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スピーカー

趣旨

東京電力福島第一原発の事故は、子どもたちを含む多くの被災者、原発労働者そして全国の人々の健康に
どのような影響を与えているのか。福島における健康管理対策の現状はどうなっているのか。事故後の経過の
中から、私たちが学ぶべき教訓は何か。健康対策と被害の予防のために、今後どのような措置がとられるべき
か。その中で医療者が果たすべき役割は何か。
１９８５年にノーベル平和賞を受賞した国際組織「核戦争防止国際医師会議（ＩＰＰＮＷ）」の世界大会が８月２４
～２６日に広島で開催されるのに合わせて開催されるこのシンポジウムでは、同会議の医学者らを討論者に交
えて、国際的な視点からこれまでの教訓と今後の課題を議論します。

■日時：　2012年8月27日（月）　18:15～20:30 

■会場：　日比谷コンベンションセンター（大ホール）

■web: 　http://fukushimasymposium.wordpress.com/

■共催団体：
核戦争防止国際医師会議　（IPPNW）　ドイツ支部
戦争防止医療協会　（IPPNW　オーストラリア支部）
平和と発展をめざすインド医師連盟　（IPPNW　インド支部）
社会的責任のための医師の会　（IPPNW米国支部）
メダクト　（IPPNW　イギリス支部）
社会的責任を負う医師団　（IPPNW　スイス支部）

■協力団体：
グリーン・アクション
国際環境NGO グリーンピース・ジャパン
ピースボート
反核医師の会

■賛同のお願い：
本シンポジウムを成功させるために、賛同金（個人、団体とも
一口１万円）をお願いします。
賛同人、賛同団体のお名前は、原則としてホームページ上で
公開させていただきます。

振込先：
郵便振替口座：００１８０－３－１７７４５８
加入者名：ピースボート
例）※通信欄に「福島シンポジウム」とご記入ください

福島の原発事故と人々の健康 ～教訓と課題

概要

 崎山 比早子　（さきやま　ひさこ）
医学博士、元放射線医学総合研究所主任研究官､　元国会事故調
委員。高木学校は故高木仁三郎によって1998年に設立された、「市
民科学者」を育成するためのNGOである。市民科学者とは現代社会
の直面する環境、核、人権などの問題について、市民が抱く不安や
憂慮を共有し、市民の視線でものごとを考えることができ、地球市民
の時代にふさわしい国際性をもつ人。

 高岡 滋　　　（たかおか　しげる）
水俣協立病院、神経内科リハビリテーション協立クリニック(熊本県水
俣市)。1986年から水俣での医療に従事。1990年代より、現場の住
民のデータを元に、メチル水銀の健康影響を明らかにしてきた。
福島第1原発事故後、「環境汚染による健康影響評価の検討―水
俣病の拡大相似形としての原発事故」を著す。

 細川弘明　　（ほそかわ　こうめい）
京都精華大学（教授）、アジア太平洋資料センター（共同代表）、グリ
ーンピース・ジャパン（代表理事）。高木仁三郎市民科学基金
（理事）。福島市内などで放射線測定、除染テストなどの活動をおこ
なった。

 谷岡郁子　　（たにおか　くにこ）
参議院議員、至学館大学理事長・学長。福島第一原発の事故以降
、民主党原発ＰＴ事務局次長として被災者支援、事故原因の究明、
脱原発のための活動を続ける。今年６月には超党派で「子ども被災
者支援法」を成立させる。７月に大飯原発再稼働に抗議して
離党、女性議員４名で参議院会派「みどりの風」を結成。

アンジェリカ・クラウセン
核戦争防止国際医師会議（ＩＰＰＮＷ）ドイツ支部元代表。報告書「チ
ェルノブイリの健康影響」共著者。放射線の健康への影響に関する
活動に取り組んできた。

ピーター・カラモスコス
戦争防止医療協会（ＭＡＰＷ、ＩＰＰＮＷオーストラリア支部）財務役
員。放射線学者であり、オーストラリア放射線防護・原子力安全庁
（ＡＲＰＡＮＳＡ）の放射線健康委員会の市民代表。放射線の健康影
響および、医療目的の高濃縮ウランがもつ核拡散の危険性に詳し
い。

ジェフリー・パターソン
社会的責任のための医師の会（ＰＳＲ、ＩＰＰＮＷ米国支部）の次期代
表。ウィスコンシン大学で家族医療に取り組み、放射線と人々の健
康、原子力の持つ３大問題すなわち核拡散、汚染、コストに詳しい。

■司会
ティルマン・ラフ
IPPNW （核戦争防止国際医師会議。1985年にノーベル平和賞
受賞）理事
アイリーン・美緒子・スミス
グリーン・アクション代表

国際シンポジウム



講演者
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セッション１　現状の分析と報告



　　　国際シンホシ゚ヴム 
　　　福島の原発事故と人々の健康 〜教訓と課題〜 

高木学校、原子力教育を考える会
　　　　　　　　　　　　崎山比早子

日本における
低線量放射線のリスク評価

ー現状と課題ー



原子力発電と放射線

●原子力の安全性とは、
　つまるところ放射線の安全性に他ならない。
●現状を放置しておくと人々が
　僅かな放射線を恐れて、
　原子力の需要が進まず、
　エネルギー問題の観点から
　日本の前途が危うくなるおそれがある。

