性が前ページの上の図のように高く、この 3 県と福島の年齢構成の違いをみると、

3 県の結果が、対象としてはふさわしくない事は明らかである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 県の受診者年齢分布         福島県の受診者年齢分布 

年令 人数 比率  年令 人数 比率 

3~5 才 189 4.3％  0~5 才 77,871 28.9% 

6~10 才 1,275 29.2％  6~10 才 83,466 31.0% 

11~15 才 1,995 45.7%  11~15 才 77,536 28.8% 

16~18 才 906 20.7%  16~18 才 30,481 11.3% 
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言葉の説明：言葉の説明：言葉の説明：言葉の説明：    

オッズ比オッズ比オッズ比オッズ比：オッズ比オッズ比オッズ比オッズ比（オッズひ、Odds ratio）は、ある事象の起こりやすさを 2 つの群で比較して示す統計学的

な尺度である。オッズとは、ある事象の起こる確率を p として、p/（1−p）の値をいう。 

オッズ＝p/（1−p）   

オッズ比はある事象の、1 つの群ともう 1 つの群とにおけるオッズの比として定義される。事象の両群における

確率を p（第 1 群）、q（第 2 群）とすれば、オッズ比は 

       p/(1－p)÷q/(1－q)＝p/(1－p)×(1－q)/q＝p(1－q)/q(1－p) 

オッズ比が 1 とは、対象とする条件あるいは事象の起こりやすさが両群で同じということであり、1 より大きい

（小さい）とは、条件あるいは事象が第 1 群（第 2 群）でより起こりやすいということである。オッズ比は必ず

0 以上である。 

           たすき掛け 

事象の暴露あり症状発生数ｐ 暴露なし 症状発生数 ｑ 

暴露あり、無症状数 1-p 暴露なし 無症状数  1－q 

 

オッズ比は、薬が効いたかどうかを調べる時に必須の手段です。投与した患者と投与しなかった患者の症状の現

れ方の違いにより、その薬が効くか効かないかを判断します。 

  

オッズ比＝オッズ比＝オッズ比＝オッズ比＝p(1p(1p(1p(1－－－－q)/q(1q)/q(1q)/q(1q)/q(1－－－－p)p)p)p)    
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６．現在の内部被ばくの状況６．現在の内部被ばくの状況６．現在の内部被ばくの状況６．現在の内部被ばくの状況    
((((ホールボディカウンター検査ホールボディカウンター検査ホールボディカウンター検査ホールボディカウンター検査))))    

早野氏・坪倉氏談 http://synodos.jp/fukkou/1129 

ホールボディカウンターについてホールボディカウンターについてホールボディカウンターについてホールボディカウンターについて：体内のガンマー線を測る器械。空間のガンマ線を遮断する為、大掛かりな装

置になる。遮蔽された狭い空間に入って検査器の前に 2 分間立って測定。本来、WBC は原発作業員が 1 日の作

業を終えた後に短時間で検査出来るように作られた装置。その為、150-190cm の範囲なら、誤差 15%位の精度

で測れるように設計されているので、慎重 1m 位のお子さんや背の低い方を測るには不向きな構造。又、子供を

測りにくい別の理由もある。内部被曝を判断する数値は、全身で 300 ベクレル位。子供が 1 日 10 ベクレル食べ

てもぎりぎり 300 ベクレル検出。大人なら 1 日 10 ベクレル食べた場合、1400 ベクレル位検出。子どもの方が代

謝が早いので、大人より早く尿に排出してしまうので。子供は食べる量も少ないので、なおさら難しい。 

シーベルトとベクレル値シーベルトとベクレル値シーベルトとベクレル値シーベルトとベクレル値：WBC の結果を南相馬市ではベクレル、県ではシーベルトで表しているが、その理由

