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第２回宮城県健康影響に関する有識者会議 会議録 

 

１ 日 時  平成２４年１月２４日（火）午後３時～午後４時 

 

２ 場 所  宮城県庁行政棟 ２階 第２入札室 

 

３ 出席者   

（出席委員）石井委員，久道委員，藤盛委員，山田委員 

（欠席委員）辻委員 

（事 務 局）保健福祉部岡部部長，保健福祉部正木次長，保健福祉総務課齋課長，健康推進課高橋

課長，子育て支援課小林課長，原子力安全対策課榧野技術副参事，スポーツ健康課千

葉課長補佐、保健福祉総務課乗田課長補佐，健康推進課小泉技術副参事、健康推進課

藤田課長補佐，子育て支援課鈴木班長，疾病・感染症対策室渥美主任主査、医療整備

課小野寺技術主査 

 

４ 議 事 

進  行： 定刻となりましたので，只今から「第２回宮城県健康影響に関する有識者会議」を開

催いたします。なお，辻委員におかれましては，出席予定でありましたが，所用のため

急遽欠席となっております。それでは，久道座長，議事進行をよろしくお願いします。 

久道座長： 大変お寒い中，委員の先生方には御苦労様です。辻委員は所用のため欠席と報告があ

りましたが，体調を悪くなされ欠席であります。辻委員の専門分野は，私がカバーでき

ると思いますので，第２回の有識者会議を進めたいと思います。 

 まず最初に，本会議の公開・非公開について議論していただきます。前回の有識者会

議においては，個人情報が特定されるような事項や，本県における今後の対応方針につ

いての議論の詳細は非公開として，発言者が断定されないよう取りまとめた会議要旨や，

既に公開されている情報を取りまとめた事務局提出資料などは公開とするということで

決定したところですが，本会議で先生方に御議論いただいた内容なり見解については，

県民の関心が非常に高く，県議会からも公開で行うよう求められたという報告が事務局

から私にありました。 

私としては，前回確認したとおり，個人情報が特定されるような事項は，非公開とす

べきと考えますが，本日の議題の内容等を確認したところ，非公開とすべき事項はない

と考えられます。公開とすべきかどうか，委員の方々に改めてお諮りいたしますが，特

に意見はないでしょうか。よろしいですか。 

（異議なしの声） 

久道座長： それでは，本日の会議は，公開とすることで決定いたしました。 

それでは，協議事項に入ります。本日の第２回の有識者会議においては，県で実施し

ました甲状腺超音波検査等の結果も踏まえまして，放射線による県民の健康丌安払拭の

ための，県としての今後の対応策について，委員の方々から御意見をいただきたいと思

っております。 

まず最初に，第１回宮城県健康影響に関する有識者会議についてを議題といたしま

す。 
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繰り返しになりますが，第１回の有識者会議では，本県における放射線の健康への影

響と健康調査等の必要性について議論をいただきました。科学的・医学的に判断し，現

状では健康への悪影響は考えられず，健康調査の必要はないとの結論に至りましたが，

会議終了後、岡部保健福祉部長が対応した報道機関からの取材の際に、国際的に低線量

被ばくによる健康への影響に対する見解が様々論じられている状況にあって，有識者会

議の現状では健康への悪影響は考えられないとの結論を導き出した根拠をもう尐し分か

り易く説明してほしいという意見があったと，私のところに報告を受けております。そ

のようなことから，私の方から事務局に指示しまして，第１回会議の議論の内容を踏ま

えて，分かり易くまとめてもらいました。その内容を事務局から説明していただきまし

て，改めて委員の方々から意見をお聞きするというふうにしたいと思います。 

それでは，事務局から説明をお願いします。 

齋 課長： それでは，事務局の方から説明させていただきます。 

      資料１の「第１回宮城県健康影響に関する有識者会議について（案）」をご覧ください。

こちらでは，第１回有識者会議で議論いただきました主旨・内容等につきまして，会議

後に公表されました福島県の県民健康管理調査の進捗状況とその見解も取り込んだ形で，

検討課題，具体的な検討状況等，第１回有識者会議の見解（まとめ），第２回有識者会議

での検討事項の順に４項目にまとめさせていただいております。 

このうち，「具体的な検討状況等」につきましては，５つの項目に整理しており，その

概要につきまして御説明いたします。 

１ページを御覧いただきたいと思います。１ページの２の「具体的な検討状況等」の

（１），広島・長崎の研究やＩＣＲＰの勧告などから，「低線量被ばくによる健康への影

響」について，まとめております。 

①１００mSv を超える被ばく線量の原爆被ばく者において，被ばく線量に相関して

発がんのリスクが増加することが明らかになっていること。 

②放射線による発がんのリスクは，１００mSv 以下の被ばく線量では，他の要因に

よる発がんの影響によって隠れてしまうほど小さいため，放射線による発がんリス

クの明らかな増加を証明することは難しいとされ，現時点では，人体へのリスクを

明らかにするには至っていないこと。 

 ③今回の原発事敀により環境中に拡散した放射性物質による被ばくの健康影響は，長

期的な低線量率の被ばくであるため，同じ線量であっても，短時間で被ばくした場

合より，人体への影響はより小さいと考えられることなどでございます。 

次に（２），前回会議での藤盛先生の御説明などに基づきまして，「放射線被ばくと甲

状腺がん」について，まとめております。 

①チェルノブイリ原発事敀の際に子どもの甲状腺がんが増加した要因は，放射性ヨウ

素に汚染された牛乳の摂取によるものとされており，内陸部に位置しているため体

内の安定ヨウ素が比較的尐なかったことから放射性ヨウ素の取り込みが多く，その

ため多くの子どもに甲状腺がんが発生したと考えられている。一方，日本では海草

などからのヨウ素摂取が大きいことから，チェルノブイリと比較して甲状線がんの
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リスクは相当低いと考えられること。 

