
臨床医が語る、原発事故からの７年  
 
―子どもの甲状腺がんは？健康被害は？ 

内科医師 牛山元美 

2018年2月25日＠渋谷 光塾 
主催 脱被ばく実現ネット 



2011年3月11日   
東京電力福島第一原子力発電所が、 
東日本大震災による地震と津波により 

全電源喪失 
     

炉心冷却機能消失 

 
 
 
 
 

歴史的な放射能漏れ事故・大惨事 

メルトダウン 

メルトスルー 

水素爆発 

2011年3月12日 
1号機爆発 

2011年3月14日 
3号機爆発 
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相模原市南区小学校の中庭の砂の放射性物質 

 2011年5月20日 午後1時  

 小学校の中庭  

 地表面の砂 約10g採取 

 東京大学大学院 総合文化研究科  

 小豆川 勝見助教に郵送 

 放射性物質の検出、分析を依頼 

 

セシウム137 計1360±23 Bq/kg 検出 

☆事故前、東京新宿の土壌では ０～２Bq/kg  

相模原市南区 



No 場所 サンプル 
検出された 
放射性物質 

137Cs 
線量値（Bq/kg) 

2 長野県上水内郡信濃町 玄関前、表層3cm 134Cs 137Cs 123±10 
12 神奈川県横須賀市 公園内 134Cs 137Cs 566±10 
18 静岡県田方郡 庭土、表層5mm 134Cs 137Cs  77±9 

20 茨城県守谷市 花壇表土、表層5cm 

131I 137Cs  2351±29 
  134Cs   

25 福島県伊達市 表層1cm 

60Co 131I   
  

49769±136 
  

95Nb 134Cs 

110mAg  137Cs 
129mTe 

37 東京都練馬区 表層1cm 134Cs 137Cs  115±10 
38 東京都練馬区 30cm なし（検出限界未満） 

50 相模原市南区小学校 表層 134Cs 137Cs  1360±23 

2011年5月ごろの土壌分析（東大大学院 小豆川先生研究室） 

セシウム134と137を合わせると2700 Bq/kg   Cs；セシウム I；ヨウ素 Co；コバル
ト、Nb；ニオブ Ag；銀 Te；テルル 
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7月のデータ 

2011年3月の降下物 
原子力規制委員会発表 

震災被害で 
計測されず 

MBq/km2 ・月 [MBq/km2 ･month] 
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受精 

 妊娠 1ヶ月末から3ヶ月初め 

妊婦の職業被ばく限度 

＝1mSv/妊娠中   
現行法令の放射線防護基準 
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被ばくが体に悪いのは医学的常識 



6000 mSv(6Sv)・・・ほぼ全員が 死亡          

3000 mSv(3Sv)・・・約半分の人が 死亡 

2500 mSv(2.5Sv)・・永久不妊（生殖細胞=卵子、精子を作る細胞の死滅） 

  200 mSv～  吐き気,下痢,やけど,皮下出血,貧血,意識障害 出現 

     白内障,白血病,固形癌 が線量に比例して増加 

 150 mSv 一時不妊（精子を作る細胞、精子の一時的減少・活性低下） 

 100 mSv 胎児 → 奇形、精神遅滞   

    15 mSv  (CT検査で心臓ペースメーカーの不調)      
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放射線による人体への障害 (2011年以前の知識？） 

単位；             1 mSv（ミリシーベルト）=       1000 μSv（マイクロシーベルト）  

  １Sv（シーベルト） =  1000 mSv             ＝  1000000 μSv 

胸のCT 800回分？ 

胸のレントゲン10万回分？ 

100mSv以下は低線量被ばく 



北海道旭川北医院 院長 松崎道幸医師作成資料より 

原爆症の人たちを70年にわたって調査している研究では 

どんなにわずかな被ばくでも発がん率を上げると明言。 

ガ
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血管造影検査やカテーテル治療などでは 

  皮膚が被曝し、赤くなって軽いやけどになることもある。 

 

癌の放射線治療では局所的に  100グレイ（Gy）以上照射   

  することもある。（全身照射ならばグレイ＝シーベルト） 

 

検査や治療目的の医療被ばく によって、 

 
ただちに  皮膚の火傷、潰瘍、骨髄抑制、肺線維化、 
                                                                                                                                                                                  
     胃腸炎、生殖細胞（精子）減少など  

 
数カ月後に     白内障 
 
何年もたってから  がん    

   が増えることは  既知の医学的事実 



医療被ばく は 天秤 
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検査や治療による被ばくでヤケドしたとしても、被ば

