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■ 平成２８年１月２２日（金）宮城県大崎合同庁舎 ５階５０１会議室 

■ 平成２８年１月２３日（土）宮城県庁 みやぎ広報室 
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■ 講演 

「放射線の影響と健康に生きていくために」 

            公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター基礎研究部室長 

                                  宇野 賀津子 氏 

 

  こんにちは。 

  ルイ・パストゥール医学研究センターの宇野です。 

  講演前に皆さんとお話ししていると，参加者にはかなり勉強されている方が多く，皆様の疑

問に全て答えられるかは，私自身，自信はありません。ご紹介にもありましたように，私自身

は，放射線の専門家というよりは，どちらかというと免疫の専門家です。ただ，事故後，がん

リスクが一番心配だと言うなら，私がこれまでやってきたがんの患者さんの生き方，あるいは

免疫機能を上げてがんの再発を防ぐという経験が役に立つだろうと，事故直後から情報発信を

してきた経緯があります。 

  興味ある人は，「ＮＰＯ」と，ひらがなで「あいんしゅたいん」と入れてもらったら，ホー

ムページに行き着くと思いますが，私たちは３．１１の事故直後から，情報発信をしていまし

た。ここの理事長は，元日本物理学会の会長でノーベル賞受賞者の湯川秀樹先生のお弟子さん

に当たり，私の先輩でもある坂東昌子さんという物理学者です。彼女が物理系で理論系，私が

生物系で実験系ということで，二人で議論をしながら私自身も知識を深め，また，生物学者と

しての意見を言って今に至っているということになります。 

  まず簡単に放射線とは何か，身のまわりの放射線ということをお話しします。 

  まずベクレルとシーベルトという単位があるということをご理解ください。ベクレルという

のは，放射線を出すほうの単位で，基本的には１秒に一発出たらそれで１ベクレルということ

になります。シーベルトというのはどういう単位かといったら，放射線を人が受けてどれだけ

ダメージ，影響を受けるかという単位です。今日，小学生の方もおられますけれども，こうい

う言葉を覚えていただければと思います。 

  では，私たちの身のまわりにどんな放射線があるのだろうということになります。大まかに

は，宇宙から届いてくる分，大地，土から出てくる分，空気中から呼吸で私たちが吸い込む分，

食べ物から体の中に入ってくる分という形に分かれます。簡易測定器を使って測れるものは，

基本的には大地から出てくる分と宇宙から届く分を合算したもので，いわゆる０．０何ぼとか，

０．何とかというような数字，マイクロシーベルト・パー・アワーという時間当たりの単位で
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表わされるものです。 

  ここでは，科学的に考えるということをご理解していただき，皆さんも感覚ではなしに，あ

るいは人の言っていることではなしに，現実を見て科学的に考えるということをぜひ身につけ

ていただきたいです。 

  私は２０１１年の秋から，福島の白河の全地域を回りました。日本学術振興会の放射線の計

測説明班の一員として行きました。それで，何をしていたかというと，昼間は小学校やいろい

ろなところを回って測定して，夜の学習会でお話をするということをやりました。例えばある

保育園では毎日先生方が保育室，園庭を測定し，園庭０．２９３マイクロシーベルト・パー・

アワーというような数字が張り出されているのを見ていました。そうすると，夜の学習会の席

で，そこの園長先生から「現在，外遊びを２時間に制限しています。いつから外遊びできます

か」という質問がありました。それに対して除染の専門家の佐瀬先生という方は，私たちは昼

間数字を見ていますから，保育室が地上から５０センチで０．２５２，園庭が５０センチで０．

２９３。「部屋の中と外で線量に大差がないので，外遊びを特に禁止する理由はないですね」

と答えられました。それを聞いた園長先生は，「ああ！そうですね」ということでした。除染

前はもう少し高かったのですが，除染された園庭ですから低いのです。計測結果からは，運動

場の真ん中で遊ぶのが一番いいよねと言うのがこのときの結論でした。続けて園長先生は，

「砂場の砂は入れ替えました。いつから砂場遊びができますか」という質問されました。昼間

に私たち，ブルーシートをかけた砂場を見ていました。佐瀬先生は「砂を入れ替えた砂場では

特に被ばくはしませんよ。外の水が流れ込んで線量が上がることがありますが，注意すれば問

題ないですよ」と答えて，それも園長先生，「ああそうですね」となりました。そこで私たち

が学んだのは，やっぱり何となく砂場は危ない，外は危ないではなくて，測って確認して，そ

の数字を見て考えるというのが，科学的な態度だということを思いました。 

  福島で出回っている食品は大丈夫というのは，割と皆さん納得しておられるのですけど，

「家庭菜園の野菜は，じいちゃん，ばあちゃんが食べても，孫には食べさせられない」という

ことも結構聞きますが，「そんなこと言わずに，まずは測って確認しましょう」と言っていま

す。公民館とか住民センターへ持っていけば福島では測ることが可能です。宮城でも持ってい

けば測ってもらえるらしいですので，ともかく測って，基準値以下だったら家族そろって安心

して食べましょうと。もし基準値を超えていたら，例えば土を入れ替えるとか，土は天地返し

といって上と下とひっくり返すだけでも随分違うはずです。それから，肥料を工夫する。少し

カリウムの多い肥料を余計目に入れるとか，それでも違います。もちろん野菜の種類を変えて
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みる。それでも違います。というようなことで，こういうふうにして測って確認して，ああ，