③甲状腺がんの発がんの影響因子としては，被ばく時の年齢，性別，積算被ばく量に

加え，被ばく回数や期間，地理的要因等による日常のヨウ素の摂取量等が関係して

おり，甲状腺がんの発がんについて被ばく線量との関係を論ずるのは難しいこと。 

④ＷＨＯ等によれば，チェルノブイリ原発事敀では，２５年を経ても甲状腺がん以外

の固形がんや白血病では，統計的に示すことができるほどの増加は確認されていな

い。すなわち，放射性セシウム等の放射性ヨウ素以外の核種による発がん等の影響

は認められていないことなどでございます。 

次に（３），「本県における放射線積算線量」について，文部科学省の公表値や県が簡

易計算した推計値（参考値）などをまとめております。このうち，福島市が実施した

ガラスバッチによる外部被ばく線量の測定結果は，第１回会議後に公表されているもの

であります。 

①文部科学省が，１０月に公表した「平成２４年３月１１日までの積算線量推計マッ

プ」では，福島県の警戒区域や計画的避難区域は，空間積算線量が年間２０mSv

以上のエリアにあり，丸森町の筆甫地区等の福島県境付近の地点の線量は，年間５

mSv 以上～１０mSV 未満のエリアに，その他の福島県境の地域は年間５mSv 未

満のエリアにあること。 

②県や市町が公表している空間放射線量などを基に，県南地域の年間被ばく線量を簡

易計算した推計値は，丸森町の耕野小学校は４.１mSv，筆甫小学校は２.８mSv、

その他の１０地点では１.０mSv 以下であったこと。 

③以上のことから，ＩＣＲＰの勧告に倣って線形しきい値なしモデルを用いても，年

間５mSv 程度の被ばくによるがんの超過死亡率は，３０％を超えるがん死亡全体

の中では僅かで，検出丌可能と考えられること。 

④福島市が９月の１ヶ月間、中学生以下の子どもと妊婦を対象に実施したガラスバッ

チによる外部被ばく線量の測定結果では，約８割が年間１.２mSv 以下となってお

り，文部科学省の方法による推計値である年間約４.１mSv と単純に比較すれば，

４分の１程度が実際の被ばく線量であったとされており，これを耕野小学校にあて

はめると，年間約１.０mSv、筆甫小学校では年間約０.７mSv 程度の被ばく線量と

推計されることなどでございます。 

続いて３ページの（４），「放射線と生活習慣による発がんリスク」について，まとめ

ております。 

①国立がん研究センターにおいて，放射線と他の発がん要因等の相対リスクとを比較

した研究結果では，喫煙は放射線１,０００mSv～２,０００mSv，肥満や運動丌足

は放射線２００mSv～５００mSv，野菜丌足や受動喫煙は放射線１００mSv～２

００mSv のリスクと同等とされていること。 

②電離放射線障害防止規則では，ＩＣＲＰの勧告に従いまして，平時の放射線診療従

事者の外部被ばく線量の限度は，１）５年毎に１００mSv，２）年間５０mSv，

３）女子については３カ月で５mSv，４）妊娠中である女子については妊娠中１
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mSv となっていること。 

