
ただ今、紹介に預かりました自治医科大学の菊地といいます。よろしくお願いいたします。 

今日のシンポジウムは放射性物質と健康ということですけれども、たぶん皆さん方もこの福島原発

がなければ放射性物質なんて勉強する必要もないし聞くこともないし、でも、もうこの 1 年半毎日

のようにベクレル、シーベルト、ベクレル、シーベルト、人によってはベクレルと聞くだけで蕁麻疹

ができるという方もいらっしゃいます。それほどつらいというのか大変な事故でした。またある意味

では人災と言われています。 

 

この最初のスライドは、富士山なんです。本当は男体山がよかったかも知れないですけれど、私た

またま昨年９月の２３日に富士山の麓の芦ノ湖に行く用事があって、翌日富士山を見たら、ここに白

い帽子が被っていて、富士山初冠雪ということでした。男体山でも同じようにあると思います。ただ

昨年はいろいろな自然の移り変わりを私たちは気がつかない程、もう生活がズタズタで、もう福島、

福島で終わってしました。１年５ヶ月もうすぐ６ヶ月と半年たちます。1年半経ちますと、これ今年

ですけど皆さん見ましたよね、少しずつ気持ちが変わってき、ゆとりができたと思います。 

 

ではこの福島原発とは一体どういうものかということです。今日９月１日は防災の日ですが、私た

ちが実体験として経験した最も大きな天災は何か、災害は何か、やはりこの東日本大震災です。改め

て今日９月１日、２万人近い方が亡くなる、そして多くの建物は、津波地震で壊れる、そして３０万

人近い方が避難して、福島の場合は１７万７千人。今でも１６万人の方が避難しています。 

 

そして残念なことにその後、これに関連していますけれど地震があったこと、津波があったこと、

その後この１年で亡くなった人が１６３２名です。そして岩手県、宮城県、福島県の３県だけで１２

６３名の方が亡くなりました。多くの方が７０歳以上の方。そして福島県はその１２６３人のうち半

分以上７６１名の方が亡くなっています。 

 

それはどういう状況でその後、亡くなったかというと、避難中、避難先、避難されて生活、仕事が

無くなり、そして自殺をされている方もいます。そういう方々がまだまだ多くいらっしゃいます。仮

設住宅でも亡くなっている方がいます。こういうところを十分私たちも共感というのか一緒に考えな

くてはいけないと思います。 

 

そこで今日は、福島原発事故に伴っての放射性物質。放射能ともいいますけど、健康にどんな影響

があるのかお話しします。 

 

まず１つは福島第一原発。これは事故の起きる前です。これ絵葉書ですが、ある意味では福島県で

もいろいろ考え方があったにしても、一つのシンボルであり、関東に電力を供給していた。そして大

きな資産でもありました。ただそれがどうなったかというと、３月１１日に地震が起きました。それ

は私たちも経験しました。そしてすぐにすごい津波が起きました。今回１号、２号、３号、４号機が

どうなったかというと、残念ながら３月１２日に１号機が水素爆発を起こし、そして３号機、それか

ら２号機というのが３月１５日の朝、同じように水素爆発を起こした。この原子炉というのは放射性

物質が生まれたときには放射性物質は原子炉の中に厳重に閉じ込めておく。こういうシステムがある



のですけど、厳重に閉じ込めておくものがこの水素爆発によって環境中に大量に放出してしまった。

これが福島原発事故の大きな要因です。どのくらい大量に放出したかというと、こちらがヨウ素。今

はもう環境中にありません。これがセシウム１３４、１３７で基本的には同じパターンです。 

 

今、画像が動いていますけれど、風に乗って放射性物質が原子炉から放出している状況です。最初

は３月１２日から始まります、海に流れていました。それが３月１５日にどうなったかというと、ど

っと陸にきました。このときに栃木県、この日光にも来たのです。そして雨が降る、または福島の場

合は小雪が降っていました。これによっていろんな場所にいろんな状態で福島から飛んできた放射性

物質が沈着をしている。これは湿質沈着といいますけども、雨で打たれて落ちる。それから空気中の

ものから落ちる。ということでこれが福島から飛んできた放射性物質の状況です。 

 