は？  外部被曝の検査では、シーベルト、内部被曝はベクレルの結果となる。比べやすいように県は、シーベ

ルトに統一している。南相馬では、内部被曝を下げる為や内部被曝の原因を明確にするためにもベクレルにして

いる。(坪倉) 南相馬の測定では、最も高い人で 1 日 20 ベクレル位、1 年間摂取し続けても 1mSv の 10 分の 1

位。県の表現方法では 1mSv 未満として埋もれている部分。尿中セシウム検査尿中セシウム検査尿中セシウム検査尿中セシウム検査：福島県は、何故か、高い機器が

必要な WBC を進め、簡便で誰でも可能な尿の

検査をしようとしていません。尿を何故調べる

とよいのかを説明します。尿は、体内に吸収さ

れた不必要な物質を水溶性に変えて体外に排

出する機構です。従って、セシウムのようなも

ともと水溶性の物は、必ず尿中から排出されま

す。それ故、尿中のセシウムの検査は、摂取し

たり蓄積していたセシウムが排泄された時、確

認出来ます。 

以下、フクロウの会の尿検査結果をご紹介して

いきます。(フランス・ACRO に依頼：検出限

界 3Bq/l、福島県は 13Bq/l) 

左上の図は、2011 年 5 月末から 2012 年 11 月

末までに、フクロウの会が検査した 150 回 123

人の地域を表しています。地域名で黒く囲われ

ていない地域は、尿中にセシウムを検出しなかった人の住んでいた所ですが、個人差もあり、決してセシウムが

 

なかったり少ないという事ではありません。こ

の図から、東日本全域で尿中セシウムが検出さ

れている点は重要です。 

左図は、上記測定値の値の分布を表しており、

2012 年 12 月分だけ、左上図と異なるものです。 

400 日以降は関東地方や静岡県の測定値が入っ

たため大きく下がっています。 
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被曝直後の福島市の子ども 10 人の尿検査

を行った図が左で、横軸が日数、縦軸が尿

中の放射線量 Bq/l です。左図の初めの点

は被曝後 14 日、2 か月後に同じ子供を測

定した結果が右側の点です。下がった子供

達は、いずれも検査後、福島を離れており、

一人だけ値が変わらない子は、福島に留ま

っていました。 

 

左図は、一関市の 4 才の女児の尿検

査の値で、当初､4.5Bq/l あり、際立

って多かったのですが(家がシイタ

ケ栽培で、高濃度汚染されたシイタ

ケを食べていた。)、食べ物に気を付

けて過ごした結果、四角点のように

なり、生物的半減期を示す波線に沿

って減少したことが確認出来まし

た。 

一方、運動部の 17 歳の福島の高校生の場

合は、生物学的半減期ほどは減らず、何か

汚染されたものを食べていたのか、或いは

運動部という事で、食事以外の土壌の汚染

の影響を受けていたのかもしれません。 

一関に比べ汚染の高い福島市の環境と年

齢と運動部という要素が加わり、このよう

な結果になっているのではと思われ、汚染

の防御の複雑さが想像されます。 
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〇 健康の影響が及ぶ数値とは何か。福島県の言っている根拠は？預託実効線量の説明になっている内部被曝に

関し、現在の福島で安全であるという実験結果やエビデンスは示されていない。この実効線量等は、ガンマ線の

話であって、いわば外部被曝を言っているのも同じですが、内部被曝は、β線やα線が問題です。セシウムはガ

ンマ線を出す前に、β線を出します。近傍の細胞に対するβ線の影響には何ら言及されていない。これはわかっ

ていないので無視していると思われます。 

福島県健康管理調査検討会における内部被曝議論福島県健康管理調査検討会における内部被曝議論福島県健康管理調査検討会における内部被曝議論福島県健康管理調査検討会における内部被曝議論    

福島県の健康管理調査検討会の第 1 回から第 3 回までの議事録の一部が削除された事を覚えておられますか。こ

の削除部分が、まさしく上記で説明された尿検査や WBC の件でした。詳しくは福島老朽原発を考える会(フクロ

ウの会)発行の「継続検査で内部被ばく低減を」に説明されていますが、ここではその概略を示した図だけにしま

す。 

 

