
　2015 年 1 月
25 日 信 濃 町 教
会 で、 原 発 体 制
を問うキリスト
者ネットワーク
(CNFE） 主 催 の
公 開 講 演 会『 被
曝の影響はここ
ま で？！』 が 開
催 さ れ た。 講 師

は松崎道幸氏（旭川北医院院長）。参加者は 75 人
程で、30 冊用意したご著書は完売だった。当日は、
目白の大カテドラルで、映画「圧殺の海」の上映会
も行われていて、どちらに参加するか迷った方も多
かったようだ。
　さて以下が、私がとった講演メモだが、遅れてく
る人の多い会で、受付をしながら、また著書の販売
もしながらのメモであり、不正確な部分もあるだろ
うし、重要な部分を聞き逃しているかもしれない。
それでも、僕にはずいぶん感動的で分かりやすかっ
た。
　なお、松崎医師が当日用いた資料は <http://
yahoo.jp/box/eHDFH3> からダウンロードするこ
とを松崎医師が許可して下さっているので、この講
演メモに書いてあることのデータ資料として、また
更なる学びに是非活用されたい。

【講演メモ】
　外部被曝のデータはあるが、内部被曝はデータが
ないから正確なことはわからず、予想にすぎない。
チェルノブイリでも、子どもに甲状腺癌が増えるの
は想定外だった。慌てて調べ、スクリーニングのせ
いではないとわかった。
　100 ミリ以下だから安全だとか、海藻を食べてい

るから安心だとか、何年も経てなきゃ出るわけがな
いとか、チェルノブイリより被曝量が少ないのだと
か、そういうのはきちんと調べるとそうではない。
福島の甲状腺癌は自然発生とは違う。若者の比率が
高すぎるし、男女の比率が合わない。自然発生な
ら女性が多く、10 代の女性は男性の約 5 倍かかり
やすいが、放射線被曝なら差が少なくなる。福島
では 4 ～ 14 歳が 1.6 倍、15 ～ 18 歳が 1.1 倍であ
り、被曝の影響なのではないかと考えられる。子
どもの甲状腺癌は、被曝から 1 年以上経つと増え
始めるという、最短潜伏期間の研究成果が出てき
た（アメリカ政府の見解）。問題は来年以降増える
かどうか。チェルノブイリでは、甲状腺被ばく線量
が 100mSv 以下でも甲状腺癌が、発症例 577 の半
数以上の 51.3％を占めている。甲状腺癌は手術す
れば命を落とすことはほぼなかったが、3 人に 1 人
程再発した。大きなしこりがあった人、小さいうち
にわかった人は再発しやすい。手術の範囲が小さい
と、再発してしまう。早期発見、早期手術が最も良い。
被曝で鼻血は出るのか、が問題になっている。セシ
ウムボールは、γ線とβ線もでる。それは触ると火
傷する。そのβ線がチラッと出る。これが鼻に入る
と鼻血が出ることもあるだろう。血小板がダメにな
るような被曝量じゃないと。でも鼻に放射性微粒子
がついたらどうなるか？それはわからない。セシウ
ムボール、放射性微粒子が入ったのだろうと想像で
きる。
　遺伝子損傷の影響の全貌が分かるのは、100 ～
200 年後で、殆ど孫（第二世代）以降の数世代に発
現する。ICRP・日本政府は、放射線被ばくの健康
影響を一桁近く少なく見積もっている疑いが強い。

