
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度放射線・放射能に関する 

セミナー・相談会 
 

 

（質疑応答集） 

 

 

平成２６年１１月８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-1- 

 ○司会 では，これより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は，まず皆様からあらかじめ質問を受け付けさせていた

だいておりました。現在までに３件の質問をいただいております。まずはその質問に坪倉先生

に答えていただきましてから，会場の皆様から質問を受け付けさせていただきます。 

  それでは，１番目のご質問，２０代の女性の方から頂戴いたしました。「家庭菜園でつくっ

たものをいただく機会がよくあります。流通しているものと違い，検査を受けていないことに

不安を感じながらも食べてしまうのですが大丈夫でしょうか。また，気をつけるとすれば，ど

のような食べ物でしょうか。また，放射線において生物濃縮が起こることはありますか。土足

の場所は靴を脱いで上がる場所に比べて放射線量が高いのでしょうか」という生活に密着した

ご質問を頂戴しております。では，先生，よろしくお願いいたします。 

○坪倉 ありがとうございます。 

  まず，家庭菜園でつくったものをいただく機会がよくあり，流通しているものと違って検査

を受けていないから不安ですというご質問ですけれども，これはもう先ほど申し上げたとおり

です。家庭菜園で何をつくっているかによると思います。いわゆる夏野菜類だとか，いわゆる

プランターでつくるような土からなる野菜類で高くなることというのは，ほぼないと思います。

土をどこから持ってくるかということもあるでしょうし，その土を原発のそばからとってきま

したというんだったら別かもしれませんけれども。実際に私が経験したのは，原木シイタケを

自分のところでつくっている人がそれを食べて被ばく量がものすごく増えたということがあり

ました。その人は原木を浪江から持ってきている人でした。もともと浪江で原木シイタケをつ

くっていて，その原木を持ってきてお家でつくってひたすら食べるということをされていた方

がいました。そういうことをすれば上がるとは思います。ただ，普通に売っている土を使って

つくっているとすれば，家庭菜園というワーディングだけでイコール被ばく量が増えるという

認識は間違いだと思います。種類によりますということになるでしょう。 

  では，検査をしなくていいんですかと言われると，原則はもちろん全部検査をしたらいいわ

けですけれども，家庭菜園を全部検査するわけにいかないし，検査をしたら切りがなくなりま

すよねという状況なので，バランスをとるのが難しいと思います。なので，一般的には，高く

なるとか出荷制限がかかる食材じゃなければ，そこまでやらなくてもいいと思いますけれども

というところだと思います。ただ，出荷制限がかかるタイプの食べ物だったら，１回ぐらいは

ちゃんと検査をしたほうがいいと思いますよというふうにはお話をしています。種類によりま

すという結果でしょうね。 
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  放射線において生物濃縮が起こることがありますかというご質問です。内部被ばくに関して