    

    

    

    

ベラルーシのバンダジェフスキーは、予て

から、チェルノブイリの死者の半分は心臓

疾患と報告していますが、左図では、子ど

もの心臓疾患の発生率と尿中セシウムの

量の相関を報告している。 

 

以上の点から、尿中セシウム量の測定は、

細かな体の変化を確認出来、毎日の生活へ

の指標にもなりうる良い方法と思われる。

尿中 Cs 量を測定しないで、大掛かりで大

雑把な値しか得られず、器械本来の目的に

沿わない WBC での検診を続ける事の意

味を再検討してほしいものです。 

議事録の削除された部分は、尿検査でスク

リーニングを行い、WBC と組み合わせて

多くの人の内部被曝を調査を行おうとい

うものでしたが、結局削除されて行われま

せんでした。 

その後、WBC だけが復活し、尿検査は行

われなかった事は、多額の予算を使う

WBC の購入の必要性が疑問です。尿検査

が安価で、しかも精密である事がわかった

ためと考えるのは穿ちすぎでしょうか。 
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単位の話単位の話単位の話単位の話    

放射線リスクに関する基礎的情報の中では、さまざまな単位が出てきます。基礎的情報の中でも本文の後に種々

の言葉の説明を書きだしており、単位について 29 ページから 32 ページにわたって説明しています。 

後の話を、或いは今までの話を理解する上に、単位は重要な概念ですので、ここで今まで出てきたものを説明し

ます。 

放射線と体内の電気エネルギーの比較放射線と体内の電気エネルギーの比較放射線と体内の電気エネルギーの比較放射線と体内の電気エネルギーの比較    

体の中での情報伝達には、電気刺激と化学物質によるものがあります。 

体内で使われている電気量は、エネルギー量は、meV、つまり１eV の 1000 分の 1 です。 

細胞膜の内外の電位差は、数十ミリ電子ボルトです。(meV) 

一方、セシウム 137 から放出される放射線は、 

 Cs137 のβ線 512KeV ガンマ線は 661.7KeV です。１KeV=1000V。 

つまり、放射線は、体内で使用されている電圧の一千万倍も強い電圧なのです。 

そのような放射線が、細胞内に飛び込んで来たら、細胞がどうなるか、想像できますか？ 

とてもこうこうの影響だけだとか影響は少ないだろうなんて言えません。その影響は確率的影響とみなされてい

ます。つまり全体の放射線量に依存するのではなく、当たるか当たらないかの確率の問題というわけです。勿論、

線量が多ければ確率は高くなります。 

 

シーベルトとベクレルシーベルトとベクレルシーベルトとベクレルシーベルトとベクレル、グレイ、グレイ、グレイ、グレイ    

尿検査の時にも、シーベルトとベクレル測定の比較で、シーベルトでは大雑把にしか様子がわからない事実を説

明しましたが、その点を説明します。 

シーベルトは,１㎏あたりで表す吸収線量です。ベクレルは毎秒、何回崩壊するかで表す単位です。 

放射能の単位は、それぞれ長所、短所があり、通常の重量や長さの単位のように確実な表現単位はありません。 

例えば、ベクレルベクレルベクレルベクレルは、○Bq/s 丸ベクレル/秒と表しますが、それがガンマー線かベーター線かアルファー線かは

表しません。唯、１秒間に何回崩壊したかだけを表します。セシウムのように１回崩壊するときにベーター線と

ガンマー線と両方出す時も、１ベクレルです。ですから、ガンマー線が〇ベクレルある時は、ベーター線も〇べ

クレルある事を忘れないようにしましょう。両方あるから２ベクレルとは言わないのです。 

 