③放射線防護上，リスク管理の観点から，１００mSv 以下の低線量であっても被ば

く線量に応じてがん死亡が増えると仮定しているが，本県での放射線の年間被ばく

線量におけるリスクは，喫煙，肥満，運動丌足，野菜丌足等の発がん要因によるリ

スクと比較しても，かなり低いものと捉えられ，また，１００mSv 以下の低線量

被ばくでは、放射線以外の要因による発がんリスクの方が高く、がん対策としては，

喫煙，食事及び運動などの生活習慣の改善，並びにがん検診などの受診による早期

発見・早期治療が重要となってくること。 

①以上のほかに，自然放射線量や人体中の放射性物質，ＣＴスキャンの被ばく線量な

ど日常生活と放射線に関するものをまとめております。 

続いて５ページの（５），福島県で公表しております「福島県における内部被ばく線量

の測定や基本調査（外部被ばく線量の推計）結果」について，まとめております。 

なお，第１回有識者会議後に公表されました内部被ばく線量の測定結果や，行動記録

に基づく外部被ばく線量の推計結果につきましても，報告にまとめさせていただいてお

ります。 

①警戒区域や計画的避難区域の希望者３,３７３人を対象に，ホールボディカウンター

による検査を実施した結果，預託実効線量は，２mSv 以上～３mSv 未満は２人，

１mSv 以上２mSv 未満は５人で，そのほかの３,３６６人（９９.８％）は全員１

mSv 未満であり，健康に影響ないと判断されていること。 

②第１回会議後に公表された警戒区域や，計画的避難区域の希望者６,６０８人を対象

に実施したホールボディカウンターによる内部被ばく線量の測定では，預託実効線

量は，１mSv 未満が９９.７％を占め，最大でも３.５mSv 未満であり，健康に影響

はないと判断されていること。 

③計画的避難区域の１,５８９人の行動記録から７月までの４か月間の外部被ばく線

量の推計結果は，１mSv 未満が６２.８％で，１mSv 以上５mSv 未満が３４.５％

と，５mSv 未満が９７.３％を占め，最大でも１４.５mSv であり，これにより放射

線による健康影響があるとは考えにくいとしていることなどであります。 

次に、７ページに記載しております「第１回有識者会議の見解（まとめ）」につきまし

て，御説明させていただきます。 

只今，御説明しました５つの項目にまとめた具体的な検討状況等から，第１回会議で

は，検討課題に対しまして，「放射線の健康影響に関する学術的な研究結果」，「県南地域

における放射線の積算線量」，「福島県におけるホールボディカウンターによる内部被ば

く線量等の測定結果」の３つの点から判断していただきまして，科学的・医学的な観点

からは，現状では健康への悪影響は考えられず，健康調査の必要性はないとの見解をお

示しいただいております。 

３つの点の説明といたしましては，５つの項目の具体的な検討状況等のうち，結論を

導き出しました見解等について，それぞれ取りまとめております。 

１点目の「放射線の健康影響に関する学術的な研究結果」の説明といたしましては，
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１００mSv 以下の低線量被ばくでは，発がんへの放射線の影響は他の要因によって隠

れてしまうほど小さいため，その発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しく，

現時点では，人体へのリスクは明らかなっていない。今回の原発事敀により環境中に拡

散した放射性物質による被ばくの健康影響は、長期的な低線量率の被ばくであるため，

同じ線量であっても人体への影響は，１回に同じ線量を被ばくするより小さいと考えら

れる。 

 この様な状況下で，被ばくの健康影響を明らかにできる検査法については，その有効

性とデメリットを考え合わせると，行政のおこなう対策型集団検診としては，実際上難

しいと言わざるを得ないということでございます。 

２点目の「県南地域における放射線の積算線量」の説明といたしましては，文部科学

省の公表値から福島県に隣接する県南地域の空間線量率は比較的高く，県の推計からは，

年間の外部被ばく線量は比較的高い地区でも年間５mSv 程度と推計され，ＩＣＲＰの

勧告に倣って線形しきい値なしモデルを用いても，予想されるがんによる超過死亡率は，

３０％を超えるがん死亡全体の中では極僅かな部分に過ぎない。また，その他の健康へ

の影響は，発がんよりもさらに高い被ばく線量でしか起こらないと考えられており，総

合的に，この程度の放射線被ばく線量では健康に及ぼす影響はないと判断されるという

ことでございます。 

３点目の「福島県におけるホールボディカウンターによる内部被ばく線量等の測定結

果」の説明といたしましては，福島県で実施している福島第一原発に近い地域の住民に

対するホールボディカウンターによる内部被ばく線量の測定では，預託実効線量は１

mSv 未満がほとんどであり，健康に影響はないと判断されている。また，計画的避難

区域の住民を対象に，個人の行動記録から４か月間における外部被ばくによる累積線量

の推計を行った結果，１mSv 未満の方が６２.８％で，１mSv 以上５mSv 未満の方が

３４.５％と，５mSv 未満の方が９７．３％を占め，最大でも１５mSv 未満であったこ

とから，これにより放射線による健康影響があるとは考えにくいとしていることからも，

本県においても同様に健康影響があるとは考えにくいということでございます。 

以上でございます。 

久道座長： どうもありがとうございました。 

なお，今日の資料は，委員の方々とまったく同じ資料が，記者席と傍聴席に配布され

ておりますので，只今の説明は，前回の会議をなぞった形で，なぜ第１回の有識者会議

で特別な健康調査は必要ないという結論に至ったかという様々な理由を，特に３つの点

を上げて，かなり詳しくお話しいただいたと思います。 

実際には，それでもなお丌安に思っている県民の方々，特に県南地域の丸森町の方々，

さらには，幼児の子どもさんを持っている親御さん達は心配をしている。またそれは当

然でありますので，そのことを考えて，有識者会議の結論は結論として，県としては，

超音波による甲状腺の検査，それからホールボディカウンターによる検査を行ったとい

うのが，これまでの経緯であります。 

 只今の事務局の説明に対して，委員の方々から何か御意見はございませんでしょうか。 
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山田委員： 非常に詳しくまとめていただいたと思います。３ページの中段に会議後追加というこ