これ大丈夫，これはちょっとまずいかなと。現実問題としては，測ってみたら意外と引っかか

らないということも聞いております。今，福島で，山菜のキノコとかタケノコはまだちょっと

高いのが中にはあるけれども，でも，去年よりは今年という形で随分ひっかかる割合が減って

いると聞いております。ということで，これはだめではなしに，自分で確認して考えてみまし

ょうということをお話ししております。 

  京都などへ避難してきた方は，「１ベクレルたりとも食べたくない。できれば，いろいろな

ものが何ベクレルあるか，表示してくれたら安心して買うのに」なんていう意見があったので

すが，そんなことできますかということになります。今福島で一番で問題になっているのはセ

シウムですが，自然の放射線としてカリウム４０というのは，あらゆる食べ物に含まれている

と言ってもいいと思います。現実問題として，私自身，人間だって丸のまま測れば，女の人で

３，０００，かなり体格の立派な男の方だと，６，０００ベクレルぐらいカリウム４０由来の

放射線が引っかかってきます。例えば，牛肉を１キロも食べれば１００ベクレルは食べたこと

になるよということは，基礎的な知識というのを理解してください。 

  福島でコープふくしまさんが，陰膳方式による福島の人の食べている物の中の放射性物質の

測定というプロジェクトを進められました。陰膳調査というのは，食事を１人分余分に，例え

ば５人家族だったら６人分つくって２日分，合計６食分を冷凍にして検査センターへ送るとい

う方法です。検査センターでは，６食分一緒にぐじゃぐじゃにして，ゲルマニウム半導体検出

器というすごく高価な測定機で測るということをやりました。図は１００軒分の２０１２年４

月の報告ですが，現実には２０１１年に福島の方が食べられていたものと理解いただいたらい

いと思います。何かいっぱいあるじゃないかということになるのですが，この緑は全部カリウ

ム由来の放射線なのです。カリウム４０が各家庭平均３３ベクレル・パー・キログラムあった

のです。よくよく見ると，この辺にちょろちょろとセシウムの検出された家庭が１０軒あった

というのがこの結果でした。 

  この結果を京都で見た私たちは，結構驚いたのです。福島の食事，意外と大丈夫じゃないか

というのが一つです。もう一つ，物理学者は，こんな低い線量をどうやって測ったのだと言い

ました。よく見ますと１検体当たりの測定時間は１４時間。約２０ベクレルよりは高くはない，

というレベルであったら２０分ぐらいで測れるのですが，１ベクレルをきちっと測ろうと思っ

たら，これだけ時間がかかります。福島の生協はこういう結果を出されて，この測定は今なお

続いていて，もうこの１年ぐらいは，引っかかるご家庭がないというふうに，だんだん減って
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きていると聞いております。ということで，私たちは，ウクライナとかベラルーシとかチェル

ノブイリでは今なおセシウムが検出されるという話を聞いていたので，この結果には驚いたと

いうことです。 

  食品全部をベクレル表示してほしいと言った方は，測定器を差し出せばすぐに測れるように

思われていたと思いますが，数ベクレルをきちっと測ろうと思ったらすごい時間がかかるとい

うことで，不可能だということがわかっていただけたらと思います。逆に言えば，それだけわ

ずかな量の放射線量を，一生懸命コストをかけて測っているのだということにもつながります。 

  そういう目で世界の放射線量を見てみますと，これは２０１１年５月のものですが，東京が

０．０６６マイクロシーベルトと。いろいろなところで０．何ぼというのがありますけれども，

例えば皆さん行ったことがある方もおられると思いますが，ロンドンやローマは０．２５ぐら

いで，結構高い数字です。多分，宮城のちょっと高い目のところよりもまだ高いかもというと

ころです。例えば，東京駅のコンコースで測ると０．０４。２０１２年で福島駅だと，コン

コースは０．０６９，今はもうちょっと低くなっていますけど，ホームは０．２６７という数

字でした。逆に京都駅で測りますと，ホームは０．０５６，コンコースは０．１１２でした。

これは京都駅のコンコースが大理石でちょっぴり他より立派だということによると私は思って

おります。 

  これは安斎育郎先生という京都の立命館大学の平安ミュージアムの館長で，反原発の闘士と

しては有名な方なのですが，特にさくらみなみ保育園，さくら保育園という福島市の少し線量

の高い地域にある保育園をサポートしておられます。住民やお母さん方と一緒に線量を測って，

このお散歩ルートが一番被ばく線量が少ないよとかアドバイスされていました。でも，さくら

保育園は，このぐらいで原発加算分がこのくらいだよという話，加算して世界平均レベルだね

なんていう話になりました。 

  これで見たら，例えば，フィンランドとかスウェーデンは，かなり高いということになりま

す。今年の初めに（注：２０１５年３月），イギリスのウイリアム王子が来られたことがニ

ュースで流れたことがありました。そのときに行かれたのが本宮市のスマイルキッズパークで，

テレビを見ていると，子どもたちが屋内遊技場で遊んでいる部分が放映されていましたが，実

は，屋内と屋外と両方行かれたのです。でもテレビでは，部屋の中でしか遊べない，かわいそ

うな福島の子どもたちみたいな印象のニュースを流していて，私はちょっと違うよと思いまし

た。 

  私自身，測定器をずっといろいろなところに持って歩いて測りまくっています。学会でスイ
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スへ行ったときは，モンブランを見たいなと思って，１日ちょっと足を延ばして行きました。