くによって今後発癌する可能性は高くなるだろうが、

今ある病気を早く見つけ、致命的な病気を治し、 

今、命が助かる方が患者さんにとって利益だろう。 



福島県県民健康（管理）調査 
2011年10月から、 

震災時概ね18歳以下だった福島県民約38万人を対象に、 

2年毎に甲状腺エコー検査などを実施。 

福島県ホームページより 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

甲状腺検査について 

「チェルノブイリ原発事故後に明らかになった健康被害として 

放射性ヨウ素の内部被ばくによる小児の甲状腺がんがあります。

福島県では、東京電力福島第一原発事故を踏まえ、子どもたち

の健康を長期に見守るため、甲状腺検査を実施しています。」 



     拡散した 
放射線物質量は 
広島に投下された 
原子爆弾の 

 
400倍 

 
168倍 
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チェルノブイリに比べ福島は、放射能汚染の範囲は狭いが、同じ程度の汚染
あり。人の被ばく量も決して少ないとは言い切れない。 



By Y.E. Demidchik 

● 

ベラルーシの小児甲状腺ガン  地域別患者数 

Thyroid Cancer Cases 
 in Children and Teenagers 
 in Different Districts of Belarus 
1986 - 2000 

チェルノブイリ原発 

放射性ヨウ素 I131 

汚染地図 

「チェルノブイリにおける小児甲状腺癌は 

放射性ヨウ素の被ばくによって100倍増加 

 100万人に1人 ⇒ 100万人に100人 



ベラルーシ；0～17歳の子どもの甲状腺ガン発生率（地域別） 
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ゴメリ州 

ブレスト州 

そのほかの州 

事故当時の0歳児が          5歳             10歳        

ゴメリ州 

ブレスト州 

事故後5～7年における 
甲状腺ガン発生率は 

10万人あたり 

24.7人 

チェルノブイリ原発事故 

放射性ヨウ素 
  汚染地図 131I 



ベラルーシ；0～17歳の子どもの甲状腺ガン発生率（地域別） 
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チェルノブイリ原発事故 
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ベラルーシの甲状腺ガン発生率 
（年齢別）（年間人口10万人当り） 

20-29 

0-14 

15-19 

事故当時の乳幼児は今およそ30歳 

事故当時乳幼児だった人たちが 
成長過程のどの年代でも 
甲状腺ガンをより多く発症し、 
加齢に従って発症率は上昇。 

事故当時青少年だった人たち 
（＝今の中高年）の発症は 
今も増加傾向。 
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断面図 

甲状腺 
超音波（エコー）画像 

気管 
右葉 左葉 

峡部 

（右）頚動脈 
食道 

（左）頚動脈 



甲状腺は、 
食べ物に含まれるヨウ素を材料にして 
甲状腺ホルモンを作り､血液中に分泌するところ。 

 
★【ヨウ素をたくさん含む食品】 
  昆布、わかめ、のり、ひじき、 
もずく、昆布だし、ヨウ素強化卵など 

 
 
体内では、ヨウ素の90％以上が 
甲状腺に存在。 

 
 
★ヨウ素＝ヨード＝Iod（独）＝Iodine（英） 

甲状腺とヨウ素 



甲状腺ホルモン  

体の発育を促進し、新陳代謝を盛んにする   

      活動するためになくてはならないホルモ
ン。 
 

多すぎても少なすぎても体調が悪くなるが 

  体内で自然に調節されている。 

 

自己免疫疾患などで調節がうまくいかないと 

 甲状腺機能亢進症（バセドウ病など） 

 甲状腺機能低下症（橋本病など）にな
る。 

 



隈病院HPより転載 

甲状腺機能亢進症 と 甲状腺機能低下症 

症
状  

★自己免疫疾患や甲状腺機能の診断には血液検査が必要！ 
   抗TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)、抗サイログロブリン抗体、 
    遊離甲状腺ホルモン（freeT3,T4)、甲状腺刺激ホルモン（TSH)など 
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甲状腺癌が発生した原因は 

主に 食べ物や呼吸 を通じての被ばく  

60%   

日本では汚染牛乳は廃棄したが、神奈川の水道水も 
汚染したまま各家庭へ・・・ 
大気中の放射性ヨウ素は防御しようがなく、皆、吸入 

原発事故時の 
放射性ヨウ素放出 
による被ばく 

＝内部被ばく 

外部被ばく 内部被ばく 

吸 入 

摂 食 

By Y.E. Demidchik 



放射性ヨウ素と 

食べ物のヨウ素は小腸
から血液に吸収される 

1、2週間、昆布だしや
海藻を食べなければ 
ヨウ素不足になりうる 

大気中のヨウ素は 
肺から血液に 
吸収される。 

放射性ヨウ素で汚染された時 
甲状腺のヨウ素が足りていれば 
放射性ヨウ素は甲状腺に取り込まれ
にくい。 

甲状腺にヨウ素が足りなければ 
放射性ヨウ素は甲状腺に取り込まれ
甲状腺組織が被ばくして 
甲状腺がんになりやすくなる。 

血液中のヨウ素の20~30％が 
甲状腺に取り込まれる。 
取り込まれなかったヨウ素は 
ほとんどがそのまま排泄される。 放射性ヨウ素も 

そうでないヨウ素も 
体内では同じように動く 

放射性ヨウ素を吸収する前に 
安定ヨウ素剤を服用していれば 
放射性ヨウ素は甲状腺に取り込まれず 
甲状腺がん発症の危険性が減る。 

甲状腺 



2011年4月1日時点の 「世界版SPEEDIによる放射性物質大気中放出
量の再推定」国立研究開発法人日本原子力研究開発機構2014年2月発表 

ヨウ素 131 セシウム137 

原発 

福島 

★WSPEEDI による推定図から、放射性物質による汚染が福島県を中心に東日
本に広く拡散していることが明らか。しかし、この頃の甲状腺被ばく量の精密
な測定はほぼ行われておらず、不明のまま。 