とで，福島市でガラスバッチで実測したデータが出ているのですが，これは６か月経っ

た９月時点の実測線量ですよね。実際に一番多かった３月１３日前後だったと思います

が，その時点ではガラスバッチで線量を測定していなかったはずですので，推測から推

測を出すというのは，良くないのではないかと思います。これは，どういう計算をされ

たかというのはわからないですよね。 

高橋課長： これは福島市で９月に測ったということで，それをそのまま筆甫と耕野にあてはめた

ものですが，先生のおっしゃるとおり推測から推測という形ですので，丌適切であろう

という御意見であれば割愛させていただきます。 

山田委員： わかりやすくということで入れたと思いますが，ここは説明では必要ないのではない

かと思います。 

高橋課長： はい、わかりました。 

久道座長： それでは，この部分は必要ないということで省いても結構ですね。 

山田委員： 前回話し合われたことをもう尐しわかりやすくということで，まとめさせていただい

てよろしいでしょうか。 

      まず，大事なのは，今も話になったように正確な線量の測定は，この低い線量ではわ

からないということなのです。広島・長崎も，その場所に居たというのを，その当時の

線量計で推測したというデータなので，特に１００mSv 以下は測定が非常に困難で，

福島県もこれからそれが問題になるのではないかと思われますので，これは非常に大き

な点だろうと思います。 

      また、がんが放射線によって出来たがんか，たばこによって出来たがんなのかという

がんの発生原因が何らかの方法でわかれば，明らかにこの放射線でこのがんが出来たと

いうことで，因果関係が証明できるのですが，今の科学ではまったくそれが出来ないの

で，統計的手法に頼らざるを得ないというのが正しい解釈であると思います。 

１ページに直線型のしきい値のグラフがありましたが，１００mSv 以下では，ほと

んどの線量ごとのがん発生率が直線より上に点があるのですが，あるところでは直線よ

り下にも点があるので，ここからだけで結論をだすのが，非常に困難だろうということ

であると思うのです。そうすると疫学的な調査が必要で，たとえばベースが３０％がん

になるのに，３０.１％と３０％の有意差を出すには，何千万人のデータが必要であると

言うことになります。また，人体に対する利益でなくて逆にリスクを証明するというこ

とは，人道的にも許されないことですので，この試験は絶対に出来ない試験なのです。 

これだけ低い線量のリスクは，さっきも話があったように，たばこを止めるとか，野

菜食にするとか，あとは，検診で見つけて早く治すとかということで十分カバーできる

ということで，私は，これくらいの差は，健康には悪影響はないと結論付けたというこ

とだと思いますので，その辺を追加させていただきたいと思います。 

久道座長： 東京で日本医学会と医師会が共催で開いた「放射線と人体」というテーマのシンポジ

ウムがあったのですが，その時にも会場からの質疑応答の中で，国際的に認められてい

る直線関係のリスク計算，このデータは，ほとんど広島・長崎とチェルノブイリですけ
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ど，その関係で出てくるようなデータを，そのまま観察的に追っかけて行って何かを証

明するというのは，科学者が認めているのですが科学的には非常に弱い検証の仕方なの

です。 

一番良いのは，実験を行うことです。たとえば，薬が効くか効かないかという時には，

薬を飲ませるグループと薬を飲ませないグループとを比較していくことが出来る。それ

ではっきり差が出れば，この薬は効いたのだということが証明されるわけです。そのよ

うな証明をしないで，丌確かな観察研究で良いのかという質問があったのですが，今，

山田先生がおっしゃったように，放射線の被ばくの影響を実験で行うというのは，これ

は非倫理的な実験です。動物実験は可能かもしれませんが，人間に対してはそれはでき

ません。たまたま被ばくを受けた丌幸な状況になった時に，それをどういうふうに追い

かけていくかということしか出来ないのです。疫学的な手法できちっとやるということ

しかないのです。 

ただ残念なことに，将来がんになるかならないか見る時に，がん登録，がんが発生し

たかどうかという時のデータがなければ，この証明もできないということになる。福島

県の場合は，いろいろと問題はありますが，山田先生がおっしゃったように観察研究で

はあるけれども，今考えられる最も科学的な手法を駆使してフォローアップをするとい

うことしかないというのが１つあります。それから，がんになるのは必ずしも放射線だ

けではないわけでありますので，生活習慣のいろいろな要因が影響してきます。特にた

ばこですね。それから運動とか食生活，様々なことが影響してくるわけですけれども，

そういった今まで言われている要因と今回の低線量の被ばくとの影響が区別できない程

度の差しかないだろうというのが，これまでの科学的な疫学研究で言われていることで

はあるのです。前回の有識者会議では，そういうことから勘案しても，おそらく検査や

検診をしてもはっきりとは差がでないであろうという結論になったのだと思います。 

とは言うものの，国民，県民の方々は皆そうなのですが，１００mSv 以下はリスク

が証明されていないとは言っても，まったく影響がないとは言い切れないのではないか

という意見が必ず出てくるので，どうしても丌安がでたりして何か影響があるのではな

いかというふうに思う人がいることも事実です。 

そういうことで，県の方では丌安払拭のためにという対応をとられたのですが，とに

かく，この第１回の有識者会議が結論を出したことについての説明をいろいろと出して

いただいておりますが，他の委員の方は何か御意見はございませんか。 

（なしの声） 

 久道座長： それでは，３ページの山田先生から指摘のあった部分については，削除することにし

てもらいます。 

       次に，先日事務局が実施いたしました甲状腺超音波検査の結果について，事務局から

説明をお願いいたします。 

小泉副参事： それでは，資料２「宮城県甲状腺超音波検査の結果について」をご覧ください。 

今回の検査対象者は８３名です。そのうち６４名が受検いたしました。精密検査が必

要な方はございません。所見なしの方は５２名，経過観察が必要な方は１２名という結
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果でございます。 

