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○司会 坪倉先生，ありがとうございました。会場の皆様，いま一度先生に盛大な拍手をお願い

いたします。（拍手）ありがとうございます。 

  では，この後，質疑応答の時間に移らせていただきます。先生にはステージ上にそのままと

どまっていただきまして，ここで御回答もしくは御解説をいただくことになります。 

  質疑応答の進め方ですが，実はこのセミナー開催に当たりまして，事前に質問を受け付けさ

せていただいておりました。それについて，まずは先生から解説もしくは回答を頂戴してまい

ります。その後，会場の皆様から挙手を頂戴しまして，質疑応答という形になります。 

  冒頭にも御案内させていただきましたとおり，その時間は３０分ほどになります。ただ午後

３時からは，ホワイエにおいて宮城県の放射線技師会の方による相談会もございまして，既に

何件かの申し込みも頂戴しておりますので，そちらも御利用いただければと思っております。 

  では，まず事前に頂戴しておりました質問について御紹介をさせていただきます。結構ボリ

ュームがあるのですが，こちらは５０代の男性から頂戴しております。御紹介してまいります。 

  大きく分けまして３つの項目がありましてその中で幾つかあるのですが，１番目としまして

は，栗原市のＷＢＣ，先生からこの文字について何度か御説明がありましたけれども，ホー

ル・ボディー・カウンターによる健康調査の現状と成果，問題点，課題等につきまして。その

中で，①仙台医療センターでの測定とデータ活用の問題はどういうことでしょうかと。 

  次は栗原市独自でのという注釈があるのですが，②費用対効果やフィルタリングとして考え

た上でのこのＷＢＣ導入の必要性は，栗原の場合はどうなのでしょうか。あとは，③設置環境

の適正。あとは④測定対象者，これは子供になるのですが，子供たちの重点調査の重要性の問

題について。⑤測定のタイミング，例えば山菜収穫時期のリスクの問題等。あと回数はどのよ

うに考えていらっしゃるのですかということです。また，⑥測定時における説明。測定をする

意味，理解。そのあたりについての説明が欲しいということです。 

  あとは⑦分析結果の公表。これは長期的健康管理と，被ばくによる健康影響を学ぶ体制，ま

た治療と賠償の問題はどうなっているのでしょうかということです。そして，⑧測定値評価の

方法，公正さはどう確保していらっしゃるかということで説明いただきたいという，これは一

つの項目で，この８つがあります。 

○坪倉先生 そうですね。 

  僕はよくわからないのですが，栗原市はホール・ボディー・カウンターを購入して，それで

もう検査が進んでいるのですか。そしてどれくらいの人が検査しているか，それはどんなもの

なのでしょうか。この会場に答えてもらえる人は，いらっしゃいますか。 
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○司会 栗原の方。ネット上では７５人位の子供たちが，このＷＢＣのものを受けて７４人中と