で、どうなったか。先ほどの風光明媚な絵葉書の写真が一変して１号、２号、３号、４号機ともこ

のような壊滅的な状態になりました。そして、このあとどうなったかというと、放射性物質が環境中

に出ます。そこから生まれてくる放射線によってその周辺、特に福島県は通常とは比べ物にならない

ほど放射線量、放射線が出てきました。これがまさしくシーベルトという、よく言われている意味で

す。で、シーベルト。これは空間線量のことを言っていますけれども、これは飯館村、よく言われる

原子炉の近く２５キロのところの飯館村。こちらが福島市です。これはですね、どちらかというと３

月１５日にドーンときたあとジワジワジワーと下がっています。先ほど富士山の写真がありましたけ

ど、裾野のようになっています。これ一つ特徴的なのは、いわき。キュッときてスッとさがる。これ

は同じ放射性物質がその街に飛んできても、風とともにスーッといなくなるものと、たまたまそこに

雪が降ったり、雨が降ってきたりすると、飛んできたものが雨に打たれてその街に降りてきている。

街の森、道路、屋根、校庭に落ちてきてそれが残って、その中でセシウム、ヨウ素が最初ありました

から、ヨウ素がずーっと落ちてきたんですけども、そのあとずーっと尾を引いている。裾があるのが

これがまさしく今、環境中にあるセシウム。なかなか落ち切れない。日光市もそういう状況にありま

す。レベルはぜんぜん違いますけれど、こういう状況で場所によっては通過しただけで終わってしま

ったところもあります。 

 

事故が起きて２～３週間くらいの空間線量率です。原子炉のサイト。１０００マイクロ、２０００

マイクロシーベルトありました。1時間あたりですから天井越えています。そして、周辺ですね。サ

イトの周辺。こちらが北西です、たぶん栃木県はこの辺にあたります。ということで当時とは今はず

いぶん違いますけど、当時はこのような状況がありました。でもこの状況の中で私たち、特に福島県。

それからサイトの中の人たちは生活をしておりました。対応してきました。 

 

これは私の自治医科大学。原子炉施設からだいたい１４０キロから１５０キロ離れています。これ

は部屋の中においてあるお子様の写真やⅩ線写真を撮るためのイメージングプレートというもので

す。それがテーブルの上に置いてありました。そしたらそれがですね、福島から飛んできた空気がこ

ういう部屋の中に漂って、それが静かに沈殿してそのイメージングプレート、フィルムの上に乗っか

って、３月１８日に写真を撮る前に一応現像してみようということで現像してもらいましたら、ポツ

ポツポツと黒い点がありました。放射能、放射性物質は目に見えないということもありますけど、こ



れがまさしく福島から飛んできた放射性物質をフィルムでキャッチしたものです。これは何も自治医

大の病院だけではなくて、どの場所もどこの部屋もみんなあったんです。ですからこのとき私たちは

空気吸ってるよね、食べてるよね、じゃあ大丈夫なの？という不安も当然出てきます。で、３月中旬

から下旬の状態を絵にしました。これ千葉県で保育園で作ってもらったのですけど、なぜもらってる

のかというと芸が細かいんです。先ほどいったセシウム１３４と１３７とヨウ素。３つをですね、色

分けして点々で目に見えるようにしています。先ほど言った雨がこの地区は３月に２１日、２１日に

降ったんです。雨が降るとどうなるかというと、雲の下に雨が落ちますね、ですから雲の下にある放

射性物質は雨に打たれて地面、森、畑、いろんなところに落ちてきた。ということで芸が細かいとい

うのはそこにある放射性物質が地面に落ちて、地面から３月の下旬くらいまではこういう状態でその

当時３月のときに、ほうれん草とかそういう葉っぱものがありました。これまさしく地面、上から落

ちてきた直接沈着したものです。こういうものは洗えば落ちるという状態です。これは３月の下旬く

らいまでの状態です。ミルクにも汚染がありました。今はどうかというとヨウ素はないです。ヨウ素

は半減期というのがありまして８日間で下がる。今現在は１兆分というか１００兆分の１ぐらいしか

ありません。ということはその当時、１００兆ベクレルあっても１ベクレルもありませんので放射性

ヨウ素は、この環境中には福島から由来するものはありません。ただ、セシウム１３４と１３７とい

うものは半減期が１３４は２年、１３７は３０年ありますから、これがまだ残って、そして特に表層

に残ります。表層に育つものとしてキノコ。キノコは菌糸で育ちます。菌糸からセシウムが吸収され

てキノコの細胞に集まる。これはしばらくチェルノブイリもそうですけども残ります。ので、チタケ

もそういう状態になっているわけです。 

 

ただ、もう福島からはほとんど飛んでおりませんから、今福島から３月の中旬から下旬に飛んでき

たものがこの環境中に残っているという状況です。これは文科省が作ったセシウムの分布図です。栃

木県はどこか、これです。まさしくこの辺が日光ですので、日光、那須塩原というところがどうして

も風の流れとたまたま雨が降ったということもあってこういう分布をしています。ここに今私たちは

いるということです。でこの辺が千葉県柏。 

 