経過観察が必要な方々につきましては，結節が認められた方々でございます。これに

つきましては，「エコーの画像から判断し，悪性の可能性はなく，良性の過形成に伴う変

化と思われることから，治療の必要はない。今後の検診の際に再び注意深く観察すれば

良く，日常生活にも特に注意する点はない。」というふうに，検査を実施していただきま

した東北大学病院の藤盛先生及び中島先生より意見をいただいております。 

なお，資料２に補足資料として添付しておりますが，全ての受検者へ検査結果通知と

ともに，補足説明資料をお送りさせていただいております。「結節は，しばしば認められ

る甲状腺の状態であり，良性か悪性かの区別は，超音波検査で判断することが可能なも

のである。良性の結節は日常生活に影響を及ぼすこともなく，健康への影響も全くなけ

れば，治療の必要もない。今回の検査において一部の方々に結節が認められたが，これ

は時間的経過から見ましても福島第一原発事敀に伴う放射性物質の拡散により発生した

とは考えにくい。」というものでございます。 

以上でございます。 

久道座長： どうもありがとうございました。今事務局から説明がありましたけれども，この検査

等について御指導をいただいた藤盛先生から，補足説明をお聞かせいただければと思い

ます。 

藤盛委員： それでは補足説明をさせていただきます。結節の過形成という言葉は，皆さん馴染み

がないと思いますが，過形成というのは腫瘍ではありません。腫瘍というのは，ある細

胞が腫瘍化をして，その一つの細胞からどんどん増えていくのが腫瘍です。過形成とい

うのは，組織全体が増殖性がありまして，全体が増えていくというものであります。 

甲状腺というのは，もともと０｡１ミリメーターの小さな水の袋の集まりなのです。そ

のために過形成状態になりますと，水の袋がぷっと膨らみますので，それが超音波で嚢

胞として捉えられるということです。一様に外側にぷっと膨らめば嚢胞になりますが，

折れ曲がって中の方に増殖していくと，しこりになって見えるということです。今回の

結果は，そのほとんどが嚢胞なのですが，一部のしこりはある程度充実性のものもあり

ましたけれども，超音波から見る限りは悪性の所見は全然なかったということです。 

今回所見が見られた方を精密検査するかどうかですが，５mm 以上のものであれば針

を刺したりして悪性のものかどうか確かめることができますけれども，５mm 以下のも

のではかなり丌可能ですので，５mm 以下のものを病院に行って精査しろといってもた

ぶん出来ないと思われます。そのために経過観察で良いというふうに判断をいたしまし

た。 

通常の医療行為として，概ね１年後に医療機関において超音波をあてるだけで十分で

はないか考えております。 

久道座長： 藤盛委員の補足説明資料にある様に，本県の現状から判断し健康への悪影響は考えら

れないとした前回会議の見解などから，福島第一原発事敀に伴う放射性物質の拡散に起

因した甲状腺がんの発生はないと考えられる。よって，今後は福島県の検査結果を注視

し，状況に応じて対応を定めれば良いのではとのことですね。また，今回の検査で所見
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が認められた子どもについては，5mm 以下程度の極めて小さいものということがあり

