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○司会 では，１つ目の質問です。こちらの大河原会場のほうから御質問をお寄せいただいてお

りました。６０代以上の男性の方から頂戴しております。 

  某所の落葉を堆肥に利用しようと考えており，線量測定を依頼した結果，１キログラム当た

り７０ベクレルの値となりました。堆肥の基準値は４００ベクレルと規定されており，６年間

使用し続けると，累計４００ベクレルを超えることとなります。放射性物質の半減期は３０年

とも言われており，７年以降に問題となる数値になるものかどうかという御質問になります。 

  では，まずこの１問目の質問について，先生お願いいたします。 

○坪倉先生 基本的に，食べ物の値を下げようと思うと２通りあって，土からできている食べ物

というのは放射性物質が土とかなりしっかりくっつくので移りづらいということと，堆肥にカ

リウムが多いものを混ぜてあげることによって値が下がる，この２つが一番大事な２点だと思

います。その２点をしていれば，値は基本的に下がるというか，セシウムの数量は減るという

ことはわかっています。 

  堆肥の基準に関しては，はっきり申し上げると，要は食物の種類によって吸うレベルが違う

わけだから，実際できた食べ物を計ってということが一番大事だというふうには思います。た

だ，４００ベクレルを切っているようなものなのであれば，使用したとしても大量に放射性物

質を吸ってセシウムの固まりみたいな感じで食べ物ができたりとかは決してすることはないと

思います。それは濃度の話なので，５年，６年で６倍したら４００ベクレルになるという話で

はないというところもつけ加えたいと思います。 

  結局は，食べ物を定期的に測るしかないわけだし，かつ，どの種類の食べ物ですかという話

が一番大事なわけだし，堆肥が４００ベクレル以下でつくったのに何でなんだみたいな話に，

種類によってはなりかねないわけなのであって，淡々と検査するしかないというところだと思

いますね。 

○司会 ありがとうございました。１問目の質問にお答えをいただきました。 

  ２つ目の質問になります。この２つ目の質問，こちらも大河原会場の６０代以上の男性から

頂戴しておりますが，２つに分かれていますね。まず１つ目が，家庭での焼却灰について。各

家庭でごみを燃やすと灰ができますが，その灰が安全かどうかをいちいち専門機関に持ち込む

のは大変です。そこで質問です。一般家庭でも，目安でもよいのですが，ベクレル数値をミリ

シーベルトに置換表をつくるよう働きかけをということですね。これによって，各家庭でも自

分のところは安全がはっきりわかるのではということで，例えばというふうに書いていらっし

ゃるんですが，１００ベクレルは何ミリシーベルトに相当といったように，わかりやすいもの



-2- 

があると，自分たちの判断基準ができるのかな，どうなんでしょうかというご質問です。 

○坪倉先生 なるほど。一般的に灰，要は焼却灰の話ですけれど，先ほどの水で沈殿させて，沈

殿させたものを乾燥させたら高くなりますよという話をしたと思いますが，それと同じことが，

やはり焼却灰には起こりやすいです。つまり，落葉とかそういうのをためて焼いて，濃縮して

ぎゅっと圧迫して乾燥させたりすると，重さ当たりの放射性物質の量が増えるかといったら増

えることになると思います。実際に何千ベクレルとか何万ベルレル／キロとか，ベクレルの値

としては千とか万の単位になったりすることも，ままあると思います。 

  ただ，繰り返しになりますが最終的に自分の体の中に入って被ばくするという経路は，灰を

バサッとやって，それを毎日毎日横で吸っているんだったら別なんですけれど，わかると思い

ますけれども灰をこれぐらいの固まり全部吸いつくすことすら無理ですね。というのに対して，

食べ物というのはいっぱい食べることができますね，という状況があって，空気からの被ばく

が，そういうのをちょっと扱っているからといって被ばく量が増えるかといったら，そんなこ

とにはまず到底ならない。逆に，食べ物のほうが断然大事であって，僕らの検査の結果でも，

そういう食べ物をちゃんと検査せずに食べてる人しか高くなっていないです。実際に焼却施設

ですか，あるじゃないですか，幾つかの市町村で。そこの人の検査をしたりとか，いわゆる除

染作業員の方の内部被ばくの検査とかもずっとやっています。 