今日資料の中に赤い紙とブルーの紙があります。後のディスカッションでも使うのですけども、皆

さん今日１５０人いらっしゃるのですけど、皆さんの気持ちを聞きたいと思って赤とブルーで意思表

示をして欲しいので、こういうカードを作りました。今お話ししたことも含めて放射能なんてほんと

は聞きたくなかったけども、さんざん聞いてきました。あなた自身、放射能を怖いと感じますか？と

いう問いで、Ａ、はいの人は赤い色。Ｂ、いいえの人はブルー、Ｃ、どうちらでもないひとは上げな

くていいです。ということでＡ、Ｂ、Ｃとりあえず意思表示しましょう。怖いと思う人。いいえとい

う人はいない。ゼロですか。誰もいない。あと、上げてない方がＣになりますね。どうもありがとう

ございました。これ地域差がありまして、４月くらいから今まで私、講演してきました。東京でもや

ってもだいたいＡが多く 99.9％です。で、Ｂをあげる人はここにいたらみんなから白い目で見られ

ます。あいつ一体何だろう！おかしいやつだろうと。でもこの一年くらい経ちますと東京とか埼玉く

らいになりますと、２割か３割はＢを上げるんです。落ち着いてきた。でもここはまだまだ真っ赤で

す。怒っているんですよね。こんなに苦しい思いをしてきたんだということです。これから日光市と

して何をするかということが私は重要だと思います。 



私自身はですね、自治医科大学で何もこういう原子力のことではなくて、医療で放射線を使うため

にどうしたらいいのかということを普段やっている立場です。２２年前に医療放射線連絡会議を作っ

て、全国でいろんなところで病院で放射線を安全に使うためにどうしたらいいか、患者さん獣医さん

を含めて行っているのが日常の活動です。放射線というのは私たちの係わり合いという点では病院で

使うレントゲン。レントゲンとは１８９５年、レントゲンという方が、Ｘ線を発見して始まるわけで

す。ただ残念なことにＸ線、放射線という言葉が人類初めて使う時代ですから、放射線の影響はよく

理解できなかった。写真は撮れる。すばらしい。体の中が覗ける。こんなすばらしいものはないとい

うことで一生懸命使ったんですけれども、使う人とか使う技術者に放射線障害が起こりました。これ

は困ったということで、じゃこれをどうやって克服しようか、または亡くなった方に対してはこうい

うことが二度と起きないようにということで、この人たちのお名前を刻んだ碑がこれです。４５０人

います。日本人もこのなかに２６名入っています。そして何とかしようということで１９２０年くら

いから放射線を安全に使うためのルール、規制ができました。そしてだんだん整備されていって、こ

のような、ちょっとグロテスクですけど鉛で作った鎧ですね。こんなものまで被って一生懸命放射線

を人のために使ってきました。そして医療では、これなんだかわかります？ＣＴ装置です。トンネル

の中、ドーナツの中にベッドごと入ってくというものです。このような格好をしてＣＴで撮ると体の

中がよくわかる。精密に解る。解剖の所見、図のように自分の体がこのようにわかるということでよ

く使われています。この会場でＣＴ検査をすでに受けたことのある人、ブルーのカードを上げてくだ

さい。え？こんなにいます？ずいぶんいますね。ありがとうございます。じゃあ、そのときにＣＴ検

査受けたときに放射線って怖いと思いました？怖いと思う人は赤い上げてください。一人、二人・・・

ですね。あんまりいなかったですよね。でも今は怖いと思っています。３月１１日前までは当たり前、

だってＣＴ検査してくれないのは、あそこはヤブ医者じゃないかというくらいですね。体がなんか不

安だったけれど、ＣＴ検査で初めて安心して帰るというそういう時代でした。このときに放射線を使

います。どのくらい放射線を受けるかというと、患者さん１検査あたり３～６ミリシーベルト。ミリ

っていうと初めて聞くのでマイクロに直しますと、３０００マイクロから１０００００マイクロシー

ベルト。すごく高いです。え？０．２３マイクロシーベルトがなんとかと言ってるのに、先ほど手を

上げた方は３０００マイクロシーベルトから１００００マイクロシーベルトの被ばくをもう受けま

した。でもこのＣＴ検査を受けることによって私たちの健康のために、次のステップとしての治療と

いうことがわかるわけですからやはり必要な検査です。 

 