『一段と重要性が増した放射線教育』
放射線教育フォーラム　2003年 

文部科学省、電力会社の思惑



小学校児童用 中学校生徒用 高等学校生徒用

2011年11月に文部科学省から発行された
　　　　　放射線等に関する副読本



　　　　　　　　　　　　保護者、学校関係者の皆様へ東京電力株式
会社福島第一原子力発電所の事故により、
放射性物質が大量に発電所の外に放出されてしまいました。このよう
な特別の状況に国民一人一人が適切に対処していくため
には、まず、放射線等の基礎的な性質について理解を深めることが
重要であると考えます。
特に、この困難な事態を克服し、日本の将来を担わなければならない
子ども達においては、小学校・中学校・高等学校の各段階に応じて、
放射線や放射能、放射性物質について学び、自ら考え、
判断する力を育むことが大切であると考えます。そのため、文部科学
省では、この度、
学校教育における指導の一助として使用していただくため、
放射線等に関する副読本を作成しました。　（後略）

放射線等に関する副読本

平成二十三年十一月
文部科学大臣　中川　正春



はじめに

東北地方太平洋沖地震(マ ク ゙ニ チ ュ ー ト ゙9 )に よ っ て 東 京 電 力( 株 )
福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 て ゙事 故 か ゙起こり、
放 射 性 物 質(ヨウ素 、セシウムなと)゙か ゙大 気 中 や海中に放出されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中略）

東 日 本 の 一 部の地域てば、水道水の摂取や
一部の食品の摂取・出荷か制゙ 限されました。  
このようなことから、教育現場においても放射線への関心や 放射線による
人体への影響なとに゙ついての不安を抱く方かお゙ られると考え、
放射線についての生徒向けの副読本を作成する 

　　　　ここで福島の原発事故が述べられている他は本文中には
　一切事故には触れられていない。チェルノブイリ大惨事にも触れていない。

　　　　　　　非常時における放射性物質に対する防護
 原子力発電所や放射性物質を扱う施設なとの゙事 故 に よ り 、
放 射 性 物 質 か ゙風 に 乗 っ て 飛 ん て ゙来 る こ と も あります。



 ◎ 10 0 ミ リ シ ー ベ ル ト 以 下 の 低 い 放 
射 線 量 と 病気との関係については、明確な
証拠はな いことを理解できるようにする。
　　　　　　　　　　　（中略）
◎ が ん の 発 生 に は 、色 々 な 原 因 が 
あ る こ と を理解できるようにする。

　教師用、指導上の留意点



 

原爆被爆者の固形がん死の過剰相対リスク

 (Ozawa K. et al. Rad. Res.177, 229, 2012 より) 



低線量における線量あたりの
全固形がんの過剰相対リスク

 
 (Ozawa K. et al. Rad. Res.177, 229, 2012 より) 
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放射線による非がん性疾患の誘発

　●広島・長崎原爆被爆者生涯調査
　　線量に比例して増加する
　　　心臓血管系、呼吸器系、消化器系、
　　　泌尿器系

　●チェルノブイリ事故
　　事故処理者、避難住民、その子ども
　　　先天性異常、脳神経系
　　　免疫力の低下、内分泌疾患、
　　　心臓血管系、若年性老化



何故低線量放射線のリスクは
　　わからないとされるのか
　　　　　　あるいは
　わからない＝リスク無し
　　　　　とされるのか？
　　　　　それによって
　　利益を受けるのは誰か？



国会事故調で明らかにしたこと（1）

原子力部門のリスク＝原子炉の長期間停止
　　　　　　　自然災害のリスク
　　　　　　　　　　
　規制強化やプラントの長期停止のリスク
　として捉えており、シビアアクシデントの
　起因要因としてではない。

国会事故調報告書 5.3.1 東電資料より

放射線についても規制についても同様規制強化を嫌う

東電にとってのリスクとは？



・電事連がＩＣＲＰ委員を含む放射線専門家、

　原子力安全委員会に規制を緩めるよう働きか

　けを行い、成功している。（2007年勧告等に

　電力の主張が全て反映された）

•電気事業者連合（電事連）が放射線影響協会を
通してＩＣＲＰ委員の国際会議出席旅費を負担し
ている。

国会事故調で明らかにしたこと（2）

電事連の放射線被ばくリスクに関する働きかけ

国会事故調報告書 5.2.3 　電事連資料より



・　東電、武藤副社長：「悪い研究者に乗っ取られ
　　て悪い方向に向かわないように、研究の動向を
　　監視しておくこと。」
・　非がん性影響についても過度に厳しい放射線
　　防護要求とならないよう研究を進める
　　必要がある。
・　放射線影響が蓄積しないことがわかれば、
　　大幅な規制緩和が期待できる。