途中の氷河のところでは，対岸の花崗岩の上は０．１４２マイクロシーベルトということで，

少々高目。でも，氷河の上に立つと０．０２０。つまり，下からの放射線が水によってさえぎ

られるとこれだけ低くなって，さらに洞窟の中に行きますと０．００２というすごく低い数字

になりました。要するに，上からも下からも放射線も遮られるとこういう数字になるのです。

放射線を浴びたくない人は，氷河の中，なかなかいいところじゃないかなと思います。 

  皆さんも，もしかしたらご経験あるかもわかりませんが，雪がかなり積もりますと線量が下

がります。明らかに福島でも。水の遮蔽効果です。また福島では，お母さん方から子どもたち

をプールへ入れるのはどうかという話がありましたので，いや，水の中のほうが絶対低いはず 

だと言ったら，名古屋の先生が潜ってくれました。名古屋は少し高目ですが０．１３という数

字で，高学年用の深いところに潜りますと０．０５になると。水の中のほうが被ばくしないよ

というようなこともお話ししました。 

  他に世界ではいろいろなところがありまして，インドのケララというのは高いので有名なと

ころなのですが，京大の先生が行くというので測ってきてもらったら，０．７か０．８マイク

ロシーベルトぐらいあって，砂の上だと１．１とか１．４という高い値です。今１．１から１．

４といったら，飯館村でもこれを超えるところはかなり少なくなっているという状況です。ケ

ララでは，そういう砂の上で漁師さんは網の修理をなさっていると。 

  それから，私が行った中では，マレーシアのクアラルンプールの原子力庁があるところが結

構高くて０．３１４。一緒に行った人が，前に行ったときこの辺にモニタリングポストがあっ

たのだけどと言われました。どうもその人がこの数字を見て，ああ，福島より高いなんて言っ

たものだから，私が行った時には，撤去されていたというような経験もしました。自分のとこ

ろを基準に考えていると，これが当たり前だと思っていたのが，世界との比較では少し感覚が

違ってくるということになります。 

  これは，私自身が，D-シャトルという個人線量計をずっと身につけて回っていて測ったの

ですが，京都，大阪を往復しているだけの週，大体１週間に１１マイクロシーベルトありま

す。ちょっと福島へ行ったというぐらいでは，ほとんど数字は変わりません。この花見山とい

うのは，さっき出てきたさくら保育園の裏山で，ちょっと高いです。特に高かったのが，関空

からシンガポール，シンガポールからメルボルンと，メルボルンへ行ったときの飛行機の中で

す。ピンクのこのマークは，荷物検査の機械を素通りしたというときの数字です。でも，宇宙

線をこの機械は十分捉えていないというので，これの数字は実際の３分の１ぐらいだよなんて
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いう専門家の方もいます。いろいろなところで飛行機の乗ったときはどうだろうとか，仙台，

伊丹というのは比較的低いところを飛んでいるので，国際線ほどではありません。これは，今

年の５月に福島第一原発の視察に行ったときで，３時間ぐらいで約１０マイクロシーベルト，

一遍に１週間分を浴びたという感じです。今年の７月には，南相馬市立病院の先生に誘われて，

南相馬の野馬追を見物しました。やはり，屋外にいるときはやや高い目となっています。でも，

全体として見たら，南相馬で多分昼間はちょっと外へ出ていて，夜は建物の中という生活では，

かなり南相馬に長いこといたからって，そんなに高くなっているわけではありませんでした。 

  では放射線を受けるとどうなるか。多分皆さん一番気になさっていると思います。特に事故

後いろいろな方が，ある先生は，もう福島から子どもたち出ていかないと数年後にえらいこと

になると言われた。ある人は，いやこのぐらいだったら大丈夫と言った。誰の言うことを信じ

ていいかわからないという話がありました。私たちの京都での経験から考えると，どうも物理

の人は，原爆に反対するのだから，多少放射線の影響は大げさに言ってもよいという感覚がな

かっただろうかと。京大の私の周辺には，湯川先生のお弟子さんで日本の原水爆禁止運動の先

頭に立った方も結構おられます。その人たちの感覚の中にややそれがあった。それに対して医

者というのは，放射線治療で多くの人を助けているという確信があって，治療のときには，が

ん部位に一番当たるようにするので局部ではありますが，分割して数十シールベルト，ミリじ

ゃないです，数十シーベルトを照射しています。もう一つ大きいと思うのは，物理の人は，遺

伝子が傷ついたらもうおしまい，がんになってというような話をされるのですが，生物屋とい

うのは，細胞というのは，毎日傷ついて治して生きているのだと，遺伝子がちょこっと傷つい

たからもうおしまいだったら，今ごろ人間は生きてないよという感覚を持っています。結論か

ら言ったら，過小に言うも，過大に言うも不正義だということです。もう一つ，関西では，放

射線という言葉を子どもたちが一番先に習うのは，広島へ修学旅行に行く前で，大体小学校５

年から６年の境目のところで習うのです。その結果放射線と聞いたら，目に浮かぶのは原爆資

料館の風景となります。日本でこの４０年間，ちゃんとした放射線教育がなされてなかったと

いうのも影響があったと思っております。 

  私自身は，エイズ教育にもかかわり，患者さんの支援もしました。１９９８年というのは，

まだ薬がなく治療法もないという時代，一旦かかったら１０年ぐらいのうちにみんな死んでし

まうんだという状況でした。ただウイルスは見つかっていた。そうすると，ウイルスが，例え

ば患者さんのだ液で見つかったとか，患者さんの血を吸った蚊でも見つかったなんていう話が

あったら，京大のある先生は，「そりゃ，一匹でも見つかれば，キスでも理論的にはエイズに
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感染する可能性はありますよ」と新聞のインタビューに答えました。そうするとどうなったか