ペットという言葉は聞いたことあると思います。ぺット検診。これ放射性物質、放射能なんです。

病院でこれから放射能投与しますというとたぶん患者さん逃げちゃいますけど、病院ではそういうこ

と言いません。放射性物質ともいいません。これからお薬を打ちまして検査しますよということをお

話しするんですけれど、このお薬はペットで使うときにはポジトニングエミッション、ポジトニエミ

ッター、Ｆ１８という放射性物質をだいたい２億ベクレル、投与して検査します。そうすることによ

って早期のがんがわかります。赤くなっているところに放射性物質が集まっています。今頭が真っ赤

ですね、膀胱も真っ赤。なぜかというと膀胱は投与したものはみんなここに尿として集まります。だ

から真っ赤なのは当たり前です。頭も真っ赤です。頭はなぜかというと人間一番エネルギー使ってい

るのはぼーっとしてても頭なんです。だから頭にいっぱいエネルギー使います。でも、がんというの

はですね、正常細胞よりもお腹が空くんです。がん細胞というのは増殖細胞ですからどんどんエネル



ギー吸収するので、がん細胞は薬を投与するとこのように赤くなる。ということで、ここにがん細胞

があるんだということで早期発見ができます。ぺット検診というのは自治医大でもやっていますけれ

ど、もうペット検診受けたことがあるという人、さすが少ない。あ、一人いらっしゃる、二人いらっ

しゃる、数人いますね。結構お金かかるんですね。１０万円前後かかったと思います。でもこういう

ことでがんが早期にわかるということで今けっこうやられています。 

 

次、もう一つ紙を使っていただきますけれど、今、放射線放射能の話を少ししました。ここで今度

はどう思いますかということなんですけれども、ＡとＢ２つ分けまして、世の中いろんな例えがあり

ます。毒である。私結構お酒が好きなんですけど、お酒は毒だと思う人もいるし、お酒って毎日１合

以下、１合前後なら循環器の疾患にいい。長生きもするし、あとは職場でみんなでたまに飲めば飲み

にケーションというのか、人のコミュニケーションができるから社会にとってもまぁ必要じゃないの、

うまくほどほどに使えば毒にもなるけども薬にもなる。といういろんな例えがあります。そこで放射

線というものがＡかＢかということで、Ａ赤色。Ｂ青色。あげてください。毒にもなるけど薬にもな

る。どうもありがとうございました。青の方が８割近くになりました。これはわたしは今日安心です。 

 

やはり私たちは今、この放射線と向き合わなくちゃいけないんですけれども、今こうやって講習、

講義を受ける。いろんなセミナーとかシンポジウムに出る、やはりこのものに対して理解して対応し

ようかということなんですね。すべて教育もそうですけれど、きちっと利用すれば何らかのメリット、

当然デメリットもあります。今、私これクスリといいました。病院では必ず患者さんにクスリを最後

渡します。渡さないとやっぱり不審に思います。なんで来たんだろうって。じゃぁクスリってそんな

に大切かというと、頭の体操ですが、薬をカタカナで書いてみてください。頭でですよ。頭の中で。

「クスリ」書きました？じゃ、それちょっとひっくり返してください。「リスク」。リスクのないクス

リはありません。たしかに頭が痛いとか熱が出て薬を飲みます。熱が下がります。でも、眠気がさす

とか、ちょっと胃が壊れるとかそういう多少の副作用があります。ですからそういう私たちはリスク

がないリスクゼロを求めます。希望としてはリスクゼロです。でもリスクゼロの世界はありません。

じゃあそのリスクをいかに少なくするかというのが工夫であるし教育だと思います。 

 

