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○司会 坪倉先生，ありがとうございました。いま一度，拍手をお願いいたします。（拍手） 

  先生にはそのまま演壇のほうに残っていただきまして，質疑応答に移らせていただきます。 

  今回のセミナー開催に当たりまして，今も先生からお話もありましたが，皆様からあらかじ

め質問を受け付けておりましたが，３件，既にいただいております。まずは，皆様，会場にお

越しいただいた皆様の質疑応答より，まずそちらの回答から先にさせていただこうと思います。 

  御紹介してまいります。 

  まずは，３０代の男性から頂戴いたしました。「４歳になる子供がいます。放射線が与える

幼児への影響について，インターネット上や出版物でさまざまな情報が飛び交い，いろいろと

心配になり，今年，セシウム検査，尿検査を受けました。結果は，１キログラム当たりセシウ

ム１.８ベクレルとなっていました。しかし，自分で調べても，難しい方程式と単位，言葉ば

かりで確実なところがわかりません。仮にこの数字が続く場合に，子供にどのくらいの影響，

リスクがあるのか。この数値にリスクがある場合にどう対応すればいいのかを教えていただき

たいです。そして，今後も数カ月ごとに検査を受けたほうがいいのかも教えていただきたいで

す。なお，体重は１５キロです。」この４歳の子供さんですね。以上，よろしくお願いします

とのことです。 

  もう一つ，少し関連があるかと思いますので，もう一方の御質問も続けさせていただきます。

５０代の女性の方から頂戴いたしました。「３月１１日の時に妊娠初期で仙台市内で仕事をし

ていた娘がいます。放射能の受けやすい順は胎児，妊婦，幼児と聞いていましたが，娘が妊婦

初期に被ばくしたからなのか疑問ですが，昨年末に受けた健康診断で眼圧が高い，肝臓の数値

異常，心電図異常，白血球の減少，萎縮性胃炎との結果が出ました。詳しい数値に関しては，

娘に不安を与えてしまいそうで聞いていませんが，生活には問題ないようです。その娘が第２

子を今考えているようですが，娘と，もしも妊娠した場合に胎児に影響はないものなんでしょ

うか。」いずれもお子さんに対してすごく不安に思っていらっしゃる方々からの御質問です。

先生，お願いいたします。 

○坪倉先生 妊婦さんのほうの話からいこうかと思いますけれども，確かに理論上，妊娠中に被

ばく量が増えることによって，それで被ばく量が増え過ぎることによって子供さんに影響が出

る確率が上がるということは，確かに言われてはいます。 

  ただ，繰り返しになりますが，これは量の問題です。今までに，わかると思いますけれども，

医療の現場で，例えば妊娠したかどうか，例えば１か月目とか２か月目で気づいていない時の

人っていらっしゃいますよね。生理がもともと定期的には来ていなかったけれども，別にと。
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後で調べたら妊娠していたというようなことがありますよね。例えばそういうときに，たまた

