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２０１７年４月２２日 京都「被爆２世・３世の会」２０１７年度年次総会 

学習記念講演 

虚構の「放射能安全基準」を斬る! 

福島甲状腺がんの原因は原発事故だ! 

宗川吉汪(そうかわよしひろ)先生 

日本科学者会議京都支部代表幹事 

 

 

■はじめに 

今日の話は最近発行したブックレット『福島甲状腺がんの被ばく発

症』の内容に沿って行います。今日の話のタイトルは「虚構の『放射

能安全基準』を斬る!～福島甲状腺がんの原因は原発事故だ!」です。 

私は今、日本科学者会議京都支部の代表幹事をしていますが、日本

科学者会議とは一体何者かということを、はじめに簡単に紹介させて

いただきます。日本科学者会議は、科学の社会における役割を研究す

る、日本の科学の平和的民主的発展のめに努力する、そういうことを

目的にした団体です。目下の主な活動は、原発ゼロの主張と、防衛省

主導の軍学共同の反対です。 

 

■被ばくによる小児甲状腺がんの発症 

早速、被ばくによる小児甲状腺がんの話に入ります。みなさんご承

知のように１９８６年 4 月２６日、今からちょうど３１年前、チェルノブイリ原発事故が起きました。

チェルノブイリ原発事故の被ばくによって小児甲状腺がんが多発しました。明らかに子どもの甲状腺が

んが被ばくによって発症しました。原発事故による被ばく発症で国際機関が認めている唯一の病気が小

児甲状腺がんなのです。 

６年前の２０１１年３月１１日、東電の福島原発事故が起きました。チェルノブイリで被ばくによっ

て小児甲状腺がんが多発したので、国としても福島県しても、被ばくによって小児甲状腺がんの発症が

懸念されますので、当然調べざるを得ないということになりました。そういうことで今、調査が行われ

ているわけです。調査の主体は福島県なのですが、予算はすべて国から出ています。 

 

■甲状腺ホルモン 

甲状腺とは、喉ぼとけの下にあるハート形で示し

ている器官です。 

ここでは主にチロキシンホルモンを生産します。

チロキシンは細胞代謝や成長を調節しています。甲

状腺からチロキシンが出ないと、子どもたちの成長

が止まるとか、出過ぎるとバセドウ病になったりし

ます。構造式から分かるようにチロキシンはアシノ

酸の一種で、ヨウ素を含んでいます。原発事故から

発生した放射性ヨウ素がチロキシンに取り込まれ、
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それによって甲状腺が内部被ばくを受ける。そうすると甲状腺がいつも放射能にさらされることになる。

で、甲状腺がんになるというわけです。 

 