放射線もまさしくその一つだと思っています。で今回福島原発についての放射性物質です。事前質

問の中にもあったのですけれども、なぜ今セシウムだけなの。他にもないのっていう話ですけども、

どのくらい環境中に出たかというと、放射線の種類、核種といいますが２５核種出ています。ただそ

の２５核種のうち一番多いのはキセノンという希ガスです。空気の中に薄まってしまうので、いっぱ

い出ましたけれど世界中にいってしまいました。だから今薄まってしまっています。ゼロではないの

ですけども世界中で薄まってあります。ヨウ素はその次多かった核種です。ヨウ素１３７。これは半

減期８日ですから８日経つと半分。８０日で１０００分の１。ということでどんどん減衰して今は１

年半経ちましたからもうありません。残っているのはセシウムの１３４、１３７。これが半減期２年

と３０年。これが環境中に出た放出量は、ヨウ素の１０分の１です。ですから最初の３月下旬までは

あまり話題にならなかったのは、やはり一桁高いヨウ素のほうが話題になるし、甲状腺に摂取される

ということで危険性も高いということで話題になりました。 

今 



環境中にヨウ素がなくなったので、このセシウムが残っています。ストロンチウムはどうかという

ことが時々話題にもなりますけども、ストロンチウム９０は環境に出た放出量がセシウムの１００分

の１です。そのうちこの陸地側にではなくて、今汚水の中にあります。または汚水はチョロチョロ流

したので海にも多少行っていますので陸地のほうには極々微量なので、今セシウムを抑えることため

の対応をしています。当然プルトニウムも出ましたけど、プルトニウムはこれぐらいの量ですからほ

とんど無視できるレベルです。今プルトニウムを環境中で計りましても、昔、核実験でやったプルト

ニウムとほとんど差がないので福島産なのかアメリカ産なのかソ連産なのか、ちょっとその辺わから

なくなるくらいのレベルです。 

 

今日、私の副題として、栃木県の健康影響はどうかということで、栃木県が昨年の１０月に放射線

の健康影響に関する有識者会議というのを作りまして、私もそのメンバーでもありました。今年の６

月に報告書をまとめまして県知事に渡してあります。そのことを含めてちょっとお話しします。 

 

どのくらい被爆をしたかということで県内３０００人の小学校、中学生のお子さんに個人線量計、 

被ばくを計る線量計を２ヶ月間つけていただいて計りました。そしてその結果です。日光市のところ

ピンクにしました。３６４人の方に付けていただいた結果、最大０．２ミリシーベルトが４名いたと

いうのが、この日光市の状況です。やはり一番高いのが那須塩原市です。私は下野というところにい

るんですけれど、ほとんど被ばくしてないというとこで、やはり同じ県でも県北と県南では差がある

のはこれは事実です。そして分布はこうで小学校、中学校、幼稚園でもあまり大きな差というのは出

ておりません。それからあと、内部被爆。食品にどうなるのか、私の次のお話しもそれに関係します

けども、学校給食でどうかということで、陰膳方式で６０の施設を測定いたしました。６０施設の給

食からはすべてセシウムがキログラムあたり１ベクレル以下でした。ということは今学校給食には放

射性物質は１ベクレルを超えるものはないということです。カリウムというのは２０～６０ベクレル

ありました。これは天然中にある放射性物質でこれはキログラムあたり２０～６０ベクレルあります。

これはみなさんも今現在持っています。 

 

あとやはり実際体内中に放射性物質があるのかどうか不安ということで、一番被ばくの高い那須塩

原市の金沢小学校のお子さんたちに協力をいただいて、ホールボディカウンターを計りました。この

件についてもすべて検出限界以下ということで、県の会議としては内部被ばくについても食品からに

ついても優位なレベルではないということの結果です。 

 

そしてこれは福島コープという生協ですけれども、ここでも各家庭の陰膳方式をやりました。これ

は１２～１３の家庭ですけども、その後１００施設やりました。すべて１０ベクレル超えているとこ

ろはありません。特にコープの方々は半分福島産を食べています。という点でいくと、今私たちが食

べているものはほとんど放射性物質がないという現状です。今回この報告書のまとめとしては内部被

ばくについては、ほとんどない。放射線ヨウ素についても３月中旬から４月上旬までのスピーディー

等の評価をしても福島県でも最大子どもで４０いくつです。５０ミリシーベルトを超えない限りは放

射性安定ヨウ素を投与しませんので、その一桁少ない５ミリを超えてないということで甲状腺に関す

る対応も問題ない。外部被ばくについても５ミリシーベルトを超えることは那須塩原の地域も含めて



ないであろうということがまとめです。 

 

そして、これは私のデータですけれども、日光市民の方はだいたい０．５～２ミリシーベルトくら

いこの１年間で内部被ばく、外部被ばくあわせて受けています。多少地域によって違いますが、この

くらいの被ばくをこの１年受けたということをご理解ください。 

 

これは福島県ですけれど、いわゆる一番汚染の高いところの１５０００人の方々です。１ミリシー

ベルト未満の方が５７％ですけども、５ミリ未満の方が４１％、ただ１５ミリ以上の方の４２名おり

ました。そういう点では少し高い。ただ福島県の２０２万人のうち、この圏外にいる方々はどうかと

いうと、すべて５ミリシーベルト以下です。ですから福島県の２００万人の方々がこの１年間で５ミ

リを超えてない。当然栃木県も合わせて５ミリを超えてないというのが状況です。 

 