  結論からいうと，除染作業の方ですごく暑いので，テレビで見れば全員マスクしてバッとや

っていますけれど，現実的にはマスクつけてない人なんていっぱいいるわけで，３割，４割ぐ

らいマスクつけてないみたいな話をする人はいっぱいいるわけであって，そういう人たちの検

査をずっとやっていますけれど，ほとんどの方から検出したことがありません。逆に，除染作

業で一番高かった人も，それもやはり食べ物，その人は特定の種類の汚染度の高いものの飯舘

産のものがすごく好きで，それをずっと食べていらっしゃって，それをやめてもらったらさっ

と下がってというふうな，そんなことがありました。 

  灰で高くなるということがご心配だということはわかるんですけれども，現実的に，体に影

響してくるのは食べ物のほうなのであって，その灰を使って肥料にして何々をつくりましたみ

たいなことをずっとやったりすると，それはそれで高くなることはあり得ると思います。そち

らのほうがダイレクトに体の影響という意味では意味があります。 

  なので，灰はもちろん常々舞うような形にすることはやめたほうがいいでしょうけれども，

ちゃんとよけておいてしておけば，それが体への影響を及ぼすような大きなものになるという

ことは，まず考えられないと思います。もちろん，細かい計算で幾ら数字を掛けて何ミリシー
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ベルトだと計算することはできると思いますが，相場感としてはレントゲン１枚分には全くい

かないでしょうね。 

○司会 ありがとうございます。貴重なご意見も頂戴しておりました。置き換え，そうですね。 

  あともうお一つ頂戴しております。 

  現在，全国的に放射線量は１年当たり１ミリシーベルトと国が決めていますが，最近福島県

では一部の帰宅困難解除に向けて１年当たり１０ミリシーベルトまでオーケーとの新聞記事

（県注：正確な情報であるかは不明）。国は何に基づき発表しているのか。１年当たり２０ミ

リシーベルトではどうなのか。国及び電力会社等は，この開発研究は行ってもリスク研究はな

されていますか。原発開始から今日まで何をしていたのか質問したい。 

  あともう１つあるんですが，もう１つの内容としましては，国は最初１ミリシーベルトと言

っていましたが，それが１０，１５，２０というふうに変わってきている。この値は，根拠と

なるものがあるのかないのか，というようなことも含めて質問を寄せてくださっています。 

○坪倉先生 ごめんなさい，僕，国の人間でもないし電力会社の人間でもないから，やってます

かと聞かれても，わかりませんという話ではありますが，ちょっと一般論をしゃべると，まず

今日皆さんにお伝えしたように，１ミリシーベルトという言葉がありますが，１ミリシーベル

トというのは，以前に比べて増える量が１ミリ以下にしましょうという話をしている１ミリで

す。つまり，先ほどから申し上げているように，場所によっては放射線の線量が違うわけなの

であって，例えば日本人だと平均，数字でいうと１．７ミリとか２ミリとか浴びます。世界平

均で２．４ミリとか浴びます。ノルウェーとかだったら８ミリ，９ミリ浴びます。フランスだ

ったら５ミリぐらい浴びます。というふうに，数字でごめんなさい，そういうふうに場所によ

って１ミリ，２ミリ，３ミリ，４ミリというのは全然，もともとが違います。 

  例えば，僕らがもともと２ミリ浴びていましたと。国が基準１ミリだと言っていると。３ミ

リになった瞬間おかしいかというと，それはもう政治的な値なので，政治の話なので，医療と

か科学の話と分けてほしいんだけれど，僕がいうのは，政治的な話は正直よくわからんからあ

れですけれど，３ミリになったら体に影響がすぐ出て，３ミリを超えた瞬間おかしいかといっ

たら，そんなレベルでは毛頭ないわけです。じゃあフランスには住めないということですね。

ノルウェーには住めないということですねと言っているのと一緒であって，おかしいと。けど，

当然，事故が起こって被ばく量がのべつまくなしに増えたら，それは困るわけであって，とり

あえず年間プラス１ミリ以上は増えないように，できるだけ下げていきましょうというふうに

目標を設定して，そこに向かいましょうとやっているのが今です。いいでしょうか。 
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  １ミリ増えた瞬間に何か体がおかしくなると言われてしまうと，それは変です。実際に，広