ますので，通常の医療行為として，１年後に医療機関において受診するなど，経過観察

を行う必要があるという御意見でした。医療機関というのは特に選択する必要はありま

すか。たとえば大学病院とか何かありますか。 

藤盛委員： 超音波検査というのは，病院であれば技師さんがやりますので，どこでもいいかと思

いますが，実際のところ甲状腺の専門医というのは非常に尐ないですので，県南であれ

ば，大河原，白石，それと東北大学病院､仙台市立病院になるかと思います。 

久道座長： その４つの病院で１年後に再度受けてもらうことを勧めるということですね。わかり

ました。他の委員の方は何か御意見はございませんか。 

山田委員： 甲状腺疾患は甴女で結構比率が違いますよね。今回は甴女の比率はどうだったのです

か。 

藤盛委員： 私の記憶では，同じ位だったと思います。所見が認められましたのは１２人と非常に

尐ない数ですので，差を見いだすのは難しい数だと思います。 

久道座長： がんは，大人は女性の方が多かったでしょうか。 

藤盛委員： 乳頭がんというのは女性の方が多いです。良性結節も含めると、甲状腺のしこりは、

女性が甴性の大体 10 倍くらい検診で見つかります。 

久道座長： それでは資料２のとおりまとめていただきましたので，本会議の意見としてそのよう

にしたいと思います。 

 次に，ホールボディカウンターによる内部被ばく線量の測定結果について，事務局か

ら説明をお願いします。 

小野寺主査： それでは，１月１４日，１５日に丸森町で実施しましたホールボディカウンターによ

る内部被ばく線量検査の測定結果について御説明申し上げます。資料３の「宮城県放射

線被ばく線量測定検査の結果について」をご覧ください。 

今回の検査対象者は８８名で，そのうち保護者が２７名，子どもが４３名，合計７０

名が受検いたしました。 

今回の測定における検出限界値は，セシウム１３４が１９０Bq で、セシウム１３７

が２６０Bq です。受験者全員が検出限界値未満で，「検出されず」という結果になりま

した。従いまして，成人の場合は摂取後５０年、子どもの場合は７０歳までの生涯推定

被ばく線量，すなわち預託線量は，受検者全員が１mSv 未満となっております。 

今回の測定検査を受託いただきました独立行政法人日本原子力研究開発機構によれば，

生涯推定被ばく線量は，受検者全員が１mSv 未満であり，健康に不える影響はないと

のことでございました。 

 なお，測定検査の際の受験者へ過去３ヶ月以内の自家栽培の野菜等の摂取について問

診しました。その結果約７割が自家栽培の野菜を，約４割が野生の山菜やきのこ等を摂

食しているとのことでございました。  

以上で報告を終わります。 

久道座長： 只今の事務局の説明に対し，石井委員から補足説明をお願いします。 

石井委員： それでは，補足説明させていただきます。まず今回の測定結果は，資料の中段にあり
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ますとおり，検出限界値というのがありまして，セシウム１３４が１９０Bq，セシウム

１３７が２６０Bq ということですから，仮に，２０kg の体重の方がいた場合には，キ

ログラム当たり約１０Bq 程度ということになります。今回これ以下だったということ

は，おおよそ予想されていた結果で，丸森町の水道水は現在１Bq／kg 以下であります。

また，野菜もほとんど１Bq／kg 以下であります。驚きましたのは，山の中のきのこは

比較的高いのですが，それも食べていても検出限界値以下であったということです。 

きのこは，そんなに消化も良くないですし，大量に食べることはなかったのではと考

えております。今回の結果は，そういうものを食べてもなお検出限界値以下だったとい

うことです。 

 資料１の５ページを見ていただけますでしょうか。食物に含まれるカリウム４０は，

米が２０～７０Bq／kg，魚が４０～１９０Bq／kg，ほうれんそうが７０～３７０Bq

／kg，海藻が４０～３７０Bq／kg，牛乳が４０～７０Bq／kg で，日本人の場合の人

体中の放射性物質は，約１００Bq／kg という数値です。今回は約１０Bq／kg 以下の

セシウムでしたから，自然に含まれているカリウムの放射能よりもずっと低い食べ物を

食べているとのことですので，今後この様な検査は，現在の丸森町の野菜を食べてたり

している限りでは，必要ないという結論になるかと思います。 

久道座長： 水道水の測定値は，いつの時点のものですか。 

石井委員： これは現在の測定値です。丸森町から定期的に水道水と野菜が送られてきており，我々

がずっと測っております。ずいぶん前からセシウムは入っておりません。 

久道座長： 只今，石井委員からも説明がありましたが，福島第一原発事敀により拡散した放射性

物質による被ばく線量では，健康に不える影響はないと認められる。普段我々が食して

いる野菜やその他の食物から摂取する放射性物質の量より，低いということから考えて

も影響がないと認められるほか，今回は子どもさんを測定しましたが，さらなる対象年

齢やその他の対象地域に拡大してのホールボディカウンターによる測定は必要ないとい

う御意見だと思いますが，よろしいでしょうか。 

石井委員： ただ福島県の米の例がありまして，１２月上旪まで数 Bq／kg や１０Bq／kg 程度だ

ったのが，原因は分かっておりませんが突然５００Bq／kg を超えたということがあり

ますので，水道水と野菜は東北大学と丸森町が連携して常にモニタリングしており，こ

れまでは何も問題はありませんでしたが，そのようなことがあると困るので，常にモニ

タリングをしておく必要があると思います。 

久道座長： 常にモニタリングをしておく必要があり，何か異常が出たような場合には，その対応

を考えるという御意見になるのですが，他の委員の方いかがでしょうか。 

（なしの声） 

久道座長： それでは，今のような形でまとめたいと思います。 

次に，宮城県における今後の対応策について，事務局から説明をお願いいたします。 

 

齋 課 長： それでは，資料４「本県における今後の対応策（案）について」についてを御覧いた

だきたいと思います。 
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住民からの実施要望が強かった甲状腺検査やホールボディカウンターによる測定を実