ま医者にかかって，例えば風邪を引いていて咳が止まらんと言われてちょっとレントゲン撮っ

て確認しましょうと言って，普通僕らは妊娠しているときというのは無理にレントゲン撮りま

しょうとか，ＣＴを撮りましょうと普通はやらないわけです。よほどこれはやらなきゃならな

いというとき以外は。それで，例えばレントゲン撮りました，ＣＴ撮りましたという話は，世

界中にたくさんあります。たくさんというか，それは残念ながらというか，どういうべきかわ

かりませんが，そういう例がすごくあります。そういう例を全部集めてきて，例えば子供さん

に影響が出たりだとか，そういうふうなことがあり得るかみたいなことがずっと調べられてい

ます，そういうデータを使って。 

  そして，結論から言うんであれば，確かに妊娠中はそういう感受性は高くなります。ただ，

３８週から４０週の間にトータルで１００ミリという量を超えなければ，そんな影響は出ませ

んよということはわかっています。そこはリスクが閾値（しきいち）のタイプになっていると

いうふうに言われていて，１００ミリを超えて初めて出始めるという話で，５ミリでも１ミリ

でも３ミリでも起こりますみたいな話は，基本的にはないだろうということがわかっています。 

  例えば仙台市内にいたとして，別に福島市内でもいいんです，郡山市内でもいいんです。そ

の３月１１日の初期に１００ミリ浴びているかといったら，はっきり申し上げてそんなことに

は絶対なりません。その１０分の１にも仙台だったらならないです。恐らく５０分の１にもな

かなかならないでしょうね。というレベルだと思います。なので，これは子供さんに放射線で

影響が出ますかというご質問されれば，それは明確に違いますと。その点に関しては御心配さ

れなくて結構と思いますというふうにお伝えしたいと思います。 

  いい言葉かわかりません。表現が悪いかもわかりません。日本人だったら，女性だったら，

例えば２人に１人はがんで亡くなりますね。男性だったら３人に１人はがんで亡くなりますね。

皆さん，２０歳の方が妊娠されたときの流産率ってどのくらいかご存じですか。１０％です。

４０歳の方で５０％ちょっとです。もともと自然にそのくらい起こります。ちょっと表現が悪

いんだけれども，精子と卵子がぶつかって受精をしてちゃんと子宮に着床して育ってというこ

とができるときに，ちょっとドライな，言い方がごめんなさい，気分を害するような言い方を

してしまったら申し訳ないけれども，やっぱり生物的に選択というか，そういうことが起こり

ます。そのときにもともと２０代で妊娠したとしてもそのぐらいの率で流産というのは起こる

し，４０歳のときでもそれぐらいの率で起こるんです。それが今回の，例えば３月１１日に仙

台市内の外にいたとして，被ばく量がもしかしたら１ミリとか増えるかもしれない。けれども，
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それは過去の前例から見て，１００ミリみたいな量には到底到達しないし，かつ普通の生物学

的な営みの部分を大きく左右するようなレベルにはなっていないと言えると思います。 

  なので，第２子が産めますかというご質問ですけれども，それはもちろん，全く問題ないん

じゃないかと思います。第１子の方の幾つかの異常が出ているということに関しては，ごめん

なさい。それは医者と一対一で話をしてそのデータを見ながらご相談するしかないとは思いま

すけれども，ちゃんと放射線という話だけに特化するんじゃなくて，ほかの検査するべきであ

ったら検査して，ほかの病気とか，そういうものがもしあるんであれば，そちらの治療とかを

しっかりやられるというほうがよろしいんじゃないかというふうには感じます。１個目の質問。 

  おしっこの検査でセシウムがちょろっと出ましたという話ですね。ごめんなさい。これも皆

さんの全員の前で話をするのはあれなんですが，できればご質問された方，いらっしゃったら，

後で検査の結果とか，お持ちだったら見せていただけませんか。セシウムが１ベクレルおしっ

こから出るというぐらい検査しようと思ったら，基本的にはおしっこをこのぐらいの量とか，

その倍ぐらい溜めてないと検査できません。２０ＣＣとか，いわゆる健診でおしっこ溜めてち

ょろっとやりますよね。あんなレベルで１ベクレルまではかれるかといったら，明確に測れま

せん。大量に溜めていないと検査はできません。なので，内部被ばくの検査でおしっこの検査

のほうがいいじゃないかみたいなことをおっしゃる方がいらっしゃるんだけれども，このホー

ル・ボディー・カウンターの検査と，例えば尿を１リットル全員から溜めてきてもらっておし

っこを全員検査するんだったら，同レベルぐらいの精度で検査できます。なので，正直なとこ

ろ，市町村とかでやるときに，全員を尿検査するみたいないなのは現実的でないんです。 

  じゃ，その検査で１.８ベクレル出たとすれば，イメージ的には，先ほどのホール・ボディ

ー・カウンターで体からぎりぎり検出したぐらいのレベルだろうというふうには思います。体

の中の量はどのくらいかと言われたら，ぎりぎり検出するかぐらいの量かなというふうには思

います。 

  １５キロで１日のおしっこの量が幾らでというのを計算したら，もうちょっと正確に出せま

すが，少なくともこの量だとレントゲン１枚撮ったりするぐらいの被ばく量に到達していると

は思えません。もし検査の結果があれば，後でもう少し細かく話します。 

  なので，この検出したという事実のみで，体に影響が出るかといったら，そんなレベルには

ないと思います。 

  その先，今後，検査を受けるべきですかということに関して言うんだったら，おしっこから

セシウムが出たということが事実であるならば，幾らかの食べ物の中からセシウムを取ってい
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る可能性がないとは言えないので，僕だったら半年後とか１年後ぐらいに期間を置いてもう一