島，長崎のデータというものがあって，広島，長崎の原爆によって障害というか，出た人とい

うのは，さっき１ミリ，２ミリといいましたが１００ミリ以上バーンと一撃で浴びた人と，浴

びなかった人を比べれば，１００ミリを超えた段階で１００ミリを浴びた人のほうがちょっと

がんのリスクが増え始めたなというのがわかると言われているのが１００ミリです。いいでし

ょうか。１００ミリ超えたら全員がんになるかというと，ちょっと変な話，お腹のＣＴ３回と

ったら１００ミリ超えます。その人は全員がんになっていますか。当然ならないです。でも，

１００ミリとらなかった人に比べれば，がんになる人の率はちょっと上がると言われます。ど

れぐらい上がるか，０．５％と計算されています。いいでしょうか。 

  それで，じゃあ年間１０ミリ浴びたとしてどうなんですかというと，科学的には１００ミリ

以上とかでなければ，明らかにそんなことにはなりそうにはないんだけれど，でも，以前に比

べれば増えたのであって，それじゃ年間１０ミリどう考えますかという話になって，今までの

数値でいうんだったら，１０ミリでどうこうなることはまずないと言えるわけだけれど，それ

で，じゃあ１０ミリでももう関係ないので何もしませんみたいな話になると，それはおかしい

のであって，当然，以前に比べたら増えたという話があって，それに対して不安に思ったりと

か，いろいろなストレスがかかったりとか，被害を受けたりはするわけであって，その部分は

ちゃんと補償しましょうというか，そういう話になっているのが現実なのかなと思います。 

  なので，数字上の健康という話であるのであれば，皆さんが普通におわかりになると思いま

すが，頭のＣＴを１回とって，お腹のＣＴ１回とって，それで体がおかしくなるかといったら

ならんわけで，頭のＣＴ１回とった人のほうが頭のがんがすごく増えておかしくなるとか，そ

ういう話でもないわけでなのであって，というところまでなんですよね。 

  いかんせん，量の問題ではある。科学的には，プラス２ミリ，３ミリとかプラス５ミリとか，

プラス１０ミリ浴びたとして，それでどうこうなるのかというと，そんな根拠はどこにもない。

けど増えたことは確か。できるだけ，無理に合理的なレベルで減らしていきましょうとしてい

るのが，今やっていることだということになるんだと思います。 

○司会 ありがとうございます。 

  事前に質疑応答としてアンケートをさせていただいた時に寄せられた質問には，これで答え

をさせていただきました。ありがとうございました。 

  では，これより会場の皆さまとの質疑応答の時間にと移らせていただきたいと思います。 

  お時間等もございますので，大変申しわけありませんが，勝手を言って申しわけないんです
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が，できるだけ多くの方にご質問をお寄せいただければと思っております関係もありまして，