シーベルトシーベルトシーベルトシーベルトの単位を知る前に、グレイと言う単位がある事を知ってください。 

１グレイは、１kg の物質に１ジュールのエネルギーが吸収された場合を１グレイとすると定義されていて、こ

の１ジュールと言うのは、約 0.24 カロリーです。1 カロリーは、1g の水を 1℃上昇させるエネルギー量です。 

つまり、グレイと言うのは熱量の単位です。 

この間の説明を基礎的情報の 29 ページに図で説明しています。 

下図でわかるようにグレイからシーベルトへの変換は、放射線の種類と臓器の感受性によると書いてあります。 

つまり、シーベルトは、グレイ

に換算係数をかけた数値なので

す。ですから、どのような換算

係数をかけるかで大きく変わっ

てきます。この換算係数に関し

ては、ICRP が使用している係

数と、それではチェルノブイリ

の種々の症状が説明出来ないと

して、欧州放射線委員会 
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（ECRR）が定めた多くの要素を加味した係数があります。同じシーベルトでも、換算係数の違いで値が大きく

異なるのです。 

例えば ICRP の換算係数は、次のようなものです。 

放射線の種類 荷重係数 

X 線、ガンマー線 1 

電子線(ベータ線) 1 

アルファ線 20 

中性子線、陽子線 5~20 

 

• これに比べ、ECRR は低線量領域の被ばくに対する生物学的危害係数として、被曝のタイプ別に次のよう

に分類しています。 

  １．外部急性、 

  2．外部延長(24 時間で 2 ヒット(10～50）、 

  3，内部原子単一壊変(例、K)、 

  4．内部２段階原子壊変{20～50）、 

  5．内部不溶性粒子(20～1000）、内部重元素による Z 因子（2～2000）等 

• さらに放射性物質そのものの化学的性質や物理的性質を加味して、生化学的強調係数も定めています。 

  ・トリチウム(10～30）、 

  ・イオン性平衡カチオン例：K,Cs,Ba､Sr,Zn 界面イオン吸着による局所濃縮(2～10)、 

  ・DNA 結合物例：Sr,Ba,Pu,Ra,U、DNA の一次、二次、三次構造の崩壊（10～50）  以下略 

 

つまり、ICRP は計算がしやすいが大雑把、ECRR は出来るだけ実際の現象を数値で表せるようにと苦労してい

る事が見てとれます。 

しかし、日本で一般に用いられているのは、ICRP のシーベルトだけです。 

 

又、シーベルトは、1kｇ当りで表すグレイの単位に荷重係数をかけて表すので、1kg あたりで表すので、その値

は、前述したように大雑把になります。 

 

内部被曝の状況でなく内部被曝の状況でなく内部被曝の状況でなく内部被曝の状況でなく、、、、影響について影響について影響について影響について    

放射線リスクに関する基礎的情報では、６．現在の内部被ばくの状況で、ホールボディカウンター検査の結果を

シーベルトで表した表のみで、内部被ばくの影響については何も説明していません。 

説明していない事が、わかっていない事ではありません。 

内部被ばくに関し、量のみを論じて、その影響、考えられる影響について何も説明しないのはあまりに怠慢です。 

以下に内部被曝についてどう考えるべきかの情報を提供します。 

 

内部被曝が怖ろしいのは、人工放射能の場合です。勿論、自然放射能もある程度、生物の死や病気に関係してい

るでしょう。しかし、それが致命的なものでない事は、生命が生じてからの 40 億年前から、自然放射能は存在

しており、その中で、現在の生物は進化し、生き残ってこれた事実から、現在の生物に致命的な影響を与えるは

ずはありません。(与えていた場合は、その生物は今日まで生き残っていることは出来ません。) 

 

セシウムとよく比較されるカリウムについて説明します。K40 いわゆる放射性カリウムは、放射性のないカリウ

ムの中の 1 万分の 1 存在しています。そしてその存在は、ほぼ均等に分布しています。従って、K40 のガンマ線
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もβ線も 1 つの細胞に２回当たる事はほとんどなく、傷つけられた DNA が、もう１回傷つけられる可能性は、