というと，患者さんと同席するのはどうもと。一番深刻だったのは，その当時，日本では血友

病の方が４割方感染していたという事実がありました。そうすると血友病の子どもさんに対し

て，各学校で先生から何を言われたかというと，ＨＩＶネガティブ，要するにエイズウイルス

に感染していないという証明書を持ってきてくれと。でないとちょっと学校へ来てもらったら

不安だと。学校のことですから，子どもが鼻血を出したり，けんかで血が飛んだりすることも

あるので，もし感染が起こったら困りますからと。でも，かなりの部分の子どもさんは，そう

いう証明書を出せないわけです。そこで主治医とかいろいろな人が，感染が成立するには，実

際はバケツ何杯分ものだ液が必要だし，何十万匹もの蚊に一遍に刺されることが必要ですよと

説明に回りました。言い換えれば，要するに学校で同席していて感染するということはありま

せんよと。この経験からも，リスクを過剰に言い，恐怖を煽るのも，実はものすごい無責任だ

と思いました。何でも危な目に言っておいたほうが，良心的な先生と思われるかもわかりませ

んけれど，特にクライシス，要するに危機のときについては，それは無責任だということをす 

ごく学びました。そういう面から，危機的状況ならばこそ，リスクをきちんと判断して，現実

的な答えをしないといけないと思いました。 

  放射線の影響を考えるとき，高線量放射線の影響と低線量放射線の影響は，根本的に異なる

ということです。高線量放射線で急性障害，例えば，４シーベルトというのを一遍に全身に浴

びますと，大体半数の方が１カ月以内に亡くなります。一方，２００ミリシーベルト以下では，

放射線障害の明らかな臨床的な知見はありません。問題は，発がんリスクが増えるんじゃない

か，何か病気が出てくるんじゃないかということでしょうか。今回の福島のケースは，やっぱ

り低線量放射線の影響ということで考えていかなければいけない。高線量の話と低線量をごち

ゃごちゃにしてしまうと，対策を誤ります。高線量と低線量の違いはこの程度。特に福島近辺

では，自然放射線の今まで浴びていたものに比べて，少し増えたことは事実です。でも，私は

この量は，人間の許容の範囲であると考えています。晩発障害，後で出てくる影響です。高線

量の場合は，ちょうどイメージ的には，一遍にこんなに遺伝子が傷ついたら治し切れないよね

と。でも，このぐらいだったら，こつこつ治す事で対応できますよね。 

  福島でいつも言っているのは，もし，がんとか老化，私は老化の促進というのもあると思っ

ているので，それなら，これからの生き方で違ってきますよと。一番よくないのは，放射線浴

びたからもうだめと思うのが一番よくないですよと。多分，宮城だったらさらにもうちょっと

低い線量，でも前より高いよねというところで皆さん気になっているのかなと思うのですけれ
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ども，このレベルだったら，これからの生き方のほうが大事だよというのが私の言いたいこと

です。 

  事故後，いろいろな方が，たばこの害と放射線の害を比較するということをなさいました。

特に京都で議論していたとき，物理学者はたばこの害と放射線の害を一緒に議論するのはおか

しいと言いました。そのときの説明に生命進化の資料を使いました。要するに，地球が最初で

きたときは，多分最初の生命は海で発生したのでしょうが，そのころの地球の大気はまだ遊離

の酸素はなくて，紫外線とか宇宙線とかがいっぱい降り注いでいて，原始の大気には水とか炭

酸ガスがいっぱいだったと。それからしばらくして，光合成をする植物が出てきました。これ

は，炭酸ガスを吸ってブドウ糖を合成し，酸素を放出，その結果，地球上に酸素が増えてきた。

そうすると，実は酸素というのはとても大事なものなのですが，一方で結構危険なものなので

すね。この酸素の毒にやられて，多くの生命体はかなり絶滅し，この後出てきたのが，この酸

素毒と付き合っていけるようになった生命体であると。酸素で呼吸するというのはとても有利

な面があり，一分子のブドウ糖から無酸素呼吸に比べてずっとたくさんのエネルギーを取り出

すことができる。だから，体も大きくなれた経緯があります。というような調子で，私たちは，

こうやって進化してきたのだよと話しました。 

  それからもう一つ，放射線が遺伝子に当たって，遺伝子が傷ついてと言っていますが，実は，

特に低線量の場合は，放射線による遺伝子障害というのは活性酸素によるのだよと。放射線が

直接当たるというのはもちろんまれにありますが，さっき霧箱で自然の放射線をごらんになっ

たかと思いますが，細胞はこんなに小さいわけですから，直接当たるということ，まれにはあ

りますけれど，そこの遺伝子に直接当たるということはあまりなくて，多いのは，体を構成し

ている水に放射線が当たって，水が分解してちょっと難しい言葉ですけど，スーパーオキシド

とかヒドロキシラジカル，いわゆる活性酸素というのができて，これが間接的に遺伝子を傷つ

けるのですよということを説明しました。活性酸素と言ったら，ああ何だとなりちょっと身近

な話になりました。この活性酸素は，放射線だけではなくて，実はストレスでも大気汚染でも，

たばこを吸う中でも出来てくる，何よりも私たちが呼吸をしている中で，活性酸素を生じてい

るのだよという話になりました。そうすると，活性酸素という言葉を間に挟むと，いろいろな

リスクを放射線と比べる事が出来るとなって，これは国立がんセンターが事故後出した表なの

ですが，野菜不足，塩分の取りすぎというのは，例えば，計画的避難区域で除染なしで約３０

年住むぐらいの被ばく量相当になるよとか，何よりもたばこ吸っているというのは，もう２，

０００ミリシーベルト浴びたぐらいに匹敵するよという話になりました。 
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  ということで，肥満や運動不足というのも，結構リスクが高くなるよとなりました。今，福