簡潔にご質問をお寄せいただければ助かります。 

  では，ご質問のある方，挙手いただいてよろしいでしょうか。そちらにマイクをお持ちしま

す。では，後ろの方がまず先でしたね。少々お待ちくださいませ。 

○質問者１ 最近の報道で，福島の子どもたちの甲状腺がんが５，０００人ぐらいの対象にして

３３人ということで，一般的には１万人に１人あるかないかという甲状腺がんが，約５０倍の

高さで発見されて手術もされているという話なんですが，このリスクについてどう考えるかと

いうのが１点。それと，これと関連してもう１点だけ。ヨウ素１３１というのは自然界にない

放射能ですので，それを間違って甲状腺が取り込むということですよね。それからストロンチ

ウムも同様に自然界にないので，間違って骨に取り込むという放射線ですよね。同じくセシウ

ムもそうなんですけれども，ですから，人間は恐らく，これは素朴な疑問として質問なんです

けれども，自然界にある放射線と人工的につくられた放射線は，恐らく人体に与える影響，リ

スクが違うと思うんですが，それが例えばベラルーシでいうと，いまだに，もう数十年たって

も，子どもたちの健康の不調を訴える子どもたちが８０％を超えている。それからチェルノブ

イリハートとかチェルノブイリのエイズといわれる症状も，かなりの人たちに見られるという

ことなんですが，これが今後福島においても，そういったことがあるのではないかという話も

あるんですが，その辺をどうお考えかと。 

○坪倉先生 まず，ヨウ素に関してですけれど，甲状腺がんが増えたという話に関してですけれ

ど，まず押さえておきたいことは，チェルノブイリでの甲状腺がんのヨウ素の被ばく量と，今

回の被ばく量というのは明確にレベルが違うということです。桁で言うんだったら２オーダー，

２桁ぐらい被ばく量が最大でも違います。ということはまず押さえたいと思います。 

  甲状腺というのはここにあって（喉元を指す。），ホルモンをつくる臓器です。ヨウ素とい

うのを原材料にしてホルモンをつくる臓器なんですね。１万人に何人かしかいなかったのが，

何十倍に増えたというところだけが，報道ステーションでしたっけ，ああいうのでいろいろ言

われたりしますけれど，皆さんにちゃんと押さえてほしいことは，例えば甲状腺にしこりがあ

ったりとか甲状腺にがんがある人というのは，ものすごくもともといます。例えば，エコーの

検査を僕らがすると，女性３人計れば１人ぐらい何かあります。例えば男でいえば，前立腺が

んです。前立腺がんは，別に普通にもっていて，けれども前立腺がんが例えば亡くなるまで見

つかるかといったら見つからない。けど，例えば何かのきっかけで，その人の解剖を行ったと

したら，前立腺がんを持っている人なんていうのはめちゃめちゃたくさんいるという状況があ
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ります。 