じゃぁほとんどこの福島県を含めてこの原発事故でたいした被ばくはないのかということですが、

内部被ばくについてもすでに４００００人近い方を福島県で検査しています。その結果ほとんどの方、

９９．９％が１ミリシーベルト以下で、数名２ミリ３ミリという方がおりました。これはまだ継続中

です。じゃあほとんどないかということですけれども、原子炉のサイトの中のピンクの柱。あそこで

作業している従業員はどうか、あそこで被爆しているだろうということで、従業員何人いるかという

と延べ２１０００人ほどいます。その人たちのデータです。２５０を超えないようにと国が定めまし

たが、２５０を超えた方が６名います。２５０以下の方が３００名。最大６７８という方がいます。

これがこの福島原発で人が受けた最大の線量です。この方々について将来影響があるかないかという

こともフォローしていきますが、たぶんこの２１０００人の中からも特に大きな放射線影響は生まれ

てこないだろうというのが予想です。 

 

それからあと、今回緊急時の被ばくという形で今まで皆さん方が受けてきたわけですけれど、今現

在は収束期に向かっています。こういうときに被ばくというのは、国では２０から１というバウンド

の中で２０からスタートして、長期的には１ミリに近づけようというので今動いています。ここで事

故当時の被爆というのと、それから収束期または回復期に向かうときの被ばくというのは被ばくのカ

テゴリーがあります。緊急時の場合は緊急時被ばくという特別な被ばく体験なのですけれども、現在

の収束期の場合はもうそこにある被ばくという認識をします。自然環境で作った放射線もあるし、ま

たは６０年前に核実験でホールアウトして、この地球を汚染してしまった放射線、これも現存として

ある。ですからその現存の被ばくにどう対応するかというのがこれからの私たちの課題です。では、

現存被ばくとして一番多いのは何かというと自然環境から受ける放射線、これが一番多いんです。私

たち今地球上には７０億の人が住んでいる、でその７０億の方々は１年間に１から１０ミリシーベル

トの被ばくの中で生活しています。１０００マイクロから１００００マイクロシーベルトの被ばくの

中で私たちは生活しています。世界の平均はというと年間２．４ミリシーベルト。２４００マイクロ

シーベルトで誰でもが元気に暮らしています。その内訳が宇宙から。これ外部被ばくですね。この空

気中にも環境中の放射性物質があります、これも外部被ばくです。自然環境中にラドントロン、よく

ラドン温泉とかトロン温泉といいますが、まさしく天然中にあるもので、そういうものがこの空気中

の中にありますから、絶えず吸っています。これを吸わないでいる方法はありません。空気のラドン



をとめようと思ったら、３分くらいで私たちは死んでしまします。世界の平均で空気から吸うのは日

本の場合ちょっと少ないです。ラドントロンが少ない。ただ食品からちょっと多いポロニウムを入れ

ましたが、平均すると世界の平均と日本の平均あまり変わりません。２．２ミリシーベルト、２．１

という方もいます。これが私たち誰でもが日常受けている被ばくです。 

 

ただそこに今回福島原発から変なものが飛んできた。これがのっかるわけです。どのくらいかとい

うと食品からだいたい０．０５ミリシーベルト、この１年間で平均関東の方々は受けました。ですか

ら通常２．１ミリシーベルトの被爆の中で私たちは生活できた。そこに福島から変なものが飛んでき

てそれの食品から０．０５ミリシーベルトが追加されてしまったというのがこの一年の状況です。 

 

食べものには放射性物質が、いっぱいありまして私６０キロの体重なんですけどカリウム４０が４

０００ベクレル。炭素１４が２５００ベクレルということで誰でもがみなさん持っております。私自

身７０００ベクレルから８０００ベクレルあります。ですから今日１５０人いますから１５０×８０

００ベクレル、もう放射能の塊です。そういう状況があります。ただそこに福島から由来してきたも

のも少しあるということを考えていただきたいと思います。 

 

これはホールボディカウンターで計るとカリウムがよくわかるし、炭素１４というのはこれはデー

タ測定として考古学上非常に重要なアイストールになっています。今日ちょっとお休みだからお父さ

んがんばって刺身を食べようと思っても、お刺身の中にはカリウム４０が１００ベクレルあります。

それから炭素１４が５０ベクレルあります。１５０ベクレル、１キロ食べればあります。でもここで、

キログラムということを忘れて１００ベクレル、１００ベクレルというんです。お米１００ベクレル

と先ほどチタケ１００ベクレル。同じですけども１キロチタケ食べます？、誰も食べないですよね、

だからそこでどのくらい摂取したかという摂取量を考えると、これからもうちょっと落ち着くのかな

と思っています。 

 

