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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 インターフェロン・生体防御研究室 

室長 宇 野 賀津子 氏 

 

  こんにちは。 

  京都から来ました宇野です。 

  今日は，私自身はどちらかというと放射線の物理は苦手で，生体影響ということを中心にお

話しさせていただきます。私は公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センターというとこ

ろで免疫の研究をしております免疫の研究者です。 

  今日うちのニュースレターのパストゥール通信を持ってきておりますが，それは２０１６年

度版です。２０１２年版から放射線の影響とか健康に関する内容を盛り込んだニュースレター

を毎年発行しております。興味のある人はここのホームページへ行っていただいて過去のもの

を見ていただくと参考になるかと思います。 

  また，「ＮＰＯ」と，ひらがなで「あいんしゅたいん」と入れていただきますと，私が所属

するＮＰＯで，私自身は事故直後の３月末ぐらいから，放射線影響について情報発信をしてい

ます。最近はまた市民と科学者の対話というような形で，例えば甲状腺がんの問題とか疫学の

勉強会を行った内容をアップしておりますので，興味のある方は見ていただければと思います。 

  今日の参加者の皆さんは，放射線に対する関心はもちろんお持ちの方だと思うのですが，ど

のぐらい知識があるのか，ひょっとしたら中には私よりよくご存じの方もおられるかもわかり

ませんので，いろいろな方がおられるという仮定のもとに，基本的なところから話をしていき

たいと思います。 

  放射線に関わる単位で基本的に今よく使われるのがベクレルという単位。それから，シーベ

ルトという単位があります。後に説明しますが，ベクレル→シーベルト換算シートなんていう

ものも差し上げております。ベクレルというのは放射線を出す放射能の単位です。それ故，食

品中の放射線はベクレルという単位で語られるし，今度その放射線を人が受けた場合にどのく

らい影響があるかということになるとシーベルトという単位で語られます。基本としてこれは

覚えておいてください。 

  では、私たちの身の周りにはどんな放射線があるのでしょうか。この京大マークのついてい 
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 るのは，２０１１年度の入学生の中で５人ほどの学生さんが，自主ゼミみたいな形で放射線を

勉強しようと言って私たちのチームに加わって作ってくれたものです。さっき霧箱を見ていた

だいた方は，放射線ってこの辺飛んでいるのだねと思われたかと思いますけれども，宇宙から

届く分，食べ物から体の中に入ってくる分，それから大地から出てくる分，それから呼吸で吸

い込む分という，大体これだけぐらいが私たちの身の周りの放射線ということになります。 

  私自身は福島でもそうですが，ずっと放射線の問題は科学的に考えましょうということで話

をしてきました。これは２０１１年度の秋に，私は日本学術振興会というところから派遣され

て，放射線の計測説明班という形で白河市に行ったときの経験なのですが，昼間私たちは運動

場でもこの辺は高いよねとか，真ん中のほうが低いよねとかいいながら計測をしました。この

先生が持っているのが計測の測定器で，そこにＧＰＳと組み合わせた機械を持って地域を回っ

て，夜の学習会で住民の方の説明会を行いました。昼間に例えばこういう保育室，大体５０セ

ンチのところで０．２５２マイクロシーベルト／時，園庭は５０センチで０．２９３マイクロ

シーベルト／時と，毎朝先生方が測って，掲示されていました。 

  そうすると，夜の学習会で保育園の園長先生から，「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るでしょうか。」という質問がありました。そうしたら，仲間の除染の専

門家の佐瀬先生が，私たちは昼間これを見ていますから，「部屋の中と外で線量に大差がない

なら外遊びを特に禁止する理由はないですね。」と答えました。そうすると，園長先生は，

「ああ，そうですね。」という感じなのです。単に部屋の中よりも外のほうが余計被ばくする

という既成概念じゃなくて，除染された園庭ではどうかと，本当に測って確認して考えるとい

うことがとても大切だと思いました。 

  また，園庭ではブルーシートのかかった砂場も見ることができました。園長先生からは，

「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。」と質問されました。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。」と答えました。何となく砂場は被ばくする

と思っておられたのです。すると園長先生，「ああ，そうですね。」ということで，ともかく

測って確認して，ここの線量はどのくらいだからどう対応するということを考えるというのが

大事だということがわかりました。 

  ほかによく福島で言われているのは，マーケットで売っている野菜はもう大丈夫ということ

は皆さん思っておられるのですが，福島の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，そうよく言われました。いや，そんなこと言わずに，ま
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ず測ってみましょう。以外と基準値以下で，低いのだとも聞いています。今，福島でもそうな

のですけれども，５００グラムか，１キロぐらい持って行けば測ってもらえるんですね。基準

値以下だったらみんなで安心して食べよう。もし万が一基準値を超えたら，例えば土を入れ替

える。あるいはカリウム肥料をちょっと多くまくだけでも違ってきます。野菜の種類を変えて

みるのでも，結果は変わってきます。 

  年々基準値超えも減少しています。現実に，今，福島では家庭菜園の野菜でもまず超えるこ

とはないと。ただ，山のもの，山のキノコなんかは結構超えることはあるということで，この

間私の友人のところへ飯舘村のマツタケを送ってきてくださって，それを測ってみたらちょっ

と超えておりました。 

  京都などへ避難してきた人は，もう放射能を１ベクレルたりとも食べたくない，浴びたくな

いという方がおられました。食品の中には，これはもう自分は食べたくないと言ってもそれを

避けることは不可能なカリウム４０由来の放射能というものが必ず含まれているわけで，牛肉

を１キロも食べれば１００ベクレルぐらいは食べてしまうということになります。現実に，例

えば自分自身だって，私がホールボディー検査で測ったときは２，９５０ベクレルぐらいの数

字が出ました。男の方で割と筋肉もりもりの方は，６，０００ベクレルぐらいは出るというこ

とです。ということで，１ベクレルたりとも食べたくない，浴びたくないということは，でき

ないということです。 

  コープ福島さんが，陰膳方式で放射性物質の測定をなさいました。陰膳方式というのは，例

えば５人家族だったら６人分の食事をつくって，その１人分を朝，昼，晩，朝，昼，晩，２日

分冷凍して検査センターへ送るという検査です。２０１２年の４月に発表されたデータですが，

１１年の秋ぐらいからの結果が蓄積されているわけです。コープの会員さん１００軒の方に協

力いただいて測定した結果ですが，たくさん出ているじゃないかと思われるのは，全部，緑は

カリウム由来なのです。よく見ると，この辺の約１０軒分にセシウム由来の放射能を見ること

ができます。 

  私たちは京都でこのデータを見たときに，福島は意外と大丈夫じゃないかと私自身は思いま

した。チェルノブイリなんて２０年たった今でも結構食品の中に引っかかるものがあるという

話を聞いておりましたので，福島は意外と大丈夫じゃないかと。 

  もちろん，これは皆コープの会員さんですから，日本のほかのところの地域の食品も食べて

おられますけれども，皆さん何かは福島産を食べている。１００％福島という人もおれば，１

割ぐらいの方もおられたと聞いております。 
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  もう１つ京都の仲間が言ったのは，こんな低い線量をどうやって測ったのだろうということ