回検査してみたらどうでしょうかというお話はします。ただ，今，４歳でしょうから，５歳，

６歳ぐらいになればホール・ボディー・カウンター自体で検査ができるようになります。もっ

と言うと，郡山で４歳以下の子供でも測れるようなものすごく小型の高性能の機械ができまし

た。それはただでやっていますから，そこに受診していただけば普通の量検査のレベルより高

性能のレベルで検査ができますから，もしご興味があれば，御紹介します。というところでし

ょうかね。 

○司会 ありがとうございました。 

  では，事前にいただいているご質問，もう１件御紹介します。６０代以上の男性から頂戴い

たしました。「今般の福島原発事故で，三春町長は，国，県の指示に従わずヨウ素剤を町民に

配布しました。結果は大層評価されました。宮城の市町村でも配布していざというときに慌て

ないことだと考えます。原発事故の際，最低の予防としてお伺いします。よろしくお願いしま

す。」 

  恐らく宮城でもこういう試みをされたほうがいいんじゃないでしょうかという御提案である

かと思うんですが，先生のお考えをお聞かせくださいということですね。 

○坪倉先生 そうか，ヨウ素剤を配るかどうか，ポリティカル・イシューだから僕がどうこうと

いう話では多分ないんだと思いますが，一応ヨウ素剤の話をすると，甲状腺というのはここに

あります（喉元を指す。）。この甲状腺というのはホルモンというのをつくっています。甲状

腺ホルモンというものです。どんなホルモンかというと，元気を出すホルモンです。イメージ

からすると。体を温かくしたりとか，熱をつくったりとか，代謝を活性化したりとか，そうい

うホルモンです。あり過ぎると心臓がバクバクしてちょっと痩せてきて甲状腺機能亢進症，パ

セドー病と言われるタイプになるし，それが減ってくると，足らなくなると，例えば寒がりに

なって足がむくみやすくなって，少し元気がなくなって甲状腺機能低下症，橋本病と言われる

タイプの病気になるというふうに言われています。 

  甲状腺というのは，ここでヨウ素というものを原材料にしてホルモンをつくっています。放

射性ヨウ素というのが原発の事故の直後にバンとばらまかれて，それがここに入って甲状腺の

被ばくをたくさんして，それによって甲状腺がんが増えましたというのがチェルノブイリで言

われている話です。 

  ちょっと一般論を申し上げると，福島原発の今回の事故のヨウ素の被ばく量とチェルノブイ

リ後のヨウ素の被ばく量というのは，明確に桁が違います。二桁から三桁くらい違います。ご
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めんなさい。だからゼロじゃないという話じゃないんですよ。 

