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放射能から身を守るための検診、測定 

入れない、減らす、増やさない。 

測る、見える化して避ける。 

 

牛山 元美 先生（さがみ生協病院） 

 

神奈川県の相模原市にあるさがみ生協病院で循環器内科の医師をしています。 

医療被ばくに興味があって、10年ほど前に高木学校、原子力資料情報室が開いたセミナーで医療被ばく問題

について学んだことがありました。それがチェルノブイリの事故が起きてちょうど 20 年たったころで、チ

ェルノブイリのことも、京都大学の今中哲二先生や大阪の医師、振津かつみ先生などがお話しされるのを聞

きました。 

その時に得た知識があったので、今回事故が起きたときに、これはまずいんじゃないか、このままいって原

発がメルトダウンしてしまったら神奈川でも危ない、と思いました。 

当時、小学 3年生と中学 2年の男の子が 2人いたので、母親としてどうしたら子どもたちを守れるか、自分

は医者なんだから何かできないか、色いろ考えて、まずは九州に田舎があるのでそこに子どもたちを避難さ

せました。3月 15日でした。 

ところが、周囲にはそういうことに関心をもってくださるお母さんがほとんどいなかった。 

そのとき感じたのは、知らないから怖くもないし、備えももしないんだな、ということでした。そこから原

発事故の様ざまな影響について自分で調べるようになりました。 

ですから、みなさんと同じスタートなんです。3年半前から人生が変わってしまったような気がします。 

 

原発の中に原子炉がありますが、そこにウランがあり

ます。ウランに中性子線を当てて 2つに分裂する。分

裂の仕方はその時々で色いろです。235という重さの

ウランなので、それが大体 90 ぐらいの重さと、140

ぐらいの重さのもの 2つに分かれる。90ぐらいの重さ

のものには、クリプトンとかストロンチウムとかとい

う物質があり、140くらいの重さの物に、ヨウ素とか

セシウムがあります。1 つが壊れてそれがヨウ素にな

るかセシウムになるかは状況によって変わってきます。

ヨウ素とセシウムが同じ数出るわけではなくて、ばら

つきがあります。 



 

実際に地震が起きると制御棒が入って、ウランの分裂が止まるのですが、残っているクリプトンとかストロ

ンチウム、ヨウ素などは、放射線を出しながら壊れていくときに、崩壊熱という熱を出します。その熱を水

で冷やし続けなければいけないのですが、原子力発電所では電源を失って冷やせない状態になり、熱により

爆発し、核燃料がメルトダウンしていたという状態でした。 

東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、色いろな種類の放射性物質が出ています。それは全部、元

素周期表にあります。重さによって、グループになっています。 

 

これはワールドワイドスピーデ

ィといって、文科省の持ってい

た範囲の広いスピーディで推定

した地図です。 

このヨウ素（Ｉ－131）の地図

で、赤色から黄色、薄い黄緑よ

りちょっと青いぐらいのところ

までは、チェルノブイリ事故後

に甲状腺ガンが増えた地域と同

じくらいの汚染を示しています。 

右側がセシウムです。あくまで

も推定の汚染図です。現実がこ

れと同じなのかどうかはわかり

ません。というより、現実がど

ういう状態なのかは誰もわから

ないというのが現実です。 

 

放射性ヨウ素の被ばくによって甲状腺ガ

ンが増えます。チェルノブイリと同じこ

とが起きるのであれば、事故当時、0 歳

から 5歳くらいまでの子供たちに甲状腺

ガンが増えるだろうということが予測さ

れます。 

チェルノブイリ原発の被害は海から遠い

内陸部のベラルーシやウクライナだから

恒常的にヨウ素が足りなかったために甲

状腺ガンが増えたが、日本ではヨウ素は

十分足りていたから、チェルノブイリの

ように甲状腺ガンは増えない、という意

見もあります。 

 

放射性物質が出てきた量も、福島とチェルノブイリを比べるとかなり違います。 



福島の原発の中にはチェルノブイリの比ではないたくさんの量の核物質があったのですが、事故によって出

てきた量はチェルノブイリの 10 分の１

くらいという見解があり、しかし一方で

4 分の１という評価もあります。何が正

しいのか、色んな報告があり、不明です。 

 

これは2011年に土を分析した結果です。 

東京大学の小豆川勝見先生のデータです。 

事故後、この先生が土を 10g送れば無料

で測定してくれることをtwitterで知り、

息子の小学校の校長の了解をとり、子ど

もたちが砂遊びをしていた中庭の表面の

砂を集めて送りました。相模原の南部、

原発から 250㎞離れた所です。 

後日、「セシウム 137が 1360Bq出まし

たよ」と言われ、「え？」と。これって高いの？ 危険なの？ 安全なの？ 子どもは学校に行ってもいいの？ 

何もわからなくて、慌ててそこから調べました。 

 

そのころ小豆川先生があちこちの土を測ったデータです。 

横須賀で100Bq/Kgくらい出ているところもあれば、郡山では1200 Bq/Kgくらい、福島の伊達では4万9000 

Bq/Kg以上です。ばらつきがあるし、土を採取する深さによっても違います。勉強することが山ほどあるな

と思いました。 

 

伊達市では 2011年 5月にヨウ素 131が検出されています。 

子どもが通っていた相模原の学校は、セシウム 134、137合わせると 2700 Bq/Kgが土にあった。そのデー

タをもとに校長や市教委に対応策を求めて話し合いをを始めました。 

しかし、当時は、国が安全だと言っているということで危機感がなく、学校にもう一度測ってもらうまでに

半年かかりました。半年後に測った時にはもうだいぶ減っていました。 

小豆川先生のお話では、子供たち

の靴の底にセシウムを含んだ土が

ついてあちこちに移動したのでし

ょう、ということでした。自然に

消えるモノではなく、ただ移動し

ているだけなのか、そういうもの

か、と思いました。 

 

2011年事故直後は、日本全国あち

こちでヨウ素が測定されていまし

た。 

茨城県の日立市ではホウレン草の



葉に 5万 4000Bq/Kg、東京では金町浄水場など飲料水に検出されました。 

 