原発 
福島 

https://www.jaea.go.jp/


2011年3月12日から 
23日までに、 
１歳児の 
甲状腺等価線量が

100mSv以上となる

と、SPEEDIによって
予測 
されたのは 

11町村： 
いわき市、南相馬市、 
大熊町、双葉町、 
浪江町、川俣町、 
富岡町、楢葉町、 
広野町、飯館村、 
葛尾村 



福島県ホームページより 甲状腺検査について 

「チェルノブイリ原発事故後に明らかになった健康被害として 

放射性ヨウ素の内部被ばくによる小児の甲状腺がんがあります。福島県で

は、東京電力福島第一原発事故を踏まえ、子どもたちの健康を長期に見守

るため、甲状腺検査を実施しています。」 

甲状腺超音波（エコー）検査による判定 



日立 

GE  
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のう胞（多発性、数珠状） 

結節 
（良性） 

結節（悪性＝甲状腺癌）（乳頭癌） 

のう胞 

甲状腺エコー 
でわかる 

腫瘍性病変 
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甲状腺ガンの組織型 （日本の場合） 

分化癌      乳頭癌     約90% 
 

           ろ胞癌   5～10% 
 
低分化癌            2～10% 
 
髄様癌              2～10% 
 
未分化癌               1～ 2% 
 エコー検査では「しこり（結節）」を見つけ, 
「しこり（結節）」が癌かどうかの判別もほぼできるが 
確実な診断のためには「穿刺吸引細胞診」が必要 

  （沪、濾） 
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甲状腺  

穿刺吸引細胞診 



良性 

       甲状腺乳頭癌（悪性） 

甲状腺 穿刺吸引細胞診  
顕微鏡写真 

A 

B 

C 

 癌細胞の特徴：核が大きめ、大小不同、不整形 
 甲状腺乳頭癌に特徴的な所見： 

• 腫瘍細胞がシート状集塊 
• 腫瘍細胞は立方あるいは円柱状 
• 微細顆粒状の薄いクロマチン所見 
• 核溝と呼ばれる核の線状のくぼみ 
• 細胞質が核内に陥入した封入体 



ろ胞（中身はコロイド） 

甲状腺細胞 

甲状腺ろ胞癌 

正常甲状腺 

★ 乳頭という名前は、胸にある乳腺とは全く関係ない。 顕微鏡で観察すると、  

    癌細胞が「乳頭」のような形を作っているので、この名前がつけられた。 

甲状腺乳頭癌 

甲状腺組織の顕微鏡写真 



  

甲状腺乳頭癌 

• 日本の甲状腺癌の中で一番多い。 

• 原因不明。 放射線被ばくで増加。 

• ゆっくり発育し、性格がおとなしい 症例が多い（成人） 

• 頚部のリンパ節に転移しやすいが       

 肺や骨など遠隔臓器への転移は少ない（成人） 

• 進行すると、反回神経（声を出すときに働く神経）や 

  気管、食道に浸潤。手術不能例だと予後5年以内？ 

• 約5%の確率で家族内発症がある 

• 剖検によって初めて発見される潜在癌の頻度は11～28% 

  （その多くは高齢者、直径10㎜未満の微小乳頭癌） 

 

 

 

 

 

★チェルノブイリで増加した小児甲状腺がんは成長が早い、 

 肺への転移が多い、など 成人とは異なる特徴がある。 34 

予後がいい 
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2014年8月5日環境省専門家会議 隈病院院長宮内昭氏提出資料 

潜在癌  



 

2014年8月5日環境省専門家会議 隈病院院長宮内昭氏提出資料 



2017年9月30日時点
1巡目

先行検査

2巡目
本格検査
1回目

3巡目
本格検査
2回目

実施年度 平成23~25年度 平成26~27年度 平成28~29年度 合計・平均

対象者数(人） 367,649 381,256 336,640 1,085,545

受診者数(人) 300,473 270,516 161,881 732,870

受診率(%) 81.7 71 48.1
                  A1 154,605(51.5) 108,710(40.2) 52,272(35.3)
                  A2 143,574(47.8) 159,578(59.0) 94,697(64.0)
                  B 2,293 (0.8) 2,227 (0.8) 923 (0.6)
                  C 1 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
二次検査対象者数(人) 2293 2227 923