で確認しますと，１検体当たりの測定時間は５万秒，つまり１４時間かけて測ったと書かれて

います。つまり，あの辺の簡易測定器で数十ベクレル以下か以上か位だと２０分かそこらで測

ることができるのですが，核種もきちっと，それも１ベクレルをきちっと数字に測ろうと思っ

たら，大変です。だから，水なんかも精密に測るためには，大体このぐらいの時間を今でもか

けて測っておられるのです。 

  というようなことで，このように手間と時間をかけてこういう研究がなされたわけです。京

都などへ避難してきた人は，「日本中の食品全部をベクレル表示してくれたら安心して選んで

買って食べるのに。」と結構事故直後からおっしゃっていました。何か１００ベクレル，１，

０００ベクレルと言うとすごい数字かと思いますが，測ろうと思ったら結構，大変な，わずか

な量の放射線であると理解していただけたらと思います。つまり食品全部をベクレル表示する

というのはとても大変なことで，不可能なのです。 

  福島は，お米に関しては全袋検査をやりました。２０１２年で基準値，即ち１００ベクレル

超えは７１袋でした。これは３０キロの玄米の袋ですから比較的短い時間で少なくとも１００

ベクレルを超えているか，ほとんどないかというぐらいは測れます。現実には５０ベクレル以

上になりそう，５０から１００ベクレルぐらいで怪しいというものはもう一度精密検査をして

という形でやっていると聞いています。そのようなことで，２０１５年には引っかかるものは

なくなったということです。２０１３年からはあんぽ柿も全袋検査をやっていると聞いており

ます。 

  私自身，割と早期に福島の放射線量は確かに高いのですが，健康影響という点ではそんなに

心配しなくてもいいと思いました。その根拠となった一番のデータは，実は，このデータなの

です。これは１９５８年ぐらいからずっと日本の大気中の放射線量を測ったデータで，１９６

０年頃結構高いのです。これは世界中で大気圏の核実験がなされていた時期で，続いてそれが

地下核実験になって，そして核実験が中止になってこんなに下がってきた。そこでチェルノブ

イリ事故が起こって一過的に上がった。そして低くなっていたところで福島原発事故が起こっ

たということになるわけです。 

  この時期というのは，私が小学校の頃で，雨が降ると頭がはげるとか言われました。うなず

いている同じ世代の方もいらっしゃると思うのですが，１９５０年から６０年頃，ちょうどそ

の頃に子ども時代を過ごした者にとっては，ああ，こういう時代も生きてきたのだと，それに

比べたら確かに一過的に上がったけれども，大体秋ぐらいには元レベルに下がっていました。 
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  ２０１１年秋ぐらいには，ちょうど私たちが白河に入って，福島の水，大丈夫，空気，大丈

夫，でも土に付いたセシウムがねという話をしていました。また，洗濯物を外干ししていいの

ですかという話が結構あって，いや，大丈夫ですよという話をしました。逆に，家の中でばか

り干していて，かびが増えて喘息が悪化したなんて笑えない話があったりしました。 

  １９６０年頃のホールボディー検査の結果が少しあります。１９６４年頃は今の福島どころ

じゃない，全世界レベルで汚染があったという時代で，多くの人の体内からセシウムが検出さ

れています。私のような団塊の世代はそういう時代を生きてきたのです。私はこのデータを２

０１１年３月の末に物理の人から教えてもらって，これを見て安心したというわけではないで

すが，私たちがこういう時代を生きてきたのだということ，そのレベルの汚染と比べて，それ

以上というわけでもないということを思いました。 

  世界各国の放射線量ということでいろいろなデータが発表されていました。仙台ですと大体

０．０７６マイクロシーベルト／時とかいうぐらいで，私の線量計も同じ位の数字だったと思

います。宮城県でも，福島と県境のところではもう少し高いところもあったようです。でも，

関西でも０．１マイクロシーベルト／時ぐらいのところも結構ありますし，いろいろです。例

えばヨーロッパなどは，ローマとかロンドンとか０．２マイクロシーベルト／時ぐらいで結構

高いところもございます。 

  私が福島駅で２０１２年に測ったときは，コンコースは０．０６９マイクロシーベルト／時，

ホームは０．２６７マイクロシーベルト／時という数字でした。ああ，これは福島だからと。

コンコースが低いというのは要するに建物の中だからということです。ところが，２０１６年

の９月，先日測ったときは，この０．２６７が０．００５７マイクロシーベルト／時になって

いました。これは，大気中の線量は，自然の放射線の減衰が一番大きいと思いますけれども，

もちろん除染の効果も多少はあると思いますけれども，福島駅でこんなふうに５年たって下が

ってきたのだと思いました。 

  ちなみに京都駅で測りますと，ホームは０．０５６マイクロシーベルト／時という数字なの

ですが，コンコースへ行きますと０．１１２マイクロシーベルト／時。かえって福島駅より高

いです。これは京都駅の大理石が少し立派だということで高いのだと思います。興味ある人は

確認していただいたらよいのですが，こういう白いところの上よりもこういう黒いタイプの大

理石の上のほうが少し高いです。ちなみに，私がフィレンツェに行ったときに，メディチ家の

お墓とか，大理石の建物とかは高かったです。 

  こういう世界各国の放射線量という図もあります。安斎育郎さんというのは，聞いた方もお 
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 られるかと思うのですが，東京大学で反原発の闘士としても非常に有名な方だったのですが，