表 3-1は東京でどれだけ水の中にヨウ素

が入っていたかです。2011年 3月 20日

に雨が降ったあとは3万㏃以上という数

字が出ています。水道水の蛇口からヨウ

素やセシウムが出ていた状態がありまし

た。 

福島だけではなく、関東にいた私たちも

当然、ヨウ素をかぶっている。ヨウ素を

どれぐらいかぶった、吸ったから、それ

がどのくらい身体に悪いのか、というの

はわからないわけです。 

 

私は医療被ばくを勉強していたので、まずそれを復習してみると、レントゲン、ＣＴなどの検査をすると、

何 mSv（ミリシーベルト）という単位の被ばくをします。それは「m（ミリ）」シーベルトです。当時言わ

れていた空間線量はμSv（マイクロシーベルト）です。mSvの 1000分の 1の単位です。ですから、医者た

ちから見ると、「マイクロシーベルト？ その程度で何を騒いでるの？ 病院の人は単位の違う放射線を浴び

てるんだから気にするほうがおかしいよ」と、そういう医者もいっぱいいます。 

じゃあいいのか？ と思ってみたりもしたのですが、では、放射線が何をするのか、と考えました。 

放射線は遺伝子を傷つける。その傷はほとんど治るのだけれど、たまにそのまま治らずにそれが発ガンにつ

ながる･･････という話を聞いていくと、ほんの少しの放射線であっても悪さをする可能性はあるのだという

ことではないか。 

 

「胎児がお母さんのおなかの中にいるときに一番感受性が

強い」。 

これは医学部の教科書に載っています。ですから、若い女

性がもし妊娠していてレントゲン検査などをしてしまえば、

胎児を被ばくさせて影響を与えるかもしれない。だからそ

の危険を避けるために、「若い女性を見たら妊婦だと思え」

と医学部では教わりました。 

放射線に対して、子どもの感受性が高いということは、多

くの学者たちが昔から明らかにしてきていることです。大

人だったら死なない

ような放射線量でも、

子どもだったら全員

死んでしまう可能性

が高い、というよう

な話です。 



 

私が医療被ばくを勉強したきっかけは 2004 年のこの記事です。

日本ではレントゲンや CTといった病院で受ける検査による被ば

くでガンが増えているという、非常にショッキングなニュースで

した。それは CTの普及などが背景にあり、日本では CTをたく

さん撮るからだという話になっていたのですが、その後、2011

年には、心臓カテーテル検査で被ばくしてもガンが増える、とい

うことが報道されました。最近の何年かにそういう事実が続々と

明らかにされています。 

胸のレントゲンを何枚も撮ったために乳ガンになる人がいれば、まったくならない人もいます。どういう人

がなるのかというと、一種のガンのリスクを持った人、特殊な遺伝子を持っている人などがなる。お母さん

も乳ガン、お祖母さんも乳ガン、というような人は、そういう遺伝子を持っている可能性があります。そう

いう人がもし医療被ばくを重ねてたくさんレントゲンを撮ったりすると、乳ガンになる可能性が高まる、と

いうことが、はっきりとデータで出ています。イギリスでは、何回か CTをかけた子どもの白血病が増える

とか、脳腫瘍が増えるとか、そういうデータ

も出ています。 

 

放射線はからだに悪いというのはもちろんわ

かっていて、6～7Sv（シーベルト）くらい浴

びてしまうと、そこにいる人は全員死ぬとい

われていますが、少ない量では、「100mSv（ミ

リシーベルト）くらいを浴びると色いろな異

常が出てくる、しかしそれ以下はわからない」

といわれています。 

しかし、白内障、白血病、ガンなどは、200mSv

以上では浴びた放射線量に応じて増えるとい

われているのですが、最近、白内障に関してはとても少ない量を浴びても発症する可能性が高くなることが

明らかにされるなど、研究が進むにつれて、今まで言われてきたことがどんどん変わりつつあります。 

 

では、絶対白血病にならない、絶対ガンにならな

い、絶対白内障にならない、という放射線の量と

いうのはどれくらいなのか。これについては、ち

ゃんと研究報告、原爆症の人たちを対象にして調

べた結果があります。それを見ると、安全だと言

える被ばく量はゼロでしかない。 

ほんの少しでも浴びたら危険性は高くなる。 

放射線影響研究所という広島や長崎の原爆の影響

の研究のために、アメリカが作り、日本が引き継

いだ研究所ですが、そこの研究報告にちゃんと出

ています。わずかでも被ばくするとガンになる可



能性は高くなり、絶対に安全なのはゼロしかない。国の研究機関がちゃんとそういうことを言っているんで

すけれど、なぜかそれが通らない世の中になっています。 

100ミリシーベルト以下だったら問題ないよ、

ということが今、あちこちで言われてしまって

います。 

 

国家機関と言ってもいいような権威あるこの研

究所のこの報告を見てよ、と言いたい。これが

出たのは 2012 年です。最近、やっとこういう

ことがわかってきて、はっきり言えるようにな

ってきた。ですから、どんなに少ない被ばくで

あっても、ガンになる確率を高めることは立証

済みです。これは別に、特殊な団体や、特殊な

活動家の人が言っていることではなく、科学的

な手続きで実証された事実として報告されていることです。 

 

ただ、医療被ばくは、被ばくすることによって

受ける利益もあります。ガンを見つけるために

レントゲン写真を撮ると被ばくします。ガンを

治すために放射線をあてて治療することで被ば

くするけれど、そのガンは治ります。利益と被

ばくする害を天秤にかけて、自分はこちらを選

ぶのだという判断、選択をします。 

しかし、原発事故による被ばくにどんな利益が

あるのか? 何一つないと思います。 

ですから、少しでも被ばくを減らすために何を

するか。 

まず大事なことは、放射性物質から遠ざかるこ

とです。わざわざ原発のそばに行かないほうがいいです。ことに感受性の高い人は。 

それから放射性物質がその辺にあるのであれば、吸入しないようにする。食べないようにする。当たり前の

ことです。 

そのためには、国として、行政として、社会として何をすればよいかというと、飛び散った放射性物質があ

ちこちにあるのですが、それ以上広げないようにして、本来であれば、どこかに集めて、まとめて集積する。

広げないようにするということです。ところが現在やられていることは、汚染されたものを汚染されていな

いところへ持って行って燃やすという、まったく逆のことが行われています。 

 