ほぼありません。従って、DNA は修復できます。（下図左側） 

一方、Cs137 のような人工の放射性物質は、小さくてもある程度の塊、ホットパーティクルを作っています。そ

れが、体内に吸収され居座ると近くの細胞に激しく放射線(γ線、β線)を出し続けます。近くの細胞がどうなる

かは、下の左図右側のようになり、正常な修復は困難になります。 

            

よく体には 6000 ベクレルものカリウム 40 が普通にあるので、少々の放射性セシウムがあっても問題ないと言わ

れます。体全体でみた場合と、実際に個々の放射性物質がどのように分布しているかを考えてみます。放射性カ

リウムは体全体にばらまかれており、しかも全く蓄積しません。 

しかし、セシウムは、ホットパーティクルを作っており、同じ 1 マイクログラム中に何ベクレルあるかを比較し

てみると上図の右側のようになり、1μg の K40 には 0.27 ベクレルしかないのに、Cs137 の 1μg 中には、300

万ベクレルあり、実に 1000 万倍のさがあります。 

自然放射能は、その存在が均等に分布しているのに比べ、人工放射能は固まって存在しているのです。 

人工人工人工人工放射能放射能放射能放射能がががが、、、、ホットパーティクルホットパーティクルホットパーティクルホットパーティクルをををを作作作作るるるる事事事事 

東電福島原発の爆発後、大気中の微粒子の測定を続けていた気象研究所の安達らじは、2011 年 3 月 15 日までに

下記のような放射性粒子を観測し、2013 年 8 月の Nature の科学レポートに報告しました。 

(http://www.nature.com/srep/2013/130830/srep02554/full/srep02554.html) 

気象研の観測したセシウム含有ホットパーティクル 

 

人工放射線の場合 自然放射線の場合 

左の写真が a）b)がセシウム含

有のパーティクルで、直径 2.6

μm のきれいな球形。 

d)が、その含有物を表しており、

鉄や亜鉛マンガンなどを含む

不溶性の放射性微粒子だそう

で す 。 こ れ は Cs137 が

3.27Bq,Cs134 が 3.31 で、合計

約 6.5Bq で 2011 年 3 月 15 日

までの降下物。（3 月 20-21 日の

降下物は、硫酸塩を主体とした

可溶性のものだそうです。） 

鉄や亜鉛との合金になってい

る事から 3000℃近い温度にな

った物質と考えられます。 
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従って、3 月 15 日までに関東地方に降り注いだ放射能は、水に溶けず、肺からも吸収出来、6.5Bq の放射性物

質である事が証明されています。 

これが体内に入った時にどのような影響を与えるかを考察したブログがありました。 

http://ishtarist.blogspot.jp/2013/10/google.html 

以下、上記のブログの引用です。 

 1 個のパーティクルが 1 日に体内に居続けた場合を想定すると、 

 出す放射線量：6.5Bq×60 秒×60 分×24 時間＝561,600 本（β線･γ線それぞれ） 

 β線は、体内で 1.6mm 飛ぶので、半径 1.6mm の球が被曝する範囲 

 この中に細胞がいくつあるかというと、人体 60 兆個の細胞なので、60kg の人を考えると、1 兆/kg 

 人体の比重は水と同じなので、1kg は 10cm の立方体と考えられる。(10×10×10) 