言うんだったら，先ほど申し上げたとおり生物の頂点に人間がいるとすれば，イノシシの内部

被ばくが高くなる理由は山の中の食べ物をひたすら食べてため込むからです。そのさらに上に

人間がいてイノシシを食べて，山の中で仙人みたいな生活をしているのであれば，それは，濃

縮という言葉を使うかどうかは別として，内部被ばくは高くなるでしょうね。そういう生活を

すればね。だから，先ほど申し上げたように，幾つかの食べ物で高いものと低いものが分かれ

ていて，そこをパーンと落とすことができればリスクのほとんどが削れますよというお話をさ

せていただいています。 

  土足の場所は，靴を脱いで上がる場所に比べて放射線量が高いか。それは科学的に言えば，

それは土とかに放射性物質がある程度ついていたりすることがあるでしょうから，土がある場

所とない場所でガイガーカウンターみたいなもので汚染検査みたいなことをしたら，泥だらけ

の人とそうじゃない人を比べれば，それは泥だらけの人のほうが値が高くなるかと質問されれ

ば，それはそうでしょうね。けれども，実際に私たちは，周りのいろんなところから放射線が

出て被ばくをしているわけであって，ここに土が一粒あるからここで大量に被ばくするわけで

はなくて，ここに放射性物質がたくさんあるところの空間の放射線が全体として増えて被ばく

をしていくわけですから，普通は，外部被ばくに関して言うのであれば，かなり汚染された土

をその辺にばらまけば，ここの空間の線量が０．２だったのが０．３になったり０．４になっ

たりするかもしれないですね。そうなれば被ばく量は増えるでしょうけれども，そこにちょっ

と土があるから，何て言うか，そこが放射線量が高いから通っちゃいかんとかいうレベルかと

いうと，そんなレベルではないでしょうねと思います。普通に手洗いとかをしっかりしてくだ

さいねとか，汚れないようにしてくださいねとか，そういうことになるかなというふうに思い

ます。 

○司会 ありがとうございました。 

  では，続いての質問に移らせていただきます。４０代の男性から頂戴いたしました。こちら

の方からはちょっと長めに頂戴しましたので，幾つか分けさせていただいて，１つ１つ先生に

答えていただきます。ご了承ください。 

  「等価線量と実効線量の人体への影響の考え方について。放射線の人体への影響度合いにつ

いて，放射線物質の核種の違いや臓器の感受性の違いに配慮して実効線量に換算して全身への

影響を評価することとされていますが，実効線量の値が低かったとしても感受性の高い臓器へ

の等価線量が高ければ危ないのではないでしょうか。実効線量を指標に使うことで放射線の影
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響が薄まって評価されることにはならないのでしょうか」というご質問です。 

○坪倉 専門的な質問ですね。確かに臓器の等価線量というか，臓器自体の被ばく量をそれぞれ

計算して，その臓器がどれぐらいリスクがあるかというのを体の臓器の中で重みづけをして体

全体の被ばく量としての実効線量というのを計算しています。おっしゃるとおり，実効線量が

低いとしても各臓器の等価線量が高くなる可能性があるんですかということは，確かにそうで

すね。おっしゃるとおりだと思います。ただ、例えばストロンチウムは骨髄にダメージをより

与えます。骨に多く入りますので。そうすると、白血病のリスクは高くなるということになり

ます。その一方で、他の臓器へのダメージは大きくないことになります。セシウムは満遍なく

体に溜まるのであれば、リスクとしては各臓器に満遍なくリスクを伴います。それら各臓器の

総和を考えてダメージを計算するのが実効線量です。とある臓器だけにダメージを与えて、他

の臓器にダメージが無いことと、全部の臓器に満遍なく平均的にダメージを与えること、とあ

る臓器だけに限って議論をすれば、とある臓器にダメージを与える方がリスクが大きくなりま

すが、体全体として色々な場所のトータルの発がんリスクを考えるのであれば、別にどっちで

計算するとリスクが薄まるとかそういう話にならないという理解です。ごめんなさい。ちょっ

と専門的なので，もしあるんだったら後で聞いてください。 

○司会 ありがとうございます。 

  続きます。「福島県の甲状腺がん検査のデータ解析手法について。今年８月下旬に福島県の

市町村ごとの甲状腺の二次検査結果と市町村ごとの推定外部被ばく線量が公表されました。両

者を重ね合わせれば，今回の原発事故の甲状腺への影響の有無がわかるとすぐに想像できると

思うのですが，環境省の専門家会議からそのような疫学調査をすべきとの中間報告書案が出た

のはつい先日の１０月２０日でした。この結論を導くのに学術的に難しい課題があったのでし

ょうか」というお問い合わせです。 

○坪倉 この質問をされた方は何かえらく専門的な方ですね。 

  甲状腺のことについて，ちょっと先ほど飛ばしたのでお話ししておきますけれども，チェル

ノブイリの事故では甲状腺がんというのが増えたと一般的に言われますよね。この甲状腺とい

うところに放射性ヨウ素がたくさん入って被ばくをして，がんが増えたという話がされている

と思います。どういう経路かというと，原発事故直後にヨウ素がばらまかれて，それが牛乳に

入って濃縮されて，その牛乳を大量に飲んだ人が甲状腺の被ばくを起こして，それでがんにな

りましたという話があります。 

  これは（スライド㉑）どれぐらい甲状腺が被ばくしたか，チェルノブイリがここにあって，
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ベラルーシとロシアとウクライナがあって，この辺の周辺地域，２０キロとかその辺の地域だ