放射性物質は、見えない、におわない、あるのかないのかわからないものですが、これを見えるようにする

必要があります。ここが何マイクロシーベルトであるとか、ここは子供には危ない場所ですよというのを、

ハッキリ表示してくれるといいのですが、ほとんどされていない。 



モニタリングポストは、福島にはあちこちにありますが、ある場所のモニタリングポストはいつも高い。だ

から線量が低い場所に移動させたりということもありました。

除染しても、またしばらくすると汚れてきて数値が戻るとい

うことも起きています。 

そういう事実をきちんと認識して、ここはいま何マイクロシ

ーベルトなのか、正確に細かく示してほしいと思っています。 

ホットスポットファインダーという機械で、車や自転車で走

ったり、歩いて測ったりして地道に測定した結果を youtube

などに上げてくれているかたもいるので、ぜひ見てみてくだ

さい。びっくりするようなところにびっくりするような値が

出てきたりします。 

食べ物に関しては、これは郡山市が測っているものですが、非

常に測定限界が高い。測定限界 20Bqで 2分くらいしか測らな

い、というような測定だったりします。それでも野生のキノコ

類は、今年の夏でもすごく高い。ジャガイモとかも出ています

が、これは流通しちゃうくらいの量ですね。よく出るものと出

ないものを見比べていったり、よく出る産地とかを見て、なる

べく少ないものを食べるのは当然のことではないかと思います。 

 

これは海です。 

かなりの部分、操業自粛になっていますが、いわきなどではイ

カやタコが水揚げされていますが、イカやタコは割と速やかに

放射性濃度が下がっています。物によっては最初からまったく

高くないものあります。でも回遊魚、アジやサバは群によって

全然汚染状態が違ったりします。同じ場所で釣ったとしても、

どこを泳いできた群かによって違うのです。本当は食べるとき

に測らなくてはいけないのですが、魚は本当に難しいです。と

くに淡水魚、ヤマメとかイワナなどは、どこで獲れたのかを

しっかり調べないと、放射性物質を濃縮していたりします。 

水産物に関しては、測定していないストロンチウムやプルト

ニウムも怖い。私自身、怖いと思いながら、食べているのが

現状です。 

 

これは原発から漏れ出ている放射性物質の量です。いま

だに 1時間当たり 1000万㏃くらい出ています。事故当

初は 10の 15乗＝テラBqとか、10の 16乗＝京Bqと

いう桁の量が出ていたので、こんなに減ったと言ってい

ますが、いまだに 1000 万㏃／時くらいは出ているわけ



です。 

 

原発のすぐ近く、数キロくらいのところを通っている国

道 6号線を開通させ、作業をしている人はどんどんそこ

を通っていいというのですが、そこを測ると、10μSv/h、

20μSv/hという数値が出ています。 

 

これはそのそば、大熊町ですが、定点観測で小豆川先生

が測っているものです。 

このとき、48μSv/h。10 月にまた行き、水たまりのと

ころを計ったら、今度は 1060μSv/h。1mSv以上です。1時間いれば、レントゲンだと 30枚撮ったのと同

じになるような場所です。あちこちに散らばっていた放射性物質が、雨が降って、水が流れることにより、

溜まりやすい場所にどんどん溜まっていっています。今、

そういうことが生じているわけです。 

 

国はもともと、内部被ばくはゼロと考えるという立場でや

ってきています。「わかっていないから」ということで、内

部被ばくはないようなものだということにして、外部被ば

くしか考えない。 

しかし、内部被ばくは怖いものです。 

体内のどこかにプルトニウムがあるとすると、その周りを

流れる血液は、ずっと何十年も新しい被ばくをし続けるの

です。それは実際にはっきりと検知されています。 

 

筋肉に入ったセシウムは、3～4か月たつと半分くらいが出

ていきます。でも、生殖器、卵巣とかに入ったセシウムは

出ていけない。ずっとそこにいて、そこに来る血液を汚し

続けるかもしれないし、卵巣の中にある卵子に影響を与え

るかもしれない。 

 

福島県が行う県民健康調査の中に甲状腺検査があり、震災

の時に18歳以下だった人たちを対象に検診を始めました。

これが甲状腺エコーの写真です。 

白い中に黒い丸が見えたり、黒い丸の中に白い点が見えた

り、塊のように見えたりします。その見え方によって、嚢

胞といったり、結節といったりしますし、見え方だけでガ

ンかもしれないと思うこともあります。周りがきれいに包

まれていなくて、周りとの境目がはっきりしなくて、周囲に広がっていくようなものはガンを疑います。 

 

甲状腺の検査は、エコーで異常があると思ったら、今度はエコーをしながら異常がある部分に針を刺して検



査をします。エコーをしながら目的のところに注射針

が刺さったのを確認して吸引し、細胞を引っ張り出し

て採取する。それをスライドグラスに広げて染色液に

つけて乾かします。細胞の核が黒っぽく見えますが、

ガンの細胞は核が変形していたり、核が大きくなった

りしています。すごい勢いで増殖しているので、核の

見え方が変わる。それによってこれは何ガン、と特定

します。ほぼこれで 90%以上の確率でガンかどうかわ

かります。ですからこの段階で悪性の疑いありといわ

れたら、まず 9割以上ガンです。 

 

福島の県民健康管理調査は、36万人が対象でしたが、実際はこの 3年で 8割しか検診を受けていません。そ

の 29万 6000人の中でまだ結果が出ていない人が何百人かいるのですが、最終的に針を刺して調べるところ

まで行った人が 485人、そのうち悪性が疑われた人

が 104人、うち 58人が手術をしました。（2014年

6月 30日時点）。1人だけガンではなかった人がい

ましたが、あとの 57人中 55人が乳頭ガンでした。

2人が低分化ガン。甲状腺のガンには 20種類以上の

種類があります。 

 

結局、今わかっていることは、この 55 人プラス 2

人と、手術を待っている人、悪性疑いだけれどまだ

手術をしていない人たち、合わせて 103人の人が悪

性と確定したかまたは疑いがあるということになり

ます。 

 