島で問題になっているのは，避難住民に肥満傾向，運動不足，ストレスのほうが問題になって

います。事故前は朝早く起きて，たいして作ってないといってもかなり広いところで自分のと

ころのお野菜を作っていたじいちゃん，ばあちゃん，結構広い家に住んでおられた方が，狭い

仮設住宅ですることもなし。どっちが健康的かという話になります。 

  もう一つ，がん化に関しては遺伝子傷ついたらおしまいではなくて，活性酸素が出たら消去

すればいい。遺伝子が傷ついたら治せばいい。治せないとなったらその細胞は自爆させて消去

する，あるいは免疫系が排除するということで，こういったシステムを強化するというのも，

がん化の抑制にはとても大事だということになります。 

  更に，例えば１００ミリシーベルトで０．５％ぐらいがんのリスクが上がるという話があり

ます。一方で１００ミリシーベルト以下では影響ないという話もあって，これどういうことと

いう話になります。３００ミリシーベルトで１．５％，あるいは１，０００ミリシーベルトで

５％というのは，実際の広島，長崎で得られた数字ですが１００ミリシーベルトは，ここから

線を引っ張ってきてこのぐらいの数字だという計算になる，計算上の数字です。これは，ＩＣ

ＲＰというところが，一応リスクがあるとして防護しましょうというところのＬＮＴ仮説の発

想から来ております。 

  もう一つ知っていただきたいのは，日本人は，３０％はがんで死ぬ。２分の１はがんになる

という事実です。つまり，１００ミリシーベルトだと計算上は３０．５％の方ががんで亡くな

るという計算になるということです。この数字をどういうふうに捉えるかどうかは，皆さんの

判断によりますが，３０％というのは，日本人が長生きだからであって，もし平均寿命が６０

歳とか５０歳だったら，３０％もがんで亡くなりません。 

  もう一つ，遺伝の影響ということになりますが，広島，長崎では，数百ミリシーベルトを浴

びた被爆群と対照群で差がなかったと。福島の線量はこれよりはるかに少ないので，次世代へ

の影響は考えられません。４年，５年とたってきて，福島でも直後に脅かされたほど健康影響

は起こってないという感覚は一方であります。でも，将来が気になるという方がまだまだおら

れることは事実です。ただ注意していただきたいのは，５％ぐらい，普通の状態でも何らかの

周産期異常はあります。心ない人は，それ福島で奇形児が生まれたとか，何かおかしなことが

起こっているみたいなことを書きたてる人はいますけれど，これは自然の状態でも一定の割合

でこういうリスクはあるということです。実際，先天異常児が福島で特に高かったという報告

はありません。 
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  もう一つ，甲状腺がんについて触れておきましょう。事故直後，放射性ヨウ素がたくさん出

たことは事実です。何で甲状腺がんをみんな心配するのかですが，体の中でこのヨウ素が組み

込まれたものというのは甲状腺ホルモンなのです。ほかのところはほとんどないのです。大気

中に放出された放射性ヨウ素が甲状腺に集まって，甲状腺細胞が障害を受けるということで，

甲状腺がんが心配されていると。現実には，チェルノブイリの事故後，ウクライナとかベラ

ルーシで，大体４，５年後から甲状腺がんが増えたという事実に基づいています。大きな要因

は，チェルノブイリのときは，汚染した牧草を食べた牛のミルクから放射性ヨウ素が摂取され

ました。甲状腺がんは５０ミリシーベルト以上の被ばく量で増加したと報告されています。平

均したら４００ぐらいだったと思うのですが，福島では，幸いにしてこの５０を超えるケース

はなかったと聞いております。 

  ただ，がんと聞くと，みんなええっ！と思うのですが，甲状腺がんというのは比較的たちの

いいがんで，チェルノブイリでも大体６，０００人，甲状腺がんが見つかって手術したと聞い

ていますが，このがんで亡くなった人は１５人ぐらいです。あまり命に別状の無いがんという

ことになります。ところが福島で検査すると，かなりたくさんのがんが見つかったといって，

またこれは明らかに事故の影響が早くに出ているのだという人もありますが，甲状腺がんが見

つかった年齢分布を見ますと，福島で見つかっているのは，かなり年齢の高いところなのです。

それに対してチェルノブイリは，事故当時ゼロ歳から５歳であった辺にかなり高い割合があっ

て，小さい子どものがんというのが予後もよろしくないということです。今見つかっているが

んは普通の自然の状態でも見つかるほうのがんであろうというふうに言われています。もう少

し様子を見ないといけないのですけれども，一応チェルノブイリの低年齢で見つかっている変

異の型と違って，少し高い年齢層で見つかる悪性度の低いタイプのものと言われています。今

までそんな細かい検査を小さい子にやったことがなかった。それをやったら，意外と多く見つ

かったというもの，そういうふうに私自身は解釈していますが，もう少し様子を見る必要もあ

るのではないかなと思います。 

  どちらにしても，事故後，私は，がんリスクだったら免疫機能を上げるほうがいいというこ

とで，私たちがそれまでにやってきたがんリスクを下げるためのいろいろな活動をしたわけで

す。免疫力が上がるとがんリスクが下がるかといったらそうだし，免疫が低下するとがんリス

クが上がるかといえばイエスということになります。 

  この写真は，ナチュラルキラー細胞といって，毎日出てくるがんをやっつけている細胞です。

私はがん患者さんのナチュラルキラーをとってきて，がん細胞と混ぜてやったら，こういうふ
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うにがんに取りついて，しばらくしたら離れていくというのを調べていました。実際，活性が