国会事故調で明らかにしたこと（3）
電事連の研究分野への働きかけ

国会事故調報告書 5.2.3 電事連資料より



国会事故調で明らかにしたこと（4）
学校再開20mSv問題

　　　　文部科学省が原子力安全委員会に
　　　　　学校の再開基準を問いあわせた。
　　　　　安全委員会は当初1mSv/yと解答
　　その後内部被ばくも考慮して10mSvを提案

 　　　20mSv（空間線量率3.8μSv/h） 　43校
 　　　10mSv（空間線量率1.9μSv/h）  414校
文科省はICRP2007年勧告に基づき1〜20mSvを
採用　　（放射線専門家の助言）　
文科省も放射線専門家も児童生徒の健康第一ではない



結論

放射線の健康リスクは発がんだけに限らない
100mSv以下の線量でも発がんのリスクはある
　　　理論的にも疫学調査でも証拠がある。

　　リスクがわからないことにされるのは、
　　　文科省、経産省、電力事業者等
　　　原子力発電を推進、
　　　維持したい力のためではないか？



原発事故に対する 
医療者の責任 

 

ｰ　水俣病の経験から　ｰ	

社会医療法人・芳和会	
神経内科リハビリテーション協立クリニック	

高岡　滋	



水俣病（魚を介したメチル水銀中毒）　
1956年5月1日公式確認　　 

水俣 

広島 

福島 

熊本医学会雑誌　第31巻 補冊第1　23～36ページ 



水俣病における政府の無策と隠蔽	

§  1932～68年、チッソ株式会社が水銀を海に流す。	

§  1956年、最初のメチル水銀中毒患者→排水を68
年まで止めず。	

§  患者への差別、地域内対立、疫学調査をしなかっ
たこと、遅発性発症が、真実の解明と補償・救済
を遅らせてきた。	

§  1995年まで1万人以上の患者が水俣病として申
請するが、政府は認めず。	

§  裁判の後、近年政府は救済策をとっているが、今
でも10万人の被害者がいると考えられ、数万人（5
万人?）が救済されてきている。	



環境起因性疾患の対応	

【医学専門家】	

§  実態の解明	

§  疾患の解明･治療	

§  診断基準の制定	

【行政】	

§  原因の排除	
　　（食品流通・摂取制限）	

§  住民への情報提供	

§  被害者への補償	

§  再発防止	

被害・疾患の発生 



私達医療者は何をしてきたか？	

§  1974年に、汚染地域に診療所を設立し、その後病院化した。	

§  日常的に患者を診療し、地域医療に貢献した。	

§  水俣病の検診をおこない、患者の掘り起こしを継続してきた。
（1995年まで1万人、それ以降も約7千人以上）	

§  疫学調査をおこなった。	

§  患者の起こした裁判に協力してきた。	



現在の日本における被曝医療の現状	

§  政府とそれに同調する「放射線の権威者」が低線量
放射線のリスクを軽視し、一般の臨床医をミスリー
ドしている。	

§  被曝との関連を疑う患者の診療を拒否する医療機
関や、そういう患者を差別する医師が少なくない。	

§  多くの医師が、過去に例のない環境起因性の疾患
について、帰納法的に考え行動することに慣れてい
ない。	

§  一方、被曝の影響を考慮し、少数ではあるが、行動
する医師グループが形成されつつある。	



はびこる「専門家」の誤謬	

§  リスク比較	

ú  タバコ、メタボリック症候群との比較など	

§  パニック説	

ú  科学議論を心情論で抑制する結果を生む	

§  専門家は人々に「単一情報」を提供すべき	

ú  インフォームドコンセントの否定	

§  パターナリズム	

ú  低線量被曝は怖くない	

ú  福島はチェルノブイリよりも被曝は軽い	



被災地で実施される調査・研究について 
 平成２３年５月１６日  

 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課  
厚生労働省大臣官房厚生科学課  	

1.  「疫学研究に関する倫理指針（以下、疫学指針）」が適用される疫学研究
を実施する場合等においては、疫学指針等にのっとり、当該研究計画に
ついて、倫理審査委員会の審査を受け、研究機関の長による許可を得る
など、適切な対応を行うこと。	

2.   被災者を対象とする調査・研究は、当該被災地の自治体と十分調整した
上で実施すること。また、調査・研究の結果、必要と考えられる被災者に
は、適切な保健医療福祉サービスが提供される体制を整備する等配慮す
ること。	

3.  対象となる被災者に過度な負担とならないよう、対象地域において行われ
ている調査・研究の状況を十分に把握した上で、重複を避け、必要以上に
詳細な調査・研究が行われることのないように配慮すること。 	