 10cmの立方体に1兆個の細胞があるのなら、1mm3
では100万個（1,000,000,000,000÷1003

＝1,000,000） 

 半径 1.6mm の球の体積は、1.6×1.6×1.6÷3×4×3.14＝17.15mm3  

   従って、17.15×100 万個＝1715 万個の細胞が含まれる。 

 1 日に Cs 1 個のホットパーティクルは、561,600 本のβ線とγ線を出すので、 

 細胞の大きさを 10μm とすると、1mm＝1000μm なので、1.6mm では 160 個の細胞に当たる。 

 1 日では、561,600×160 個＝8985 万 6000 個の細胞に当たる。 

 半径 1.6mm の中に、1715 万個の細胞があるので、8985 万 6000 個÷1715 万個＝5.2 回 

 即ち、1 個ホットパーティクルは、1 日に平均 5.2 回近傍の細胞にβ線を当てる事になる。 

このパーティクルが、どの位体内に滞在するかわからないが、セシウムの生物学的半減期 100 日として、 

 8985 万 6000 個×100 日＝89 億 8560 万個≒100 億個  

 即ち、1 個のパーティクルが体内に入って出ていくまでに、100 億個の細胞にβ線が当たるという事。 

この間、体内の細胞は、一定の周期で新陳代謝を行っています。それが下図で、蓄積する放射能の恐ろしさがこ

の新陳代謝に出てきます。 

 

 

自然放射能は、密集して放射線を出さないので、DNA は修復しやすく、その悪影響は、ホットパーティクルを

作る人工放射能に比べ、はるかに問題がありません。 

又、上記の計算は、β線のみで行った話で、同じ量のγ線も放出されています。γ線はβ線に比べると弱いけど、

透過力は強いので、細胞を貫いて抜けていきます。その途中で、水分子や他の成分を電離し、更にさまざまな変

化が起きて行く事でしょう。 

WBC はまさしく、そのようなγ線を測定しているのです。 

左図のように、細胞は、新陳代謝の時期になる

と、休止期から、S→G2→M の細胞分裂期にな

り、G1 の栄養成長期を経て、休止期に入り、

細胞の本来の活動をします。 

この細胞分裂期には、細胞分裂期には、細胞分裂期には、細胞分裂期には、2222 本鎖本鎖本鎖本鎖 DNADNADNADNA がががが 1111 本にな本にな本にな本にな

りますりますりますります。この時、放射線を受けると DNA の修

復は出来ず、近傍の DNA も同じように切れる

と、あちこちの切れ端が勝手に結合して、間違

った DNA を構成してしまいます。 
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セシウムの蓄積セシウムの蓄積セシウムの蓄積セシウムの蓄積    

セシウム 137 の放射能は、半減期が 30 年ですが、カリウムと異なり、体内に蓄積します。 

ICRP の 111 という報告書に次のような図が紹介されています。 

 

このようにセシウムが蓄積する事は、ICRP でさえが認めています。同じように放射線を出す物質がある場合、

蓄積するかしないかは、その影響に大きく関係します。 

前に述べたように、細胞が一定期間で周期的に分裂をして新陳代謝するので、蓄積するセシウムは、その細胞分

裂の時期が来る時も、他の時と同じように放射線を出し、DNA を傷つけます。全く留まらないカリウムと蓄積

するセシウムの大きな相違点です。 

ホットパーティクルは、左図

のように原子によって、その

出来易さに差があります。自

然放射能は、その比放射能と

存在比から、ホットパーティ

クルを作る性質はなく、人工

放射能は、ホットパーティク

ルになり得る性質を持って

います。 

出典：

http://blogs.yahoo.co.jp/sats

uki_327/40073575.html 

左図は、Cs137 を多量に

1000ベクレル1回摂取し

ても、生体内半減期で次

第に減少し、800 日でほ

ぼなくなるが、少量を毎

日摂取すると、体内に蓄

積する事を示している。

わずか 1 日 1 ベクレルで

も体内に 200 ベクレル近

く蓄積し、1 日 10 ベクレ

ルなら 800 日で 1400 ベ

クレルを超えるのです。 



22 
 

 

セシウムの体内への蓄積をもう少し詳しくみたグラフがありました。 

http://ore-dmng.jp/ore/science/rad/caesium137.html 

これは、セシウム 137 を定期的に同じ量を摂取した時、元の量の何倍くらい蓄積するかを計算したものです。前

の図の ICRP の場合、どのような数値化は、説明がないのでわかりませんが、下図は、あくまでも計算によって

出したものです。 

 