低い人のほうが，１１年の間にがんを発生した人の率が高かったという報告もあります。 

  では，これを上げるというのはどういうふうにしたらいいのだと聞かれたら，生き甲斐があ

る，笑いがある，サポートがある，いい食事ということになるし，低下の要因としてはストレ

スとか恐怖とか絶望というのがあります。 

  これはまたナチュラルキラーとは違うのですが，インターフェロンという，特に風邪の予防，

がんの予防には重要な因子なのですけれども，私自身は，自分の研究でこの産生能力を測って

います。いろいろな患者さんや健康な人も含めて測っていて，自分もこういうふうにずっと測

っているわけです。自分が調子の悪いときに特に測っているので，風邪を引いたとき低くなっ

ていたよね，尿道炎起こしたときもそうだったよねということになります。普通の人は，調子

のいいときに測っているのでこんなにがたがたしないのですが，低くなってもその後ちゃんと

元に戻っているので，だから生きているのだということになるわけです。４，０００以上１万

３，０００というのが大体の基準値なのですが，私の一生の中で特に低かったのがここで，風

邪引いたときより低かったのですが，京大の動物学教室でネズミの世話をしていたときに，ネ

ズミの箱の蓋を開けたら，ヘビが私をにらんでいたという経験があって，そのときの値が一番

低いということになります。この経験から言えば，恐怖ほど免疫機能を下げるものはないとい

うのが，私の確信です。私の場合は一日二日で済んだことですが，こういう状態が長く続けば，

それはがん細胞がはびこるよねとなります。 

  がんの生きがい療法等にも随分かかわりました。倉敷の伊丹仁朗先生ががんの生きがい療法

を提唱して，京都でも学習会をずっとやりました。５つのヒントというのがあって，特に，自

分が自分の主治医のつもりで病気や人生の困難に対処する，とても大事だねと。伊丹先生とい

ってもあまりご存じないと思うのですけど，笑うと免疫機能が上がるという実験は，この伊丹

先生が初めてなさいました。大阪のなんばグランド花月，吉本と言ったほうがいいと思います。

吉本へ患者さんを連れていって，大笑いした前と後で測ると，特に低かった方のナチュラルキ

ラーの活性が上がっている。これがいろいろなところで笑うと免疫機能が上がるよと言われる

様になった，一番最初の研究です。 

  他に免疫機能を上げるには何かないかなという事で，私は，老人病院に入院されているおば

あちゃんたちにお化粧をするということをやりました。長期的に見たら，ヘビに出くわしたと

きに測っていたインターフェロン産生能は，皆さん結構上がっていたり，あるいはお化粧の前

と後で測ると，後のほうが上がっているという結果が得られました。何回かやって，皆さんの
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反応は楽しかったのです。福島で夜の学習会に来られる方というのはかなりお年を召した方が

多くて，お子さん連れのお母さんはあまり来られません。それで，お母さん向けのプロジェク

トをしたいということで，２０１２年の４月に福島県庁に行って，日本学術振興会のチームが

若いお母さん向けの講演会を開きますので協力をと女性の県会議員の方に協力を求めました。

そうしたら，今はお母さんたちにストレスがたまっています。偉い先生よりアロマのほうが歓

迎ですと言われて，一緒に行った阪大の先生はうーん！という感じだったのですが，私自身は

化粧療法の経験があったので，では化粧療法も組み合わせますかと言ったのですが，阪大の先

生は日本学術振興会で化粧療法はねぇということで，それでおじゃんになりました。この話を

日赤さんにしたら，日赤さんは被災者が喜ばれるものは何でもオーケーですと。このとき，前

に一緒に化粧療法をやったナリス化粧品さんというところが，大阪の福島
・ ・

区にあって風評被害

を受けたという経緯もあって，化粧乳液を１万本提供しましょうと言ってくれました。それで

その化粧乳液を持っていって，２０１２年はもっぱら日赤の学習会で化粧療法の一環として，

ハンドマッサージをやりました。これは結構受けました。ハンドマッサージをやると，血液の

流れもよくなるのですね。結構リラクゼーションの効果もあるし，その後私の話をすると，怖

い怖いと思っているより，リラックスするほうがいいよという話もよく通じました。 

  健康で長生きということでもう少し話を進めていきます。がん化力とその防御力ということ

があって，それぞれがしのぎあっています。もちろん遺伝的なバックグラウンドもありますけ

れども，かなりはライフスタイルで変わってきます。子どもたちに話すときは，この中で誰が

がんになると思う？神様が決めるのかな，いや違うよね，どういうライフスタイルをとってい

るかということが，大きく影響するよねと。野菜，果物をあまり食べないで好き嫌いしたり，

偏った食事をしてたばこを吸っているのはよくないよねとも話をしております。もう一つ，植

物と動物があって，植物というのは動けないから，いろいろな活性酸素など太陽のエネルギー

を使って光合成などをする中で出てくるものを消去するためのものをつくっているから，こう

いうのをしっかりおすそ分けをいただこうね，という話を小学校でやっています。 

  福島では，食品の抗酸化力を実感する実験ということで，イソジンのうがい液を使って実験

をしています。特に小学生なんかには，何か結果が目に見えるような形でやらないと受けない

ということで，（乾燥した食品を持ってきているので，すぐには結果が出ないと思うのですけ

れども，）少しやってみます。今ちょっとお茶を入れてもらっています。小学校でやるときは，

例えばここに水を入れたら色どうなるとかいう話をして，じゃあお茶を入れたらどうとかいう

と，これは一番茶でこういう感じ。じゃあ，二番茶は？ 小学校では一番茶と二番茶までいか 
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ないのですが。一番茶というのは，本格的にやるときは，よりぬるい目のお湯でお茶を出す。