環境汚染物質の慢性的曝露による 
健康障害を考察する柱	

曝露 健康影響 

水俣病 
メチル水銀 

原発事故 
放射線 

◎経口摂取（魚介類） 

○外部被曝 
◎内部被曝(経口・気道) 
◎ホット・パーティクル 
　（放射性微粒子） 

・発癌性、遺伝性：否定的 
・神経、精神機能障害：あり 
・循環器障害：影響の疑い 

・発癌性、遺伝性：あり 
・有病率、死亡率、神経系、内分
泌、免疫系、循環器、血液、消化
器、呼吸器、泌尿生殖器、先天奇
形、遺伝子染色体異常、その他の
多様な疾患・障害の報告あり。	  

【原因物質】　　　【曝露様態】　　　　　　【疾患、症状、検査異常等】 



福島県の健康調査の問題点	

§  調査責任者の山下俊一氏は事故直後に安全キャン
ペーンの先頭に立ち、県民に無用な被ばくをさせ
た。 

§  県民健康調査は、被曝に関連する情報収集がほと
んどであり、健康被害を検討するための問診など
が欠落している。 

§  被曝影響を小児の甲状腺癌に限定しようとしてい
る。 

§  小児の甲状腺調査の説明と開示が不十分で、セカ
ンド・オピニオンを封じようしている。 

§  被曝の評価を空間線量に基づく外部被曝に限定し
ており、放射性微粒子などを評価しようとしてい
ない。 



§  個別症例を検討するよう、医師に啓蒙すること。	
ú  「他の原因も考えられ、因果関係が断定できない」と言っ

て、個別症例報告を軽視、否定する意見は間違い。	

ú  「放射線と関連付けて考察する」ことは、仮説を検討する
ことであり、医学的の基本であり当然のこと。	

ú  臨床医の症例検討が重要	

§  放射線のリスクが疑われる際は、被曝を最小限に
するための行動ができるように提言していく。	

§  更に、疫学的調査を検討していく。	

日本の医師の責任 
－　個別症例　～　疫学調査　－	



日本の医師への調査研究の援助	

§  医療機関に対する支配の存在	

§  被曝に関する医療アクセスの改善	
ú  診察・検査　/　症例検討	

ú  治療　/　予防（一次、二次、三次）	

§  被曝についての調査・研究	
ú  放射線被曝：放射性微粒子など	

ú  健康影響について：検出方法など	

　　（染色体・遺伝子検査、病理学的研究を含む）	

ú  疫学研究	

§  共同研究／学際的研究	

求められる変化 



写真：山本達雄	



「原発事故被災者支援法」のポイントと課題

原発事故被災者支援法（正式名称 : 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるた
めの被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律）が本日（2012 年 6 月 21 日）、可決・成立しました。
多くの人たちの思いがこもった大切な法律です。関係された議員のみなさま、たいへんお疲れ様でした。
本文の全文はこちらをご覧ください。
https://dl.dropbox.com/u/23151586/120617_shienho_bill.pdf
衆議院震災復興特別委員会での審議の速報については、下記をご覧ください。
http://togetter.com/li/323441

Q&A の方式で、この法律のポイントと課題をご紹介します。

Q1: この法律が成立した経緯は ?
A1: 前国会では、野党から「原発事故の被害からの子どもの保護の推進に関する法案」が提出され、今国会では与党民主
党から「原子力事故の被災者の生活支援等に関する法案」が提出されていました。
野党案は、子どもや妊婦を対象とし、健康被害の未然防止、医療費減免、除染の間の子ども・妊婦の一時避難、学校給食
の検査などの措置が盛り込まれたものでした。
与党案は、原発事故の被災者全般を対象としたもので、支援対象地域を定め、そこに在留する人、避難した人、避難先か
ら帰還する人のそれぞれに対する支援を規定したものでした。
この二つの法案については、今年の 3 月から 5 月の間、与野党間で何度も協議が行われ、最終的にすべての党を含む超党
派での議員提案として、再度、国会に提出されました。

Q2: なぜ、この法律が必要だったのでしょうか ?
A2: 原発事故の被害に苦しむ多くの人たちの救済や権利の確立が進んでいませんでした。避難を余儀なくされた人の中に
は、経済的な苦境や生活の激変に直面し、多くの困難をかかえている人も少なからずいます。国は、年 20 ミリシーベル
トという基準で定められた避難区域を設定しましたが、避難区域外から避難した方も大勢います。避難したくても避難で
きない方もいます。政府（文科省の原子力損害賠償紛争審査会）の定めた賠償指針は、こうした方々の救済にはまったく
不十分でした。さらに、被ばく回避・低減は皆無であり、放射能被害により現在・将来にわたる健康被害が発生したとき
の医療保障や健康診断なども、福島県に限定したものでした（福島復興再生特別措置法）。

「避難の権利」確立のために 自主的避難の賠償問題と避難問題の最前線
http://www.foejapan.org/climate/library/book_hinankenri.html
この状況をなんとかしなくてはならないという多くの人たちの思いが、法律を後押ししました。多くの議員が関わりまし
たが、民主党の谷岡郁子議員や荒井聡議員、みんなの党の川田龍平議員、自民党の森まさこ議員、社民党の吉田忠智議員
や阿部ともこ議員などがご尽力されました。