と，大体甲状腺で６００ミリシーベルトとか５００ミリシーベルトとかの被ばくを普通に起こ

しています。牛乳とかを大量に飲むからですね。それに対して，ちょっとこれ，見方が悪いか

もしれませんけれども，大体チェルノブイリだと大体平均この辺とか，距離によりますけれど

も，２０キロ，３０キロぐらいの場所の平均って大体この辺なんですね。 

  それに対して，見せ方がちょっとあれですけれども，（スライド⑳）日本での甲状腺の被ば

く量をＷＨＯとか国連とか弘前大学のチーム，長崎大学のチーム，別のチーム，いろんなチー

ムがそれぞれ自分たちでどれぐらいの被ばく量かというのを推定して計算して，例えば３，０

００人ぐらい計測されたりしますから，その値とかを使ってデータとして出ています。そうし

たとすると，最大の被ばくでこの辺なんですね。５０ミリシーベルトぐらいです。どういう人

かというと，浪江町に震災後結構ずっといらっしゃった５０代，６０代ぐらいの女性ですけれ

ども，そこにずっといらっしゃった方を弘前大学のチームとかが何週間か後に検査をして，恐

らくこの人ずっといたので最大に被ばくしているかなという人で，大体甲状腺の被ばく量が４

０から５０ミリシーベルトぐらいだったと計測されています。それに対して，飯舘とか川俣と

かそのあたりの子供たち３，０００人ぐらいの検査をされていて，ほとんどの子供の被ばく量

が５ミリとか３ミリシーベルトとかその辺を切っているということがわかっています。それに

対して，チェルノブイリの近くだと，平均が５００ミリシーベルトとかその辺になります。な

ので，被ばく量というのがそれこそ桁２つぐらい違います。これがまず，甲状腺に関しての被

ばく量の違いとして１つ。 

  かつ，これも皆さんご存じだと思いますが，甲状腺というのは，ものすごくもともとがんが

多いです。ここに若い女性が何人かいらっしゃると思いますけれども，ある程度のお年以上の

女性であれば，大体３人に１人ぐらいが甲状腺がんを持っています。ある程度，６０歳以上ぐ

らいの男性のほとんどが前立腺がんを持っているのと同様です。もともとそういうのを持って

います。韓国では，乳がんのチェックをするときに甲状腺を一緒にチェックするようにしてし

まったので，甲状腺がんの数が増えて，女性のがんのトップって普通乳がんとか子宮がんとか

肺がんとか大腸がんとかその辺でしょうけれども，甲状腺がんがトップになってしまいました。

保険会社は首が回らなくなって甲状腺がんをがんと認めませんと言い始めるとか，そういう状

況になりました。 

  １０年，２０年経ってちょっと大きくなるかどうかぐらいのものですので，いきなり全員今

年５センチのがんが出ますとか，そんな話では全くないわけです。そういう状況があって，被
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ばく量も全然桁が違うという状況で，福島県で甲状腺がんが増えているみたいなことを言う方