  何でかというと，チェルノブイリの事故の後のヨウ素の被ばくというのは，ほとんどがミル

クの接種で起こっています。原発の事故が起こって，向こうは爆発の温度も高くて３日間，炉

心が空焚きになってバアーと出てということですね。だから，福島原発の圧力がぐんと高くな

ってバンとなったタイプの爆発と全然タイプが違うんです。だから，ストロンチウムとか，プ

ルトニウムの放出率とか，その周りの環境での放出量とか全然違うんです。セシウムがほとん

どになっているというのが今回なんですけれども。 

  ちょっと置いておいて，ヨウ素が飛び散って，それが土とかそういうところにババッと飛び

散って，それを食べた牛がお乳にヨウ素を大量に溜めて，それを飲むことによって放射性ヨウ

素をここで被ばくしますと。それによってがんが増えましたというふうに言われています。 

  甲状腺の被ばく量が１００ミリシーベルトという量があって，これを超えた人で甲状腺がん

が増えているということがわかっています。例えばチェルノブイリでいうんだったら，事故後，

１００ミリシーベルトを超えている人が数万人とか，数十万人の単位でいて，最大値が１万ミ

リシーベルトとか，それぐらいドカンと浴びていて，ここの人たちで多くの方が甲状腺がんに

なって，例えば治療をしてチェルノブイリのネックレスだとか首の傷がついてとか，そういう

話が出たりとか，そういう話が報道されたりとかいろいろされますという状況です。 

  今回の福島原発の事故は，ごめんなさい，表現が難しいんですけれども，地震があって，津

波があってそれで原発が爆発していますね。なので，その原発の爆発自体を１週間爆発したこ

とを知らなかった人というのはなかなかいないと思います。そして，かなり早期にミルクとか

の出荷制限がガチッとかかりました。なので，例えば浪江町とか川俣町とか，ああいう近くの，

直近の場所で甲状腺の検査を何千人という子供が受けています，直後に。日本人の最大の被ば

く量ってどの辺だと思います。この１００ミリシーベルトだとしてこの先が数万人，数十万人

いて，チェルノブイリね。甲状腺の被ばく量の議論をするんであれば，最大でこの辺の四十何

ミリ，ほとんどの人が１ミリから２ミリのこの辺です。なので，甲状腺の被ばく量の桁が全く

違います。というのがまず１点目。 

  なので，被ばく量がそもそも違うんですよと。昨今，福島県で甲状腺がんが４０人とか５０

人出ているじゃないかみたいな主張される方がいらっしゃるんだけれども，もちろん，いろん

な意見があってなかなか数年たたないと最終的な決着はきっとつかないとは思うんですけれど

も，普通に考えると，被ばく量が全然明確に違うわけです，桁が二桁，三桁違うと。 

  例えば今，ここにいらっしゃっている男性でもいいですけれども，特に女性の方を甲状腺の
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検査をすると，大体数人に１人ぐらいにはしこりなり，何らかの病気が見つかります。男の前

立腺みたいなものです。男は前立腺がんをかなりの人が持っていて，例えばゆっくりゆっくり

しか大きくならないので，別にそれで甲状腺がんを持ったまま，天寿を全うするという人がめ

ちゃめちゃたくさんいるんです。普通に甲状腺がんを全員ずっと計算すると，切る必要のない

ようなものをどんどん見つけて，どんどん切ってしまってという過剰診療になってしまいます。 

  チェルノブイリで甲状腺がんが確かに増えたんだけれども，増えたのはゼロから５歳なんで

すね，基本的に。若いというか，やっぱり一番小さくて影響が大きかったというところの子供

に増えたんです。今回，３０人とか４０人とか見つかっているんですけれども，ほぼ１５歳か

ら２０歳です。そして，大きさは非常に小さいものばかりです。要は１０年後とか２０年後，

甲状腺がんというのは，普通の肺がんとか，胃がんとか，要は月の単位で大きくなるものでは

なくて，年の単位でしかなかなか大きくなりません。例えば３０歳，４０歳で初めてしこりが

増えて病院に行って見つかると。治療するかどうか考えましょうかというものを，１０年前ぐ

らいに甲状腺の超音波をやって小さいのを見つけて，何か物があるかもしれないからやりまし

ょうという形でどんどん見つかっているのが今現在だろうというふうに考えています。もちろ

ん，数年後にならないと最終的に決着つかんだろうといわれれば，確かにそうなので，別にほ

かの意見があってどうこうとは思わないですけれども。 

  逆に検査をすればするほど命が救えるかというと，そういうものでもないというのが非常に

難しいところです。要はここを切るということは，ちょっと小さいものが自分の子供に見つか

ったら，何かよくわからないからとりあえず切りましょうとか，何かあったらよくないのでや

りましょうという話になる場合が多いと思います。そうすると，当然，合併症を伴う確率も上

がります。この真後ろには声を出す神経が通っていて，ちょっと傷つけたりすると声がしわが

れたりとか，当然，子供には精神的な影響を多大に受けさせると思います。実際に甲状腺がん

というのは，早期に発見できれば生存率９９.５％とか，それぐらいのがんです。いわゆる胃

がんとか，肺がんとか，例えば生存率が５年，２０％とか，３０％とか，いわゆる普通のがん

とは全然違うんです。そういうものを本当に今の被ばく量で全員検査して，何かちょっとある

かもしれないからどんどん切りましょうという話をして，大丈夫かという話は，本当に今後，

もっとされてしかるべきだろうなというふうには感じています。 

  ただ，先ほど申し上げた３,０００人ぐらいの甲状腺の検査がされていて，それで最大値が

これぐらいだという話はあるけれども，じゃうちの子供はどうだったんだ。全員検査，ちゃん

とできたのかと。例えばいわきのほうとか，余り検査できていないじゃないか，千葉はどうな
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の，宮城の丸森とか，あの辺はどうだったんだとか，そういう話は当然あって，その辺が検査，