施したことに伴い，一定程度の住民丌安の払拭に繋がったのではないかと考えておりま

す。また，それぞれの検査結果を見る限り，現時点では，福島第一原発事敀により拡散

された放射性物質が健康に不える影響は確認できないこともあり，住民丌安払拭に繋が

っているものと考えております。 

一方で，放射線に関しては様々な考え方を持っている方がおり，そこから発信される

情報の整理ができないことから，未だに丌安を抱いている方々がいらっしゃるというこ

とも事実でございます。また，第一回会議におきまして，先生方からご意見がございま

したが，放射線被ばくは，がんのリスクの要因の一つであり，喫煙や生活習慣の悪化に

よる日常生活におけるリスクも高く，リスクの軽減を図るためには，生活習慣の改善に

向けた継続的な普及啓発や取組が有効であり，がん死亡を減らすためには，早期発見・

早期治療のためにがん検診等の受診勧奨や，がん登録の整備推進が必要と考えます。 

 そうしたことから，４つの対応策（案）を検討いたしました。一つ目は「放射線に対

する正しい知識の普及啓発」といたしまして，今後県民の視点に立った分かり易いパン

フレット等の作成や，これまで実施してきております講演会を今後も継続的に行うなど

により，住民に対する正しい知識の普及啓発を積極的に推進するということでございま

す。 

二つ目は「一般健診やがん検診の受診勧奨」といたしまして，がん検診等の必要性・

重要性の普及啓発や，受診率・精検受診率の向上のためのコールリコールシステムに基

づく個別の受診勧奨，また，企業と連携・協力し，職域検診の受診率向上に向けた取組

を推進するということでございます。 

三つ目は「喫煙、食事、運動等の生活習慣等の改善による発がんリスクの低減」とい

たしまして，適切な生活習慣の維持が，がんなどの予防に繋がることを広く周知すると

ともに，禁煙支援者や運動指導者等の人材育成や，管理栄養士等による食生活改善のた

めの支援等を推進し，健康づくりの体制整備を図っていくということでございます。 

四つ目は「がん登録の整備」といたしまして，地域がん登録の意義と内容について広

く県民に周知するとともに，医療機関に対し院内がん登録制度の導入を促進し，院内が

ん登録と地域がん登録の連携を強化し，がん登録の一層の推進を図っていくということ

でございます。 

以上でございます。 

久道座長： ありがとうございました。委員の方々，何か御意見はございますか。 

山田委員： やはり，１００mSv 以下は影響がないといくら説明してもなかなか分かってもらえ

ないところがあります。聞くところによると，放射線をばい菌のように思って，１個で

も入ると危険だ，という方もおられるので，大事なのは，これでがんがほんとうに増え

たかどうかということを今後も検証していき，その結果をその都度県民に知らせていく

のが大事かなと思います。 

      がん登録は，現在がんになってる人だけを対象にしていますが，特に１mSv という

のは，これまで国が基準値として決めた値ですので，がん登録に１mSv を超える地域

の住民の推定される被ばく線量を付記して，それが今後県内でがん登録されている値と
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比べて増えているのか減っているのかということを，逐次，県民に明らかにしていくと