  甲状腺がんというのは，年の単位で徐々に徐々にゆっくりしか進行せず，例えば１０年前に

はものがあるんだけれども，１０年後にやっと大きくなって，１０年前からあったしこりがや

っと触れて，気づいて病院に行って，甲状腺がんがありましたとなったりするのが普通です。

それが甲状腺がんの普通です。 

  今回どういうことをしたかというと，全員，子どもたちの検査をワーッとしました。今まで

は病院にずっといて，病院に，大きな甲状腺がんができて見つかって，しこりが触れて，何か

変だといってやってきて，検査した人の数が１万人に何人だという話をしていた。それを今，

甲状腺の検査をザーッといっぱいやった時に，小さいものを大量に見つけたんですね。要は，

今後なるかもしれない人を全部最初に引っさらえて見つけて，それで，そうすれば当然人数は

増えますよね。という形で増えているんだろうというふうに推測はします。 

  その理由はもう１つあって，被ばく量が全然違うということ。被ばく量の議論が完全に抜け

落ちていて，要はヨウ素の被ばくというのは，初期の牛乳なんです。チェルノブイリで言うん

だったら，チェルノブイリの原発が爆発したことは誰も知らず，数日間知らず，大量に燃え盛

った爆発の形で，燃え盛った形のものが飛び散って，それがついた藁を食べた牛のお乳をひた

すら飲んで，ヨウ素というのはすぐ減ったので，もう今は関係ないわけですけれど，それを飲

んで大量に被ばくしたと。被ばく量からすれば，そうですね，最大で多分，日本人の最大被ば

くはこれぐらいだろうという量の大体１００倍から１，０００倍ぐらいの量を浴びている人が

大量にいます。そのデータからして，先ほど放射線の影響というのは量の問題だと申し上げま

した。甲状腺がんが増えるのが，これぐらいの量から被ばく量が増えると，等価線量という量

で１００ミリとか２００ミリと言われますけれども，それぐらいの量から増えると甲状腺がん

が増えると言われる量があります。 

  ごめんなさい，ちょっとややこしくなっていますね。この量を超えたとして，被ばく量を超

えた人が１００人いたとして，１人以下しかがんにはなりません。まず最初に。けれども，増

えることは増えます，これ以上浴びれば。チェルノブイリだと，これ以上浴びた人が万の単位

でいます。その中で何人かが当然甲状腺がんになってしまう方はいらっしゃって，チェルノブ

イリのネックレスだと言われたりだとか，切った後の傷がどうこうみたいな話があります。 

  現在の日本は，今回の日本は，ちょっと表現が悪いかもしれませんが，地震があって津波が

あって原発事故があります。爆発したということを３日間知りませんでしたという人はなかな

かいないと思います。初期のヨウ素だとか，そういうのの出荷制限とかもかなり早くかかって
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います。実際に，例えば浪江町だとか飯舘村とかで，３，０００人，４，０００人ぐらいの子

どもたちの甲状腺の検査がされています。１００ミリシーベルトという量以上だと増えるとい

う話で，ほとんどの人の甲状腺の被ばく量が２ミリシーベルトとか３ミリシーベルトです。最

大の人で５０ミリシーベルトぐらいだという人がポロッといるということがわかっています。

被ばく量の議論をするんだったら，桁が全然違いすぎます。かつ，今の現在，病院に来た人を

検査していて，治療していて１万人に何人と言っていたのを全員検査して，小さいものまで全

員何でもかんでも見つけて，それで数えた数が何人というのをダイレクトに比べて増えたとい

う議論をするのは正しくはないと思います。 

  正直なところ，甲状腺がんて，男の前立腺がんもそうなんですけれども，見つかったら全員

治療すべきものかというところ自体がまず疑問なんです。要は，進行がゆっくりなので，何も

しないほうが合併症も起きないし，薬も使わないで済むでしょうといわれるタイプのがんです。

前立腺がんもそうです。前立腺がんを無理に治療して手術しようものなら，尿がちゃんと出な

くなったりだとか，そういう合併症とかが普通に起きるわけです。 

  何でもかんでも見つけて，どんどん治療すると，合併症がその分うなぎ登りに増えます。実

際に，２００４年ぐらいですけれど，子どもの神経膠芽腫，ニューロブラストーマというがん

があって，子どもの小さい１歳とか２歳ぐらいまでにできるがんなんです，小児がんで。頭の

中とかにできたりして，すごい予後の悪い，よくないがんだったんです。やはりそういうがん

があるので，全員をスクリーニングしてチェックしましょうといって小児科の先生たちが始め

たんですね。どうなったか。治療しなくてもいい人を大量に治療して，もちろん救えた命もあ

ったんだけれども，介入しなくてよくて，それによって害をこうむってしまった命のほうがど

うなんですかという話にもなりました，みたいな話を，ちゃんとある程度お互いに考えなけれ

ばいけないというふうには思います。だからといって，今後甲状腺の検査を一切やるなとか，

そういう話でもないし，淡々とチェックはしなければならないんだろうというふうには思いま

す。 

  今日，皆さんにお伝えしたかったのは，甲状腺に関しても，もともと被ばく量が全然違うん

ですよということ，かつ検査をすればするほどいいんですよという話でもないんだよというこ

と。この２つは，知っておいていただければなと思います。それが１つ目。 

  ２個目。ほかの放射性物質は何なんですかという話があります。例えばストロンチウムとか

プルトニウムとか聞くと思います。ちょっと皆さんいじわるな質問をしますけれど，半減期っ

てありますね。サッと少なくなる放射性物質と，半減期が短い放射性物質と，だらだらゆっく
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りしか減らない放射性物質，どっちが危ないですか。どう思いますか。長いほうですか？だら