ちゃんとできていないじゃないかと言われれば，もうおっしゃるとおりだと思います。その当

時に。そういう問題はもちろん，あると思うんだけれども，正直，今の計測されている値，チ

ェルノブイリとの差を考えて，むちゃくちゃな量になっているかというと，そうではないと思

いますよということが１点。 

  福島県内においては，淡々と検査がされているし，例えば宮城県にいらっしゃる方で無理に

甲状腺の検査を，症状も何もない段階で全員やったほうがいいかというと，それはちょっとと

いうふうに思います。 

  全然話，違うことを言っていますね。 

  あと，ヨウ素剤の話ですけれども，ヨウ素というのは，ここで甲状腺のホルモンをつくって

いるわけですよ。そのヨウ素を原材料にして甲状腺のホルモンをつくるんですね。放射性ヨウ

素が飛んでくるより前にヨウ素を摂っていれば，ここにヨウ素が溜まっているので放射性ヨウ

素が入ってくるのをブロックできますよという意味で，放射性ヨウ素が入る前にヨウ素剤飲め

よという話があったわけです。 

  ただ，それを原発の周辺の地域で全員持たせるかどうかは，一応甲状腺の，僕は血液内科の

専門なので白血病とか，そういう専門のほうなんですけれども，甲状腺の専門の医者の言葉を

かりるんであれば，ヨウ素というのは，ヨウ素剤ほど大量に飲まなくても十分放射性ヨウ素を

ブロックできます。例えばポカリスウェト１本，昆布だしの味噌汁１杯とか，カップヌードル，

ああいうものにはヨウ素が大量に入っています。それを飲むぐらいで，甲状腺がんの治療をす

るときに，放射性ヨウ素を１００万ベクレルとか，１,０００万ベクレルとか使ってやるわけ

ですけれども，前の日にそういうカップヌードルとか食べられちゃうと全然入らないんですよ。

ものすごくブロック率になります。一気にブロック，最初の少ない量でブロックできて，その

後，フラットになると。なかなか入らない状態になるということがわかっていて，正直，ヨウ

素剤ほどの量を飲まなければブロックできないみたいなレベルでは正直ないと思います。けれ

ども，緊急時に何が起こるかわからんとか，そういうことも含めて持っておきたいという方が

いらっしゃってその方に出すというのは，それももちろん，ありなんだろうなと思います。 

  ただ，ヨウ素剤というのはヨウ素過敏といってアレルギー反応が強く起こることも十分あり

得ますし，甲状腺機能亢進の方が飲んだりすると，命にかかわります。という，もちろん，薬

剤は薬剤ですからそれなりの副作用はあるということも加味した上でないと厳しいとは思いま

すが。すみません。 
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○司会 ありがとうございました。 

  事前に皆様方からお寄せいただきました３件の質問に対して今，先生からお答えを頂戴いた

しました。 

  では，これより会場の皆様からの質問にお答えさせていただきたいと思いますが，質問のあ

る方，いらっしゃったら挙手いただいてよろしいでしょうか，スタッフがマイクを持って伺い

ます。少々お待ちください。 

○質問者１ ２年前から新聞に汚染状態とこういうふうになっていたときからセシウムをずっと

ファイルにしていたんですが，その頃だと，双葉町で１２.何％とかとありましたよね，１２.