これを実際に検査を受けた人、すでに結果が出ている人で割ると、10万人中 34.8人という確率でガンが見

つかったということになります。 

こういう数字を見ると、これが多いのか少ないのか。それを判断するためには比較する必要があります。し

かし同じような検査をしたデータはどこにもないので、仕方がないので以前にあったデータ、2007年に出て

いたデータを見たり、環境省が、青森、長崎、山梨で約 4000 人くらいの人を対象に検査をやって調べまし

た。 

2007年にやっていた検査では、対象が 15歳から 19歳だけなのですが、このときは 10万人当たり 1.7人し

かガンはなかった。環境省がやったのは 4000 人なのですが、ガンは見つからなかった。あとで追跡してい

たら 1人ガンが出てきたということで、4000人に 1 人、

10万人あたりだと 22.9人のガンが出たことになると。ガ

ンになった人が1人か2人かで全く数字が違ってくる規模

の話なので、非常に怪しい感じなのですが、その結果、環

境省がやったこの調査と比較すると、福島の状況は 1.5倍

でしかない。この 1.5倍を、環境省は「同じ」だと言い切



っているわけです。が、これを多い、と思っている識者、専門家は少なくありません。 

 

福島でガンと診断された 103人の方たちを自治体別に地図に書き入れていくと、なんとなく自治体によって

ばらつきがあります。会津はゼロ。本当はヨウ素の地図で重ねなければいけないのですが、精密な汚染状態

が不明なのでセシウムの汚染状態と重ねる

と、いわき周辺は少ないし、中通は高いと

いう印象を受けます。 

これを岡山大学の疫学、統計の専門家であ

る津田敏秀先生は、会津地区の発見数に比

べれば中通は20倍も高いと言っています。

統計学的に優位だということであり、科学

的に多いと言える。地域差があるというこ

とです。 

もっとも会津といわきは、ともに高校生く

らいの年齢の人はあまり受けていないので、

それは問題です。会津の人からはガンの判

定が今のところ出ていませんが、16~18歳くら

いにガンが多いので、会津の高校生がみんな検

査をしたら出てくる可能性があると思います。 

データは 103人の年齢、性別の分布ですが、中

学高校生が多い。白が女性。黒が男性。年上に

なると女性が多く、若い人では男性も多くなっ

ています。 

 

話をチェルノブイリに移します。 

チェルノブイリはウクライナにありますが、事

故後の風向きのせいで隣のベラルーシの汚染が酷くなりました。ヨウ素の汚染がこのように広がりましたが、

これも 20 数年かけて 6 回くらい書き直しています。ちゃんと測っていなかったのを、あとになって何度も

調べて、アンケートを取って、当時牛乳を何

リットル飲みましたか、とか、そういう調査

を反映しつつ作ってきたので、現地の医師た

ちは、「こんなの信用できるわけがない」と語

っていました。 

 

この地図と甲状腺ガンの子どもがたくさん出

た自治体はある程度重なっています。 

出身地ではなく、見つかったところでカウン

トしているので、首都のミンスクには地方か

らガンの子どもたちが治療のために集まって

きますから高くなります。 



「チェルノブイリ周辺の子どもの甲状腺ガンは4年

後くらいの潜伏期間を経てから増えた」と言われて

きているのですが、実際は、細かく見てみると、2

年後ぐらいから少しずつ増えています。加えて、原

発事故が起きたときは、ベラルーシの場合は国内に

エコーの機械が2台しかなかったと現地の医者に聞

きました。1990年ごろになると、日本の笹川財団や

アメリカのロックフェラーなど、様ざまなところか

らお金やエコーの機械がきて、一気に検査が進み、

たくさんの甲状腺ガンが見つかったのです。 

ベラルーシでは、事故のときに 0～5 歳くらいだった

人たちが最初に続々とガンを発症しました。それから

その人たちが大きくなるにつれて、その時のその人た

ちの年齢のグループがたくさんのガンを発症していま

す。今は 28 年経って、28歳から 30代初めくらいの

人たちが甲状腺ガンになっています。 

小さいときに受けた被ばくによって、4～5年でガンが

発症する子もいれば、20 年以上たって出る子もいる。

出かたはほんとうに様ざまです。 

 

先週大阪で日本甲状腺学会がありました。そのときに、福島

医大の鈴木真一先生、この方が甲状腺ガンの手術をほとんど

しているのですが、その中で 24 例の細胞の遺伝子を調べた

結果を報告しました。 

すると遺伝子が変化を起こしているものと起こしていないも

のがあり、上の RET 遺伝子の変性が見られたのがチェルノ

ブイリでは大変多く、50～80%に RET 遺伝子の変性があっ

たそうです。でも福島ではそれが少なく、12%くらいしかな

い。かわりに、普通の大人になって出てくる甲状腺ガンに見

られる変異がたくさんあった。だから福島で見つかった甲状

腺ガンはチェルノブイリタイプ、被ばくによるタイプではな

く、自然発生的なものを私たちは見ているのだけだと結論づ

け、それがニュースにもなり新聞に載りました。 

これに対しては、非常にデータの数が少ない、24例で何がい

えるのか、また RET 遺伝子は放射線を当てたガン全部に出

るわけでは決してないので、確率の問題であること、などを

指摘する意見も出ています。 

 

ベラルーシでは、甲状腺ガンだけではなく、色いろな病気が



増えています。虚弱体質とか病弱といわれる子どもが、ベラルーシなど汚染地域ではとても増えました。 

糖尿病が増え、甲状腺ガンではないけれど、甲状腺の病気、橋本病やバセドー病なども増えました。喘息や

慢性の下痢の子どもも増えています。ただそれが被ばくのせいだとは立証されていない。白血病も増えてい

るのですが、それを指摘しても、他の国と一緒、被ばくのせいではないと現地の医者に言われました。 

 