がいらっしゃいますけれども，正直，普通に考えれば，スクリーニング効果と言われる検査を

することによって先に見つかってしまったという人が多いんでしょうと思っています。実際に

チェルノブイリで増えた甲状腺がんはゼロから５歳が多いです。ゼロから５歳が非常に多いの

に対して，今回の福島で見つかっている甲状腺がんは，ほとんど１５歳から２０歳です。ゼロ

から５歳に関してはゼロですよね，という話があります。年齢分布も異なります。被ばく量も

異なりますと。ただ，もちろんちゃんと検査をしていく必要はあるんでしょうから，ずっとさ

れるんでしょうということだと思います。 

  どの方が増えているかということに関して，先ほどのご質問の件ですよね。県民健康調査と

くっつけてどうこうという話がありましたが，ざっくりと言えば，個人情報保護の問題ですね。

直接，私が関与しているわけではないのですが，簡単に言うと，皆さん，多分病院に何回かか

かられたことがあると思います。健康診断とかを受けたことがあると思います。そのときに，

例えば，健康診断のデータをまとめてどういう状況か知ることは国として有益ですので，お宅

の個人情報全部いただきますねとできるかという話が大きな問題としてあったんだな，という

のを見ていて思いました。そうなったときに，やれモルモットにするなみたいな話とかがきっ

とあると思うんですよね。それを越えて，でもちゃんとデータを残してこの人がこうだという

のをやらなければいけないといろいろやっているのを横で見ていて感じました。横でというか，

南相馬から見ていて感じています。おっしゃるとおり，外部被ばくの線量と甲状腺の影響を比

べれば影響がわかるんじゃないかという話はきっとあると思います，が，もうちょっと言うと，

例えば１号機の爆発後，出たプルーム（放射性雲）と３号機の爆発後出たプルームの種類は違

いますので，いわき方向だと放射性セシウム対放射性ヨウ素の比が１対１０くらいだったのに

対して，北方向だったら１対２だという報告があったりだとか，場所の方向，方角によって放

射性セシウム，放射性ヨウ素比の値が大分異なります。今現在，土壌汚染云々と言っているの

は放射性セシウムの値と言っていますので，その値から完全に推定するのであれば，放射性ヨ

ウ素の比率が２倍から１０倍ぐらいまで大きく異なりますので，５倍ぐらいの誤差をもって推

定するということになります。なので，それでもって完璧にできると言われてしまうと，やら

ないよりはやったほうがましでしょうけれども，それで正確な値が出ますと言われると，多分

それは違いますねという話にはなってしまうと思います。学術的にはそういう点があると思い

ます。 

○司会 ありがとうございます。 
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  そして，同じ方からの３つ目の質問です。「ホールボディカウンターによる内部被ばくの測