■福島県民健康調査「甲状腺検査」 

原発事故を受けて福島県県民健康調査が始まりま

した。これは福島県がすべて国の予算でやっていま

す。検査はおもに福島県立医大が担当しています。

甲状腺検査もそこで行われています。 

甲状腺検査は、「本格検査」の前に「先行検査」が

行われました。先行検査というのは事故後３年間２

０１１年～２０１３年まで福島県の０歳から１８歳

までの子どもたち全員を対象にした甲状腺検査です。

全員ですから３７万人～３８万人いるわけです。 

チェルノブイリでは３年～５年の間は放射能の影

響がなかったと、そういうデータがあるので、事故

から３年間の「先行検査」では「被ばくの影響はないかも」「影響はないのではないか」という、そう

いう考え方で先行検査が行われました。ですから先行検査は対照調査で、コントロールというわけです。

つまり、原発事故などのない通常の状態で福島における小児甲状腺がんはとれぐらい発症するのだろう

か、ということを調べることができる、というわけです。もちろん事故後の３年間でも「放射能の影響

はあった」と主張する人もいますし、「またくなかった」という人もいます。しかしとにかく先行検査

の考え方は「被ばくの影響はない」ということです。 

事故から３年後の２０１４年から本格検査が始められました。今も続いています。本格検査は２年毎

に行います。１回目の本格検査は２０１４年から２０１６年にかけて行われ、今２回目の本格検査が進

行中です。 

今日の私の話は「先行検査」と 1回目の「本格検査」の二つのデータを比較するということです。考

え方としては「本格検査」は「被ばくの影響があるかも」ということなので「先行検査」に比べて「本

格検査」の方が患者がたくさん出た、ということになれば、被ばくの影響があったということになるわ

けですね。被ばくの影響がなければ「先行検査」と「本格検査」の発症率は同じになります。結論から

言うと「本格検査」の方が多くなりました。 

 

■検査の概要 

検査の概要ですが、検査には一次検査と二次検査

とがあります。最初の一次検査は、約３７万人全員

を対象者としたエコー検査です。喉にエコーを当て

て、結節といわれるぐりぐりがあるか、あるいは水

の溜まったのう胞があるかを調べます。 

Ａ判定ならセーフです。病気ではない。Ｂ判定は

ちょっとあやしい、ということになります。そのう

ち、Ａ１判定というのは結節やのう胞がないという

ことです。Ａ２というのは小さい５ミリ以下の結節、

２０ミリ以下ののう胞がある場合。それ以上になる

とＢ判定（５．１ミリ以上の結節、２０．１ミリ以

上ののう胞）ということになります。 
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Ｂ判定の子たちは次の二次検査に入って、そこでさらに詳しい検査を受けます。詳しい検査の中身は

画像診断と細胞診（穿刺吸引細胞検査）です。画像診断である程度の診断ができます。それで大丈夫と

いう人たちはそれでセーフ。もしかしたらあぶないという人たちは細胞診を行います。結節に針を刺し

てそこの細胞をとって、それががんかどうかを調べます。 

 

■患者数の直線的増加 

この図は最初の３年間の先行検査の結果です。事

故当時の年齢で０歳から１８歳までで年齢毎にどれ

ぐらい患者が発生したかを表した図です。全部で１

１６人になります。こうして見ますと０歳から５歳

は患者０です。０歳の子どもで甲状腺がんなんてな

いんですよ。１歳の赤ちゃんにも甲状腺がんなんて

出ません。だけどチェルノブイリでは４歳～５歳く

らいから出ているのです。福島では一番小さかった

子が事故当時の年齢で６歳。だいたい８歳ぐらいか

ら直線的に増えているのが分かります。１８歳がち

ょっと少なくなっていますが、このあたりの年齢の

子の受診率は低いのですね。 

いま、各年齢で発症率が等しいと考えて図にあるように直線を引きます。７歳を０にしてＹ＝ａｘと

しますと、直線の傾斜が１．９７になります。この１．９７が何を意味するかというと、8 歳の場合約

２人患者が出る、９歳になると約 4人になる、年齢が上がるごとに約 2人（正確には１．９７人）患者

が増える、ということです。 

各年齢の人口は福島県では１歳あたり１．９４万人です。そうすると１．９７を１．９４で割るとほ

ぼ１。そうすると１万人当たりに１人毎年患者が発生することになります。１０万人当たりでは１０人、

１００万人当たりになると１００人です。これは異様に多い。これまでの国際的なコンセンサスは１０

０万人あたり数名でした。数名というのは４〜５人という程度の値ですね。それが福島では１００万人

たり１００人。これは多い。これで、まず、ぶったまげました。すべての人がたまげました。こんなデ

ータ、これまで世界中で見たことがない。小児甲状腺がんは１００万人あたり数人でしたからね。それ

が１００人も出たのです。 

このデータはすべての人が承認せざるを得ない。福島でこんなにたくさん出た。これは一体何なのだ。

一番最初に、みんなが放射能の影響だと、だからこんなにたくさん出たのだと思ったのですね。私もそ

う思いました。 
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けれども、福島県の検査委員会は「いや違う。これは違う。エコーでガリガリ調べたので、症状の出