何度か福島でご一緒しました。彼は事故直後から福島に入って，特に福島市のさくらみなみ保

育園，さくら保育園というのは福島市の中ではちょっと線量の高目のところですが，そこで園

庭の除染とか，あるいはちょっとでも被ばく量を減らすための努力とかというものを随分お話

しになっておられました。この図は，彼がほかの図と組み合わせて書いたものですが，さくら

保育園，さくらみなみ保育園，このぐらいだよと。福島では原発由来群が加算されていますが，

世界的に見ればフィンランドやスウェーデンなんかもっと高いところがあるよという話をして

いました。ここでもチェルノブイリ由来群が少し加算されていますが，自然放射線が結構高い

所です。このおじさんが線量計とＧＰＳを身につけてずっと地域を歩き回って，本当に子ども

たちのお散歩ルートとしてこのルートが一番被ばく量は少ないよというような指導をされてい

ました。 

  このデータは福島高校の生徒が，１時間ごとの線量を記録出来るＤ-シャトルという個人線

量計，私自身もこの数年間ずっと身につけて持っていますが，これを福島県内，それから日本

国内，それからヨーロッパの各国の高校生に配付して１週間身につけてもらって，比較した

データです。ここが福島で，これが福島高校の数字です。日本の国内でも，例えばこの恵那高

校というのは岐阜県なのですが，福島高校よりも恵那高校のほうが高いのです。あるいは，外

国でポーランドとかベラルーシとか，地域によっては結構高くて，福島高校の学生さんは福島

だからって特別に高いわけじゃないということを確認されて，世界的にもレベルの高い論文を

書いて発表されました。 

  今の福島の線量というのは，原発事故で上がったのは事実だし，少し加算されていることは

事実だけれども，どのくらいのものかという相場観を，こういう地道な努力を通して，知る事

は大事です。 

  私も自分の個人線量計を持って歩いているのですが，これは２０１１年にスイスに行ったと

きに，１日学会の間を抜けてモンブランを見たいなということで行きました。途中にある氷河

のところへ行く事が出来て，氷河の横穴みたいな所に入れるのですが，対岸の花崗岩の上は０．

１４２マイクロシーベルト／時。花崗岩ですからちょっと高いねということになります。とこ

ろが，氷河に立った途端，線量計は０．０２マイクロシーベルト／時に下がります。要するに

地面からの放射線が水で遮断されるとこんなに低いのだと。さらに，氷河内の洞窟に入ります

と何と０．００２マイクロシーベルト／時と。宇宙からの分も遮られ，つまり下からも上から

も来ないというと，もう本当に低いのだということになります。併せて水の遮断効果というも
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のをすごく思いましたし，放射能が怖いという人には「ここはいい場所ですよ」と紹介してお

ります。 

  この経験から絶対水の中のほうが低いよねと話をすると，２０１１年だけでなく，その後で

もあるのですが，福島で子どもをプールに入れるのはけしからんと，被ばくするじゃないかと

いう話があったので，いや，そうじゃないはずだということで測ってもらいました。これは名

古屋の先生が測って，名古屋は結構高いのです。０．１３マイクロシーベルト／時ぐらいの数

字なのですが，潜ってみると０．０５マイクロシーベルト／時になると。明らかに水の中のほ

うが被ばくしないよということでお話ししました。 

  世界的にインドのケララというのは高くて有名なところなのですけれども，砂にトリウムと

いうような放射性物質がかなり入っているのですが，京大の先生がケララに行くというので線

量計をお貸しして測ってきてもらったのですが，大体１マイクロシーベルト／時を超えるよう

なところが結構あって，そこで漁師さんは網の修理をやっているよといわれました。１マイク

ロシーベルト／時というのは飯舘村の高いときはもう少し高かったですが，最近は１マイクロ

シーベルト／時を超えるところはもう飯舘ではほとんどなくなっています。 

  あるいは，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のところなのです

が，０．３１４マイクロシーベルト／時という結構高い数字がありました。これも山からの影

響があるということなのですが，そこのモニタリングポストにこういう数字が出ていました。

ただし，私が行ったときは見ていないのです。半年前に行った人がこういう数字を見ていて，

日本の福島より高いと言ったものだから，このモニタリングポストがその後撤去されていたと

いうことです。というようなことで，世界中いろいろなところに行って，いろいろな経験をし

ました。 

  この線量計はずっと身につけていて，例えば２０１４年の１０月から１１月の間，いろいろ

なところに行ってきました。まず，メルボルンに行ったとき，関空からシンガポール，シンガ

ポールからメルボルンへ行ったときの線量です。専門家に聞きますと，これは実際の宇宙線を

全部捉えているわけではなく，まあ３分の１だよねということで，実際はこの３倍からもうち

ょっと高目の数字を私たちは飛行機に乗ると被ばくしていると。特に赤道周辺よりは，北極，

南極に近づくにつれて宇宙線は強くなりますので，シンガポールからメルボルンのほうが被ば

く量は高いということになります。  

  ここのピンクの印は，飛行機に乗る前の荷物検査を線量計が受けていたということで，関空

の機械よりもメルボルンの機械のほうがかなり被ばくするのだとか，変な感心をしたりしまし 
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た。 