定の意義について。既に原発事故から３年以上経過し，ヨウ素１３８がなくなり，セシウム１

３４も半分以下になった今，ホールボディカウンターで内部被ばくを測定することにどのよう

な意味があるのでしょうか」というお問い合わせです。 

○坪倉 これは難しいですね。まず，ヨウ素１３８じゃなくて１３１ですけれども。内部被ばく

ってもう今はほとんど検出しないのに，ホールボディカウンターをだらだら続ける意味がある

んですか，ゼロまで測れていないじゃないかという話はきっとあると思います。おっしゃると

おりだなとは思います。これは，例えばもうネギから検出しませんので，福島県ではネギの検

査をするのをやめますと。福島県はリンゴはもう全然汚染されませんので，今後一切リンゴの

検査をやめますという話とイコールだとは思いませんけれども，何かそういうところに近いな

というふうには思っています。ちゃんと出るか出ないかは別として，淡々とやっぱりデータを

積み重ねる意味はあると思うし，実際に，私自身が思っているのは幾つかあって，まず１つ目

は検査を受けに来てもらうことで知識量がやっぱり増えます。子供たちにとって大事なのは，

きちんと知識があることと，あなたを検査した結果はこうですというのが将来的にその人その

人に残ることだろうなと感じています。そのためにも淡々と，精度云々かんぬんはあると思い

ますけれども，何かの形でちゃんと見ていく必要はあるんじゃないかなとは感じています。そ

れにはお金，人件費がかかってというのはあると思いますが，そこはバーターでしょうね。現

場では正直やめようという声は全然上がりません。上がってはいませんし，私もそうは思って

はいません。 

  あとは，最終的に日本国とか福島県内でこういうがんが増えてくるんじゃないか，増えてな

いんじゃないかみたいなことを，ちゃんとデータとして残す必要があると思っています。ただ，

残念ながら，今現在の日本の医療では，そういうがん登録とかそういう統計みたいなものがも

のすごく弱いです。１つは個人情報保護の問題があります。がんの数を把握するといって，皆

さんががん検診を受けたデータ全部もらいますと。あなたががんになったという情報は全員登

録必須なので同意とか関係なしにいただきますとはできないでしょう。一方で，福島県内で白

血病が増えているかどうかはわからないけれどもいいのかという話になるわけですね。そうい

うところが全然まだクリアできていません。インフラも整備されていません。その中で，やっ

ぱり被ばく量がどうかとか，データがどうかというのは，最終的に私らは，健康を求めて病気

の数がどうかとか，増えているか，増えていないかみたいなところをちゃんと知るべきだと思

うわけだけれども，そこまでリーチできない以上，その一歩手前ですけれども，被ばく量がど
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うかということに関しては淡々と検査を続けるべきだと思っていて，それも今こんなんで続け

る必要あるんですかと言われたときに，続ける必要がありますと答える１つの理由です。 

○司会 ありがとうございます。 

  では，事前に質問を頂戴した方から最後の質問です。 

  石巻市にお住いの男性の方から頂戴いたしました。「内部被ばくに対する治療の現状と今後

について。セシウムの排出剤としてプルシアンブルー，防護剤としてアミホスチンが日本でも

承認されていると思うが，より効果が高く安価な薬剤の開発研究の見通しはどうか。また，骨

髄移植等の外科的治療の現状と今後の見通しについても知りたい」という質問をお寄せいただ

いています。 

○坪倉 セシウムに関して，排泄促進剤としてのプルシアンブルー，真っ青なやつですけれども，

そういうものが確かにあります。ありますが，今の福島に関して言うのであれば，検出される

内部被ばくの量が無茶苦茶な量ではないので，例えばキノコをひたすら食べて体の中に３万ベ

クレルというぐらいのセシウムが出た人であっても，例えば３カ月後には１万５，０００にな

り，その３カ月後には７，０００になり，その３カ月後には３，０００になり，その３カ月後

には１，０００になりというふうに半減期は減っていきます。食べ物だけちゃんと注意すれば。

だから，プルシアンブルー自体がある程度副作用を持っている以上，積極的に飲んでくれとか，

そういう状況には決してなりません。要は，今の福島県で計測されている内部被ばくの最大値

のさらに５０倍とかそれぐらいの値の人が見つかった場合には，プルシアンブルーの毒性より

も排泄効果を期待して投与する価値があるかもしれない，ぐらいの感じで言われています。今

の状況でこれを積極的に使う状況では全くないです。 

  アミホスチンというのもありますけれども，抗がん剤の毒性を軽減するというラジカルスカ

ベンジャー（活性酸素等に由来する捕捉物質）だと言われていますけれども，毒性が強過ぎる

ので正直使えません。これに関する研究に関しては，ごめんなさい，私の知る限りでは日本で

はほとんどないでしょうね。アメリカのチームが，９．１１があった関係で，アメリカ政府の

下についている何か諮問機関みたいなものが，この前来ました。マンハッタンに核攻撃があっ

たときにどうすればいいか考えていますと言っていました。実際に，確かにそういうことを考

えているグループはいるようです。実際にテロとかで核爆弾とかを使われたりとか，ダーティ

ーボム（核汚染を引き起こす爆弾）を使われる可能性はあるでしょうねという話は実際にある

ようで，それに対してどういう対策をするか，かつ放射線に強いような食べ物だとか，防護促

進剤みたいなものをどう開発して，どこにお金をかけるべきかみたいなことを考えていて，そ
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れに関して意見をくれというふうに私言われました。が，日本国でそれを聞いたことはないで