いうデータが公表されているものもあったようです。 

○坪倉先生 当然，南相馬市に関して言うのであれば，現状から言うのであれば，先ほど申し上

げたように，かなり関心が薄れてきています。検査をするにしても，検査に来る人がすごく減

っています。特に農家の方とかに「検査しましょう」と言うと，「もういいよ」とおっしゃる

方が非常に多い。かといって，残念ながら，例えば南相馬産のこういうものを全部食べたとし

て，被ばく量は大きくいってもそこまでいきませんよということまで伝わっているかというと，

そこもなかなか伝わらないのが正直なところです。 

  なので，僕自身がやっていることは，やはり子供たちの将来を守るのは，データと知識かな

と思っていて，南相馬市，相馬市に関して言うのであれば，１０年後とかに何か言ったりとか，

偏見とか，そういうものを浴びせられるようなことがもしあったときに，「このデータはこう

です」と，「今まで検査した結果はこうで，それはこういう意味です」というところをちゃん

と説明できれば，それが一番なんじゃないかなと思っています。そういう意味で，南相馬市は

学校健診のような形で，定期的にチェックをするという形にはなっています。 

  ただ，それを例えば千葉まで広げるか，宮城県まで広げるかに関しては，正直政治マターだ

と思うので，僕が答える話ではないかなとは思いますけれども，現状の汚染度のレベル，例え

ば一番高くなっているキノコの値を比べたりして，少なくとも１桁は違うなと思ったりとか，

空間線量のレベルも，例えば飯舘とか田村とかその周りの地域と比べたら，やはり格段に低い

なとは思うし，それでホール・ボディー・カウンターを検査しても，今の状況だったら多分全

員検出しないだろうなとは思います。でも，その先，検査をやればやるほどデメリットが生じ

るわけですね。要は検査をすることによって，何でこんな検査させられているのと思う気持ち

もきっとあるだろうし，それが子供に与えるデメリットもあると思うから，正直この地域でど

こまでやるかという話をされてしまうと，難しいなというか，誰かがどっちだと決めてやる話

なのだろうなとは思います。 

  ごめんなさい，正直ここの状況を細かく全部存じ上げているわけではないので，中途半端な

回答ですけれども。 

  実際，チェルノブイリとかだと，春と秋で被ばく量が違うという話はあったのですね。例え

ば，トナカイの肉とか。トナカイは冬のうちに苔をいっぱい食べます。苔はホットスポットと

いうか，たまりやすい場所に出るでしょう。その苔をひたすら食べて，春先に出てきたトナカ

イを食べたら，かなり汚染しているという話にはなります。イノシシとかと一緒です。キノコ
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類とか秋口に増えてきてという話はあるとは思うのですけれども，それは実際きちんと検査体

制を組んで，高いものをいかにはじくか。要は少しでも値が出たものを見つけてワアワア言う

のが大事なのではなくて，非常に汚染度の高いものをいかにはじくかというのが重要なので，

それができるかどうかにかかっているだろうと思います。別に，現在，南相馬市で秋と春を比

べて被ばく量が違うかというと，そんなことはなかなかないかなと思います。 

  公表とか，１個１個結果をご説明するのは，一番僕らにとっても大変です。正直，外来で説

明できる医者というのは数名しかいません。今現在，ほかの医療体制の問題が歴然としてある

ので，そちらにマンパワーを割かなければいけないので，正直一人一人放射線のことを説明で

きるパワーがあるかというと，今のところなかなか難しいです。ここの医療環境がどんなもの

か存じ上げませんが，多分そんなに大きく変わらないのではないかなと思います。もちろんそ

こにリソースを割けるのであれば，きちんとご説明したり，どうなのだということをきちんと

カウンセリングしたりする人がいることは絶対必要だとは思います。 

  ほかの御質問で，ホール・ボディー・カウンター以外で，尿検査はどうですかみたいな話が

あります。さっきホール・ボディー・カウンターをお見せしましたけれども，あれは体がある

程度大きくないと，きちんと測れません。ですので，残念ながら説明書には４歳以下は測れま

せんと書いてあります。現実的には１３０センチメートル以下の身長の子供であると，データ

の安定性が悪くなります。なので，それより年上の人しかなかなか測れなくて，南相馬市であ

れば６歳以上しか測っていないです。 

  では，６歳以下は放っておいていいのですかという話があります。正直難しいところで，実

は子供を測るより，本当は一家のおじいちゃんを測ったほうが絶対にいいです。なぜかという

と，子供と大人だったら，普通小さい子供より大人のほうがいっぱい食べ物を食べます。大人

のほうが年上なので排泄速度も遅いです。なので，同じ食生活をしていて，値が高くなるのは

男性の一番御高齢の方です。要は内部被ばくというのは食べ物で起こりますから，家族単位で

起こるのですね。子供が高いと親も高いのです。ですから，１歳，２歳を測るのであれば，現

実お母さんとかを測ったほうがよほど科学的には妥当です。 

  けれども，小さい子供を測りたいと思うのは当然であって，南相馬であれば，小さい子供も，

ゼロ歳以上だったら全員測れるという新しいホール・ボディー・カウンターが一応できました。

尿検査で測ることもできるわけですが，今のホール・ボディー・カウンターと同程度の性能を

出そうと思うと，おしっこを５００ミリリットルとか１リットル位ためて，それを濃縮して，

長時間かけて測るみたいなことをすれば，ホール・ボディー・カウンターと同程度位の性能を
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出すことができます。だから，小さい子供からそれ位尿を集めてというのであれば，検査はで