二番茶というのは熱いお湯で，二番煎じといえば二番煎じですけど，少し長いことつけておく。

二番茶はどうかというと，より早く色が透明化するでしょう。小学生相手にはいろいろなこと

をやっていて，例えば，ピーマンが大分色が薄くなってきたとか，干しエビ。干しエビにはア

スタキサンチン等があって，それが効いているよねとかと話をしております。このような簡単

な実験をして，食品の中のパワーを実感しようとか，これからはピーマンも食べようねとかと

話をしています。 

  何でこんな話をするかというと，福島で放射線の影響を克服する食事という話をやり出しま

した。そのとき考えたのは，がんのリスクだったらアメリカのデザイナー・フーズ計画を紹介

しようと思いました。アメリカの今の健康問題は食事が一番問題，もっと機能性野菜とか果物

とか胚芽成分をとりましょうという運動があり，アメリカのがん罹患率とか死亡率が下がった

ということがあって，これを私は福島で紹介すればいいと思い，やり出しました。私自身は，

２０１１年から２０１２年の初めは「低線量放射線の影響を克服する食事」と言っていたので

すが，福島コープの陰膳調査結果を見て，今さら放射線の影響を克服する食事ではないと思い

ました。また，日赤の先生にそれは私たちがやっている成人病予防の食事じゃないですかと言

われたので，今は，がんや成人病を予防するライフスタイルと紹介しています。要するに食品

の抗酸化成分をしっかりとりましょうとお話しして，いろいろ実験をやって，トマトとか小松

菜とかニンニクとかお茶の抗酸化作用を試しています。そして実験をしながら，食品の中にあ

る，抗酸化，いわゆる活性酸素を消去するような能力のあるものをしっかりとろうということ

で話をしています。食品の中には，ものは違いますけれども，いろいろなものがあります。例

えばトマトだったらリコピン，エビにはアスタキサンチン，ニンニクはアリシン，いろいろも

のは違うけど，こういう植物や動物が一生懸命自分の中の活性酸素を消去するために作ったも

のを人間様もありがたくいただきましょうということで話をしています。 

  結論からいうと，私は，福島は第二のチェルノブイリにはならないと思っています。それは，

放出量の絶対的な差。それからもう一つ大きかったのは土が違った。日本とウクライナ。ウク

ライナとかあの辺は砂質なのです。福島は粘土なのです。福島でも，大体基準値超えが出た田 

んぼをよくよく調べると，やや砂質であったとのこと。チェルノブイリの教訓と事故後言われ

おそれられたことが現実のものとならなかったのは土質が大きいです。さらに，福島では土の

汚染の割には食品への移行が意外と少なかったのは，土が違ったというのは大きいです。ヨウ

素に関しては，甲状腺がんの心配は無い訳ではありませんが，ウクライナの慢性的なヨウ素不
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足の大陸の地域と，どちらかといったら取りすぎの日本では，状況が違います。現実に食品の