す。アメリカの人たちでやっている人たちが，やろうとしている人たちがいるのかもしれませ

んねぐらいだと思いますが，繰り返しになりますが，大事なところは，今現在，被ばく量に関

して放射性セシウムの内部被ばくをしていたとしても，待つだけでどんどん出ていって十分減

りますので，余計な薬を使う必要はありません。運動をたくさんしなさいとか，水をたくさん

飲みなさいとかを言う人はいますけれども，確かにそれはある程度促進するでしょうけれども，

積極的な効果は望めないと思います。 

○司会 ありがとうございました。 

  以上，事前に頂戴していました質問３つについてお答えをさせていただきました。 

  では，お待たせいたしました。会場の皆様から直接質問をいただきたいと思います。大変申

しわけないんですが，事前に頂戴した方々はお時間がありましたものですから３つに分かけて

お答えさせていただきましたけれども，会場の皆様とは直接ということなので，１人まず１問

ということで進めさせていただきたいと思っております。どうぞご了承ください。 

  それでは，実際に直接質問のある方，挙手いただけますでしょうか。 

  はい。では，お願いいたします。今マイクをお持ちしますのでお待ちください。 

○質問者 専門家じゃなく素人なんですが教えていただきたいんですけれども，よく私らはトリ

チウムの処理についてよく話すことがあるんですよね。トリチウムの処理には，一応濃縮処理

をやって排出するとか，あるいは半減期を利用してどうとか，いろんなことが言われているん

ですが，どうしてもあれだけの量ですから，やはり海に捨てるという選択もゼロではないです

よね。そうすると，今の話では，食べ物は大変よく管理されているというお話でしたが，もし

領海内で捨てるということになると，魚介類への影響と健康の影響というのは，非常に深刻に

考えたほうがいいのか。あるいは，科学的には許容の範囲内と考えたらいいのか。その点，先

生のご助言をいただきたいと思います。 

○坪倉 ごめんなさい。排出するかどうかに関しては，私は医者なので全くあれですけれども，

一般論を申し上げると，トリチウムというのは水ですから，水素と一緒ですから，生物濃縮す

るわけじゃないので，濃縮が強く起こるようなタイプの核種ではないですよね。なので，例え

ばストロンチウムとかのほうが骨に濃縮するんじゃないかとかを考えるべき核種なのであって，

トリチウム自身が生物に特異的に濃縮する核種ではないでしょうねというのが１点。 

  あと，ご存じのように，トリチウムの量は確かに多いかもしれませんが，ベータ崩壊する際

のベータ線のエネルギーレベルがものすごく低いですので，量の問題としてセシウムより強く
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問題になる可能性は少ないだろうなと感じています。 