  京都，大阪で私は大体１週間で１１．１６マイクロシーベルトぐらい被ばくしていて，また

別の週に福島に行きましたけれども，福島のほかのところではほとんど変わりません。ただ，

唯一花見山というのがさっきのさくらみなみ，さくら保育園のある裏山のところで，春になる

ととても素敵な花がたくさん咲くところなのですが，そこはちょっと高いです。 

  あるいは，２０１５年の５月に福島第一原発の視察に行ったときが大体このぐらい，２時間

ちょっとで１０マイクロシーベルトほど被ばくしました。飯舘を通ったときはちょっと高目で

す。また屋外で南相馬の野馬追いを見物していたときは，やはりちょっとだけ高いねと言えま

す。国際線に比べたら国内線は高度が大分低いので，被ばく量は比較的大したことはございま

せん。 

  というようなことで，私自身Ｄ-シャトルを身につけて，あるいは線量計を持ち歩いていろ

いろ測りながら見ていく中で，ここはこのぐらいとだんだん相場観がわかってきました。確か

に軒下のホットスポットと言われるようなちょっと高いところもありますが，福島第一原発は

別として，福島に行ったからすごく被ばくするわけではないと思いました。 

  今回の福島第一原発事故直後，いろいろな意見が乱れ飛んで混乱したということがあります。

現実に京都で放射線の影響をどう考えるかということで，私たちは随分と議論をしました。そ

の混乱の中で思ったのは，大きく分けて物理と生物医学系の研究者の間で考え方が大きく違う

のではないかと。どうも物理系は，私の周辺が特にそうだったのかもわかりませんけれども，

私の周辺には京大の，湯川先生の門下の日本の原水爆禁止運動の先頭に立った人がたくさんい

ました。そういう人たちは原爆に反対するのだから多少大げさに言ってもよい，放射線なんて

良いことは余りないのだから，危ないと言って問題はないじゃないかという感覚がありました。 

  それに対して，医者を含めて生物医学系の研究者というのは，放射線治療で多くの人の命を

助けている。がんの放射線治療で使うのは局所的に，分割してではありますが，トータルでし

たら数十シーベルト，ミリじゃない，数十シーベルト照射します。一遍にこれほど浴びたら死

んでしまいます。そのぐらいを当てて治療しているということで，かなり感覚が違うのです。 

  もう１つ，物理系の人は放射線が当たったら遺伝子が傷つき，傷ついた遺伝子は蓄積してが

んになりますなんて簡単に言うのですが，そうじゃないよねと。生物の，細胞というのは結構

傷ついていて，それを直して傷ついたものをまた直して，それで生きているのだという感覚が

ありました。放射線がぼんと当たって，遺伝子傷ついたらもうおしまいではないのです。 

  というようなことで，過小に言うも過大に言うも不正義だと思いました。もう１つ思ったの 
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 は，仙台の事情を私はよく理解していないのですが，関西の子どもたちというのは大体小学校

５年から６年生の間のところで修学旅行に行きます。修学旅行に行くのは大体広島なのです。  

その前に放射線の勉強をするのです。だから，放射線ということを初めて聞くのは大体小学校

５年，６年生のころで，それで広島に行って原爆資料館を見て，ああ，これが放射線の影響な

のかと思うわけです。 

  けれども，これは問題です。現実問題としては，実はこの４０年間科学としての放射線教育

がなされていなかったということがあるのです。私は日本学術振興会の放射線の影響とクライ

シスコミュニケーションという委員会の委員の１人として，何で今回の事故の後，いろいろな

混乱が生じたのか，あるいは科学者が信頼されなくなったのかということを考えました。実は

放射線に関しての基礎知識が全く不十分であったということが大きかったように思います。 

  私自身はエイズ教育に随分かかわりました。これは１９９８年のとき，１年間ほど朝日新聞

にサイエンスエッセイを書いていた中の１つなのですが，まだエイズの治療法というものが確

立していなかったときです。ちょうどウイルスが見つかって，患者さんのだ液の中からもウイ

ルスが見つかった，患者さんの血を吸った蚊の中からもウイルスが見つかった，そういう報告

が相次いだ時期です。京大のあるウイルス学の大先生は新聞のコメントに対して，「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感染する可能性はありますよ。」というふ

うに答えたのです。 

  その結果どうなったかというと，その頃血友病の人たちは大体４割方がＨＩＶ，エイズウイ

ルスに感染しているということがわかってきた時期でしたから，学校へ通っている血友病の子

どもさんは学校の先生からＨＩＶネガティブ，要するにエイズに感染していない証明書を持っ

てきてくれと言われたのです。４割はできないのです。学校側の言い分は子どものことだから

鼻血も出すし，けんかもすると。友達にその血が一滴ついて感染が広がったらということを学

校側は心配されたのですが，エイズウイルスというのは弱いウイルスで，そんな血が一滴つい

たぐらいで，あるいはくしゃんとしたぐらいで移るようなものではありませんよということを

主治医とか関係者が学校へ説明して回りました。 

  私も講演会で説明しました。何でも可能性はありますと言って無責任なことを言ってはいけ

ないと。やはり危険度に応じて，これは非常に危ない，こういうことはまずもってないとか，

きちっと言葉を選んでしゃべることが大事だと，エイズに関しては医者や研究者は経験しまし

た。 

  そういう経験からリスクを過剰に言い，恐怖を煽るというのは，実はすごく無責任なのだと。 
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 何でも放射線の影響を多目に言っておいたほうが後で罪を問われないと。それは研究者として