きます。けれども，正直現実的ではないと思います。ホール・ボディー・カウンターのほうが，

みんなをちゃんと検査してという意味合いにはそぐうかなと思います。 

○司会 ほか血液とかエコーとか問診，あとは学校集団健診，メディカルメガバンクとの連携の

場合ということで，その有意性，有効性，課題というのはどうですかということも。 

○坪倉先生 エコー，血液では，血液で測ろうと思ったら血液が大量に必要なので，そんな侵襲

性のあることは医学的にはできません。問診で確かにどういう食べ物を食べていますかみたい

な話をカウンセリングでお聞きするというのは，それは効果があるかもしれません。学校集団

健診をやるかどうかですけれども，これはこの地区でどこまでホール・ボディー・カウンター

のようなもので検査すべきかということは，南相馬市とかのデータを見ている限りは，それよ

り汚染度が高いわけではないので，幾つかの気をつけるべきところは気をつけて，食品検査を

しっかりするのは大事だろうけれども，それ以上はと言われると，どうなのだろうなというの

が僕の気持ちではあります。でも，それはいろいろ意見があると思います。 

○司会 ありがとうございます。 

  あとは，震災から３年が経過しまして，今後のガンとか心不全等の発症傾向，死因の統計分

析の見通しについて，先生のお考えとしてはどのような感じを持っていらっしゃるかというこ

となのですが。所感ということですね。 

○坪倉先生 初期の被ばく，結局，今現在の日常生活の内部被ばくはかなり低く抑えられている

のですね。外部被ばくに関しても，年間例えば１ミリシーベルトを超える人は，子供であれば

９割５分方１ミリを切るのですよ。今現在，南相馬，相馬とかでも。初期被ばくでどれだけ浴

びましたかということが結構大事で，それは県民健康調査のデータからもありますけれども，

大体大多数が浴びたとして数ミリ，外部被ばくで数ミリ位が最頻値，中央値くらいで，ごく一

部にすごく高い人がいる。２０ミリシーベルトくらいの人がいるという話だということはわか

ってきています。 

  全体で見て，被ばく量でガンが増えるレベルに到達しているかというと，それはもう今まで

の広島，長崎のデータとかと比べても，そんなレベルには到底到達していないなとは思います。

ただ，それ以上に今現在，いろいろな医療体制の問題がむちゃくちゃ生じていて，どこの国で

もそうですが，フィリピンとかでもいいのですけれども，例えばそういうところで災害が起き

ると，ガンの発症率はそれだけで増えるのですよ。医療体制が崩壊したり，例えば収入が下が

って，喫煙率がすごく上がって，それによって肺ガンが増えるとか，ストレスがたまってとか，
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そういう話もいっぱいいろいろあって，純粋に現状の放射線の量で，放射線のせいですと明確