だらあって怖いから。放射性カリウムというのは，半減期１２億年です。じゃあカリウムが一

番危ないですかね。多分そうはみんな思わないよね，きっと。 

  ちょっとずるい質問なんですけれども，要は，どれぐらいの速度で早くなくなるかというこ

とと，なくなるまでに浴びる量，要は，早くなくなるものでもバーンと浴びてしまうと危ない

わけだし，長く浴びる量でもちょっとずつちょっとずつしか浴びないものだったら，トータル

の被ばく量はすごく少なくなります。なので，半減期では決まりません。そういうのも加味し

て，セシウムというのとストロンチウムというのと，例えばプルトニウムというのにしましょ

うか。とすれば，セシウムは４カ月でおしっこで早く出ていきます。ストロンチウムは１０％

ぐらいが骨に入って，５０年ぐらいで半分になるという，すごくゆっくりにしかならないもの

です。けれども，単位時間当たりの被ばく量が違って，セシウムが１００ある時とストロンチ

ウムが１００ある時，大体ストロンチウムのほうが２．２倍ぐらい危ないです，同じ量あれば。

わかりますか。セシウムとストロンチウムが同じ量あれば，ストロンチウムのほうが２，３倍

危ないです。けれども，結論を言うとセシウムがストロンチウムの１，０００倍あります。な

ので，結論だけ申し上げると，今回の原発の事故の影響でどれぐらいの被ばくをしますかとい

う議論をする場合は，セシウムをしっかり測ることが，被ばくのほとんどを占めているセシウ

ムをしっかり測ることがトータルの影響を見る分に一番重要であり，そこが被ばくの９割９分

を占めております。プルトニウムが，ストロンチウムが，ということはできるんですけれど，

そしてゼロではないんですけれど，そこに特化すると，木を見て森を見ずになります。要は，

全体の被ばくが何なんですかと。セシウムをちゃんと測る必要がありますよということになり

ますということです。 

  あと，自然と人工の放射性物質が同じですか，違いますかという話をしておりましたが，そ

こは非常に重要な話で，結論から言うと一緒です。なので，今日一番最初に放射能と放射線の

違いの話をしたわけです。わかりますか。ストロンチウムというものとセシウムというのと，

カリウムという幾つかのものがあって，それは放射性物質としては別物です。けれども，僕ら

に影響を与えて浴びせているものは放射線です。わかりますか。要は，名前が違っても出すも

のが一緒なんですよ。なので，要はトータルして量の問題ですというところに落ち着くわけで

す。ベータ線とかガンマ線とか聞くと思いますけれど，カリウムもベータ線，ガンマ線を出し

ます。セシウムもベータ線，ガンマ線を出します。ストロンチウムもベータ線を出します。 

  プルトニウムが怖いという話があると思いますけれども，プルトニウムが出す放射線で肺が
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浴びる浴び方は，ラドンといって，ラジウム温泉に例えば人々が行って，そこにワーッとなっ