福島とチェルノブイリの違いがよく言われています。「向こう

はヨウ素不足だったけれど日本は過剰。もともとヨウ素が甲

状腺にあれば新たな放射性ヨウ素がきても取り込まないだろ

う」という意見があります。しかし地震の直後に、わかめや

昆布をちゃんと食べていたかどうかは疑問です。 

甲状腺の検査で放射性ヨウ素を注射してやる検査があります。

そのときは、「せめて 4 日、できれば 1週間、わかめや昆布

を食べないでください」といって検査を受けてもらいます。

ということは、数日食べないでいると、十分にヨウ素は足りない状態になる可能性があるということです。 

たとえば東京では 3 月 20 日に雨が降り、私たちはヨウ素を吸ったり飲んだりしたかもしれない。そのとき

に本当にヨウ素不足でなかったかどうかはわかりません。とくに小さいお子さんはどうだったろうかと思い

ます。 

 

ヨウ素の放出量はチェルノブイリに比べたら少ないといわれています。しかし、日本の地形は山があるので、

もしかしたら局所的にどこかにたまったりしたかもしれない。ベラルーシは一番標高が高いところで 200メ

ートルしかないような平地です。日本は山がたくさんあるので、雨、風が山に当たって落ちる。もしかした

ら非常に高い濃度のところがあったかもしれません。 

 

日本では当初、機械を甲状腺に当てたり、色んなやり

方で甲状腺の被ばく量を測っていました。ところがバ

ックグラウンドの空間線量が 2μ㏜/hを超えていたの

で意味がない、ということになって途中でやめてしま

ったのです。そんなところに子どもがいたこと自体が

おかしいのですが、甲状腺の被ばくもちゃんと測れな

かった。そしてわずかにわかっている数値だけで「た

いしたことない」と繰り返し、「100mSv を超えなけ

れば大丈夫だ」という話がされています。 

福島原発事故では比較的早期に避難指示が出されたといいますが、正しい情報が伝えられず、飯舘村のよう

な非常に高濃度汚染地域に避難した人たちがたくさんいたりしました。 

 

50~60年前、ソ連の核実験場があったカザフスタンのセミパラチンスクは、30年ほど前に閉鎖されるまで、

全部で 400回以上の核実験が行われました。100回以上地上で核爆発させています。地上実験では、放射性

物質を大量に含んだ雲が風によって広範囲に流れていきました。 

その雲、プルームが風に流れて 100㎞離れたドロン村を通りました。そこを調べている広島の科学者たちが

います。星正治先生を初めとする方々です。この方たちは、セミパラチンスクの問題は広島の黒い雨の問題



と同じだとして、広島の被ばくを解明するために 20年来セミパラチンスクで調査をしています。 

死の灰が降ったドロン村の土壌を調べたところ、ドロン村には 28ミリグレイ≒28ミリシーベルトに値する

死の灰が降ったことがわかりました。しかし、除染など全く行われず、降下した放射性物質は土に入り、そ

こを耕して作物を作り、草が生えてそれを牛が食べ、その牛乳を村人が飲み、ということを、続けてきまし

た。被ばくをしたかもしれないということは村人に一切伝えられず、村人はそこにずっとそのまま住んでい

る。ソ連が人体実験をしていたのだと今は言われています。 

 

住民は、28 ミリグレイの放射性物質が降ったその土地に 50

年 60年と住み続けているために、トータルで 350ミリグレ

イ≒350シーベルトくらい被ばくしていることになります。 

その方たちの血液を採り、染色体の異常を調べたところ、普

通なら被ばくして 3年も経てば消えてしまうタイプの染色体

の異常が、被ばくしてから 50 年経った今でも見つかりまし

た。つまり、いまだに新鮮な被ばくが体内で生じているので

す。 

どういうことかというと、体の中に 50 年前に取り込んだプ

ルトニウムがあり、体内のその場所を血液が通るたびに、血液が新たに被ばくし続けているのです。内部被

ばくとはそういうものです。 

外部被ばく、外から放射線を浴びたのはもう 50 年前です。でもそのとき体の中に取り込んだものが体内に

ずっとあって、それがずっと放射線を出し続けている。そこを通るたびに、血液は新たな被ばくをして、異

常を起こしている。だから今も、病気の人がたくさんいる。そういうことを広島の科学者たちが明らかにし

ています。 

彼らが言うには、「低線量被ばくの場合は、外部被ばくによって健康障害が起こらないレベルであっても、内

部被ばくによって健康障害が起こる可能性がある」と。これが非常に大事なことであり、皆が知るべき真実

ではないかと思います。 

 

しかし国は、非常に内部被ばくというものを軽視しています。今もそういう状態です。 

東京や神奈川で子どもが鼻血を出したり、口内炎ができたりということがありました。 

神奈川では当時の空間線量は高くても 4μSv/hとも言われていますが、座間では 2014年になって、民家の

雨どいの下の土に、1万 5000㏃/kgのセシウムが溜まっていたのがわかったりしたのですが、最初の頃にい

ったいどれだけのヨウ素やセシウムを吸い込んだのかはわかりません。測ってももらえなかったし、本当に

わからない。だから、色いろな症状があっても、それが被ばくのせいかどうかというのは、何ともいえない

けれども、しかし「被ばくの影響ではない」としてそれで終わらせて、何年かたって色いろな病気が出てき

たときに、それまでどのようなことが起きていたのか、まったくわからなくなってしまいます。 

私は臨床医、患者さんのお話を聞くのが仕事の医者なので、症状をしっかり聞きとっていかないと、本当に

大切なものを臨床医としても見失ってしまうと思いました。 

 

そういう思いがあり、自分の小さな病院で被ばく関連検診というものをやっています。 

これはお話をいっぱい聞いたりするので、すごく時間がかかります。大体の方がご家族でこられるので、他

の患者さんを待たせたりしないように、土曜日の一番最後とか、夕方の一番最後とかにやります。病名がつ



かないと保険は使えないので自費で、1人 1万円ぐらいかかります。ただし、事故当時、福島にいらした方

たちは無料で受けてもらっています。病院が神奈川民医連に属していますので、その援助もあって、無料で

やれています。 

 

鹿児島の開業医の横山富美子先生が始められたのが、「11311疫学調査」です。これは事故当時福島にいた方

たちと、ご自分が住んでいる鹿児島の人たちとをそれぞれの甲状腺エコーとか、血液検査などをして対照し、

しかも腫瘍マーカーという、甲状腺ガンについてはわからないのですが、大腸ガン、肝臓ガンとかすい臓ガ

ン、子宮ガン、男性だと前立腺ガンなどがわかる、そういう検査もしています。全部無料です。ご自分が書

いた本の印税で全部まかなっているという、そういう方がいらっしゃいます。 

うちの病院にこられた福島の方は、この11311疫学調査の検診も同時に受けていただいて、協力しています。 

 