に言えるようなレベルの被ばく量に到達しているかといえば，到底到達していないとは思いま

す。 

  今から現在，ガンが何かの理由で増えたりとか減ったりとかする可能性は，それは無きにし

もあらずだろうなとは思います。例えばいろいろなことが言えるのですよ。実はビタミンＤと

さっき言いましたけれども，ビタミンＤはその量を摂ったり摂らなかったりで，発ガンのリス

クはかなり変わるのですね。糖尿病が増えると，それだけで発ガンのリスクも変わるのです。

喫煙率が変われば上がる，みたいな話が山のようにあって，そんないろいろなものの中での放

射線の話です。放射線１個だけでパッと取ってくると，被ばく量はそんな量には到底到達して

いないとは思います。けれども，全体での健康をどう守るかというのは，どの場所でも問題で

あって，みんなで取り組むべき課題だとは思います，という感じになるでしょうか。 

○司会 ありがとうございます。 

  では，事前に受け付けをさせていただきました質問に関してのお答えは，この辺で一旦やめ

させていただきます。 

  続いては，今会場にお越しの皆様から質問があればと思うのですが，挙手いただきまして，

今マイクを持ってまいりますのでお待ちください。 

○質問者１ 限られた時間ですので，１点に絞ってお聞きできればと思います。 

  今の質問を受けていただいてありがとうございます。実は私が出したものですが，坪倉先生

は，以前栗原市が仙台の病院でのホール・ボディー・カウンターでの測定のときに，早野先生

がいろいろその問題点を指摘したのです。それでご一緒にいろいろ研究され，実践されている

ということで，ホール・ボディー・カウンターの今抱えている問題ということでお話しできれ

ばということで，細かく自分の考えをまとめる意味で挙げていたわけです。 

  それで，今日のお話を伺って，栗原市ではホール・ボディー・カウンター導入の必要性はな

いという理解を，私としてはしました。そこはもちろん細かいところはいろいろあるとは思い

ますが，ホール・ボディー・カウンターを導入してまで，５，０００万円以上の負担をかけて

まで，それ以上にほかのもっとするべき対応というのがあるのではないかと受けとめています。 

  それで，今日は１点お話の中でどうしても気になったところなのですけれども，基本的に健

康に影響がないとされる，例えばよくエックス線との比較をされましたけれども，私たちもい

ろいろな学習を重ねる中で，外部被ばくや内部被ばくを今回の事故で受けることは，そのメリ

ットを選ぶがあまり我慢して受ける医療被ばくとは違って，２４時間，計算の仕方では１６時
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間だの８時間だのといろいろ操作はされていますけれども，日常的に受けているわけです。そ