二次検査受診者数(人) 2130(92.9%) 1844(82.8%) 557(60.3%)

結果確定数(人) 2090 1788 474

悪性ないし悪性疑い(人) 116 71 7 194
悪性ないし悪性疑い(人)
／10万人あたり 38.6 26.2 4.3 26.5

一次検査結果 
（％） 

福島県県民健康調査 ・・・ 甲状腺検査結果 



ベラルーシ；事故後5～7年の  

            0～17歳の甲状腺癌発生率 10万人あたり   24.7人 

平成19年 がん登録高精度地域 （宮城・山形・福井・長崎）   

                            15～19歳の甲状腺癌発生率     10万人あたり      1.7人 

福島県 県民健康調査              0～24歳 甲状腺超音波検査 

  平成23年10月から平成29年9月(事故後０～6年）（先行検査＋本格検査2回） 
   

     のべ732,870人中 194人   甲状腺癌   10万人あたり  26.5人 

（10万人あたり 先行検査 38.6人  本格検査1回目 26.2人 本格検査2回目 4.3人） 

平成24年 環境省（青森・山梨・長崎）3～18歳 甲状腺超音波検査 

      4,365人中 1人 甲状腺癌        10万人あたり 22.9人 

平成25,26年度 茨城県北茨城市       2～21歳 甲状腺超音波検査 

       4,777人中     3人  甲状腺癌               10万人あたり 62.8人 

発見率？診断率？ 





避難区域等13市町村：田村市、南相馬市、伊達市、
川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、 
双葉町、浪江 町、葛尾村、飯舘村 

中通り：福島市、郡山市、白河市、 

須賀川市、二本松市、本宮市、桑折町、 
国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、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 

浜通り：いわき市、相馬市、新地町 

会津地方：会津若松市、喜多方市、 

下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、
塩原村、西会津町、磐梯町、 猪苗代町、
会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、
金山町、昭和村、会津美里町 

本格検査（検査２回目）平成26～27年度 

悪性ないし悪性疑い者数／10万人あたり 

避難区域 中通り 浜通り 会津 全体 

49.2 25.5 19.6 15.5 26.2 

第8回甲状腺検査評価部会資料より 



甲状腺検査結果
1巡目

先行検査

2巡目
本格検査
1回目

3巡目
本格検査
2回目

2017年9月30日時点

実施年度 平成23~25年度 平成26~27年度 平成28~29年度

悪性ないし悪性疑い 116 71 7 194

手術済 102 51 7 160

甲状腺癌確定者数 101 51 7 159

病理診断
乳頭癌　　　100
低分化癌　　　1
良性結節　　　1

乳頭癌　　　　50
その他の甲状腺癌　1

乳頭癌　　　7 乳頭癌　　　　　157
低分化癌　　　　　1
その他の甲状腺癌　1
良性結節　　　　　1

性比 (男:女) 1:2 1:1.2 1:0.75
診断時平均年齢（歳） 17.3 16.9 16.1

事故時平均年齢（歳） 14.9 12.6 10.6

事故時最小年齢（歳） 6 5 8

71

71人の1巡目の検査結果

7

7人の2巡目の検査結果 A:6 (A1:1, A2:5), B:1

２巡目の「悪性ないし悪性疑い」者数

A:65 (A1:33,A2:32), B:5, 受けず：1

日本成人　１：４
チェルノブイリ

1：1.6

３巡目の「悪性ないし悪性疑い」者数



県民健康調査の謎 
• 見つかった甲状腺がん患者は「多い」のか？ 

• 事故以前より増えているのか？ 

• 地域差はあるのか？放射能汚染度と相関するのか？ 

• 今までに国内で見られた小児・若年成人の甲状腺がんと異なるのか？ 

 

• チェルノブイリの症例と似ているか？ちがうか？ 

 

• 先行検査で見つかった甲状腺がんは、原発事故による放射線 

  被ばくの影響はないと言えるのか？ 

• A判定だった人に、なぜ2年で甲状腺癌が見つかるのか？ 

 

• 過剰診断なのか？過剰治療なのか？潜在がんなのか？ 

  放置したほうが良いのか？調べない方がいいのか？ 

 

多い と県も認めている 

比較不十分で不明 

あるかも 

今まで同様の規模の調査なく比較不十分で不明 

性差は似ている。年齢層は違うかも。病理組織・遺伝子変異はまだ不明。 
県民健康調査が全例を把握していないため、正確な比較困難。 

比較不十分で不明だが、放射能で癌が早く増大した可能性ある 

実際の症例はどんな状態か？ 

被ばく影響を否定できない 



再発数、再手術数、RI治療数は非公表。  

⇒RI治療：放射性物質を投与して癌を治療。甲状腺がんの場合は、放射性ヨウ素剤
を服用して、転移している癌細胞を攻撃。体から放射線がでるため特殊なRI病棟必要。 

 ⇒2016年12月国内最大級のRI病棟が県立医大に新設。 

 福島の若年者甲状腺がん 手術結果 福島県立医大報告2017年5月28日       

甲状腺癌 125 例  

男 44：女 81,   

事故時年齢 14.8±2.7(5-18)歳 

腫瘍径 

≧10mm     

82例  

(65.6%) 