無責任だということをすごく思いました。 

  放射線の影響を大きく分けると，高線量の影響と低線量の影響，これは分けて考えなければ

いけません。高線量というのは大体１シーベルト以上ぐらいのイメージです。実際４シーベル

トを一度に浴びますと，半数の方が１カ月以内に亡くなります。一方，低線量の放射線という

ことでは，１００ミリシーベルト以下ぐらいが相当しますが，臨床的には明らかな放射線障害

の影響は認められていないことは事実で，事故直後からそういうふうに言って，住民の方に落

ち着くよう話された方はかなり非難されました。 

  低線量と高線量の影響を図示しますと，自然放射線はこの程度で，私たちは常にこの程度は

浴びています。しかしながら，一遍に多量に浴びてしまうと，もう遺伝子も治し切れないし，

手に負えないということになりますが，ちょっと多いこの程度なら許容範囲だよとなるわけで

す。 

  福島で私は事故直後からずっと言っていたのは，低線量の放射線の影響ということになれば，

今からでもその影響を軽減することはできますよと。これからの生き方で変わってきますよと

いうことを言いました。一番よくないのは，放射線を３．１１後，数日の間にかなり浴びて，

もう私の遺伝子は傷ついてしまった，もう私は結婚できないと思い込む事です。現実に福島で

そう思われた若い方は結構おられます。京都へ避難してきた方の中には，お母さんがそのとき

高校１年だった娘さんに，「あなたの遺伝子は傷ついてしまって，もう結婚できないかもわか

らないから，手に職をつけろ。」と言ったというのも，これは事実としてあります。 

  例えば事故直後，医者を中心に，放射線の影響について，たばこを吸うのに比べたらたばこ

のほうがずっと悪いですよと言われました。私の周辺の物理学者は，たばこの影響と放射線の

影響を同じレベルで比較するのはけしからんと言いました。それに対して，私は，「本当に放

射線が直接遺伝子に当たるということもあり得るけれども，確率的には非常に少なくて，大半

は体を構成している水に放射線が当たって，スーパーオキシド，ヒドロキシラジカル，いわゆ

る活性酸素ができて，それが間接的に遺伝子を傷つけるのですよ。」という話をしました。 

  活性酸素ということになったら，私たちは呼吸していますので，私たちの体のミトコンドリ

アのところで活性酸素が漏れ出ているのです。あるいは肥満とかストレスとか大気汚染とかた

ばこ，こういったものが結構活性酸素の源となります。ということで，活性酸素という言葉を

間に挟むとある程度比較することができるということになって，少しだけ理解が深まりました。 

さらには，地球の生命の歴史を考えた場合，大体４０億年ぐらい前に最初の生命が発生した 



-11- 

 のは海の中だったと言われています。そのころの地球の大気というのは，まだ遊離の酸素はな

く，紫外線や宇宙線がいっぱい降り注いでいるという状況で，大体２７億年前あたりでいわゆ

る光合成をする最初の植物みたいなものが出てきました。そうすると，大気中の炭酸ガスを取

り入れて，太陽エネルギーでデンプンを合成して酸素を放出するという光合成をやるようにな

りました。 

  その結果，地球上には酸素が増えてきました。酸素というのは私たちの生活に必須のもので

あって，大事なものなのですが，実は結構危険なものなのです。それで，その頃の生命体はこ

の酸素毒にやられて，絶滅したものもあります。そういう状況の中をくぐり抜けて，この酸素

毒に対応するシステムを獲得してきたような生物が，その後繁栄してきたのです。 

  それから，地球上の酸素が増える中でオゾン層ができて宇宙線が和らげられるということも

ありました。酸素呼吸というのはまた別の有利な面があって，一分子のブドウ糖から無酸素呼

吸に比べれば酸素呼吸のほうが１９倍ものエネルギーを取り出すことができる。つまり，体が

大きくなることもできるようになったわけです。生物学としてこういう地球の歴史を見た場合，

今地球上の陸上で生きているようなものというのは，活性酸素とかをちゃんと処理できるよう

なシステムを持った，たくましいものが生き残ってきているのだよということになるわけです。

だから，放射線が１個当たったらもうおしまいなんて，そんな柔なものだったら，いま生きて

いないよと言えます。 

  ということで，いろいろなリスクについて，活性酸素という言葉を挟めば比較が可能という

ことになります。こうやってみると１００とか２００ミリシーベルト浴びた場合よりは，運動

不足とか肥満とか，こっちのほうが悪いよ，何よりもたくさんお酒を飲んだり，たばこを吸っ

たりはもっと悪いよということになります。実際問題として，とりわけ福島なんかの仮設の住

民の方に肥満傾向とか成人病が問題になっています。どっちが将来のがんリスクを上げている

かということが問題となっています。 

  ともかく私は生物学者として，放射線が多少今までより多いのも事実だけれども，それを悔

やんでも仕方がなくて，それ以上に私たちの持っている防御システムを強化するのが大事と考

えます。放射線とか，活性酸素を発生させるようなものがあったら，キャッチして消去するよ

うなシステム。遺伝子が崩れたら治せばいい，治せないとなったら，その細胞は自爆させれば

いい。１個細胞が死んだからといって，人間が壊れてしまうようなものではないし，最後には

免疫系がしっかりとしていれば，おかしくなった細胞は排除出来るし，そういうシステムを強

化する。そっちを考えようじゃないかということを言っています。 



-12- 

  発がんのリスクに関しては，例えば１００ミリシーベルトで０．５％ぐらいがんのリスクが

上がると言われています。一方で，１００ミリシーベルト以下は大丈夫と言っていて，何か矛

盾するようですが，実はこれは１，０００ミリシーベルトでがんリスクが５％上がると。３０

０ミリシーベルトで１．５％ぐらい上がる。これは広島，長崎のデータから事実です。これを

ずっと線を引っ張っていったら計算上は１００ミリシーベルトで０．５％になります。ＩＣＲ

Ｐ*というところは，ここは計算上であっても，あると仮定して防護しましょうというスタン

スで０．５％上がると言いました。 

 ＩＣＲＰ：国際放射線防護委員会の略称で，放射線防護の基本的な枠組みと防護基準を勧告する機関

（環境省発行「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（上巻）」より） 

  それと，もう１つ知っていただきたいのは，日本人は大体３分の１はがんで亡くなるという

ことです。つまり，１００ミリシーベルト浴びた場合のがんで亡くなるリスクは，計算上は３

０．５％になるということです。 

  もう１つ，さっき原爆の話をしましたけれども，原爆被ばく者の場合，実際は爆風で大体５

０％ぐらいの方が亡くなっていて，熱線で３５％ぐらい亡くなっていて，本当の意味の放射線

の影響で亡くなったのは１５％ぐらいです。ところが，放射線ということについて少し学んだ

後に広島の原爆資料館へ行くと，全て放射線の影響と思ってしまう。今回の事故後も，放射線

の影響を過大にイメージしたということがあります。放射線の影響としては急性障害，それか

ら胎児影響，それから白血病，大体１０年ぐらいで白血病のリスクが上がりました。長期的に

は今の広島，長崎のデータでも固形腫瘍，それから晩発性の非がん疾患，心筋梗塞とか心疾患

のリスクが被ばくしなかった人に比べて少し高いということが言われております。 

  それから，被ばく二世の遺伝的影響ということで，福島の特に女性たち，女の子たちが本当

に自分は子どもが産めるのかということをものすごく心配されたのは事実です。しかしながら，

広島，長崎で数百ミリシーベルトを親が被ばくされたケースでも，大体対照群と被ばく群の間

に差がなかったと言われています。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。ただ，注意していただきたいのは，対照群でも被ばく群でも大体５％ぐ

らいは何らかの周産期の異常があるということです。心ない人は，あるいは国会議員の中にも

福島で奇形児が生まれた，周産期の異常が増えているという無責任なことをおっしゃる方もい

ますが，現実に事故後，福島で特に奇形児の出産割合が増えたという報告はございません。 

  それからもう１つ，今甲状腺がんが一番問題になっていて，何で甲状腺がんをそんなに心配

されているのかということについて少し触れたいと思います。今，福島で放射性ヨウ素を見つ
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けようと思っても見つかりませんけれども，事故直後は，かなり大量の放射性ヨウ素が降った