ていない子も含めて全部調べたので出たのだ」と言いました。結論からすると、私の意見もそれに近い

のです。エコー検査で、症状が出ていない子もたくさん調べた。こんなことやったのは世界でも初めて

なのですね。だいたい甲状腺がんというのは症状が出ないのですよ。だから例えば８歳の子、９歳の子

が甲状腺がんになってもお医者さんに行った子はおそらく一人もいません。喉に小さなグリグリがあっ

てもなかなか症状が出ません。症状が出ると、声がかすれる、食事が喉に入りにくくなる、それから手

を当てるとグリグリがある。そこで、これはいかんということでお医者さんに行くわけですね。あるい

は風邪なんかひいた時にお医者に行って、喉に手を当てて診られたりしますから、その時にお医者さん

が発見するのですね。 

ということで、「自分はもしかしたら甲状腺がんになったかもしれない」などと言って医者に行く人、

特にお子さんはいないわけですよ。今まで１００万人あたり数人というデータ、これはお医者さんにか

かった人数なのです。ところが今回の先行検査の結果はエコー検査によって症状のない甲状腺がんが多

数発見された。つまり、被ばくとは関係がないという可能性も非常に高いということになります。 

 

■疫学と罹患率 

これから疫学で言うところの罹患率で、先行検査

と本格検査とを比べる、あるいは地域ごとの比較を

することにします。疫学という学問は「地域などの

多数集団を対象に、病気の原因を統計的に明らかに

する学問」です。多数集団というのが重要です。 

比べる基準が罹患率です。甲状腺がんですと、甲

状腺がんがどのぐらいの割合で発症するか、その発

生頻度を示す指標です。ある集団において、つまり

福島の子どもたちで、一定期間（私は今一年間にし

ていますが）内に発症する患者数を単位人口当たり

の割合として示す。ここでは１年間に１０万人あた

りどれぐらい甲状腺がんが出たかを示すことになり

ます。これが罹患率です。 

ここの計算では、事故当時７歳以下は除外しまし

た。県民健康調査では０歳から調べているのですが、

実際は７歳以下は発症していません。 

さらに、８歳以上の各年齢の発症率は等しいとみ

なしました。８歳の子と１８歳の子の発症率を比べ

ると１８歳の方が高そうですが、統計計算ではそれ

を無視して各年齢、８歳も１０歳も１５歳も発症率

は同じだとしました。そうでないと統計的な計算が

できません。 

それからもう一つ、男女の差も無視しました。こ

れにはいろいろ難しい問題があります。というのは、甲状腺がんは元々女子に多い病気なのですね。成

人女性でいうと１：２．６ぐらいになります。福島ではどうなっているかというと、先行検査では男１：

女２．０です。本格検査になると男１：女１．２になります。これはちょっと問題ですね。実はチェル

ノブイリがそうなのです。自然発症、つまり原発事故などない時はだいたい男１：女２ぐらいが、事故

が起きるとその差が接近してくる、というのが、チェルノブイリでの観察です。福島でもこれはあやし
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いということになりますが、そこの議論は一応今は無視して、計算上男女の差はないということにしま

した。 

こういう仮定をしても福島の検査結果の確定率が非常に高いので、このような仮定をしても信頼性の

高い結果が得られていると言えます。 

 

■検査の３地域 

今回は３つの検査地域に分けて解析しました。前

のブックレットでは本格検査の結果がまだ各地域ご

とにちんと出ていなくて、しかたなく高線量地域の

１３市町村と中線量地域の１２市町村だけで比較し

ました。しかし、今回は全地域に渡って比較するこ

とができました。そうするといろんなことが分かり

ました。 

浜通りの高線量地域の１３市町村、ここは非常に

放射能が高かった。年間で言うと７０ミリシーベル

トぐらい。その次が中通りの中線量地域の１２市町

村で、ここは人口が非常に多い所ですが、年間１８

ミリシーベルトです。その他が低線量地域と言われる３４市町村です。 

このように地域を３つに分けて、甲状腺がんの罹患率がどれぐらいだったのか、先行検査はどうだっ

たのか、本格検査はどうだったのか、ということを調べました。 

 