放射線も基準値以下であるし，ホールボディ検査でも，特別にイノシシとか川の魚とか山菜を

食べている人以外は，意外と引っかかってないという事実もあります。 

  もう一つ私が大丈夫だと思ったのは，ちょうど１９６０年代，私の子どもの時代，いわゆる

大気圏核実験の華やかなりし時代は，日本全国いたるところ，かなり高いレベルの大気中の放

射性物質が存在していました。それからずっと下がってきて，チェルノブイリ事故で一過的に

上がって，またずっと下がっていたところで，福島事故で一気に上がった，これは事実です。

ただ，福島の空気は，ちょうど私たちが２０１１年の秋に洗濯物の外干しもう大丈夫だよと言

っていた時期には，もとのレベルに戻っていました。福島の空気は大丈夫，水も大丈夫，だけ

ど，土にひっついたセシウムがねというのが今の現実です。 

  もう一つ，私の中ですごく引っかかっているのは，福島の事故後，実は県外避難者が増えた

というのは，２０１１年の夏以降で，ちょうど私たちが２０１２年の３月に県庁へ行って女性

の県会議員に今福島の人にはストレスがすごくたまっていますと言われた頃までがピークなの

です。原発が危機を脱してから，まだ増えています。これはクライシスコミュニケーションの

失敗と考えています。ここも女川原発がそう遠くもない地域ですね。一つの経験として，飯館

村，直ちに避難指示ではないと言っていて，やっぱり避難というふうになったというのは，す

ごく信頼を損なったと言われています。 

  一方で，今福島で問題になっているのは，避難関連死です。今日お伺いしたら，あまり宮城

ではそういうのはなかったというお話なんですが，福島では避難関連死が増えている。それか

ら，子どもの肥満が増えている，自殺が増えている。特にこの避難関連死について言えば，原

子力発電所を持つという覚悟，例えば南相馬市では，避難に伴って亡くなった人がかなり多い

という事実があります。特に，逃げ先の決まってない避難はすべきではないと。津波が直接お

そってくるというときでなかったら，きちっとした鉄筋の建物の中ならば，線量に関してはあ

まり心配しなくていいので，直接爆発の影響のないところでは，若い人は別として，特に自力

でなかなか避難できない人たちは，慌てて避難すべきではないというのが結論です。私も日赤

の委員をしていて，原子力災害時の救護活動のガイドラインで定めたのは，慌てて避難しない

こと。避難するならば，避難先決めて，態勢をとって避難するというのが，犠牲者を最小限に

する一つであるということです。一方南相馬で３０キロ圏内の避難命令だったら，５０キロ圏

から食料がなくなったとかいろいろな問題があるので，現実の避難対策を考える上では，ぜひ

教訓としていただきたいなと思います。 
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  ということで，免疫，神経，内分泌系，大事だということになります。私は，２０１４年５

月と今年５月，福島原発に視察に行きました。２０１４年に比べてプレハブの汚染タンクが，

恒久的な物に置き換えられて，道などもかなりきれいになったなという印象がありました。こ

れから廃炉までまだ５０年１００年とかかるような作業で，なかなか予定どおりではないけれ

ど，進んではいるという印象も受けました。例えば飯舘村なんかも除染が進んでいます。ここ

の飯館ホームというところは，実は避難してないのですね。職員の人は通ってきてお世話をし

ている。避難しなかったので，過剰な犠牲者というのはなかったと聞いています。また南相馬

では，１年目，米を作らないと決めて，その後荒れた状態が今なお続いているというのがあり

ます。一旦作らないと再開も大変です。南相馬の仮設で，南相馬市立病院の人たちは献身的な

いろいろな努力をされていて，今年は私もお手伝いしたりしました。また，南相馬の野馬追と

いうのを見せていただいて，お祭りというのは人々の絆の回復に重要だなと思ったりもしまし

た。 

  こういう「ベクレル→ミリシーベルト換算シート」（注：講演スライド資料Ｐ３３参照）と

いうのを作ったりして，京都の仲間たちとわかりやすい資料をいろいろ作りました。私自身は，

「低線量放射線を超えて」という本を書きました。もし話に興味を持っていただいたり，もう

ちょっと知りたいという方は読んでいただければと思います。 

  「ベクレル→ミリシーベルト換算シート」の使い方の説明をします。中の印刷した紙を横向

けに入れてください。四角の窓に１００という数字が来るように入れて，もしも１キロ当たり

１００ベクレルの食品を毎日例えば１，０００グラム，５００グラム，２００グラムずつ１年

間食べ続けたら．．．一応ブルーゾーンですね。これをするするするっと横に持っていくと，

多分２３０か２４０の辺で１，０００グラムでオレンジが出てくると思います。ベクレルから

シーベルトというのがわからないということで，簡易換算表を京大の学生グループが中心にな

って工夫して作ってくれました。福島の皆様はこれを見ると，１００ベクレル超えを今１キロ

ずつ毎日食べるのは不可能だねという話になって，割と心配な人も心配でなくなるようです。

あと，例えばもしも放射性セシウムが含まれて基準値超えの１，０００ベクレルというような

ものを食べたとしたらということで，幼児が食べてしまったら，大人が食べてしまったら，こ

のぐらいの計算値になりますと裏側に書いてあります。あとは，こんなのだったら，せっかく

季節のもののマツタケだ，食べるとするか，いやあ，私は食べないという，それはもう個人の

判断ですけど，そういう判断の参考資料としていただければと思います。 

 ということで，とりあえず私の話はここまでとしましょう。 
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  実験の結果は少し反応が進んだか，帰りに見てもらったらいいのですが，ピーマンこんな感

じになってきたとか，それから，干しエビもこんなふうになってきたとか，意外とシイタケに

も効果があったり，これがニンニク。ニンニクも，多分もっと時間がたったら薄くなっている

と思います。スルメとか干し大根も大分，ちょっと薄くなったかな。トマトも比べれば多分，

ちょっと薄いかなというところで，ほかに，お茶はこんなふうに完全に色変わってしまいまし

た。今回は一番茶と二番茶の差があまりわかりませんでしたが，一般的には二番茶のほうが良

いと思います。それはなぜかというと，熱いお湯で長いこと抽出したほうが，カテキンがよく

出ている。一番茶は，うまみとかミネラルとかはぬるいお湯ででるのですが，カテキンという

視点からいったら，熱いお湯で，長いこと抽出する二番茶が良いので，自分の健康のためには

二番茶ということになります。福島では，一番茶は仏さんにお供えして，二番茶は自分で飲み

ますなんていう話がありました。小学校で割と評判なのは，例えば魔法の粉とか言ってちょっ

と入れると，あっという間に透明になる。実はこれはアスコルビン酸，ビタミンＣの粉です。

ということで，自分の身のまわりのものをいろいろ試してみるというので，おおまかに抗酸化

力のあるものを選び出していくことができると思います。そういうものをしっかり食べるとい

うのは，放射能の影響だけではなくて，いろいろな体の中で出てくる活性酸素を消去するには

いいと。現実に広島，長崎でも野菜をしっかり食べていた人のほうががんによる死亡リスクは

低いという報告もあります。 

   

※講演集の作成にあたり，趣旨を明確にするため，一部講演内容を補足・修正しています。
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