Q3: この法律のポイントはどのようなものですか ?
A3: 原発事故の被災者の幅広い支援、人々の在留・避難・帰還を選択する権利の尊重、特に子ども（胎児含む）の健康影
響の未然防止、影響健康診断および医療費減免などが盛り込まれています。

・「これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っている」として国の責任を明記しています（第三条）。

・ いままでの政府指示の避難区域よりも広い地域を「支援対象地域」として指定し（第八条第一項参照）、そこで生活する
被災者、そこから避難した被災者の双方に対する支援を規定しています。

・支援の内容は、支援対象地域に住む被災者に対しては、医療の確保、子どもの就学等援助、家庭・学校等における食の



安全確保、自然体験活動等の施策、家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援などを行うとしています。また、
支援対象地域から避難した被災者に対しては、移動の支援、移動先における住宅の確保、学習等の支援、就業の支援に関
する施策などを行うとしています。双方に対して、子どもの学習の支援、家族と離れて暮らすことになった子どもに対す
る支援を行うとしています。（第八条、第九条）

特に注目されるのが、放射線による健康影響に関する調査や医療の提供などについて定めた第十三条です。

・第十三条第二項では、被災者の定期的な健康診断、とくに子どもたちが生涯にわたっての健康診断を受けられることが規
定されています。「少なくとも、子どもである間に一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住したことがある者（胎
児である間にその母が当該地域に居住していた者を含む。）及びこれに準ずる者に係る健康診断については、それらの者の
生涯にわたって実施されることとなるよう必要な措置が講ぜられるものとする。」（第十三条第二項）

・第十三条第三項では、医療費減免について規定しています。これについては、Q4、5 で解説します。
なお、この法律は、チェルノブイリ原発事故後、周辺国で制定された「チェルノブイリ法」を参考にしています。チェル
ノブイリ法では、年間の追加被ばく量 1mSv 以上の地域を「避難の権利ゾーン」、5 ミリシーベルト以上の地域を「避難
の義務ゾーン」として規定しました。今年の 5 月に来日したチェルノブイリ法の立役者アレクサンドル・ヴェリキン氏が、
このチェルノブイリ法の精神や理念、人々がこれをかちとっていった過程などについて講演しています。下記からご覧く
ださい。

アレクサンドル・ヴェリキン氏来日講演～権利を勝ち取った苦難の歴史
「チェルノブイリ法」への道のり～年 1 ミリシーベルト以上を「避難の権利ゾーン」に～
http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/a-c939.html

Q4: 医療費の減免は、子ども・妊婦に限定されるのですか ?
A4:「子ども・妊婦以外の医療費の減免については、認められるケースもある」というのが国会におけるこの法案を提案し
た議員からの答弁でした。

第十三条の第三項には下記のように規定されており、子ども・妊婦については明確に規定されていますが、成人に関して
は明確ではありません。

国は、被災者たる子ども及び妊婦が医療（東京電力原子力事故に係る放射線による被ばくに起因しない負傷又は疾病に係
る医療を除いたものをいう。）を受けたときに負担すべき費用についてその負担を減免するために必要な施策その他被災者
への医療の提供に係る必要な施策を講ずるものとする。

なお、今年 5 月、複数の市民団体が、本法案に関する要請書および署名を提出しましたが、その一つが医療費の減免範囲
を成人にも拡大してほしいというものでした。

【詳しくはこちら】医療費の減免措置の拡大を求める要請
http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-9a8b.html

Q5: 子どもたちが成人したあとの医療費はどうなるのですか ?
A5: 国会審議においては、一定の線量以上に居住または居住したことのある子ども（胎児含む）に対しては、生涯にわたっ
て医療費を減免するとの答弁が得られています。ただし法文上はそのように明記されていないため、今後明文化していく
ことが必要です。

Q6: 医療費の減免措置をうけるにあたり、被災者が被ばくとの因果関係の証明をしなければならないのでしょうか ?
A6: 被ばくと疾病の因果関係の立証責任は、被災者が負わないことになりました。広島・長崎の被ばく問題や、水俣病の
被害者が長年苦しめられてきた経験を踏まえてのことです。



その疾病が、「放射線による被ばくに起因しない」ということであれば、国側がその立証責任を負います。

第 13 条第 3 項において
国は、被災者たる子ども及び妊婦が医療（東京電力原子力事故に係る放射線による被ばくに起因しない負傷又は疾病に係
る医療を除いたものをいう。）を受けたときに負担すべき費用についてその負担を減免するために必要な施策その他被災者
への医療の提供に係る必要な施策を講ずるものとする。

とされていますが、このカッコ内については国が立証責任を負うということです。

Q7: 支援対象地域はどの範囲となるのでしょうか。
A7: 第八条第一項において、支援対象地域は、下記のように定義されています。

「その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地
域」
現在の政府の避難指示の基準が年間 20 ミリシーベルトですので、支援対象地域は、「一定の基準」以上、年間 20 ミリシー
ベルト以下となります。

国会の審議では、この「一定の基準」に関しては、ICRP（国際放射線防護委員会）が公衆の被ばく限度を年 1 ミリシーベ
ルトとしていることなどをあげ、「1 ミリシーベルト以下を目指していく」「再び被災者を分断することがないよう、被災
者の意見や地域の実情を踏まえてきめていく」との答弁でした。

今後、第五条に規定されている実施方針の中で規定されていきます。

Q8: この法律の主務官庁はどこになりますか ?