  魚介類に関しては，ストロンチウムとかの濃縮レベルをずっとモニターするほうが大事だろ

うなと感じています。 

○質問者 どうもありがとうございます。 

○司会 ありがとうございました。 

  ほかに，会場内の皆様，ございますか。質問のある方，挙手いただきたいと思います。 

  事前に頂戴しました質問はちょっと専門的なものが２つございましたけれども，一番最初に

女性の方がご質問なさったような，本当に生活に密着した，そういうことでも坪倉先生は歓迎

するとおっしゃってくださっていますので，ご遠慮なさらずに。 

  どうぞ。では，ちょっとお待ちください。今マイクをお持ちします。 

○質問者 すみません。生活に密着したほうなんですけれども，神経質過ぎるかもしれないんで

すけれども，夫の両親が富岡町のあたりに住んでいて，一時帰宅のときに家から結構衣類とか

炊飯器とかを持ってきました。その炊飯器を使って離乳食を作っていたりしていたのですが，

結構線量の高いところから炊飯器を持ってきたので，幾らちょっと水で洗ったとはいえ，何か

細かい放射性物物質のようなものがついているんじゃないのかなって心配になったり，子供が

落ち葉とか砂を食べたりするのをよく見かけるんですけれども，それは注意したほうがいいレ

ベルなのか，落ち葉を１回２回食べても排出されて問題ないのか，ちょっとそのあたりお聞き

したいと思います。 

○坪倉 そういう一時帰宅のときに持って帰るものというものに関して言うと，実際にその実験

をやったわけじゃないので，ちょっといい加減な答えになるかもしれませんが，例えば，衣類

とかそういうものとかで原発の事故直後から置き放しのもので汚染度がかなり高いもの，いわ

ゆるＣＰＭのレベルで１０万ＣＰＭを越えてしまうレベルのものがたまに見つかるんですよ，

確かに。ごめんなさい，あなたのお家がそうだって言うつもりは全くないんだけれども，こう

した汚染があるような例がたまにあります。今まででも，何件かそういう話は出たことがある

んです。それは確かにそうなんだけど，炊飯器でしょう。炊飯器でお米炊いて，お米のほうに

放射性物質が移るかという話でしょう。それって普通にお鍋でご飯をつくっていて，水で炊い

たときに鍋の中にその鍋の成分が溶け出すんですかというご質問に多分近いですよね。なので，

それは普通考えないって言い方悪いですけれども，普通ほとんどないですよね。なので，炊飯

器であれば，そこは言わなくていいんじゃないかなとは個人的には思いますけれどもね。でも，

一番は，可能なんだったら汚染検査で，表面が放射性物質で汚染されていないか周りをなめる
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ように調べてみて高いところがないかをやってもいいかもしれないけれども，行政がそういう

対応をしていればいいですね。 

  炊飯器のことに関しては，そう心配しないでいいと思いますよ。でも，衣服類とかカーペッ

トとかで，そのまま全部持って帰ってきて全部使うとかいう場合，たまにすごく高度の汚染さ

れていたものがあるんですよ。カーペットとかでもね。なので，一度も洗わずに使ってしまう

のは，ちょっとやめたほうがいいとは思っています。これは私の考えです。 

  あと……。 

○司会 落ち葉とか。 

○坪倉 落ち葉ってどこの落ち葉ですか。この辺。 

○質問者 この辺の普通の公園に落ちている落ち葉とか砂を子供とかよく口にするんです。 

○坪倉 いや，土を食べていいですという気はないですけれども，基本的には，例えば空気でマ

スクをしていないから内部被ばくを結構するんじゃないかというご質問とかあるじゃないです

か。やっぱりそういうのって気持ち的には何となく嫌なんですけれども，やっぱり影響って量

の問題なんですよ。土食べるって言っても，土，スプーン１杯食べないでしょう。例えばお肉

などは，例えば１００グラムとか２００グラム食べたりとか，いろいろできますでしょう。土

を食べたりとか口の中に入れるのがいいとは思わないけれども，あったとしても絶対量として

圧倒的に少ない量の話ですね。その点に関しては，ちゃんと後で手洗いとかしなさいねとかそ

ういう話はしていますけれども，南相馬とかでもそういうのを無理に制限したりやめたほうが

いいという話は私はしていませんし，そこまでやらなくていいと思います。 

○司会 ありがとうございました。 

  ほか，どなたかいらっしゃいますでしょうか。 

  はい。お待ちください。今マイクを持ってまいります。お願いします。 

○質問者 すみません。落ち葉つながりなんですけれども，震災後は外国産の腐葉土もよくホー

ムセンターで売っていたんですけれども，最近はもうほとんど栃木の鹿沼産のものばっかりな

んですね。売っているから大丈夫だとは思うんですけれども，やっぱり入れる量って多いじゃ

ないですか，家庭菜園のときに。落ち葉は放射性物質が高いなんていう話を聞くと，やっぱり

入れれば入れるほど自分の庭が汚染されていくようですごい心配なんですけれども，どんなも

んなんでしょうか。 

○坪倉 腐葉土を買ってお家に入れると，放射性物質の固まりが結構いっぱい入ってくるんじゃ

ないかという心配。 
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○質問者 というか，畑が落ち葉をいっぱい入れることで汚染されたりしないのかなという心配