その健診に使っているのが、松井英介先生が中心になって作られた健康ノートです。色んな質問項目があり

ます。あとあと残すために、細かいことをいっぱい書き込んであります。 

うちの病院で、被ばく関連健診を受けられたのは、始めて 1年ちょっと

で 130人くらいです。ほとんど神奈川ですが、他の地域からもこられて

います。 

うちの特徴は、お子さんだけではなく、親も受診されています。症状で

は咳とか鼻血がやはり多いです。そういう症状があり、気になるから受

診されるわけです。ですから鼻血のある方が 25％となる。どういう方が

受けるかによって、統計データの数値や％は変わってくるので、多い少ないというのはきちんと評価してい

かねばなりません。 

 

これは岡山大学の津田先生がやっていらっし

ゃる調査で、宮城県の丸森町と福島原発事故

で避難した双葉町、滋賀県の木之本町の住民

を対象にアンケートをとっています。非常に

細やかに計画された調査なのですが、その中

で鼻血について聞いています。鼻血を認めた

住民の割合は非常に低いです。滋賀県だと

0.4％、でも宮城県の丸森町だと 0.8％、倍く

らいになり、双葉町だと 1.1％、3倍になりま

す。これは統計学的に「増えている」と言え

るそうです。滋賀県の人に比べて、原発の近

くの人の鼻血は増えています。これは科学的

に言えることなのです。なのに、あんなに否

定するために大騒ぎするというのは、とても不思議な

世の中だと思います。 

 

これはうちの病院でやった甲状腺エコーの結果です。

18歳以下の人と、19歳以上の大人、74人とか 47人



で非常に人数は少ないのですが、でもほんのちょっとでも結節があるとか、のう胞があるとかいう方がだい

たい 4割くらいいらっしゃいます。福島県民健康調査だと、47％がA2判定ですから、そんなに変わらない。 

伊藤病院という甲状腺の専門病院が出したデータがありますが、それを見ても、甲状腺の病気があるから来

ている伊藤病院ということですから、結節などがある

人は非常に多いですね。環境省の調べたものなど、検

診によるものはそれなりに数値の差がある。こういう

ものを見て、割合が多いのか少ないのか、細かく科学

的に判断していくしかありません。 

 

生活クラブ生協が、2012年と 2013年、それぞれ 600

人、700人くらいの方たちの甲状腺検査をしました。 

するとやはり半分くらいの方たちに何かありました。 

これを2年続けて受けた方が300人くらいいるのです

が、最初の検査ではのう胞があったのに、翌年には消えた人がいます。逆にのう胞が増えた人もいます。最

初の年はのう胞がなかったのに、発生した人が 35 人いました。そうすると、のう胞が消えたり増えたりす

るものなのだということ、変化するんだということがわかってきます。ですから、こういうことを私たちは

ほんとうに、もっともっと、調べていかなくてはいけないと思います。 

 

広島長崎の原爆症の調査では、やはり多く被ばくしている人にのう胞も結節も多い、というデータがありま

す。そういうことも知識として押さえておく必要があります。福島の調査から、将来的にはやはり、のう胞

は被ばくによって多くなるということが示されるかもしれな

い。亡くなった方を解剖して甲状腺の中にこんなふうにあっ

たとかということが出てくるかもしれない。 

原爆の被害のことは長期にわたってずっと隠されてきたこと

が多いようです。日本はアメリカには調査資料を全部提出し

ていますが、国内には知らせていない。国内でかかわった医

者はみな厳重に口止めされました。最近になってやっとアメ

リカの極秘文書が公開されて、膨大な資料があったことを知

らされたのです。主権国家たりえていない、国民を大事にし

てないと思います。 

 

これはうちの病院で取った血液検査の白血球の数です。 

下が年齢で、この赤線と青線が基準値なのですが、実は年齢

によってすごく基準値が違うんです。だから大人の基準値で

子どもを判定したらまったくおかしな話になってしまう。し

かも性別によっても違います。性別と年齢によって分けて、

それぞれの基準値に当てはまるかどうかを見ていきます。 

 

好中球というのが白血球の中にあって、これが減っているの

ではないかと話題になっています。 



うちの病院のデータを見ると、基準値の中でもなんとなく低いほうにある感じがしますが、これが本当に減

っているといえるのかどうかは、これでわかったとはいえません。 

データの分布が平均値にちゃんと多いのを正規分布といいますが、データ自体が平均値に一番多いのかとい

うと必ずしもそうではなくて、基準値より少し下のほうにたくさんの人が分布していたりします。 

色んな数値によって、その分布の仕方があり、みんなが真ん中に集まっているわけではないのです。そうい

うことも考えながら見ていくしかない。 

 

一人の人の白血球は採血の仕方、体調などで、かなり変化するものです。 

うちの病院にいらした方の例ですが、お子さんの好中球がとても少なくて 500/μℓくらいしかない。他のリ

ンパ球の数はとっても増えていました。全体では白血球の数は普通なのですが、リンパ球が増えて、好中球

がすごく減っていた。普通では 1500 以上は絶対あってほしい数値ですから、500 というのはすごく異常で

す。 

 

小さなお子さんですから、うちの病院ではなくて、小児科

で血液病科もあるようなところに紹介したのですが、うち

で測った１か月か２か月後に再検査したら、まったく普通

になっていました。 

結論としては、ちょっと風邪をひいていたかもしれない、

ということでした。ウィルスの風邪だと好中球が減ってリ

ンパ球が増えることがあります。それにしても 500という

のは普通じゃないんですが、お子さんだとそのようなこと

もありうるのかもしれない……みたいな話なのです。とも

あれ、白血病などではなくてよかったです。 

リンパ球は何となく皆さん低いほうが多いのですが、これ

もちょっとしたことで変わります。 

 