A8: 幅広い省庁が関与します。基本方針策定に関しては復興庁、放射線に関する調査は文部科学省、除染は環境省、住居
の確保は国土交通省、就業は厚生労働省などです。ただし、責任が不明確とならないように、今回立法に関わった議員グルー
プでは、議連またはワーキンググループを立ち上げ、「しっかりとチェックを行っていく」としています。

Q9: 法律に書き込まれている理念はすばらしいのですが、絵に描いた餅に終わらないでしょうか ?

A9: 確かにこの法律は、いわゆる「プログラム法」であり、理念や枠組みのみを規定し、そのあとに政省令やガイドライ
ンなどで実際の施行を規定していくことを想定しています。

政府は、支援対象地域の範囲や被災者生活支援計画などを含む「基本方針」を定めることとなっています。その過程で、
被災者の声を反映していくことになっています。この過程で、支援対象地域が狭いものにならないように、また、被災者
の支援がきちんと行われるように、市民からの監視の目も必要でしょう。

現在、複数の市民団体の呼びかけで、年 1 ミリシーベルト以上を対象地域にすべきことなどを含んだ署名活動を行ってい
ます。

2012 年 6 月 21 日
発行：国際環境 NGO FoE Japan　〒 171-0014 東京都豊島区池袋 3-30-22-203
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今に至るまで
避難基準＝20ミリシーベルト／年
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避難区域の再編
•  避難指示解除準備区域 

– 現在の避難指示区域のうち、年間積算線量 
２０ミリシーベルト以下となることが確実であるこ
とが確認された地域 

•  居住制限区域 
– 現在の避難指示区域のうち、現時点からの年間積算
線量が２０ミリシーベルトを超えるおそれがあり
、住民の被ばく線量を低減する観点から引続き避難
を継続することを求める地域 

•  帰還困難区域 
– 長期間、具体的には５年間を経過してもなお、年間
積算線量が２０ミリシーベルトを下回らないおそれ
のある、現時点で年間積算線量が５０ミリシーベル
ト超の地域
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•  法令による公衆の年間の線量限度は1ミリシーベルトで
ある（原子炉等規制法）

•  放射線管理区域は年5.2ミリシーベルト：放射性管理区域
では、労働法規により、18才未満の労働は禁じられてい
る。放射能マークを掲示し、子どもを含む一般人の立ち
入りは禁じられ、厳格な放射線管理が行われ、事前に訓
練を受けた者だけが立ち入ることのできる区域である 
（電離放射線障害防止規則など） 

•  原子力発電所等の労働者がガンや白血病で亡くなった場
合の労災認定基準は、年5ミリシーベルトからと定めら
れている。過去35年で10人が累積被ばく線量などに基づ
き労災が認定されており、累積被ばく線量5.2ミリシーベ
ルトで認定された事例もある。 5 

20ミリシーベルト？



•  子供を病気にするつもりで産んだんじゃない 
5月に出産しました。３才になる子もいます。駐車場で
10マイクロシーベルト以上。家の中ですら０・５マイク
ロシーベルト前後あります。恐ろしくて住めません。子
供を病気にするつもりで産んだんじゃない。借金覚悟で
逃げるしかありません。放射線の問題さえ無ければ、引
っ越す必要も避難する必要もありませんでした 
原発が爆発して各地で何十倍何百倍もの放射線が今現在
もあり、それは今も尚降り注いでいます。 
原発は私達の大切な物を全て奪いました。 
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私たちの声をきいてください
2011年７～12月に福島在留者・避難者の声を集め

た



•  小さな山を一つ越えると、避難区域です。そんな場所に
小さい子供を住ませることはできません。親として子供
を守るのは当然です。 
避難したくて、避難しているわけではありません。どれ
ほど悩んで避難したか。また災害が起こる可能性、何か
あった時子どもを守れるかどうかなど、本当に悩みぬき
避難しました。 

•  年間15msvになると言われている地域で小学校１年生の
息子がおり、さいたまに避難を決めました。 

•  線量が高い。家の中で１μＳｖ／時を越えます。そんな
環境に子供を住まわせていいのかと不安です 
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私たちの声をきいてください
2011年７～12月に福島在留者・避難者の声を集め

た



「避難をしたくても避難できない」福島の実情 

なぜ「避難の権利」？

0
20
40
60
80

100
120
140
160

避難を妨げている理理由

はい いいえ どちらともいえない

自主避難に関するアンケート結果（2011年7月25日）	  
国際環境NGO	  FoE	  Japan、フクロウの会実施	
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9月29日～10月末日（自主避難者、福島に残っている方、238
名が回答、FoE Japan／フクロウの会実施）