５とか，８とかと。それでずっと来ていたんですが，今年の１月に雪が降りましたよね。その

ときから１２から７まで８だの下がってきたんですが，そのときから２.何ぼになって，そし

てまた，７.何ぼになってきたのは，なぜ下がったのかなと。でも，聞いたら，雪降ったから

かなと思ってみたり，あと，今までずっと１月の双葉町で測量できない，傍線入ってきたとき

もあるんですよね。それがどんなものかなと思って聞きたくて来ました。 

○坪倉先生 ありがとうございます。基本的には，放射性物質が飛んでそれが落ちてそれで土に

ついているわけですよね。主に土についています。だから，コンクリートとか，そういうとこ

ろは１回目の雨でザアーと流れて，なので，ご質問の点からいうと，７が３になったというの

は雪による遮蔽だと思います。実際，川内村というところがありますけれども，通常の空間線

量が０.２ぐらいですけれども，雪が降った日には０.１切ります。もちろん，雪の深さとか厚

さとか，そういうのによると思いますし，場所によって異なることは確かですが，一言で言う

と，雪によって遮蔽されて，融けたらまた上がりましたということだと思います。 

  ２日前に僕はちょうど双葉を通っていましたけれども，そのときで一番高いところで，６号

線沿いだったら１２とか１３マイクロぐらいですね，やっぱり双葉町で。ちょっと場所を移せ

ば０.３とかになりますけれども，なので，雪のせいだと思います。実際に逆に土と強くくっ

つくせいで，要はこういう環境内で溜まっているセシウムというのは水で流れて，例えば南相

馬市内のため池に放射性物質が溜まってきたという話が言われたりするわけです。それって，

山から下りてきたとみんな，言うんですけれども，実際そうではなくて，この辺の周辺環境の

コンクリートにあったりするものがざっと流れてそこにたまったんです。山は土なのでちょっ

といろんな意味で分が悪くて，土でがっちりくっついているのでなかなか下りないんですね，

要は動かないんですよ。こういうコンリートとか，そういうものは水でザアーと流れて泥とか，

側溝とか，最終的に溜まる場所に溜まるという状況になっています。ご質問は減ったことに関
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して，恐らく雪でよろしいと思います。雪の遮蔽で，雪が融けたら高くなる。阿武隈山系とか

ではよく観察される光景です。 

○司会 ありがとうございます。よろしいでしょうか。ほかにいらっしゃいますか。一番前にお

座りいただいている方がちょっと早かったようなので，少々お待ちくださいませ。 

○質問者２ 今，坪倉先生のお話を伺っていて，何点かご質問したいんですよ。日本人というの

は，今回原発で過剰に反応しているのかなというふうにお話の中でちょっと感じるんです。過

剰に。日本というのは，当然，原爆で広島，長崎，世界で初めての被ばく国ですよね。そうい

う中で，例えば今回福島の原発の１号機，２号機は燃料がウランなわけですよね。３号機の場

合は，ウランとプルトニウムと聞いているんですよ。そうですね。 

  それで，何というんでしょう，先ほどいろいろヨウ素の問題から，これは劇薬という形で日

本の場合，フランスなんかでは，当然原発あるところには配布しているわけですよ。こういう

例は海外にあるわけですけれども，ただ，日本というのは，結局原発は事故は起こらないとい

うことで，当然，チェルノブイリ初め，スマイリー島初め，いろんな調べてみると事故はある

わけですよ，それこそ。 

  そうすると，起こらないからということで実際に遠隔用のロボットが６体のうちの２体，１

体は東北大学の田所教室ですか，１体は科学館にあるんですよ，仙台の。３０億円かけている

んですが，４台はもう廃棄処分にして，その２機は展示用に残っているわけですよ。要は政府

が無償で当然，日本人はちょっとおかしいなと思うんですが，人間が考えたものは絶対に事故

が起こらないとかということはあり得ないわけですよ。 

  それで，劇薬の面と，先ほどホール・ボディー・カウンターの話，出ましたよね，スキャン

の話。これは例えばアルファ，ガンマ，ベータ，全部出るんですか。 

○坪倉先生 ホール・ボディー・カウンターに関しては，アルファ，ベータ，ガンマの話がよく

よく出ますけれども，基本的にはガンマ線のみを見ることができます。もうちょっと言うと，

ベータ線，アルファ線に関しては，体の外に出てきません。ベータ線とかアルファ線がもし体

内で排泄された場合は放射性物質が体の中に入って，ベータ線が出た場合は確実に体の臓器の

どこかにヒットして体の外に出てくることはありません。逆に体の外から幾らアルファ線とか，

ベータ線をバンバン打っても皮膚の真皮組織で全部吸収されて，体の中の臓器内まで到達でき

るかといったらガンマ線しか到達はできません。ホール・ボディー・カウンターはガンマ線を

はかっています。ただ，それはガンマ線の影響だけ見ているんですかではなくて，そのガンマ

線が出たところから各放射性物質が幾らあるかというのを計算して，そこから放射性物質が崩
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壊するときに，ベータ線を出しながら，ガンマ線を出しながら，アルファ線を出しながらとい