　原爆被ばく者追跡調査によれば、1,000mSv の外
部被ばくをするとガン死が 50% 増加すると政府・
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放射研が言っている。しかし、被ばく者がずいぶん
死んでしまった 5 年後の 1950 年から追跡が始まっ
たことなど、データとして欠点があり、過小評価さ
れている可能性が高い。実は 10 倍ぐらい違うので
はないかと思われる。そもそも内部被曝はカウント
されていない。このデータが間違っているなら、避
難基準も食品基準もすべてこれに基づいているの
で、現行の被ばく防護の根本が崩れる。原発労働
者の追跡調査では、10mSv 被曝で 3% 増えていた。
そうなると、これまでの結果とは違うのではないか。
医療被ばくでも、100mSv 以下で有意にガンが増え
るという報告が相次いでいる。白血病の増え方は、
少々の被ばくでも 1mSv 毎にリスクが 12％ずつ増
加することが分かっている。そのようにわかってき
た最新データを、政府も御用学者も無視している。
福島の放射線被ばく量を少なく見せるために、内部
被曝はなかったことにして、モニタリングポストの
周りを掃除して減らしている。ポストとは別に測っ
たら 2 倍のカウントになった。それが実測値では
ないか。こうして被ばく量が少なくて済んでいるよ
うに評価している。実際の被ばく量は個人線量計で
測っている。しかしこれは胸につけるが、24 時間
365 日でやれるのだろうか。しかも、身体が受け
ている線量の 10％程度しか測れないと考えられる。
また、これをつけて動くのがスタンダードになると、
自己責任にされる。そして内部被曝は計れない。
　今は、政府は毎日 110bq 食べて良いとしてい
る。事故前の基準は、0.02bq しか食べていなかっ
たし、3.11 以前は米
は 0.05bq 以下であっ
たが、今は 100bq ま
では売って良いとし
て 2,000 倍 に 増 え て
いる。パンダジェフス
キーさんの子どもの解
剖調査は信頼がある。
体 に 3,000bq 溜 ま る
と影響が出るようだ。
毎日 10bq 食べるとど
んどん一年で溜まって
しまう。基準を緩める
意味がわからない。

　官庁統計でこの 2 年間ほどで目立つのは、福島
で心筋梗塞がグッと増えている。第 2 位は鳥取県
だった。脳梗塞はやや増えているというほど。先天
異常はやや増え気味である。周産期死亡は、福島だ
けは減らずちょっと増えている。国民平均は下がっ
てきているのに。若い人の突然死はデータ化が難し
い。チェルノブイリの時は 10 年で、呼吸器疾患は
100 倍に増えた。子どもの腫瘍性疾患はやはり激増
した。福島も 10 年後に 100 倍の可能性もある。い
ずれにしても調査をしてみないと本当のことは分か
らない。
　医療被曝はγ線が突き抜けるが、外被曝は全ての
線が降り注ぐ。どうなるのかわからない。今年の 1
月 18 日に作業員が 3 つの癌になったという記事が
あった。鉛ベストではγ線を防げない。γ線を 10
分の 1 に弱めるには、水ならば 40cm、コンクリー
トならば 27cm、鉛ベストならば 4c ｍの厚みが必
要で何十キロの重量が必要で事実上無理である。だ
からγ線に対しては丸裸であるのと同じ。
　福島に住み続けるとどれだけ浴びるかという試
算があり、今後 50 年間で、浜通りには 125mSV
の地域もあり、中通りの福島市や郡山市でも 20 ～
50mSvに達する。平地を除染してもダム湖に溜まっ
たものが流れてきたり、山林が除染できなくてそれ
がまた来るから、何度も除染してもまた増える。山
地に降り積もったものが海に全部流れ出すまでは無
理だ。

【質問に答えて】
　子どもの嚢胞の意味
はまだ解明されていな
い。ヨウドが配られる
までに被曝するのじゃ
ないかについてはそう
かもしれない。錠剤を
持っていたらいいの
か、赤ちゃんはシロッ
プにするのか、なども
解決していない。
　モニタリングポスト
の下をコンクリートで

固めたりして、低く出るようになっている。矢ケ崎
先生の調べた下に何も埋められてないところは倍の



数値になる。
　アスベストで中皮腫というのは一対一対応だけ
ど、放射線被ばくは複雑で証明しにくい。そこが難
しさ。
　食品の基準値は、福
島の事故後は一桁二桁
緩んだ。福島の産物を
食べなければ飢えると
いうので無ければ、食
べないほうがいいだろ
うと私は思う。福島の
農業が潰れるという論
議があるが、それは別
の課題として対策を考
えるしかないのではな
いか。
今、誰もが出来ることはマスクをすること、危険な
食品を避けることだろう。普通のマスクでも、セシ
ウムボールは結構防げる。
　保養は意味がある。環境の改善で被曝が改善され
ることはある。しかし政府によって避難させるのは、

人間関係をズタズタにする可能性があるので慎重で
あるべき。逆差別が起きないように、集団で動くこ
とは効果がある。

最新の科学的な見地
から、政策を作り進め
るべきだという世論
を巻き起こすしかな
いのではないだろう
か。
　医師は今までの常
識にとらわれがちだ
から、「そうだねぇ、
心配だよね」と言って
くれる医師には相談
できるだろう。毎年新
しい病気は発見され

ているのだから、被ばくの影響もどんどん常識が変
わるものだ。その医者が信用できるかどうかは、最
新の論文発表を大事にして読んでいるか、というこ
とではないか。