縦軸は、1 回の摂取の何倍が蓄積するかを表しています。つまり、毎日摂取すると、500 日後には 100 倍も蓄積

するという事です。これを ICRP の図と比較してみると、毎日 10 ベクレルで 500 日後は 1300 ベクレル以上と

なります。ICRP よりは低く出ているようです。上図の毎日摂取を、除いて描いたのが、下図です。 

 

毎日の摂取でなくても、1 週間おき、或いは 2 か月おきでさえ、継続的摂取によりセシウムが蓄積しています。

これから考えると毎日の食事に注意を払うべき事がよくわかります。 
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蓄積するセシウム蓄積するセシウム蓄積するセシウム蓄積するセシウム 137137137137 による体内のによる体内のによる体内のによる体内の悪影響：悪影響：悪影響：悪影響：    

チェルノブイリにおける体内蓄積チェルノブイリにおける体内蓄積チェルノブイリにおける体内蓄積チェルノブイリにおける体内蓄積    

 

 

心臓への影響心臓への影響心臓への影響心臓への影響    

心臓は、際立って高い蓄積量ではないが、その臓器の特殊性から、セシウムのカリウムチャネル阻害作用が強く

現われ、QT 延長症候群になって、そのままでは心疾患で死亡する可能性があります。セシウムが某カリウムチ

ャネルを阻害する事は、基礎医学者の常識だそうで、ある基礎医学者が大山敏郎の仮名で投稿しているブログで

心臓への影響を解析しており、その内容に多くの医学者が賛成しています。

http://blogs.yahoo.co.jp/geruman_bingo/2510753.html  

この内容をわかりやすく解説したコーナーがあります。http://m-epoch.com/benkyoukai/mainbenkyoukai.html 

そのブログで 

QT 延長症候群となっても、全く自覚症状はないそうで、心電図に異常となって現れるだけです。心電図を定期

的に測定し、異状があれば、無理な体の使い方をしないようにして用心することが出来ます。心電図の測定を東

日本に住む人には是非、実施してほしいものです。 

なお、心電図の異常は、2012 年 12 月の取手の小中学生の定期検診で、前年に比べ以上に増加し、その多くが

QT 延長症候群である事が報告されています。http://blog.livedoor.jp/nihonmamorou/archives/52095476.html 

 

バンダジェフスキーの結果と取手の検診結果からも、セシウムがカリウムチャネルの異常を引き起こす事で

心臓を不安定にすることは、明らかな事実と思われます。 

 

膀胱への影響膀胱への影響膀胱への影響膀胱への影響    

先の WBC と尿検査の話で説明したように、セシウムなど多くの物質は、尿から排泄されます。つまり、膀胱は

代謝されるすべての放射性物質が一定時間留まり、通過する場所です。(ストロンチウムのように生物的半減期が

長いものはほとんど検出が出来ませんが) 

文科省の科学研究費を元に、福島昭治氏（当時大阪市立大学教授）は、2000 年から 2003 年にわたって、チェル

ノブイリにおいて前立腺がんで取り出した膀胱を検査し、膀胱ガンの前がん状態を多数検出し、住民の協力を得

て、以下のような研究をして報告を出しています。(福島氏らの学術論文：Oncol.Rep.,11:881-886,2004、

左図はバンダジェフスキー

によるチェルノブイリの亡

くなった人々の各臓器の

Cs137 の蓄積量である。彼

はこのような報告を公表し

たため、ソ連政府によって

獄に繋がれたが、アムネス

ティ等の世界の力で、解放

されました。 
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Carcinogenesis,30:1821-1831,2009) 

又、この内容を東大の児玉龍彦氏が、「チェルノブイリ膀胱炎」として紹介しています。(引用：医学のあゆみ 238(4)、

2011.7.23p355-360)  