9	

自主的避難に関するアンケート
第２弾より

a)	  家族と一緒に
自主的避難をし

ている,	  52	  

b)	  家族を避難さ
せている ,	  27	  

c)	  自分は自主
的避難をしてい
るが、家族はも
との場所で暮ら
している ,	  54	  

d)	  自主的避難
を予定している,	  

22	  

e)	  自主的避難
ができればした
いが、できない

でいる,	  66	  

f)	  福島県にとど
まることに決め

た,	  14	  

g)	  その他,	  3	  
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50cm線量で2.7μSv/h	  
1cm高で10μSv/hを超え
る地点も	

測定した10箇所中、４箇所
において、50cm高
2.0μSv/hを超える地点	

通学路西側住宅前雨水枡
において、1cmの線量で
22.6μSv/h	

水路：1mで3.87μSv/h、50cm
で5.30μSv/h，1cmで
9.80μSv/hなどの高い値	

用水路脇の家の庭の奥で
は、50cmで4.8μSv/h、1m
で2.7μSv/h	

郊外の住宅近くの駐車場では、
1m高3.0μSv/h、50cm高3.8μSv/
hを記録	

9月14日調査（FoE	  Japanおよび福島老朽原発を考
える会が山内知也・神戸大学教授に依頼）	



福島市小倉寺稲荷山 
●46,540Bq/kg＝931kBq/m2　（6月）	 
●239,700Bq/kg＝4,794kBq/m2（9月）	 

●福島市渡利八幡神社（9月）
 157,274 Bq/kg＝3,145 kBq/m2	 

福島市薬師町 
●町内の水路（9月） 
　307,565Bq/kg＝6,151 kBq/m2	 
●民家の庭（9月）　 
　38,464 Bq/kg＝769 kBq/m2	 

●渡利小学校通学路脇雨水
枡（9月） 
98,304 Bq/kg＝1,966 kBq/m2	 

●：避難の権利ゾーン：185～555 kBq/m2 

●：避難の義務ゾーン：555 kBq/m2～1480 kBq/m2 

●：特別規制ゾーン：1480kBq/m2以上	 

	 



•  住民たちは避難区域設定を要請 
•  行政はそれを拒否 
•  除染はなかなか進まず、順番待ち 
•  除染土は各家庭の庭で保管 
•  下がらぬ土壌汚染レベル
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児玉龍彦「チェルノブイリ原発事故から甲状腺癌の発症を学ぶ」『医学のあゆみ	  Vol.231	  No.4	  	  2009.10.24』	 