です。 

○坪倉 もちろん，栃木や群馬までセシウムが飛んだんですか，飛んでないんですかという話を

したら，それはもちろん飛んだと思うんですよね。実際に群馬とかでも放射性物質が出るよう

な食べ物が見つかったりしますよね。ですけれども，繰り返しになりますが，例えば先ほど日

本地図をお見せしましたけれども，じゃあ，広島の土は使うべきじゃないでしょうかと。広島

の土を持ってくると，どんどん放射性物質が増えるんじゃないでしょうかと。新潟の土を持っ

てくるなんてもってのほか，そんなところで何で米なんてつくっとんねんという話とかそうい

う話を，放射線の物質の話だけすればそういうことにはなるんだろうなとは思うんですよ。 

  今回，放射性セシウムだけに焦点を浴びせれば，落ち葉に放射性物質がいっぱいついている

みたいな話というのは，もう正直，震災直後とか１年，２年までの話なのであって，木の幹に

ついた放射性物質が木の中のほうにずっと移動して，木の心材側にどんどん移動していってい

るので，逆に固定化されちゃっていて余り動かない。落ち葉の表面にべたべたついているんじ

ゃなくて，落ち葉の中側にちょっとあるかもしれないみたいな状況にはなってきていて，触っ

たらそこに放射性物質がついているという状況ではなくなってきています。 

  ただ，それは群馬の落ち葉をひたすら使っていれば，西日本の落ち葉を使っているより放射

性セシウムはちょっと含まれている可能性があってたまるんじゃないですかと言われたら，そ

うでしょうけれども，数値だけで言えばそうでしょうけれども，それはやっぱり影響全体で見

るんだったら，ほかの放射性物質だとか土自体に，腐葉土ということはカリウムとか入ってい

るわけでしょう。カリウムが入っていたら放射性カリウムいっぱい入っていますよという話に

なるという部分とのバランスをとるしかなくて，今普通に考えて，売っているものの現状で言

うんだったら，セシウムよりほかの放射性物質のほうが圧倒的に多い状況になっていて，持っ

てきたらセシウムがどんどん増えるというと，科学的には増えるのかもしれません。１．０が

１．１になるかもしれませんけれども，健康影響云々に関してそれを考える必要はないと思い

ます 

○質問者 ありがとうございました。 

○司会 ありがとうございました。 

  ほか，会場の皆様，ご質問はおありでしょうか。ある方は挙手いただきたいと思いますが。

おられないようですね。ありがとうございます。 

  それでは，質疑応答のお時間はこれで終わらせていただきたいと思います。質疑応答，皆さ
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んご参加いただきましてありがとうございます。 

  また，インターネット上には，坪倉先生がお書きになられました「内部被曝通信」が掲載さ

れておりますので，どうぞそちらもぜひご参考になさってください。 

  それでは，質疑応答のほうにも参加いただきました坪倉先生，ありがとうございました。い

ま一度，どうぞ会場の皆様，先生に拍手をお願いいたします。（拍手） 

  では，ご降壇ください。ありがとうございます。 

  ほかにも疑問に思っていらっしゃることやわからないことがある方がいらっしゃるかと思う

んですが，皆様に今日お配りをいたしました放射線・放射能に関するセミナー「よくある質問

集」，こちらにもよくお問い合わせいただく内容をまとめてございますので，よろしければど

うぞ併せてご参考いただきたいと思います。 

  また，一番最初に皆様に見ていただきましたプログラムの裏を見ていただきますと，ここに

「県からのお知らせ」というところがありまして，ここにお問い合わせ窓口が書いてございま

すので，どうぞそちらも併せてご利用いただければと思います。 

  では，この後のご案内をさせていただきます。こちらの会場で一番最初にもご案内しました

とおり，午後４時まで，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。相談会ということで，ちょっと堅苦しくお考えにならずに，今のようなご質問を

よりさらに深くお知りになりたい方がいらっしゃったら，どうぞお気軽にお声がけいただけれ

ばと思います。もちろん，ご予約いただいた方から順にご案内させていただきます。 

  また，会場出口付近では，放射線・放射能の測定実演を行います。こちらは，なかなか目で

確かめることができない放射線・放射能というもの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，誰でも参加できますので，どうぞお立ち寄りいただければと思います。 

  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，長時間

大変お疲れさまでした。ご参加いただきましてありがとうございます。お帰りの際は，ぜひア

ンケートにご記入いただければ幸いに思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  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。ありがとうござい

ました。（拍手） 

 

※質疑応答集の作成に当たり，趣旨を明確にするため一部発言内容を補足・修正しています。 

 