白血球自体は 3日しか寿命がないので、ころころ変わるわ

けです。心筋梗塞を起こしたりすると、1時間か 2時間で

ものすごい勢いで増えます。たとえば、下手な人が採血を

するとストレスで白血球が上がったりします。また、タバ

コをやめると毒物を吸わなくなるので白血球が減ったり、

仕事をやめるとストレスなくなったら減る、というような

こともあります。かなり激しく動くものだという認識をも

ちつつ、経過を見ていくということがとても大事です。 

そして、何が起きているのかについては、福島をまず見ていく必要があります。やはり関東と福島ではそれ

なりの被ばくの程度の差があります。検査はしていきながら、福島で何が起きているのかをちゃんと見てい

くことが重要です。 

 



ただ、さっき言ったように、内部被ばくをしていて体の

中にセシウムやプルトニウムがずっと残っていて、そこ

を血液が通る。または骨髄にストロンチウムがあったり

すると、骨髄で血液を作りますから、そこにストロンチ

ウムがずっとあれば、骨髄は新しい被ばくをし続けるこ

とになります。 

そういう異常を調べるのには、まず血液検査をするしか

ないし、血液像とか、白血球分画といいますが、好中球

とかリンパ球という、細かい検査をするしかありません。 

 

今の日本の状況で一番困ったことだと思うのは、情報がちゃんと伝えられていないということです。みんな

が疑心暗鬼になってしまう。実際に隠されていた情報がたくさんあります。そういうものを隠さないでほし

い。ごまかさないでほしい。 

そして「心配だ」という声がすごく抑圧されています。今、福島に行くと、放射能の話題も出せない。関東、

東京や神奈川でもPTAでそんな話をしたら、「いまだに何言ってるの？」と笑われるかもしれない。 

 

郡山の病院には簡単なセキュリティゲートみたいなセシウム汚染を測る機械があるのですが、そこで子ども

を測ったらピーっと鳴った。原因は靴底についていた土でした。サッカー少年です。 

そんなところに住んでいるのに、心配だとか、放射能の対策についてどうしたらいいだろうということを、

会話にできないような状況になっています。気にするなら出て行けばいい、出て行かないでここに住んでい

るならおとなしく復興に頑張りなさい、みたいな雰囲気が圧力になっていて、ほんとうにおかしい。不安を

出せないんです。 

 

実際に線量が高いところはたくさんあって、先日は B1 グランプリを開催していましたが、1μSv/h を超え

るようなところがあちこちあり、子ども広場のベンチは 0.5μSv/hもあるのに、わずかなところにしか表示

もなく、みんな気にせずそこに座ってB級グルメを食べていました。 

 

本当に必要なことは、どこが危ないか、危険なところに近づけば新たな被ばくが起こるよ、ということを知

って、それを避けなければいけない。あちこちに散ってしまった放射性物質から、新たな被ばくを防がなく

てはいけない。それが一番やるべきことではないかと思います。 

対策といったら、とにかく減らすしかないんです。増やさないこと。入れないこと。測ること。見える化し

て避けること。セミパラチンスクの人の体の中に今もプルトニウムがあり、新しい染色体異常が見つかるの

です。排出できないのだから入れないようにするしかないのです。 

 

昨日も神奈川に保養に来ている人たちとおしゃべりしましたが、夫がもう保養に行かないでくれというのだ

といいます。淋しいと。保養もすごく出にくくなっています。移住なんかもうとんでもない。 

しかし一方で、郡山の病院では、医者がいまだ少しずつ減っていっています。事故の直後、まず小さなお子

さんがいた医者夫婦はすぐに出て行きました。自分の子どもを守るために。それで夫だけ帰ってきたりして

いたのですが、週末は家族とすごしたいので土曜日の外来はやりたくないといってやめていく。家族だけを

避難させていた人が、3 年たって、もう離れ離れは限界なので、お父さんも福島の病院をやめて、他県に行



ったりしています。 

医者たちはそんなふうにやっているのに、一般の人たちには安全だと言って抑え込む。心配してはいけない

ような気持ちにさせる。「心配しなくていいのよ、安全よ」という指導が、保健師さんや医師たちによってさ

れている状態です。 

 

先ほどの放射性ヨウ素の地図は、当然ながら福島だけでは止まっているわけではありません。川崎も横浜も

来ているし、静岡あたりまで飛んでいます。放射性物質が降ったところのすべての住民に対して、不安を解

消し、健康に対する問題を解決するためには、健康相談や必要な検診をやるべきだと思います。 

 

事故当時に放射性物質を含んだプルームが来たところにいた人は、やはり絶対、原発事故による被ばくを受

けています。私も確実に受けていますし、たぶんみなさんもです。 

「牛乳を止めたから大丈夫」と国は言います。でもベラルーシに行ったときに、「6割は大気中から吸ってい

ます」と向こうの医師に言われました。ベラルーシの子どもたちのように牛乳は飲まなかったから少しは抑

えられたかもしれませんが、大気中のヨウ素はいっぱい吸っています。でもそれは確かに「わからない」。わ

からないからこそ、慎重に調べようというのが筋だと思います。 

 

いま、原爆が落ちて 70年経って、やっと原爆症の人たちのことが色いろわかってきています。 

何十年も前の被ばくが今も影響していることが、ようやく最近になってわかってきているので、ぜひそうし

た調査や研究が進むように協力したいと思うし、福島の原発事故で被ばくしている私たち自身、自分たちの

体調を観察したり記録したり、検査したりする必要があると思っています。 

 

たしかに甲状腺にガンが見つかった 103人の人たちが被ばくの影響かどうかの判断はとても難しい。隠れた

ガンか、被ばくのせいか、意見が分かれているし、わからない。全部が影響を受けているとはいえないだろ

うとも思います。 

しかし、甲状腺学会で医者たちが昨年話していたのは、「検診すると微小ガンが見つかりすぎてしまう」「見

つけすぎてしまって過剰な診療につながるのではないか」「甲状腺ガンと言ってしまうからみんな心配するん

じゃないか。小さな甲状腺ガンなんて放っておいても死なないんだから、ガンなんて言わなければいい。ガ

ンという言葉を使わないようにしよう」というような議論でした。そして今年の甲状腺学会では、エコーを

やめようという話が出ています。エコーをやるから見つけてしまうんだと。 

 