これは１００ベクレルのものを食べたらどのくらい体の中にあって被ばくをするのかなという説

明です。セシウム１３４と１３７が両方あります。合計すると０．００１６ですから１００ベクレル

摂取すると私たちは０．００１６ミリシーベルトを受けるんだということと、プラス、カリウム４０

という天然中にあるものを絶えず食べておりますから年間０．２ミリシーベルトの被ばくを絶えず受

けているということを理解していただきたいと思います。牛も同じです。それから山菜もやはりある

と思います。山菜とかキノコというのは、確かに１００ベクレル２００ベクレルあるんです。でもコ

ゴミとかゼンマイとかワラビとかキロ食べないですよね、せいぜい１００グラム。それも１回か２回

です。私は食文化として食べます。山へ行って、もしこれからマツタケなんかも偶然見つかったら、

そりゃ持って帰って食べます。 

 

そういうレベルでトータルとしてどのくらい摂取したらいいのかということで、私はこういうグラ

フを作りました。１ミリシーベルトというのを今目標にしています。じゃ１ミリシーベルト食べるに

はセシウムを何ベクレル食べたら私たちは１ミリシーベルトに達するのか。成人ですとだいたい２０

０００ベクレル、３００００万ベクレル食べないと１ミリシーベルトに達しません。お子さんは心配



です。やはり半分くらい、１／３くらいになります。こういう状況ですから時々１００ベクレル近い

ものを食べてしまって不安だといいますけれど、お子さんの場合ですと６０００ベクレル、８０００

ベクレル食べて１ミリシーベルトなるということも理解していただくとその影響がわかるし、あと影

響を少なくするために、食べ物という点ではカリウムをいっぱい含んだ食べ物を食べるとセシウムと

同じ性質をしていますから、ブロック剤になります。だからといって大豆とかリンゴとか食べたらい

いよと言うと、もう明日から大豆とリンゴしか食べない。これもダメなんです。バランス良く食べる。

で、ビタミン。これは免疫を高めますので当然セシウムの排泄も良くなります。果物、野菜これも非

常に重要です。バランスいい食事をとることです。ですから普段の日常の食品を食べてればいいのか

なと思います。緊急時の場合は行政、国が制限しました。でも今は私たち市民が自分たちが住民が選

択をするんです。どちらを選ぶか、どちらを選択するか、このものを食べるか食べないか。そのため

にどういう情報が必要かということが重要だと思います。 

 

最後に健康への影響なんですけれど、人への影響というのは、100年使ってるわけですけども、外

部被ばくと内部被ばくどちらが怖いかというのは被ばくの形態が違うだけで影響は同じです。シーベ

ルトに直しますと、細胞に対する影響ですから外部だろうと内部だろうと細胞がどのくらい放射線を

受けたか、もっと明確に言うとＤＮＡがどれだけ損傷したかということがポイントですから、外から

受けようが中から受けようがそれは変わらない。今ＤＮＡに放射線が当たりました。そうするとどん

な影響が出るか、ＤＮＡは紫外線も含めて、だいたい今私たちも２万個、５万個ぐらいが壊されてい

ます。でもこうして修復して生きていられる。自然の修復機能を持っておりますから回復してくれま

す。ただ大量に放射線を受けると回復できないので、細胞死ということで組織が壊れる。ちょっとや

っかいなのは、死なないで、完全に修復もしない突然変異、この細胞が将来がんになるのではないか

ということで、放射線を受けるとがんになるとよく言われます。ただこの件については、お子さんそ

れから妊娠している、妊娠しようという方もいらっしゃると思います。胎児に対しても１００ミリシ

ーベルト以下が胎児が放射線を受けないと胎児に対する放射線の影響はありません。これはもう２０

年くらい前から国際的に勧告されております。それから人のデータという点では広島、長崎のデータ

がやはり人間の質のボリュームから言っても多いです。遺伝的な影響については今まで４回調査しま

したけどもありませんでした。それから、がんになることについてはやはり正常な細胞に放射線があ

たるとゲノムが不安定になってそれは修復をしてくれると正常な細胞に戻りますけども、誤修復がお

きて突然変異細胞が将来がんになる。ただ、がんになる過程において５年１０年先ですからその間に

そういう変な細胞は自ら死を選ぶか免疫によって消えていくという機能を私たちは持っています。こ

れが私たちが生きている理由です。 

 