ことも事実です。体内でヨウ素のあるものというのは甲状腺ホルモンなのです。身体のほかの

ところにはほとんどないため，放射性ヨウ素を取り込んだ甲状腺ホルモンができて，これが甲

状腺に集まって甲状腺の細胞を傷つけるということになります。 

  チェルノブイリ事故の影響として，広島，長崎のような白血病の上昇というのは公式には認

められていませんけれども，チェルノブイリでは事故から大体４年ぐらいたった辺から，甲状

腺がんになる子どもの比率が上昇したということで心配されています。 

  チェルノブイリの場合，大体５０ミリシーベルトから２，０００ミリシーベルトぐらいの被

ばくのところでそれが起こっていて，福島の場合は，幸いにして５０ミリシーベルト以下です

ので，大丈夫とは思うけれどもといったところです。 

  もう１つ，甲状腺がんについて知っていただきたいのは，甲状腺がんで亡くなるというのは

非常にまれだということです。特に小さい子のがんと言ったら，みんなもう大変なことという

ことになるのですが，私がうちの研究所でいろいろながんの人を追いかけている中で，甲状腺

がんと前立腺がんの場合は，亡くなった人は私自身は知りません。一方，逆に膵臓がんと聞い

たら，５年生存率はまあ１割ぐらいかなとか思いますし，逆に甲状腺がんとか前立腺がんは，

５年生存率はほぼ９０何％というものです。 

  甲状腺がんの場合，チェルノブイリでも大体６，０００人のうち，亡くなった方はせいぜい

１５人ぐらいと聞いています。ただし，その１５人も本当の意味の甲状腺がんで亡くなったの

ではなくて，自殺した人の方が多く含まれていると報告されております。 

  ところが福島で３０万人調べると１００人以上の甲状腺がんが見つかったということで，も

う中には放射線影響が出ているのだと言う人もいるのですが，私自身は年齢分布などを見て，

チェルノブイリで特に問題になった小さい５歳以下の子どもたちに甲状腺がんは出ていないと

いうことで，違うタイプでないかと見ています。単に非常に精密な検査を網羅的にすることに

よって，桁違いにたくさんのがんが見つかった，多分その中の大部分は１０年たっても２０年

たっても，ひょっとしたら一生，検査していなかったら知らないままで済んだ，そういったも

のが見つかったのではないかと思っておりますが，ここのところはもうちょっと注意深く見て

いかなければならないのかもしれません。 

  私自身，福島で何ができるかということで，免疫力を上げる方法を紹介するのが私の役割だ

という話をしました。実際免疫力というのは，これはナチュラルキラーという免疫細胞ですが，

がん細胞と闘って１個１個摘み取るみたいにがんをやっつけていくものですけれども，確かに
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この活性が低いとがんになりやすいということになります。これは私自身がインターフェロン

というものをつくる能力というのを，１つの免疫指標ですけれども，測っていて，個人史なの

ですが，大体調子が悪いときに特に測ったりしていますのでがたがたしているのですが，調子

の悪い時は低いです。 

  ただ，私の個人史の中で風邪を引いたとき，尿道炎を起こしたとき，結構いろいろあるので

すが，一番低いのは実はここで，ここは何かといったら，京大の動物学教室でネズミを世話し

ている時ですが，蓋を開けたら蛇が私をにらんでいたという経験があるのです。その２時間後

に測ったときが一番低かったというので，恐怖ほど免疫機能を下げるものはないというのが，

私の考えです。私自身はせいぜいその日１日心臓がバクバクしていたというぐらいですが，こ

ういうものが数日も，１カ月も続けば，それはがん細胞だってはびこるよ，というのが私の考

えです。 

  よく笑うと免疫機能が上がるという話があります。これはうそではございません。パスト

ゥールでも，生きがい療法の学習会を伊丹仁朗先生という倉敷のお医者さんとともにしました。

伊丹先生ががんの患者さんをなんばグランド花月に連れて行って，大笑いする前と３時間大笑

いした後に採血してナチュラルキラー細胞の活性を測ったら，確かにとりわけ低かった人の免

疫機能活性が上がっていた。このことから，笑うと免疫機能が上がるよということが言われる

ようになりました。事故直後それを言って非難された先生もおられますけれども，これは事実

です。 

  伊丹先生はほかに５つのヒントということを言っていて，私自身はとりわけ自分が自分の主

治医のつもりで病気や人生の困難に対処するというのはとても大事かなと思っております。 

  ほかに免疫機能をあげる何か提案できないかと私がやった経験の中では，おばあちゃんたち

にお化粧したというのがあります。いわゆる老人病院で毎月化粧のプロに化粧をお願いして，

日常的には自分でできる範囲でやってもらったのですが，徐々におばあちゃんたちの免疫機能

は上がりました。また，お化粧の前と後で比べると後のほうが上昇していました。笑うのもい

いし，お化粧もいいよねということになるわけです。 

  私は２０１１年の経験を踏まえて，２０１２年の４月に福島県庁に行きました。若いお母さ

ん向けの学習会を昼間，保育体制もとってやらなければいけないということになりました。夜

６時からの学習会では，一大決心をした人が子どもを連れてでしか参加できないと思ったから

です。 

  それで，日本学術振興会のチームが，講演会を開きますので協力くださいと言ったら，その 
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 ときに女性の県会議員から，「今，お母さん方にストレスがたまっています。偉い先生の話よ

りアロマのほうが歓迎です。」と言われたのです。一緒に行った阪大の先生は，「うーん」と

いう感じになってしまって，私が「では化粧療法でもやるか。」と言ったら，また大阪の先生

は，「日本学術振興会で化粧療法はねぇ。」と言って，その話は途絶えてしまいました。 

  ただ，ちょうど同じ時期に私は日赤からも呼ばれていて，日赤に言うと，日赤は被災者が喜

ばれることは何でもありと言ってくれて，ちょうど一緒に化粧療法をした化粧品会社が大阪市

福島区にあって，ナリスさんというのですけれども，結構風評被害を受けたということで，化

粧乳液を提供しましょうと言ってくれて，その提供された化粧乳液を使ってハンドマッサージ

をしました。ハンドマッサージをしてから講演をすると，リラックスするほうが免疫にはいい

よという話がよく通じました。 

  がん化とその防御力という話になります。がん化の変異源を減らして，いかに防御力を上げ

るかというのが，これから健康で長生きするには必要だと思います。例えば，これは子どもた

ちに言うのですが，がんになる人は神様が名指しした不運な人がなるのかなと。いや，そうじ

ゃなくて，やはりどういうライフスタイルをとるかというのが大事でしょうということを話し

ています。 

  太陽というのはすごいエネルギーのもとなのですが，一方で危険な部分もあるわけで，それ

から身を守るために植物というのはいろいろなものをつくっている。そういったものをありが

たくいただきましょうということで話をしています。抗酸化物質を含む植物プランクトンを食

べたオキアミをまた鮭が食べて，その鮭の抗酸化物質を人がありがたくいただくというのも１

つだという話をします。 

  初期の頃，私自身が福島に行って何ができるかと考えたときに，がんを予防する食事とか，

あるいは低線量放射線の影響を克服する食事という形で紹介したのですが，いわゆる機能性野

菜，果物，胚芽成分を摂取しましょう，動物性脂肪，蛋白質，塩分は制限しましょうという，

アメリカのデザイナー・フーズ計画を紹介しました。この運動でアメリカではがんの罹患率と

か死亡率を減らすことができたと言われています。２０１２年以降は，福島の放射線量はそこ

まで心配しなくていいということになったので，がんや成人病を予防するライフスタイルとい

うことで紹介しております。 

食品中の抗酸化力を実感しましょうということで，福島ではイソジンのうがい液を使った実

験をやっています。何でこんなことをやり出したかというと，特に最初の時期，野菜が汚染さ

れたという話があって，そうすると野菜を食べないということが結構起こって，例えば４月ぐ
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らいに，首都圏で給食の野菜の廃棄率がぐんと上がったということがあるのです。どうも，親