の根拠がどうしても納得できません。ある一定の基準で，これ以下は安心ですということを前

提に，いろいろお話しされているのを聞いたわけですけれども，やはり低線量の長期にわたる

被ばくの心配は全然やみませんので，もし我慢値としての見方からの説明を，もう少し納得で

きるお話が聞ければと思うのですが，よろしくお願いします。 

○坪倉先生 その点は本当におっしゃるとおりではあって，実際，今回の原発事故がなければ被

ばく量は増えないわけで，今までそんなのがなければ増えていない話を，増えたけれども量が

少ないから大丈夫ですというのは，何のこっちゃ，ふざけんなよという話だというのは，非常

によくわかります。おっしゃるとおりだなと思います。 

  ただ，量としての問題だけを切り出すのであれば，例えば今現在の内部被ばく，外部被ばく

のトータル量を合わせたとして，例えば日本国内のほかの場所に住むリスクの被ばく量の増減

がありますね。場所によっては。その変化の幅の中に十分入っているレベルだと言えますよ，

ということは言えると思います。例えば，セシウムが３００ベクレル以下だから大丈夫，基準

値だから大丈夫ですと。１ミリシーベルトは，３万ベクレルとか４万ベクレル位になるわけで

すから，それ以下だから大丈夫ですという言い方をすると，それは何か押しつけのようで，被

ばくが増えたけれども，量は少ないからいいよねと言っているだけなので，何のこっちゃとは

なりますが，今現在，基準とかそんな話は抜かしたとして，ほとんど３００ベクレルあるいは

検出限界レベル以下だということはわかっています。 

  そのレベルはどれくらいのレベルかというと，例えば皆さんが食生活する中で，放射性カリ

ウムというものを食べています。毎日毎日食べておしっこで出しています。それは毎日例えば

１０ベクレルずつ食べているかというと，そういうわけではなくて，１０の日もあれば５の日

もあって，１５の日もあって，４の日もあって，２０の日もあってという，食べている野菜の

種類とかですごくぶれます。その例えば今まで食べていたぶれの中の範囲の，何分の１位のレ

ベルに入りますよ，そういうレベル以下だということは確かなのです。それをもって大丈夫で

すと押しつけるのはいいのですかと言われたら，それはもうそれ以上返す言葉はないです。お

っしゃるとおりだと思います。ごめんなさい，そういうふうに伝えてしまっているのであれば，

それはもう私の至らないところなので，御容赦いただきたいと思います。 

  その外部被ばくに関して言ったとしても，増えたけれども基準値以下だから大丈夫ですとい

う言い方に，もしかしたら聞こえたかもしれないけれども，そういう言い方よりは，できれば

お伝えしたかったのは，例えばそれこそ西日本に住んで，例えば福岡に住んでいます，東京に
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行きました，いろいろな場所があって，空間の線量というのがある程度変化します。その変化

の範囲の幅の中に，例えば今現在のここのモニタリングポストの値とか，そういうものを見る

限りでは，震災前の東北地方は，バックグラウンドのレベルは多分０．０４とか０．０３位で，

多分もともとかなり低いのです。もともとすごく放射性物質が少なくて，空間線量の低い地域

だと思います。それが０．０７とか０．１とか，２倍，３倍になっただろうと言われれば，そ

れはイエス，確かにそうです。それが増えたけれども，基準値以下だからという言い方をする

と，非常に言い方が悪いけれども，でも値だけ切り出すのであれば，ほかの場所に住んだりす

るリスクの幅の範囲内に入っているレベルに収まっていますよということは，わかっていただ

ければと思います。 

  決して，増えたけれども量は少ないから押しつけたいというつもりはないのだけれども，ご

めんなさい，説明するとそういう感じになっちゃうのかな。確かに低線量被ばくの影響はわか

らないという話をすることはできて，ただ例えば大阪と東京で被ばく量が０．５ミリ違うから

とか，それで低線量被ばくの影響は１００年たったら５０ミリなのだからわかりませんという

議論をするかというと，さすがにそれはしないわけですよ。その範囲の幅の中にはあるのです

よとは，お伝えしたいけれども。例えばそれが年間１０ミリとか２０ミリとか，今現在福島県

内でもそこまで被ばくする場所は，人が住んでいる場所ではなかなかないですけれども，その

レベルで広島，長崎のデータが１００ミリを超えなければ全然影響がなかったので，影響がな

いというか，明らかにはならなかったので，関係ないですという一本槍で話をしてしまうと，

ちょっとよくないかもしれないなとは思っています。済みません，答えになりませんか。 

○質問者１ ありがとうございます。 

  質問はもう控えますけれども，三つほど栗原市の現状ということで御理解いただいて，実は

坪倉先生は相馬の現地でずっと測定やら治療に携わっている方なので，本当に頼りたいわけな

のですけれども，栗原市でのホール・ボディー・カウンターでの測定の評価というところでは，

お医者さんがいろいろそれを評価するという体制にはなっていないのですね。技師さんがつい

ていて，結果的には不検出ですよという，３００ベクレル以上はありませんよというだけの通

知をもらって，全員がそうだという現状です。 

  ですから，今後の活用の仕方あるいは健康調査，あるいは健康対応ということで，ぜひ坪倉

先生にも栗原市の今後の対応についていろいろ考えていただいて，ご助言いただければという

思いが一つです。 

  それから，お話の中で，特別な食品を，高い線量のものを食べている習慣が例外的にあると
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いうお話をされましたけれども，栗原市の自然と農業を中心にした地域からすると，それは決