福島氏の報告によるとチェルノブイリ事故後、周辺汚染地域では、過去 15 年間で膀胱がんの発生頻度が約 1.6

倍に上昇しているとの事から、生検組織の病理診断を行った結果が、次表です。(2001 年度の結果) 

 汚染地域 Ⅰ群 5-30Ci/km2  Ⅱ群 0.5-5Ci/km2 Ⅲ群非汚染地域 

対象人数 73 名 58 名 33 名 

上皮異形成発生率 71 名(97%) 48 名(83%) 9 名(27%) 

膀胱ガン発生頻度 53 名(73%) 36 名(63%) 0 名(0%) 

オッズ比 I 群 上皮異型性発生率 ＝71×24/2×9＝94.7 

      膀胱ガン発生頻度 ＝53×33/20×0＝1749/0 

又、この報告では更に免疫組織学的に、膀胱ガン関連抗体の発現量を調べ、汚染地域症例では非汚染地域に比べ

有意に高い発言を認め、子の汚染地域の膀胱ガンの発生に酸化的ストレス及びそれに続く細胞内シグナル伝達系、

転写因子の活性化が大きく関与していると思われると報じている。 

（出典：http://kaken.nii.ac.jp/d/p/12576005/2000/3/ja.en.html） 

又、別報告では、放射能汚染地域の膀胱ガンの発症機序へも言及している。 

児玉先生は、チェルノブイリの小児甲状腺ガンが、ヨウ素 131 が甲状腺に集まりやすいとう特徴から最初から疑

われていたにも関わらず、広く認められるには 10 年かかり、ほぼ終息した 20 年後に WHO などにより因果関係

がある事が認められた。膀胱ガンでの最初の報告が 18 年後であり、発癌メカニズムが 23 年後に明らかになって

きた事は、低レベル放射線被害の証明がいかに難しいかを再確認させると述べられている。 

 

これに対し、放射線医学総合研究所は、「尿中セシウムによる膀胱がんの発生について」という反論を、HP の医

療関係者の皆様へというコーナーで述べている。（http://www.nirs.go.jp/data/pdf/i5_4.pdf）しかし、著者名はな

く、論文内容への指摘は、最新の上記報告は含まれておらず、上記報告がその指摘の内容に該当しない知見であ

る事から、放医研にとっては不名誉な指摘と思われます。更に K40 量との比較で Cs の被曝をたいしたことない

と言うのは、自然放射能と人工放射能の違い、内部被曝と外部被曝の違いを無視した稚拙な論理と考えられる。 
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７．食品中の放射性物質から受ける内部被ばくの推計７．食品中の放射性物質から受ける内部被ばくの推計７．食品中の放射性物質から受ける内部被ばくの推計７．食品中の放射性物質から受ける内部被ばくの推計    

 

〇 食品の放射線量を測るのに、そのままのベクレルでなく、預託実効線量なるミリシーベルトで表している事

に心底、驚きます。他の所では見たこともなく、せめてベクレルとの併記にしないと誰もこの結果を見ないだろ

うと思います。ゼロをたくさんつけて、それにより問題が少ないようにしたいのではと勘繰ります。 

なぜ、このような表記にするか理解に苦しみます。 

預託実効線量なるものは、1 年間に平均的な食事をした時の受ける線量だそうで、さらにその人の一生かけてど

れだけ受けるかを計算しているそうです。大人はこの先 50 年、子供は 70 年間にです。 

でも、普通、自分の一生の放射線量がどうなるかなんて考えますか？ 

現在、目の前の食品中にどれだけ入っているかが最も関心があるのではないでしょうか。そしてベクレルで表さ

れている放射線量で、判断をするのではないでしょうか。 

何のための預託実効線量なのか、理解に苦しみます。 
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シリーズー子供達の尿検査から見えてきたのも Vol4 「予防原則にたった健康管理体制の充実を」(福島老朽原

発を考える会より引用 

 

 