＜ 10mm       

43 例 

(34.4%) 

リンパ節転移、被膜外
浸潤、遠隔転移なし   

＝5 例(4%) 

リンパ節転移 

 97 例(77.6%) 

甲状腺被膜外
浸潤  

49 例(39.2%) 

遠隔(肺)転移    

2 例(3%) 

114 例 片葉切除 (91.2%)  

  11 例 全摘 (8.8%) 

この5例を除いた120例（96%）はガイドラ

インに従えば、今、手術すべき症例 

病理診断； 乳頭癌121、  
 低分化癌 3、その他 1 

「だから過剰診断や過剰治療ではない」 
         by福島県立医大鈴木眞一教授 



遺伝子型 陽性 陰性 陽性率（％） 

RET/PTC1 6 62 8.8 

B-RAF v600E 42 26 63.2 

甲状腺ガン細胞に見られる 遺伝子変異 
福島医大 光武範史（2015年11月6日日本甲状腺学会＠福島） 

福島で見つかった小児甲状腺ガンの中の68例について検討。 

67例は乳頭癌、1例が低分化癌。 
切除された腫瘍組織から遺伝子を抽出。 

★チェルノブイリ の被ばくによる小児甲状腺ガンでは 

         RET/PTC の遺伝子変異が 50～80％ に見られた。 

⇒福島の小児甲状腺ガンでは、RET/PTC は少なく、 

成人甲状腺ガンに多い B-RAF の遺伝子変異が多かった。 

★先行検査（一巡目）症例が対象 



2016年12月より、 
原発事故以降に甲状腺がんの手術
を受けた人、および穿刺細胞診に
おいて甲状腺 がん、またはその疑
いと診断された  

25 才以下の東日本在住者に、 

10万円 を給付。  

（再手術、RI治療は10万円追加） 

「手のひらサポート」 

2017年4月より、日本女医会の協力

で、女性医師による電話相談開始 

2017年夏、NHK福島との共同で、 
甲状腺がん患者さんやご家族に 

アンケート調査実施 ⇒ 
2017年11月NHK-BS1スペシャル

「原発事故7年目 
  揺れる甲状腺検査」 
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1 3 1 58(5) 1 0 1 1 3 3 4 1 1 2 1 81 

2016年12月から2017年4月まで（第１期）の給付状況 

＊福島（ ）内は、県民健康調査以外の検査で見つかった症例数 

RI治療適応例10名（福島2名、県外8名） （男女比；福島1:1、県外6:2） 

再発例 5名（福島） 

男女比；35:46（福島28:30、県外7:16）  

事故当時年齢 4~19歳（福島 4 ~18歳、県外4~19歳） 



２０１７年４月２３日東京新聞 



一次検査（エコー） 

２~５年後
の再検査 

B,C 

二次検査          
（エコー、血液・尿検査） 

穿刺吸引細胞診 

悪性ないし悪性疑い 

手術  手術待機 

経過観察 

経過観察 

A1,A2 

現実の 甲状腺検査の流れ 

受診せず 

独自受診し癌と診断されて
も把握・集計されず 

悪性疑い 

経過観察後に癌と診断され 
手術受けても公表されず 

県民健康調査結果として発表しているのは 
この症例のみ 

手術  

経過観察に回って、その後の 

経過不明が約2500名 

これでは甲状腺癌と診断された人を正確に把握できない 



チェルノブイリと福島の甲状腺がんを比較する時 

 被曝線量 

 発症（発見）数、診断数、重症度 

事故当時年齢 

男女比                などが、問題 

しかし、 

県民健康調査は、事故当時18歳以下だった福島県民の

甲状腺がん症例の数すら正確に把握できない仕組み。 

 このデータでは正確な検討、考察が不能。 

  信頼できないデータ！ 



成人女性の 
甲状腺がんの話 



2013年3月 ベラルーシ医学アカデミー  
        Y.E.ディミチク教授 

 
「一番最近甲状腺がんの手術を 
 受けた患者を紹介しよう。 

 4歳の男の子だ。 
 放射性ヨウ素がない時に生まれている。 

 なぜ4歳の子どもが甲状腺がんになるのだ？」 



http://cnic.jp/files/che20_20060304imfr.pdf 15Ciは555kBq 

＞555kBq/㎡ 

■健康  ■病弱  ■病気 

事故から6年後のベラルーシのこどもの健康状態 
（ゴメリの線量は現在の浪江・飯館・川俣・郡山市・福島市の一部と同等程度） 

汚染地域 
（ゴメリ） 

 
汚染地域 
（モギレ

フ） 

 
非汚染地域 
（ビテブス

ク） 

http://cnic.jp/files/che20_20060304imfr.pdf
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〈ベラルーシ〉 