して例外ではなくて，ほとんどとはもちろん言いませんけれども，山からの恵みをいただきな

がら生活しているというのが栗原の現状です。決して例外ではなく，もちろん全て当てはまる

わけではないですけれども，例として挙げたケースというのは非常に栗原市民にとっては深刻

だと，思い当たる状況だということを，二つ目としては理解していただければと思います。 

  それから三つ目ですけれども，一番心配しているのは，初期被ばくで受けたダメージ，特に

ヨウ素などが結構宮城県にも来ているというシミュレーションもあるようですし，もちろんセ

シウムの内部被ばくも心配するわけですけれども，それが排出されたとしても，そのときに受

けたダメージというのが今後成長の過程でどういう影響を及ぼすかということが，非常に不安

です。例えばウクライナでも２６年たってから，成人の人の甲状腺の障害が出ているというこ

となどの報道を見ても，余計それを心配するわけです。ぜひそういう意味で，医療の，単にデ

ータとしてある基準値を超えないからというだけで済まさずに，丁寧に，あるいは長期的に見

ていく医療体制といったことで，今後力を貸していただければというお願いということで，３

点申し添えたいと思います。ありがとうございました。 

○司会 ありがとうございました。 

  御質問並びに貴重な御意見，ありがとうございました。 

  では，女性の方ですね，手を挙げていらっしゃいますので，今マイクをお持ちします。お待

ちくださいませ。 

○質問者２ 気になったことがあるので，お話をさせていただきたいと思います。 

  胸のエックス線を１枚撮った位だというような表現をなさっていました。この頃，放射能の

話，放射線の話を伺うと，多くのお医者さんはそういうふうに，やはりたったこれだけの被ば

く量だというふうに表現なさいます。ですけれども，私，学校で養護教諭をしているのですが，

昔，小学校１年生と中学校１年生は肺結核の検査をするといって，胸の写真を撮っていました。

ですけれども，もう定期健診で見つかる結核というのはとても少なくなったし，たった１枚の

胸の写真でも，それは健康リスクだということで，学校健診から２０年位前になくなっていき

ました。その当時，厚労省も文科省も，たったエックス線１枚だけれども，それは健康リスク

であるというふうな認識でした。今のように，たった１枚というふうに捉えはしませんでした。

この捉えというのは，やはり今回の原発事故があって，たった１枚というふうに大きく転換し

たと私は感じています。それが１点です。 

  もう１点は，食品の放射能汚染です。食品の，じゃがいもの芽どめのためにエックス線照射
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します。北海道の士幌町でやっていると，私は覚えていました。なぜそれが広がらないかとい