うのは，全部どういうパターンかというのは決まっていますよね。逆算して放射性物質がこれ

だけありますと。ガンマ線がこれだけ来ているからベータ線もこれだけ出ているという計算が

できるはずなので，そのトータルで被ばく量がどうなるかというのを計算します。いいでしょ

うか。 

  なので，例えばストロンチウムのように，ベータ線しか出さないものはホール・ボディー・

カウンターではかれますかという質問をされれば，はかれないということになります。ただ，

ベータ線ははかっていないのかというと，セシウムはガンマ線もベータ線も出します。カリウ

ムもベータ線もガンマ線も出します。ガンマ線を見ることによってベータ線の影響も全部見て

います。ストロンチウムはベータ線しか出さないかという話があるわけですけれども，ストロ

ンチウム，ちゃんとはかるべきだという主張があって，それはもちろん，おっしゃるとおりな

んだが，セシウムとストロンチウムが同じ量，同じベクレルあったとき，同じだけのベクレル

あったとき，ストロンチウムのほうが，大体２.２倍，二，三倍ぐらいの影響力を持ちます。

それは要はベータ線のパワーだとか，ガンマ線のパワーとか，半減期とか，そういうのを含め

て考えてストロンチウムのほうがそれぐらいのパワーをトータルで持つということがわかって

います。 

  その上で今現在，環境中にはセシウムとストロンチウムを比べると，セシウムがストロンチ

ウムの１,０００倍あります。だから，同じ量があったらストロンチウムが２倍なんですけれ

ども，セシウムの量は１,０００倍あるので，トータルの被ばくという話で言うんだったら９

９％型がセシウムになります。だから，プルトニウムをはかっているんですかという議論をさ

れれば，プルトニウムはホール・ボディー・カウンターでは計測できません。じゃ，プルトニ

ウムはという話になりますが，プルトニウムが同じ量だけあれば問題なんだが，プルトニウム

はストロンチウムのさらに１,０００分の１です。 

  なので，繰り返しになりますが，放射性物質が問題なのではなくて，放射性物質から出るト

ータルのアルファ線，ベータ線，ガンマ線がどれだけですかというのが問題ですよね，被ばく

なんですから。ストロンチウムが問題じゃなくて，ストロンチウムが出すベータ線の量がどれ

だけですかが問題ですね。その上で，それを加味した上で，要はセシウムが一番多いので，被

ばくが起こる場合にほとんどがセシウムですという結論になってしまうわけです。それは逆に

言い方を変えれば，それにあぐらをかいて，ストロンチウムをもっと真面目にたくさんの場所

で提要したほうがいいんじゃないのかという指摘はもちろんあって，おっしゃるとおりだとい
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うふうに思うわけだが，トータルの被ばくという議論をする場合は，セシウムを考えていれば