ているものを吸って浴びる被ばくと形式は全く一緒です。繰り返しになりますが，量の問題で

す。確かに，人工のものと自然のものが違うというふうにお考えになる気持ちはわかるんだけ

れど，それは科学的には全く正しくありません。以上です。 

○司会 ありがとうございます。 

  ２点の質問をお寄せいただいた方，よろしいでしょうか。 

  では続いて，先ほどのご質問の方の前にお座りの方，お待たせいたしました。どうぞ。 

○質問者２ 今，先生は質問者に対するご回答の中で，甲状腺，福島県の，これに対して増えた

と，３３人とかそういう数字が出ているのは，要するにスクリーニングをやったために，今ま

で埋もれていて発見されていないものが発見されるようになったから，数的に多くなったんだ

という見解を述べられましたけれども，しかし，例えば子どもの甲状腺がん，これは非常に珍

しい病気で，１００万人に１人か２人と言われております，先生も御存じだと思いますが。そ

ういうことからすれば，３３人，今私は手元に３月８日の朝日新聞を持っていますけれども，

ここに載っております，３３人がんが発見されていると。嚢胞ですとか，疑い者も含めると７

５人になっていると。 

  聞きたいことは，先生はこの３３人について福島原発事故に由来するものではないというご

見解ですか。先ほどのスクリーニングからすれば，当然そういうようなご見解になるのではな

いかと私は思うんですが。そのほかに，最近の先生では，医療機器が優秀になってきたので発

見される率が多くなっているに過ぎないんだということも並べられる人もいますけれども，し

かし，１００万人に１人か２人という確率から比較をして，３３人というのは非常に多い数だ

と思いますよ。ですから，これについての御見解をお聞きしたいと。 

  それからもう１つ，これは揚げ足をとるのではないんですが，先生は先ほどの中で，放射性

物質は土とがっちり結びつくということを何回も述べられましたけれども，これは正確ではな

いと思いますよ。土の粘土質土壌とは，よくセシウム１３４とか１３０がつくと。しかし，砂

土質とはくっつきにくいというふうになっているはずですよ。ですから，その辺は正確に，や

はり講演会ですからね，正確に言っていただきたいと思うんですよ。この件について，郡山で

すか，新しい米，新米を測定したら，基準値を超えてそれが報道されましたよね。その田んぼ

の土壌を調べたら砂土質だったんですよね。ですから，米への移行率が高かったと，放射性物

質の。そういう結果だというふうに報道されていますけれども，特に大河原は宮城県の除染指

定の町です。４市５町，除染の指定を受けた市町がありますが，その中の１つです。ですから，
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結構関心をお持ちの方がおりますから，せめてそのぐらいの正確さでお願いします，今後。以

上です。 

○司会 ありがとうございます。お願いいたします。 

○坪倉先生 ありがとうございます。済みません，粘土質と砂に関してはおっしゃるとおりです

ね。アルミナ珪酸塩とかそういうものがどれだけ入っているかとか，そういう話とつながりま

すので，幾つかの土壌内での物質の種類によって決まりますので，全ての土がという表現をす

ると，済みません，正しくなかったことはお詫びします。済みません。 

  甲状腺に関しては，正直何年かたたないと決着がつかない話だろうなとは思っています。が，

実際にベラルーシとかウクライナで甲状腺がんが増えた云々かんぬんという話は，ほとんどが

ゼロから５歳とか，かなり年齢の低いタイプの，年齢の低い子どもたちに甲状腺がんがどんど

ん見つかって増えたというふうに言われています。それに対して，今回の福島原発で見つかっ

た，福島県の検査で見つかった子どもというのは，ほとんど全員が１５歳から２０歳，要は，

かなり年齢が上になって大人になっている子どもで見つかっています。ものすごく多いという

ふうにおっしゃいますけれども，それは現実的に２０代，３０代，４０代見つかるような人た

ちの値をガサッと持ってくると，僕の認識では無茶苦茶増えているという状況には全くなって

いないというふうに認識しています。 

  ただ，最終的には，そこは数字の議論になるので，続けてちゃんと検査するしかないとは思

います。ただ，今現在，明らかになっていることは，甲状腺の被ばく量は桁違いに低いという

ことであるということです。かつ，これが原発事故由来かどうかという議論をし始めると，甲

状腺の遺伝子検査をしてがんの遺伝子検査をして，レット遺伝子とかそういう幾つかの遺伝子

が発現しているかどうかみたいなところで判断はするんですが，例えば白血病自体も，僕が専

門にしている白血病自体も，放射線によって誘発される白血病というのはもちろんあります。

それが放射線によって起こったということを完璧に証明する方法は，基本的には存在しません。 

  要は，がんというもの自体がいろいろなファクターで起こっているからです。皆さんわかる

と思いますけれども，例えば男性でいうんだったら３人に１人はがんでなくなります。女性の

２人に１人もがんで亡くなります。では，そのできたがんは何のせいなんですか。多分，今ま

での全てのいろいろな影響の積み重ねなんでしょうという話にしかならなくて，被ばくに関し

ても同様のことが言えます。ですので，完全に被ばくの影響である，ないという議論をしてし

まうと，それは医学的な議論ではなくて，もう行政とか，そういう完全に生物学とかそういう

ものとは別の次元での議論をする話にはなると思います。 
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  例えば，労災認定とかでも一緒です。例えばそういう放射線の作業をされている方で白血病