そして広島、長崎については、がんについてはこのような１５０、２００ミリシーベルトくらいか

らちょっとあがっているし、白血病についてもだいたい同じような感じです。ただ本当に放射線でが

んが増加するかしないかといえば、１００ミリシーベルトで０．５％がんが増加する、といってもそ

もそも県単位のレベルでも１０％の変動があります。ここに０．５％のがんが増えるか増えないかわ

からないので、わからないから危険ではないかといわれますが、これは基本的に１０％の変動がある

ところで、０．０５％の変動をどうやってみつけるのかとういのは無理です。でどうするかというこ

とをいろいろと議論するし、あとは他の有害ながんをつくるための生活環境によってがんはいろんな



要因があります。特にタバコまたはお酒についても毎日３合以上毎日飲む大酒飲み。これは大変がん

をつくります。この危険な行為と放射線とを比較すると、だいたい１０００ミリシーベルトとタバコ

のみと同じくらいのリスクを持っています。痩せすぎとか肥満が２００～５０で、運動不足、野菜不

足、塩分過剰が１００～２００ということです。 

 

今私たちはやっぱり放射能ベクレルとものすごく怖いんですけれども、もっと健康ということをき

ちんと考える、日本の将来のことを考えれば、将来子供がタバコを吸うような悪い習慣をつけさせな

い、大酒飲みにならない、運動して規則正しい生活をしてバランスのいい野菜をいっぱい食べて食事

をする。これのほうがはるかに将来子供が健康でがんにならない、ということを理解していただけれ

ばと思います。子供をタバコを吸う人のそばに置くということはだいたい１００ミリシーベルトと同

じなんです。間接喫煙は１００ミリシーベルトとくらいです。そのくらいのレベルであるということ

も考えて環境、放射線だけではないということです。 

 

がん因子についてはタバコと食事、運動不足というのがあります。放射線と書いてあるのは自然環

境中の放射線のことをいいまして、だいたい数ミリシーベルトくらいの影響がこのくらいのレベルで

すので、今現在福島から飛んでくる放射線の量というのはこれ以下ですから、トータルからするとタ

バコ、食事、日常生活、これが非常に重要だと思います。 

 

これは昔の方、私は１９６０年には小学校でしたから１９６２、３年の方みんな日本人はセシウム

を５００ベクレルみんな持っていました、というデータです。ですから初めての体験じゃないのです。

ここにいらっしゃる方だいたいそうですね。2回目なんです。１９６０年代に５００ベクレルを核実

験から私たちは受けました。そして現在２回目、セシウムが福島から飛んできてしまった。あとチェ

ルノブイリもちょっとありますけどね。 

 

あとは放射線の影響というのは一番地強いのは心理的な影響です。こちらのほうが強いです。福島

もまさしく今心理的な影響ということで、福島の原発に伴う放射線の影響の対応ということを中心軸

に行っています。 

 

まとめです。私たち国民は医療被ばく、病院で検査を受ける被ばくが３．８あります。そこに自然

から１．５、昔は１．５、今２．１ですけれどそこにプラスこれで合計５．３なんですけど、ここに

今回福島原発から人によっては０．１のかたもいるし５ミリという方もいます。これは上乗せしたと

いうことを理解していただきたい。 

 

そして今星野さんが行っていますけれども、宇宙という場所はとんでもないところで、１日１ミリ、

一日１０００マイクロシーベルトの被ばくする場所です。でまた行きたい。半年も生活してにこにこ

しているというとこなんです。なぜ行きたいか、やはり宇宙が好きなんでしょうね。それからちょっ

とこれ今年の２月にですね、宇宙のことでこの人は女性の宇宙飛行士でしたけど彼女から依頼されて

これから宇宙に１年間、火星に行くとその間に放射線にあたって死んじゃうからなんか放射線防護食

作れない？ということで、今女子栄養大の副学長の人香川先生と一緒に共同で放射線に強い食事はな



いかなと研究しています。結論は何か。野菜です。ヨウ素をいっぱい食べればがんになりにくいとだ

けだった。 

 

最後に先ほど手をあげてもらいましたが、もう一度、これ小学校の方今知っています。ＡＢＣ当て

っこです。ＡＢは食材です。Ａわかる人。これは３月１２日前のものです。福島とはまったく無縁で

す。Ａは何でしょう？ほうれん草です。ほうれん草中の天然中の放射性物質を画像で撮ったものです。

Ｂ。これ強烈ですね。これわかる人は少ない。１キログラムあたり２０００ベクレルあります。なに

かというと小学生も知っているよね？見た？知らない？副読本というのが今文科省で配っています。

干し昆布。最後Ｃ。建材です。御影石。よくお墓かなんかに使われています。あれはけっこう放射性

物質いっぱい入っていますので、お墓はやっぱり測定器持っていくと結構高いのがわかります。 

ということで、昨年も日光に来て紅葉を楽しみましたけども、風評被害がもう収まってですね、ヒ

メマスも食べられるようになることを祈って、どうもご清聴いただきました。ありがとうございまし

た。 