十分だと思います。 

○質問者２ すぐ終わります。セシウム１３７，当然ありますよね。調べたところによると，広

島型原爆の１６８個分という表現が載っているわけなんですよ。 

  それと一番最終的に起こったことはどうしようもないとしても，通常ごみの処理の仕方です

ね。これは非常に課題があるし，半減期にしても何十万年，物質によってはあるわけですよ。

その辺だけあと教えてください。 

○坪倉先生 ありがとうございます。放射性物質の量という意味では，原爆と原発では，原発の

ほうが圧倒的に多いです，放射性物質の量では。なので，広島型の被ばくというのは，いわゆ

るピカドンなのであって，バンと爆発したときにバーと一撃で被ばくをしてというのがほとん

どわけです。それに対して今回は，どちらかというと，ゆっくりゆっくりばらまかれた放射性

物質が残るせいでそれによる被ばくは少し多い状態で長年続いてしまうという状況になったと

いうことは確かです。放射性物質の量は１６８倍というのは計算はそうなんですけれども，繰

り返しになりますが，最終的な体の影響は，体にくる被ばく量がどれだけですかという議論に

なります。それは今日，ずっとお話ししたとおり，環境中の放射性物質の量は確かに増えたけ

れども，ガラスバッチの検査をすることによって，年間，例えば１ミリシーベルト以下に抑え

られている人がほとんどですよということは，数値上，言えます。食べ物に関しても，幾つか

の食べ物で汚染が集中していて，そればかり食べたとしても，例えば１ミリシーベルトという

のはなかなか到達せんのですよということもわかっています。だから，放出量は確かに違うけ

れども，体への影響というのはまた違いますよという話です。 

  だから，汚染水の話も一緒で，汚染水が漏れているという事実と，海産物の汚染がどれぐら

いあるかというのは分けて考えないとおかしくなります。そこは正直，種類とか，どこで取る

かによって物すごい差がありますので，そこはちょっと注意が必要。放射性物質の保存とか，

除染をどこまでやるかとか，本当に課題が多いと思います。放射性物質ってものすごい半減期

が長いものが多くて，実はカリウム，半減期１２億年です。だから，問題ないという言い方を

するつもりは決してないけれども，どこに保存するかは本当にごめんなさい，何かいい案があ

るかと言われると，正直，御指摘のとおりですね。そういうのも含めて，今日は体の影響の話

ですけれども，エネルギー政策をどう考えるかみたいな話は，別の議論でしょうね，本当に。

そういうところがクリアしていないのに本当にやるんですかと。 

  あと，僕がすごく思っているのは，再稼働云々かんぬんという話をしているでしょう。結局，
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今日，話ししませんでしたけれども，避難するときにものすごく多くの方が，一言で言うと，

お亡くなりになっているんです。例えば老人ホームに入っていらっしゃった方とか，関連死が

直接死を超えたみたいな報道もありましたけれども，実は南相馬市立総合病院の真横に老人ホ

ームがあるんですね。ずっともう爆発後，耐えているんです，ずっと。物が入らなくなって，

スタッフが減ってきて，やっぱり避難するしかないという形になって避難します。そして，３

カ月以内に４人の１人の方が亡くなりました。別にカルテを幾ら見ても，例えば放射線被ばく

によってどうこうなっているか，全然そんなことはない。ほとんど肺炎とか，状態が悪くなっ

たとか，老衰とか，そういう話ばかりです。そういう危機対策とか，そういうのが全部ちゃん

とされているんですかと言われると，僕的には甚だ疑問なんです。先ほどのヨウ素剤のご質問

も一緒ですね。そんな話があることは確かですね。そういうのを置いておいて，今日の話は純

粋に今，放射性物質がどれぐらいの量，計測されていてというところだけの話をしているとい

うことをご理解いただければ幸いです。 

○司会 大変勝手ながら質疑応答，先ほど手を挙げた方がいらっしゃるかと思いますけれども，

大変申し訳ありませんが，お時間等がありますので。 

○坪倉先生 ごめんなさい。べらべら喋り過ぎてすみません。後でその辺にいますので，もし何

かあれば聞いてください。 

○司会 ありがとうございます。先生も御協力ありがとうございます。質疑応答の時間としては，

ここで終了とさせていただきます。 

  なお，インターネット上に坪倉先生がお書きになりました内部被ばく通信が記載されており

ますので，関心のある方は，ぜひそちらも御覧いただければと思います。 

  では，坪倉先生，ありがとうございました。 

  先生にいま一度，拍手をお願いいたします。ご降壇ください。ありがとうございます。（拍

手） 

  ほかにも今，御案内できませんでした疑問に思っていらっしゃること，わからないことがあ

る方が多くいらっしゃるかと思いますが，お手元，今日配布させていただきましたよくある質

問集，こちらもぜひ御参考になさってみてください。結構いろいろな情報がこちらにもござい

ます。 

  また，県の相談窓口にお問い合わせいただければと思います。 

  その相談窓口のご案内は，ちょっと小さいかもしれませんが，お手元のプログラムを裏側に

していただけると，この下のほうに県からのお知らせというところで，どこに電話をしたらそ
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ういう相談窓口がありますよというお知らせが載ってございますので，そちらもあわせて御利

用いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

  では，この後の御案内を申し上げます。 

  さきにもお話ししました皆様方の左後方では，午後４時までとなりますが，宮城県放射線技

師会による放射線・放射能に関する個別相談会を開催いたします。既に予約人数としてたくさ

んいただきました。ありがとうございます。どうぞ順にご案内をさせていただきますので，左

後方のほうに御移動いただければと思います。 

  また，皆様から見て右側の後方になりますけれども，こちらでは放射線，放射能の測定実演

を行います。本日，お持ちいただきました食材で実際に放射線，放射能の測定実演を行わせて

いただきます。ですので，実際にこの目で確かめることができるまたとない機会ですので，ぜ

ひお立ち寄りいただければと思います。 

  それでは，以上をもちまして，本日のセミナーは終了とさせていただきます。 

  会場の皆様方，長時間にわたりまして大変ありがとうございました。どうぞお帰りの際には，

お手元にお渡しをさせていただきましたアンケートに御記入いただければ，これからの参考に

させていただけると思いますので，ぜひ御協力いただければと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

  では，本日はまことにありがとうございました。お気をつけてお帰りください。 