が起こったとして，例えば何ミリ以上浴びたらどうこうみたいな話があります。ですけれども，

現実的にわかることは，これぐらいの量以上浴びると，浴びなかった人より白血病になる人の

数が少し増えるなということがわかるだけであって，逆に白血病を見た人からすれば，白血病

になった人からすれば，それが放射線のせいなのか別のせいなのか，それとも全部のミックス

なのかというところを分けることは，残念ながらできません。ただ，労災の認定としては，例

えばこれ以上浴びた人に関しては，その影響によって起こったと認定をして補償はしましょう

という話になっているというのが，それがスキームです。 

  なので，じゃあこれ以上浴びれば白血病になるんですねという議論をされると，それは変な

話なのであって，それは個別で対応しなければいけない話であってということにはなります。

ごめんなさい，これは医学の話というよりは，もうそっちの話になってしまうとは思いますが。

ただ，甲状腺に関しては，もう本当に注意深く見守るしかないですね。実際，１９９１年ぐら

いにベラルーシのゴメリというところに医学部の大学ができます。ゴメリ大学というのができ

ます。そこで医学部ができますけれど，その当時，白血病の診断すらうまくできない，顕微鏡

がまともにないという状況で，そこに日本の信州大学とかが入って機械を入れて何とか精度を

上げていったみたいな現実があります。そういう点において，その当時のベラルーシの甲状腺

の検査の精度と今の精度は明確に違います。だからそれが正しいですと言いたいわけではない

ですけれども，精度が同じですか，違いますかと言われたら全く違いますというのが正しいと

思います。 

○司会 ありがとうございました。 

  では大変申しわけないんですが，心苦しいんですが，ご質問にお答えになったでしょうか。

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

  では，お時間となりましたので，質疑応答の時間としましては，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，本日ご講演いただきました坪倉先生がお書きになりまし

た「内部被ばく通信」が掲載されておりますので，関心のある方は，どうぞそちらも合わせて

ご覧いただければと思います。 

  それでは，講演そして質疑応答いろいろありがとうございました。 

  坪倉先生，ありがとうございました。先生にはご降壇いただきますので，どうぞ皆様拍手で

お送りください。 

○坪倉先生 済みません，ありがとうございました。 
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○司会 ありがとうございました。 

  ほかにも疑問に思っていらっしゃることやわからない方が，こちらのほうにもまだおられる

かと思いますけれども，お手元の，今日配布いたしました「よくある質問集」，こちらをご参

考にしていただきますか，または相談窓口のご案内というのが，実はお手元のプログラムの後

ろをちょっと見ていただけると，若干小さめではあるんですが，こちらにご案内がございます。

こちらの県からのお知らせというところに，相談窓口の電話番号とかが載っておりますので，

どうぞこちらをご参考にしていただければと思います。 

  ではこの後のご案内を申し上げます。 

  皆様が会場を出られたところの廊下のほうでは，午後４時までの予定で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。まだ人数に余裕がございますの

で，どうぞ，今，「本当は質問したかったんだけれども，ちょっと手を挙げるタイミングが」

という方も，ぜひそちらにお立ち寄りいただければと思います。相談会というと，ちょっと個

別相談会というと難しく堅苦しく感じられるかもしれませんが，日ごろ疑問に思っていらっし

ゃる方，また，ご講演を聞かれて，ここをもう少し詳しく聞いてみたい，そういうことがあり

ましたら，どうぞ遠慮なくお立ち寄りいただければと思います。 

  また，皆様から見まして左側にて，放射線・放射能の測定実演を行います。放射線・放射能

を目で確かめることができる，またとない機会でございますので，ぜひお立ち寄りいただきた

いと思います。 

  会場の皆様，長時間大変お疲れさまでした。お帰りの際は，アンケートにぜひ御記入をいた

だきたいと思います。また，重ねてご案内いたしますが，御希望の方には，今年の３月，今月

にできたての県の「宮城県放射線・放射能Ｑ＆Ａ」という冊子も受付にてお申し出いただけれ

ば差し上げることができると思いますので，御関心のある方は，ぜひお声がけいただければと

思います。 

  では，長時間本当にお疲れさまでした。 

  本日はまことにありがとうございます。こちらでセミナーは全て終了とさせていただきます。

どうぞ傘などお忘れもののないように，今一度身の回りをお確かめの上，足元お気をつけてお

帰りください。ありがとうございました。 

     〔終了〕 