56 

生物学的半減期 

★セシウムは、筋肉に取り込まれ

たあと排泄され110日で半減するが、

生殖器に取り込まれるとほぼ排泄

されず、半減期は物理的半減期で

ある30年（137Cs）。 ★精子は常

時新しく作られるが、卵子は女性が

生まれた時から持っている約400個

のみ。卵巣に放射性物質が取り込

まれると、被ばくによって奇形児や

流産の可能性が増える。 ★吸入

したプルトニウムは肺にとどまり、

一生周囲を被ばくさせ癌化させうる。

（239Pu半減期 2.4万年） 

心臓 

出典「食卓にあがった放射能」高木仁三郎（七つ森書館） 

解明されていない内部被ばく・・・物質によって異なる動き 



放射能汚染が高いと推定される茨城県、福島県、宮城県、岩手

県の死産率の変化 



骨髄異形成症候群の増加？ 
首都圏の骨髄異形成症候群 

2010年 2011年 2012年 2013年 増加率 
NTT東日本関東病院 
東京都品川区 

28 56 76 80 2.9倍 
東京逓信病院 
東京都千代田区 

5 7 12 未公表 2.4倍 
武蔵野赤十字病院 
武蔵野市 

2 3 10 11 5.5倍 
千葉大学附属病院 
千葉市 

9 28 17 24 2.7倍 

血液細胞（赤血球、血小板、白血球）の大もとになる造血幹細胞の異常。 

 

貧血（赤血球の減少）、血小板の減少、白血球の異常（減少や増加）などの 

血液細胞数の異常がまず起こり、進行すると、白血病に移行しうる。 

 

原因不明。中高年から高齢者に多い。 
 
抗がん剤などの薬物療法や、放射線治療の数年後に起きやすい。 



福島県浪江町 

2012年3月末時点の線量分布
（航空機モニタリングによる） 
内閣府による住民説明会資料より 

大柿簡易
郵便局 



福島県浪江町【帰還困難区域】 
現在は道路は誰でも通行可能 

2017年10月  4.98 

2015年10月   7.60  

アスファルト地表面 

地表面の測定値 μSv/h 

地上1mのモニタリングポストの値 μSv/h 



移住権利区域 

定期放射線管理
対象居住区域 

５超 

１～５ 

１未満 

実効線量 

年間mSv 

土壌汚染
（Cs137) 

自然放射線、医療被曝による
放射線を除いた追加放射線量 

土壌は137Csが 37kBq/m2未満、かつ 追加空間線量が年間1mSv未満 

となる環境が「非汚染地域」（環境省の考え方では 0.23μSv/h未満） 

強制移住区域 

チェルノブイリ法 



食べものはもう大丈夫？？？？ 
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飯
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2016年5月採取独協医大 木村真三准教授測定 

野生動物、天然きのこ、山菜 には 今でも特に注意を！ 

 
毎日食べる、乳製品、米、大豆、野菜も、汚染した土壌、家庭菜園に注意 
                               そして魚は？ 



厚労省＋ホワイトフーズ＋30年プロジェクトなど 

2017年上半期検査 で流通基準値（100Bq/kg）超 セシウム最大検出量（Bq/kg） 

ブラウントラウト 日光中禅寺湖  110 
ヤマメ 群馬   130 
ウナギ 千葉 140 
コウタケ 岩手  120 
アンズタケ 静岡   130 
ショウゲンジ 山梨   280 
タラの芽 長野  230 
コシアブラ 福島、長野、新潟   410 
タケノコ 宮城、福島、茨城、群馬、埼玉等 450 
栗 福島  110 
イノシシ 宮城、福島、群馬、栃木 4000 
シカ 宮城、福島、群馬 340 
ツキノワグマ 群馬 280 

63 
★検出限界はセシウム合計でおよそ 1～25 Bq/kg  程度 



東
京
新
聞

 
2

0
1

8
年

2
月

1
7
日

 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/metropolitan/list/201802/CK2018021702000175.html 



相模原市 放射性物質等測定結果（抜粋）相模原市ホームページより 

測定地点名称 測定地点所在地 

2 011年 
7月～8月 

2 017年2月 

放射性物質（Bq/kg ) 放射性物質（Bq/kg ) 

セシウム セシウム 

相模大野 7丁目公園  南区相模大野7-36 98.6 29.3 

麻溝台 5丁目公園  南区麻溝台5-14 113.2 60.6 

比丘口公園  中央区中央1-7 108.7 44.3 

長竹白山公園  緑区長竹3087-2 160.7 133.5 

鳥居原ふれあいの館  緑区鳥屋1064 187.0 224.0 

日連台公園  緑区日連1543-2 113.3 26.8 

青根出張所  緑区青根1331 83.6 109.8 



相模原市の路上 
民家から雨どいが 
突き出ている場所 
2017年2月20日測定 



「1000Bqのセシウム137を一度に摂取した場合と、毎日１Bq,または、10Bq のセシ
ウム137を1000日間摂取した場合の全身放射能（Bq）の変化」（ICRP 111、2009） 