福島県健康管理調査の甲状腺検査の問題点	
	
１．小児甲状腺がんにみに絞った検査でよいのか。甲状腺機能を確認する血液検査をしなく
てよいのか。	
	
２．現段階の検査は事故前の状況を示すものと決めているが、それでよいのか？	
	
３．対照群との比較はどうするのか。	
	
４．Ａ２を問題なしとしてしまってよいのか。結節をのう胞と同様、「問題なし」としてしまってよ
いのか。	
	
５．Ａ２は２年半後に再検査としているが、その間に経過観察は必要ないのか	
	
６．診断画像や医師の所見が、受検者にも知らされないのは問題ではないか	
	
８．セカンド・オピニオンを封じるような通知を取り消し、積極的にセカンド・オピニオンを受け入
れ、再検査を受検させるべきではないか	
	

９．子どもだけでなく、大人の検査も必要ではないか	



国際シンポジウム　

福島の原発事故と人々の健康～教訓と課題

昨年の福島原発事故以降、健康に問題がないとする見解は、政府を始めとして、研究者、そして

国際機関によってなされてきました。”直ちに健康に影響はない“という昨年の政府発表に始まり、

３月半ばには、長崎大学の山下俊一氏が福島県各地にて講演会を行い、福島市での講演では

「100μSv/hを超さなければ、健康に影響ありません。」と語りました。のちにこのアーカイブ映像に、

10μSv/hの間違えであったという訂正文章が福島県のホームページに加えられたものの、彼は当

時のＮＨＫラジオのインタビューでも「一時間あたり２０マイクロシーベルトという放射線がふりそそいだと

しても、人体への影響はないんだと、いうことがみなさんわからないんですね。」と語っていることから、当

時最高で 24μSv/hを超えていた福島市から人々を避難させないためにこのような言説を用いたこと

は明らかです。

福島医大が長崎大学、広島大学からの研究者、医師によって占められ、福島県内の町医者を始

めとした医師の方たちの身動きが取れなくなったのは、すでにこのころより始まっていました。町医

者にとって自分の患者が適切な医療を受けるために、医大に送る必要があるとき、それを拒否され

る可能性から口を閉ざさざるを得ない状況は同情に値します。

これらは福島の医療現場においてヒステリックな状況をもたらしました。昨年 6月から私たちは県外

の小児科医・内科医のかたたちとともに健康相談会をひと月に一度のペースで開催してきましたが、

そこで語られる身近な小児科医から返される放射能に対する反応、「これは放射能の影響です

か？」という幼い子供の母親の質問に対して、「放射能の影響であるはずがない！」と怒鳴り返され

る、あるいは中には、そっぽを向かれて黙られてしまうという状況があることを耳にしました。

放射能に対する不安までをも抑圧するこうした状況、様々な措置が最たる形で現れたのは、昨年 9

月 11日、12日に行われた、日本財団主催の国際専門家会議です。福島医大で行われたこの会

議には IAEA, ICRP, WHO, UNSCEAR といった国際機関の専門家と、日本側は放射線審議会、

放医研、長崎大学、広島大学から約 40名の研究者が集まり、いわゆる“身内”の会議を市民を排

した形で行いました。その会議の結論では、予期していた通り、「政府の対策には問題はなく、福

島では健康被害はない」と結論づけていました。記者会見のおり、「何種類の核種で線量再構築を

行った結果、健康に問題はないと結論付けたのか？」と質問したところ、放射線審議会会長の丹羽

教授からは、「そのようなデータはここにいる誰ももっていない」と驚くべき答えが返ってきました。文

科省が発表してきた、事故以来のエアダストに関する情報では、ヨウ素１３１、１３２、セシウム１３４、

１３７、テリウム１３２のたった 5核種のみが発表されてきたにすぎず、現在では問題を初期のヨウ素

被ばくと現在残るセシウムのみに意識づけようとする動きが大変強まっています。放医研が線量再

構築を行うことになっていますが、これらは依然として発表しておらず、数少ない核種の使用と限定



された情報、例えば、測定されていなかった食品の摂取は”0”として、行動記録内では扱われると

いうことも耳にしております。過小評価が行われることは必至であり、クロスチェックするための手段、

独立した機関、研究者による線量再構築の必要性があります。

福島医大のなかにも、市民との信頼を取り戻したいと考えるかたたちはいるものの、今年の 5月、

福島医大は IAEAのヒューマン・ヘルス部長レティ・キース・チェム氏（IAEA Director of Division of 

Human Health Rethy Chhem）を客員教授として受け入れ、あるいは招き、状況はさらに困難を極め

たとみています。あるいは、ジャック・ロシャールを始めとする ICRPの専門家を招き、チェルノブイリ

で行ったエートス・プロジェクトが行ったのと同様のコミュニケーションを繰り返すことが、市民の信

頼を取り戻すことだと考えている節があり、これに対する危機感も感じています。

福島県民は、正常な医療を受けられる状態にはありません。甲状腺検査の結果、結節や嚢胞が

36%近くに上る子供から見つかっています。そして本人、あるいは家族が別の医療機関での追加

の検査、またはセコンドオピニオンを得る権利すら奪われ、“医療”ではなく、次の 2年半後の“調

査”まで検査が受けられない状態にあります。これが正常な医療の在り方と言えるでしょうか？

私たちは“避難の権利”について触れられた、“原発事故子ども被災者支援法”にこれから多くの力

を注いでいくつもりです。選択的な権利に加え、こうした医療の状況、そして福島医大が主導する

健康管理調査が国の事業に移行するさいには、“第三者委員会”の設置が必要である、と立法に

携わった弁護士と話し合っています。

現在の福島の状況とチェルノブイリとの大きな違いは、事故が収束していないということのみではな

く、自由で民主主義であると思われている（私はそうは到底思えませんが）日本という国の福島で起

こっている現状は、先進国と言われる国々の先例となり得る懸念があり、私たちのパートナーである

海外のアソシエーションの多くも同様の懸念を共有しています。

本日お越しいただいた各国の IPPNWのかたたちと、こうした状況がまさしく、現在の世界を取り巻

く共通した課題であることを共有できることを大変うれしく思っております。



甲状腺

検査

健康管理
ファイル

生体試料の保存 ［甲状腺検査 ２次検査と連動］

【避難区域等住民：20万人】 一般健診項目＋白血球分画等
（対象者区分：就学前乳幼児・小学生～中学生・高校生～成人） ※既存の特定健診を活用して実施

２３年度 ３２年度

データベース運用

ホールボディカウンター（内部被ばく）検査

個人線量計の活用

基本調査

福島県県民健康管理 スケジュール ２３年度～３２年度（３３年度以降も継続）

【震災時１８歳以下 ３６万人】
２３～２５年度 先行検査

２６年度～ 対象者２０歳まで隔年検査、以降５年毎検査を継続

健康診査

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７ ２８ ３０ ３１２９

【避難区域等以外住民】 特定健診等の受診を勧奨
これまで健診受診機会がなかった方（１９～３９歳：19万人）に対して、受診機会の付与

データベース構築

：各種調査、検査、測定結果のデータベースへの蓄積（随時実施） 分析結果は、適宜公表。

詳細調査

基本調査

※追跡調査の実施を検討

がん登録データの活用（調査データベースとの連動）

こころの健康度.・生活習慣調査
【避難区域等住民 20万人】

妊産婦に関する調査
【震災時 妊産婦 2万人】
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