うと，エックス線照射食品には，シクロブタノンという放射能と別の発ガン性物質が発生する

からだというふうに私は聞いたことがあります。それで強く反対してらっしゃる団体の方々も

います。 

  先生は若いからわからないかもしれないですが，ずっと前に放射線照射食品を使ったＡ社と

いう会社のベビーフードがありまして，ベビーフードに照射食品を使うとは何事だ，赤ん坊の

うちから健康リスクにさらすとは何事だということで，食品照射しないというふうになってき

ました。それから，ここ１０何年間で輸入スパイスにも照射するのだという動きもありました

けれども，やはりそういった放射線の問題とは別に，シクロブタノンという発ガン性物質が発

生するということで，やはりこれも立ち消えになり，この間生レバーを食するというときにも，

じゃあレバーに照射したらいいのではないかということで，やったけれども，とても臭くて食

べられたものではないということがあったようで，結局レバーにも照射はしないというふうに

なったと覚えています。 

  ということで，食品が一度放射線を浴びた食品そのものが，線量が低いからといって，全て

安心だということはできないのではないかなと思います。その照射食品というのは，放射能が

検出される内部被ばくということとまた別のもう一つの側面として，発ガン性物質が発生して

しまう，その二つの面があると思います。 

  あと身近にある放射線で，学校に配付される理科か何かの副読本にあるスイセンの写真が示

すように，自然界だからこういうふうに満遍なくあるけれども，今回の原発の事故で飛んでき

たものは，満遍なく存在するわけではなくてクラッシュ状態なわけだから，測定すれば数値と

しては出るけれども，それは全て平均値であって，葉っぱ１枚，茎１本にブドウ状にクラッシ

ュされたものが１個ぽんとあっても，写真のように満遍なくあっても，数値として出るものは

同じ。ただぽんと丸い玉状態でできたものを，例えば食品に存在した，それを食べたときにど

ういう影響が細胞にあるか，この自然にあるような満遍ない放射線の存在の仕方とはそこが違

うから，同じ数値的には変わらないものでも，やはり事故で汚染された食品は気をつけるべき

だという話を聞いたことがありました。以上です。 

○司会 ご意見ありがとうございました。 

○坪倉先生 そうですね，実際，放射線の話をいろいろしましたけれども，水の検査とかでもそ

うですけれども，山のようにいろいろな化学物質があって，今現在，大体１０のマイナス５乗

位の影響以下であれば，大体その辺を基準値に置いて，ほとんどの食べ物とかの基準値と決め



-10- 

られていると思います。死亡率が一番多いのであれば，無機ヒ素とか，アクリルアミドとか，

多分そういうものがトップになるというのは御存じだと思いますけれども，その辺のリスクが

もともと化学物質がいろいろあって，何百という化学物質があって，それぞれがどれ位の発ガ

ン性を持って，それぞれがどれ位の影響を持っているのか比べていってという話で，トップが

アクリルアミドで，桁が例えば今現在の放射線の計算される値の桁が多分数段違うだろうなと

いうことは，一応わかってはいるなと思います。 

  ただ，当然どの話もゼロではないと思うので，ゼロではないという話はもうおっしゃるとお

りだと思います。増えたということは事実です。ただ，そのレベルになってくると，恐らく残

念ながら優先順位をつけて，どこから守っていくかという話をしないと現実的ではないだろう

なとも思います。でも，御指摘はもっともだなと思います。 

○司会 ありがとうございます。 

  貴重なご意見等も頂戴しまして，質問も受け付けさせていただきましたけれども，申し訳ご

ざいません。本当は皆さんともう少し時間の共有もしながら，情報の共有もできればと思うの

ですが，お時間となりましたので，この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。 

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

  ほかにも皆さん，今日先生のお話をお聞きになって，または他の皆さん，質問をお寄せくだ

さった皆さんのお話を聞かれまして，疑問に思ったこと，もっとさらに詳しく聞きたいなと思

ったことがあるかと思います。まずそれには，この後また御案内させていただきますが，相談

会に御参加いただいても結構ですし，手元に「よくある質問集」，こちらにも出ている場合が

ありますので，いま一度目を通していただければと思います。 

  また，県の相談窓口にお気軽にお問い合わせいただければと思うのですが，相談窓口の案内

はお手元のプログラムを裏に返していただきますと，相談窓口の連絡先，県からのお知らせが

ございますので，こちらもどうぞ御利用ください。 

  では，この後の御案内をさせていただきます。この後，宮城県放射線技師会による相談会を

開催いたします。多少まだ，お待ちいただかなくてご相談できる人数があるということなので，

どうぞぜひこの機会ですので，相談会というとちょっと堅苦しく思われるかと思うのですが，

日ごろ疑問に思っていらっしゃること，今少し時間がなくて，挙手しようかしまいか迷うくら

いの疑問でも構わないです。何かありましたら，この機会をぜひ利用なさいまして，今でした

ら待ち時間なく御案内させていただけると思いますので，ぜひ相談会，このロビーを外に出ま
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してホワイエでさせていただきますので，どうぞお立ち寄りください。 

  あとは冒頭でもご紹介いたしました，この会場の後方になります。清流の間の後方で，放射

線・放射能の測定実演を行います。この実演は，放射能・放射線を目で確かめることができる

またとない機会となりますので，ぜひ多くの方，どなたでも見ることができますので，お立ち

寄りいただければと思います。 

  それでは，長時間となりましたけれども，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，長時間大変ありがとうございました。どうぞお帰りの際には，ア

ンケートをご記入いただければと思います。アンケートのほうは皆様が入られました受付の入

り口に回収ボックスがございますので，そちらに入れていただくか，または係員にお渡しいた

だければと思います。 

  相談会は，４時までの予定で開催いたします。これからすぐ相談会に入りますので，ぜひ御

利用ください。 

  お足元が悪いので，どうぞお帰りの際はお気をつけください。本日はありがとうございまし

た。 

    〔終了〕 