放射性セシウムの生物濃縮 





連絡先：〒502-0017 岐阜市長良雄総878-16 岐阜環境医学研究所内 

 「乳歯保存ネットワーク」（松井英介医師）e-mail :  pdmn311@gmail.com           
TEL 058-296-4038 FAX 058-296-3903 

ホームページ http://pdn311.town-web.net/ 

ストロンチウム90による内部被ばくも懸念されるが、食物中の

ストロンチウムはほとんど測られていない。 

ストロンチウムは、歯や骨に蓄積し、骨髄の造血細胞が被ばく

しうる。乳歯を調べることで、ストロンチウムによる全身への

被ばく影響がわかる。 

mailto:pdmn311@gmail.com




半世紀前の核実験による放射性セシウム
の行方を調査。 

 
太平洋にもともとあった海流にそって、

ドーナツ状にセシウムが高濃度の
部分が見つかった。 

 

日本の沖合では表面に近いが南側で
は水深600ｍまで沈んでいる。 
セシウムが一周するのに30年かかる。 



福島原発事故後 
日本の沖合2100km、 

深さ300m付近に 
放射性セシウム濃度の高い
部分＝海流があった。 

ガレキはどんどん風に吹かれて東
へアメリカへと行くが、 

水に溶けて存在する放射性物
質は水に潜ってしまい 
風の影響を受けず 
海中の海流に集積し、海流と
共に存在。 

単純に拡散していない！ 

海中に 
放射性物質が集積している部分

海流がある！ 



http://matome.naver.jp/odai/2136262233964826301/2137714282140046203


キルギス 

アフガニスタン 

イラ
ン 

イ
ラ
ク 

セミパラチンスク核実験場 
1949～1989にかけて 

456回の核実験 
そのうち 

大気中核実験が約100回 
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広島大学原医研 
星 正治教授 





安定型異常 

不安定型異常 

2本の 

染色体間で 

交換 

二動原体異常と
断片 

染色体
転座 

放射線被ばくで生じる染色体異常 

細胞分裂で消失し
ない 

細胞分裂時に
消失 

消失 

 １：１比で形成 

クローンの形成 

放射線により切断 

後に他場所と再結合 

細胞の増殖 

被ばく後は減少する 

被ばく後も残る 



⇒すなわち、50年前に体内に取り込んだ 
放射性物質が今も体内に存在し、 

そこに血液が通るたびに新しい内部被曝が生じている。 

セミパラチンスク核実験場近くで 

50年前に「死の灰」を浴びた村の住民の 

血液中のリンパ球の染色体（遺伝子） 

には、被ばく後3年で消えるタイプの 

染色体異常が現在も認められた。 

田中公夫(広島大学、 

公財環境科学技術研) 

現在、同量の放射性物質の場合、外部被ばくに比べ、内部被ばくの方が20倍もの健康
影響があることが、動物実験で明らかにされつつある。 



原爆被爆者の死亡率に関する研究（LSS） 
第 14 報 1950–2003 年： 

がんおよびがん以外の疾患の概要  
        Radiat Res 2012 (March); 177(3):229–43 
          （放射線影響研究所、放射線影響協会） 

が、原爆被爆者の寿命調査研究結果として2012年に報告さ
れた。 

ほんのわずかでも被ばくすると 

    がんになる可能性は なる。 

絶対安全なのは ゼロ線量 

    すなわち、被ばくしない こと 



水俣と福島に共通する10の手口 

1. 誰も責任を取らない／縦割り組織を利用する 

2. 被害者や世論を混乱させ「賛否両論」に持ち込む 

3. 被害者同士を対立させる 

4. データをとらない／証拠を残さない 

5. ひたすら時間稼ぎをする 

6. 被害を過小評価するような調査をする 

7. 被害者を疲弊させ、あきらめさせる 

8. 認定制度を作り、被害者数を絞り込む 

9. 海外に情報を発信しない 

10.御用学者を呼び、国際会議を開く 

 

 



専門家を集めた「検討委員会」

で「県民健康調査」結果を検討。 

さらに「甲状腺評価部会」を

作って、甲状腺検査結果を検討。 

 