が子どもに野菜は危険だから食べるなと言ったらしいのです。そっちのほうがリスクだよねと

いうことで，私自身は食品の中にはすごいパワーを持ったものがあるのだよという話をすると

きに，実感してもらうのに何がいいかと考えたのがこの実験です。 

  事前に職員の方にいろいろな野菜を下準備してもらったのですが，イソジンのうがい液を５

０倍ぐらいに薄め，お茶や大根おろしをいれてみます。色がかなり消えました。要するにこの

茶色い色が消える，こういったものが抗酸化機能の高いものを含んでいますよと。これはお茶

の中のカテキンが働いたということなのです。 

  もう少し細かく言えば，お茶でも一番茶よりも二番茶のほうが良い。ちょっとぬるいお湯で

ゆっくり抽出すると，お茶のうまみとか甘みはよく抽出されますけれども，もう一遍そのお湯

を切って，熱いお湯を入れてちょっと長い時間抽出するお茶のほうがカテキンという視点から

言えば良いですね。カテキンを含むお茶をしっかり飲むというのはいいよということになりま

す。 

  あるいは，シイタケとかクルミとか，それから干しエビ，ここにはニンニク，ピーマン，ト

マトといったものを用意しました。結果は帰りがけに確認しましょう。子どもたちには魔法の

粉を用意したりするのですが，これは何かというと，アスコルビン酸，ビタミンＣの粉。だか

ら，結構ビタミンＣというものはすごいパワーがあります。ただ，ビタミンＣのように熱に弱

いものもあれば，例えばアスタキサンチンやカテキンというのは熱い温度でも大丈夫です。料

理をするとき，やはりそれぞれの特質を理解して，調理法を考えるということはとても大事か

なと思います。 

  このような実験を福島でやっています。興味のある人はイソジンのうがい液は売っておりま

すので，それを水で薄めて，お子さんかお孫さんとぜひ一緒にやってください。なかなか楽し

いし，福島でこれを子どもたちにやらせると，ピーマン嫌いと言ってた子供でもすごいパワー

あるねということになって，何人かから今度から食べてみると手が挙がります。 

  ということで，野菜の中に，あるいは福島産の野菜，果物の中にはすごいパワーがあるとい

うことを実感してもらって，食の健康につなげてもらうというのは大事だと思っております。

トマトだとリコピンとか，苦いチョコレートのポリフェノール，お茶のカテキン，大根では辛

み成分のアリルイソシアネートや酵素の類いも効いているのだと思います。ものはそれぞれ違

いますが，植物が自分の身を守るためにつくった，そういうものをありがたくお裾分けいただ

こうねということで話をしております。 
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  結論から言えば，福島は第二のチェルノブイリにはならない。放射線量の差。それから，一

番大きかったのは，実は土が違っていた。チェルノブイリは砂質であった。それに対して福島

は粘土質だったというのはかなり大きな違いと考えております。粘土質だとセシウムが粘土へ

の結合力が強くて，余り食べ物のほうへ移行しない。これはすごくラッキーであった部分だと

思っております。 

  もう１つ，県外避難者をグラフにすると，実は２０１２年の３月がピークです。私たちが県

庁へ行って，今，お母さん方にストレスがたまっていますと言われた時期なのです。おそらく

２０１１年の夏以降は，少なくとも原発被害はこれよりひどくはならないというふうに思えた

はずなのに，何故その頃から県外避難者が増えたかというのは疑問としてあります。 

  その１つの影響としてクライシスコミュニケーションの失敗があげられます。例えば２０１

１年の３月末の時点では，飯舘村まで直ちに避難する必要はないと言っておきながら，４月に

なって急に避難指示というふうに変わったと。これは県外避難者と話していると，あれで政府

が信じられなくなったということをおっしゃる方が結構います。 

  それ以外に考えないといけないのは，津波で亡くなった人は，もちろん宮城県とかが圧倒的

に多いわけですけれども，福島でも１，８００人ぐらい亡くなっています。ところが，ほかの

県に比べて福島では震災関連死というものが今なお増え続けているという事実です。 

  つまり，避難する事によって，その途上で亡くなった。とりわけ南相馬市の老人ホームなん

かは，本当に逃げる途中で６０人ぐらい亡くなっているのです。寝たきりに近い人をバスに乗

せて移動したと。そうしたら，着いた先で亡くなっていたということがあって，日本赤十字社

の原子力災害時の避難マニュアル制定委員の１人として，私自身いろいろな議論をしたのです

が，日赤は避難命令が出てもすぐには病院とかからは逃げないと。こういった鉄筋の建物なら

ば，爆発の直接影響で被害が出るという場合は別として，原子力災害で放射能が心配というと

きは３日間ぐらい立てこもって，ちゃんと逃げ先を決めてから逃げるというような方向も決め

たりしました。 

  もちろんどのぐらいの被ばく量までは我慢するということも決めました。逆に言えばそうい

う原子力施設を近くに持つ場合，単に線量の問題ではなく，私もだんだん高齢者に近づいてき

て，実は去年の２月に手首を折って，ああ，私も避難弱者だという経験をしたのですが，下手

に避難することによって死亡するリスクが上がるということもあるのだということがわかりま

した。今，福島で問題になっているのは子どもの肥満傾向であり，たしか虫歯も日本一ぐらい

だったと思います。それは親が放射能を気にして，外遊びがどうしてもちょっと少なくなるた
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め，部屋でお菓子食べながらゲームをする機会が増えます。この事実が，虫歯と肥満に影響し