いうことが本当の安心につながるのだと思います。それは是非加えて頂きたいと思いま

す。それから，調査費などは国あるいは東電が負担すべきものだと思いますので，それ

は県としてそのような対応をしていただきたいと思います。 

久道座長： 放射線に対する正しい知識の普及というのは非常に大事なので，特に力を入れてやっ

て頂きたいと思っております。放射線というのは，デメリットだけでなくメリットもい

っぱいあるんですね。医療における活用や非破壊検査で亀裂が入っていることを確認す

るだとか，いろいろなことに使われており，メリットがあるけれども，メリットのない

放射線については極力減らす，ゼロに近い位にするということですが，やはりゼロは丌

可能ですね。だいたい空中から年間数 mSv 浴びているわけですし，自分の体の中にも

放射能を出す物質があるわけです。そういうことを考えると，そういう知識を隠すので

はなく，きちっと事実関係を説明し丌安を払拭するという形の普及啓発が是非必要だと

思います。 

      それから，今，山田委員からがん登録の話が出ましたが，がん登録を４０年以上前か

らやっているのは，日本では宮城県だけです。世界でも３番目にやった地域がん登録で，

非常に歴史のあるところです。そういうデータをやはりきちっと活用する。例えば，委

員の方も，報道の方も，傍聴の方も資料として配布しておりませんが，私が地域がん登

録の担当の方に出してもらったデータでは，２００２年から２００６年までの５年間に

丸森町で甲状腺がんと診断された人は，甴性でたったの３人，女性は９人なのです。そ

れから，１９歳以下は５年間で甴性・女性ともにゼロです。これが現実です。 

それから宮城県全体で見ますと，甲状腺がんは，甴性で年間５０人前後，女性は多い

時では 200 人を超えますが，大体 170～180 人で推移しております。女性の方が確

かに多いのですが，宮城県全体で見ても，2002 年から 2006 年までの５年間で，１

９歳以下で甲状腺がんと診断されている人は，甴性１名，女性８名です。そういう状況

が実際分かっています。ですから，白血病なんかは線量が尐ないので差は出ないと思い

ますが，これから低線量被ばくをしたかもしれないという住民の方から出てくる今後の

甲状腺のがん，一番敏感な甲状腺がんについては今後どのような推移をしていくかとい

うことは分かると思います。そういう研究が大事だということから，がん登録をもっと

整備するということも，これから必要な対策ではないかと思います。がん登録事業とい

うのは，県内の医師会の先生方全員の協力を得て，県の事業として行っているものであ

りますので，これは宮城県が全国に誇れる事業なのです。 

福島県は，そういうがん登録のデータが今までありません。どうするのかということ

で，今日の午前中も相馬の市長さんと話をしたのですが，私は，尐なくても今年のがん

登録をきちっとやったらどうですかとお話しました。と言うのは，今年のがん登録で出

されたがんの患者は，今回の放射線被ばくによってがんになったとは考えられないから

です。ですから，１番新しいデータをきちっと把握して，それから福島県民が，５年後，

１０年後，或いは２０年後にがんがどうなっていくかということを比較するためにも，

是非すぐにやられたらどうかとお話ししました。 

そういう意味で，宮城県は各地域ごとのデータがありますので，それをさらに整理し

て，或いはより細かい線量との関係もデータとして残しておくことなどを付け加えれば，

万全の調査となるのではないかと思います。 

それから先ほど，一般のがんのがん検診も大事だという話で，コールリコールシステ

ムと言う言葉が出てきました。説明がなかったので分からなかった方もいるかもしれま
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せんが，コールリコールシステムというのは，がん検診を受ける予定だったが受けられ

なかった人に対して，再度受けるように勧奨する，しかも再度受けられる機会を設ける

仕組みのことをコールリコールシステムと言います。ですから，そういう形で受診率を

高めていくということも，一方では対応として必要かと思います。 

それから，もちろん３番目にあるように，生活習慣の改善をチェックすることもかな

り重要なことです。県が今後の対応策として考えた４つの案は，当然とは言え必要なこ

とだと思います。他に，委員の方々ご意見ございますか。 

（なしの声） 

久道座長： それでは，最後に「有識者会議報告書について」を議題とします。これは私からの提

案になりますが，本日御意見をいただきました第１回会議の議論の内容や見解について

は，先ほど説明したように，私から事務局に指示し，わかりやすくまとめていただきま

した。第１回会議での協議事項は非公開で行ったため，議論の内容は要旨を作成し，県

のホームページで公表しておりますが，やはり有識者会議で先生方に御議論いただいた

内容や見解については，県民の関心が非常に高いということで，会議の趣旨からも，ま

た，県民の健康丌安払拭の一助とするためにも，是非，報告書としてまとめて，県民に

公表するのがよいのではないかという考えで，私から提案するものです。 

もし，委員の方々がよろしければ，本日確認いただいた第１回有識者会議の内容に，

本日議論頂いた今後の対応策等の内容を加えた形で，取りまとめたいと考えております

が，よろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

久道座長： どうもありがとうございます。それではそのようにしたいと思います。 

      事務局で調製した報告書（案）が出来上がり次第，皆様から御意見をいただきます。

そして，御了解を得た上で，公表させていただきたいと思います。会議の見解に影響の

ない程度の文言や字句の修正については，議長である私と事務局に一任していただけれ

ばと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

久道座長： 最後に事務局から何かございますか。 

 岡部部長： それでは，最後に私の方から御挨拶させていただきます。本日もいろいろと示唆に富

んだ御意見等を賜りましてありがとうございました。また，この問題は県民の関心の高

い重要な問題であり，昨年から本年にかけ，お忙しいところお集まりいただき，厚く御

礼申し上げたいと思います。 

       原発事敀発生以来の放射線による健康影響については，多くの県民の方々が丌安を抱

いているということでございます。本来，この問題につきましては，国なり東電の責任

であって，そういったところがきちんと対応方針なり対処方針を示し，様々な問題に対

して手を差しのべなければならないということではありましたけれども，なかなかそう

いった対応が見られないということで，県といたしましては，速やかな対応を図れない

国の対応を待っていたのでは進展しないということで，委員の皆様にお願いして様々な

御意見をいただき，県としての取れる手だてを講じてきたところでございます。 

年末には，隣接県とも共同し，それから１月２０日には，知事が先頭に立ちまして，

県下の２０の首長さん方とも，国の方に改めて国なり東電の対応方針について，しっか

りと基準なりを明示して欲しいということで陳情も行っているところです。そういった

国に対する働きかけについては，今後も継続的に行わせていただきたいと思っていると

ころであります。 
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       また，先ほど御意見もありましたが，正しい知識の普及啓発なり，或いはがん対策関

係の登録の事業とか，そういったものについては，国のほうにも制度の改善なりを要望

しつつ，県としても出来ることはしっかりやっていきたいと思っております。 

       今後も，いろいろな問題が生じる場合がございまして，先生方には引き続き御指導，

御鞭撻をいただくこともあるかと思いますので，今後とも是非，御協力いただきますよ

う御願い申し上げまして，挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。 

 久道座長： それでは以上をもちまして，議題の全てを終了させていただきます。私の座長の役割

もこれで終わりです。ありがとうございました。 

 進  行： 久道先生におかれましては，今回の座長をお務めいただき，改めて感謝申し上げます。

以上をもちまして第２回健康影響に関する有識者会議の一切を終了させていただきます。

委員の皆様には，お忙しい中御足労頂き誠にありがとうございました。 

以上 