しかし、「甲状腺がんと放射線

の関連は否定的」とする県の意

向への反対意見が委員から上が

り、評価部会長の専門医が辞任。 

県は評価部会を2年以上開かず、その間に原子力推進派の海外の専門家を招

いての非公開会議で、甲状腺検査、県民健康調査を縮小する指針が・・・ 

やっと再開された評価部会は大幅にメンバー交代・・・・・ 



甲状腺癌は、予後も良く、急には悪化しないから、手術しなくても良かっ

た。なのに全摘して、一生涯薬を飲まなければならない体になった子もい

る。甲状腺エコー検診でのう胞と言われて余計な不安を住民に与え、しな

くても良い手術が行われた。だから、甲状腺検診はすべきではない。 

国際会議、国、県の権威ある？人たちの意見と反論 

甲状腺がんが多く出たチェルノブイリの地域と同等の被ばく線量があっ

た地域もあるが、正確な調査されず、詳細不明！だからこそ慎重に！ 

手術した県立医大の医師は、「96%は手術して当然の重症度だった」。 

多くの子は、手術で癌を切除できたことを喜びながらも再発の不安を 

抱えている。小児甲状腺がんは成人とは違い進展が早い可能性あり。 

現実に、再発、肺転移の治療に難渋している子たちがいる。 

福島原発事故による被ばく量はきわめて少なく、チェルノブイリとは違う。 

検査をしたから、多数の甲状腺癌が見つかっただけ。被ばくと関連ない。 



「未来のために 今できること」その1 

• 被ばくは少ない方がいい 
 わずかな被ばくでも将来の発がんを増やす可能性がある。 

 そのために測り、知って、可能な限り被ばくを減らす 
 

  空間線量、土壌、などの環境、食物に注意を。 

  （空間線量0.23μSv/h以下が目標） 
  福島第一原発の状況に注意を。他の原発にも・・・ 

  安定ヨウ素剤を用意、、、 
 

• 不安も少ないほうがいい 
 知らないから不安、知ったから不安……信頼できる情報を 
 話し合い、聞きあう関係を作ろう。語り合える場に参加しよう。 
 孤独になるより、妥協して、社会に他人に助けてもらおう。 
 
  健康障害・・・気になることは記録し、相談を。  

  甲状腺癌・・・早く見つければ完治率UP?! 
 88 

年間１ｍSv
の安全域 

福島県だけは年間20ｍSvまでの 
被ばくを子どもも妊婦も我慢しろ、
との政府指示が今も続行中 

子どもの甲状腺がんは進行が早く肺転移を起こしやすい ➡ 早期発見を！ 

誰でも 

「うつ」 

になる！ 



妊婦・乳幼児を優先的に被ばく24時間前から直後までに、安定ヨウ素剤
を年齢に応じた量で服用（一日後も汚染あるなら追加服用） 

  ヨウ化カリウム：3歳まではゼリー剤、3から12歳は1錠、13歳以上は2錠 

 
★禁忌・・・・・ヨード系うがい薬にアレルギーがある人 
★慎重投与・・・甲状腺疾患、造影剤アレルギー、腎機能障害、肺結核等 
             

   ★飲めない人は優先的に避難すべき by 

原発事故により放射性ヨウ素による被ばくが起きた時 

甲状腺の被ばく線量  10  mSv 以上で若年者の甲状腺がんが増え
る可能性がある。（WHO指針、1999年） 

予防 ＝①原発事故を防ぐ 
   ②廃炉 
   ③北朝鮮を説得？？？ 
   ④被ばく前に十分なヨウ素を摂取しておく 

D AY S  J A P A Nの広河隆一氏が医師達と共に安定ヨウ素剤の配布会実施中。  
自治体からの配布に頼らず、各自で確保も妥当。医師に相談を。  

でも日本は従わず！ 

https://www.nsr.go.jp/index.html


• おとなが不安、後悔、葛藤ばかり 
  自責の念から子どもに対して厳しくなる？ 

過去を後悔するより、今行動して未来を変えよう 
 
  おとなを気づかう子ども＝「いい子」ほど本音言えない 

  おとなも本音や本当のことが言いにくい社会（泪＋怒） 

           忖度しすぎ？ 
 

• 他人と違う、病気になる、障害がある は 
     悪いコト？ だめなコト？ 
      …病気や障害は予防すべき。でも、予防しきれない。ありうること。 

 「課題」として受けとめられたら、もっと幸せになれるかも？ 

 

～人生、幸せに生きていいんよ！～ 
 

「未来のために 今できること」その2 「うつ」「自責の念」  
「自己否定」 
   が命を縮める！ 



① 基本的に健康な生活習慣を 
     バランスの良い適量の安全な食事 
     安全な場所での十分な運動、十分な睡眠 
 

② 過去から学び、未来のために今できることをする 
 選択、決断した結果の「今」を尊重 
    できないことを悩まない 
 

③ 親自身が自分を ありのままに受け入れ 自分を愛す 
  子どもの存在もありのままに受け入れ、信じる 

  生きていることを善し とする自己肯定感を親も子も持つ！ 

 

⇒

「未来のために 今できること」その３  



未来をになう 子どもたちの 健康を守るため 
 

できることを やりつづけましょう！ 

あきらめなければ 負けない！ 