ていると言われています。 

  神経・内分泌・免疫の関係というのは大事ですので，総合的に考えて物事を見ましょうとい

うことになります。 

  これは２０１４年に私が福島第一原発を視察に行ったときの写真です。やはり１号機，２号

機，３号機，この辺の周りは線量が高かったです。ただ，２０１４年はこういうプレハブの汚

染水タンクがいっぱいだったのですが，２０１５年に行ったときは恒久的なものに変わってい

ました。タンク群はすごいのですが，道が舗装されて，道路の線量はかなり下がっていました。

ちょうどこのときは４号機からほぼ燃料が取り出されたという頃で，すごい努力がされている

ということも思いました。 

  ２０１２年のときは，飯舘村は空間線量も数マイクロシーベルトと結構高かったです。その

ため，当時は草の上で線量計の針が振り切れたりしましたけれども，今はそんなことはありま

せん。ただ，除染により発生した汚染土のフレコンバックが山積みされていました。 

  ここは飯舘ホームというところなのですが，ここは避難しなかったのです。下手に年寄りは

避難させると命を縮めるということで，職員の方はここに通ってケアした結果，飯舘ホームで

は過剰な震災関連死はなかったと聞いております。 

  あるいは南相馬。結構津波の被害が大きかったわけですけれども，野馬追いとかのお祭りは

人びとの絆の復興に大きな力となっています。それから，去年私たちは仮設の検診に協力しま

した。そこでもハンドマッサージをやったりもしました。 

  南相馬での仮設住宅の検診についてちょっと紹介します。平均年齢，大体７０歳の方々です。

もう移住年数が４年とかになった仮設の方々を見ていると，本人は気づかれていないのですが，

糖尿病とか腎疾患とかの方が結構おられました。貧血の方もおられました。ただ，ちょっとお

もしろいと言うと失礼なのですが，男女間でインターフェロン産生能の違いがでています。こ

れは私が蛇に出くわしたときに測っていた免疫機能ですが，高いほうがいいというふうに理解

してください。下のほうがよくないと。 

  町内会に少なくとも月１回以上参加しますかと聞いたら，男性は参加するという人のほうが

よかったです。女性は関係ありませんでした。趣味がありますかと聞いたら，やはり男性は趣

味がある人のほうがいいです。ほかにあなたの心配事や愚痴を聞いてくれる人はいますかとか

いうと，女性では配偶者が聞いてくれるという人は必ずしもよくないです。それから，別居の

子どもが愚痴を聞いてくれる人もよくないです。むしろ誰も聞いてくれないという人のほうが
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強いです。ところが男性は，配偶者が聞いてくれる人のほうがいいんです。奥さんの愚痴の聞

ける男性は免疫機能が高いのです。 

  少しまとめてみると，結婚していて配偶者が愚痴を聞いてくれる，聞いてあげる男性はよい

です。女性はかえって弱いのです。一方，もう死別，離婚して自分ひとりだという，男性の一

人はよくないのです。ところが，女性はかえって強いのです。何かこういうものを見て仮設に

おられる人の一端，少なくともこれから言えることは，住民対応を考えるとき，あるいはそう

いう人たちを元気にするというプロジェクトを考えるとき，男と女は分けて考えないといけな

いということをすごく思いました。男の人はいかに社会の場に引っ張り出すかとか，女の人は

余り旦那に依存し過ぎないように，もうちょっと好きにさせてあげるというのも大事かなとい

うことを思いました。 

  あと，ベクレル→シーベルト換算シートの使い方をご紹介したいと思います。中の用紙を横

にこういうふうに入れます。四角の窓に例えば１００という数字を合わせてみてください。そ

うすると，１キロ当たり１００ベクレルの食品を毎日１，０００グラムずつ，あるいは５００

グラム，２００グラム，１年間食べ続けたら，ブルーゾーンで基準値より低いです。これを横

にスライドさせて２５０ベクレルぐらいにすると，ここがオレンジゾーン，基準値を超えると

いうことになります。ということで，福島でこの話をしますと，今福島で基準値超えの１００

ベクレルの食品を毎日１キロも食べるのは不可能ですねという話になります。 

  つまり，セシウムの事は，現状ではそんなに心配しなくてもいいということがわかるわけで

す。裏側には，もしもセシウム１３４を１，０００ベクレル，１３７を１，０００ベクレル，

食べてしまったら，幼児が，大人がと，こんなぐらいのミリシーベルトですよと書かれていま

す。ですから，１，０００ベクレル／キログラムのマツタケを食べるか食べないか。季節のも

のだし１キロも食べられないのだから，いいや，食べるというのも１つの判断だし，孫は食べ

るなというのも１つの判断だしということになります。このように活用いただいたらいいと思

います。 

  ご清聴ありがとうございました。 

 

※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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重要性について講演している。日本赤十字社「原子力災害における赤十字活動のガイド

ライン」作成のための研究会委員，日本学術振興会「放射線の影響とクライシスコミュ

ニケーション」先導的研究開発委員会委員，生活関連の放射線に関する疑問への助言作

成委員会副委員長などを務める。 

 

○主な著書 

「低線量放射線を超えて：福島・日本再生への提案」小学館新書 

「理系の女の生き方ガイド」ブルーバックス 

「放射線必須データ３２」創元社（分担執筆） 

「サイトカインハンティング：先頭を駆け抜けた日本人研究者達」日本インターフェロン・ 

サイトカイン学会 京大出版会編著 他 
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＜県からのお知らせ＞ 

 

宮城県環境生活部原子力安全対策課 

〒９８０－８５７０ 

仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

ＴＥＬ：０２２－２１１－２３４０ 

ＦＡＸ：０２２－２１１－２６９５ 

■みやぎ出前講座 
 

県では、みなさんの集会・会合に出向いて，放射線・放射能について解説する出前講
座を設けています。費用はかかりませんので，ぜひご利用ください。  

 ○問合せ・申込み先 宮城県原子力安全対策課 ０２２－２１１－２３４０ 
 
 
 

＊放射線・放射能に関するご相談は、下記までお問い合わせください。  
○電  話 ０２２－２１１－２３４０（原子力安全対策課） 
○受付時間 ８：３０〜１７：１５（土日祝日を除く） 

■放射能情報サイトみやぎ  
＜http://www.r-info-miyagi.jp/＞ 

県のポータルサイト「放射能情報サイト
みやぎ」では，測定・検査結果や Q&A な
ど，県内の放射線・放射能に関する関連情
報を掲載しております。 
携帯版には下の QR コードからアクセス

できます。 