ところが、見つかったガンの手術をした鈴木真一氏は、自分が手術をした人の 7割は小さな甲状腺ガンだっ

たが、その中には、リンパ節に転移していたり、気管に浸潤しようとしていたり、肺転移も何件かあって、

7 割以上は手術をしなければならなかった人だ、過剰な診療はしていない、と言い切っています。わけがわ

かりません。 

 

ほんとうはまったく被ばくしていない地域で何万人単位の検診をして比較すれば、もっとちゃんとわかって

くることがあるのだと思います。検診は国全体でもっともっと広めていくべきだと思います。 

継続的にチェックして行くための検査としては、甲状腺エコー検査、白血球分画、甲状腺関連の項目を含む

血液検査血液検査。できれば染色体異常のチェックができれば本当に内部被ばくのことがわかりますが、こ

れはものすごく大変です。1 人の医師が千以上の細胞を１つ１つ調べて何パーセント見つかるかどうか、と



いうような検査なので、現実的には全員を調べるのは無理だと思います。 

 

一般的な肝臓、腎臓、血糖の血液検査での数値もチェックしてほしい。というのは、お母さんが自分の貧血

に気がついていないことが多かったりします。ひどい疲労を訴えてこられるかたが貧血だったり。一般的な

健康のチェックは必要かなと思います。あとは心電図。ベラルーシでセシウムが心筋にたまっていたという

解剖所見の報告がありますので、それが何かの病気だったかのかどうかは難しくて確定できていないのです

が、気になることではあります。 

 

子どもの被ばくを心配して、子どもを外遊びさせないという方が、神奈川でもいます。だいたい子どもさん

は色が白くなって太ってしまい、体力が落ちてくる。お母さんは心配して遠くに出かけて運動させたりする

のですが、神奈川とか厚木くらいなら、外に出していいのではないかと、相談を受けると言います。逆にお

母さんが驚かれて「いいんですか？」と言われる。 

遊ぶところをちゃんと測定して、確認して遊ばせる。0ベクレルはないんです。どこの土を取っても100Bq/Kg、

200Bq/Kg は当たり前になってしまいました。事故前は数 Bq だったんです。とても残念な状態にはなって

いるけど、子どもにとってからだを育てていくために大事なのは何かというと、運動を含めた健康的な生活

習慣です。それは絶対に必要。もちろん被ばくを避けることは重要ですが、被ばくを避けつつ、健康的な生

活をさせてあげる。バランスの良い食事を適量、もちろん安全であれば一番いい。そして運動です。よく運

動をして代謝が上がれば、排出されるものは排出できるということにもなります。 

 

それから、考え方です。子どもの顔を見て、この子は病気じゃないかとずっと心配して、咳をした、口の中

が荒れた、ほっぺが腫れた、目がちょっと赤くなった、ああもう病気だと。あの時、私が外に出していたか

らとか、全部そこに行っちゃう。 

でも、あの時できなかったこと、しなかったことについては、もう悩まないで、無理をしないで、と思うん

です。精神論になるかもしれませんが、もし子どもが病気だったとしても、生きていてくれれば、そこにい

てくれればそれでいいじゃないかと。病気が何かの欠損を意味するわけじゃない。まずここに子どもがいる

というその存在をそのまま受け入れて、感謝する。でないと子どもは自分が生きていていいという、自己肯

定感を親から感じることができません。 

 

なぜこんなことを言うかというと、自己肯定感が免疫力を高めるんです。免疫というのは、自分じゃないも

のを体の中で排除する力です。「精神免疫腫瘍学」というのがあるくらいで、その人の考え方が免疫作用、つ

まり自分の中の異物を排除したりやっつけたりする力にすごく作用するということがわかっています。ガン

細胞ができたとき、まずそれをやっつけるのは自分の免疫力です。それが正しく動いていると、免疫力でガ

ン細胞をやっつけることができる。 

でもだからといって、すごく高濃度に汚染されたところで笑ってすごせとは言いません、私は。まず汚染さ

れたところからは逃げるとか、遠ざかってください。それが大原則です。 

そうしてやれることをやった上で、ぜひやってほしいのは、自分が生きていていいよ、子どももそこにいて

いいよ、あなたはそれでいいよ、という自己肯定感をもつことです。ありのままでいいよという。それが免

疫力を高めてくれて、結局健康を維持しやすくなります。 

「幸せになるために私たちは生きているんだ」という考え方を選ぶとします。では「幸せって何？」という

と、人から見てどうかではなくて、自分が幸せと感じるかどうかなんです。人から見て何が足りなくても、



自分の思いひとつで、こうして生きていられるだけで幸せだと思うかもしれない。そういう幸せを色んなと

ころで見つけられるようになると、自分が生きやすくなります。ひとつの生き方のコツとして、そんなこと

も考えてほしいなと思います。 

 

色んな悩み、不安、共通の思いを、こうして集まって話し合うだけでも、気持ちが楽になると思います。 

私の外来は、お話を十分聞かせていただいて、医者としてそれに対してお答えする、普通の内科の外来です

が、検査結果が出る前から、受けてくださった方みなさん、安心したとか、ほっとした、来てよかったとお

っしゃる。そこに今の日本の医療に足りないものがあるんだなと感じています。 

 

現在、社会には国がやることに異を唱える人は排除されるという風潮があります。 

脱原発というだけで、国に楯突き経済を 100年前に戻す人、とかと言われ、憲法を守ろうということが反社

会的であるかのように言われる、ほんとうにおかしな世の中になっています。 

学会も、メディアの報道も、そういう流れの中にあります。 

そういう中にあって、私たちはまず学ぶ、色んな知識や情報を知り、学び、自分で理解して、正しいと思う

ことを主張して、行動していく自由を奪われない、そういう社会を維持し、求めていかなければならないと

思います。 

私は臨床医としては、福島県がもし無人になったとしても、色んな人が各地で楽しく生きていけるのだった

ら、そのほうがずっといいと思っています。何よりも健康に生きる権利を尊重して、命と健康がまず第一に

考えられるような医療や福祉行政が行われるように、そういう社会を求めて、声を上げていきたいと思って

います。 