■調査のスケジュール 

この図は調査が行われたスケジュールです。黒い

線が先行検査です。事故発生が２０１１年３月１１

日です。高線量地域の１３市町村の調査期間は、２

０１１年の１０月から翌年の３月３１日までの半年

間。中線量地域の１２市町村は２０１２年４月から

２０１３年３月３１日まで１年間。残りの低線量地

域３４市町村は２０１３年の４月から２０１４年の

３月３１日までです。ですから先行検査でも子ども

さんたちの年齢は少しずつ変わるのですね。私の解

析は一応全部それにデータを合わせて解析しました。 

本格検査は赤い線で示しています。事故から３年

経った２０１４年の４月１日から始めました。高線

量地域の１３市町村と中線量地域の１２市町村は一

年間かけて一緒に調査されています。低線量地域の

３４市町村は２０１５年から２０１６年の一年間か

けて調べられています。 

重要なことは、先行検査から本格検査までの期間

です。高線量地域の１３市町村は２．７５年、とこ

ろが中線量地域と低線量地域は２年ですね。つまり

先行検査から２．７５年、あるいは２年後に本格検

査をしたということになります。ですから、もしか
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して放射能の影響が出るとすればこの２．７５年もしくは２年の間に放射能の影響が観察されるという

ことになります。 

先行検査の発症期間の見積もりが重要です。図は高線量地域の１２市町村の例です。ここでは各年齢

で発症率は同じと仮定しています。そうすると８歳以上１９歳までで、８歳の子は１年間、9 歳の子は

２年間、１０歳は３年・・・・・・となりますので、全部の観察年数は（１＋２＋・・・・＋１１＋１

２）＝７８年。それを１２年で除して平均をとると６．５年になります。 

一方本格検査の場合の発症期間は２年間ですね。８歳も２年、９歳も２年、１０歳も２年です。 

それで発症期間をまとめると下表のようになります。 

 先行検査 本格検査 

高線量地域１３市町村 ６．０年 ２．７５年 

中線量地域１２市町村 ６．５年 ２．０年 

低線量地域３４市町村 ７．０年 ２．０年 

 

■福島県の公表している検査結果データ 

福島県が公表している検査結果データは次の通りです。 

●先行検査の結果(人数) 

 高線量地域 

１３市町村 

中線量地域 

１２市町村 

低線量地域 

３４市町村 

７歳以下を省いた

８歳以上の人数 

２９，９９５ １０６，３６１ １１５，３８８ 

一次検査確定者 ２５，９３４ ９０，６３９ ８３，２６６ 

陽性者（Ｂ判定） ２００ ９２２ １，０３２ 

二次検査確定者 １８２ ８７５ ９８２ 

患者数 １４ ５６ ４５ 

患者数合計   １１５ 

一次検査確定者=受診率は非常に高く、高線量地域で８６．５％、中線量地域で８５．

２％ 

陽性(B判定)とされながら二次検査を受けなかった人もある。 

最終患者数合計は１１５人。 

●本格検査の結果（人数） 

 高線量地域 

１３市町村 

中線量地域 

１２市町村 

低線量地域 

３４市町村 

７歳以下を省いた

８歳以上の人数 

３６，７３０ １２３，６６１ １３０，６４３ 

一次検査確定者 ２５，８６７ ９３，５６８ ８９，２１７ 

陽性者（Ｂ判定） ３４０ ９４８ ９１０ 

二次検査確定者 ２８６ ７４５ ６２２ 

患者数 １７ ３５ １７ 

患者数合計   ６９ 

ここで問題なのは先行検査に比べて本格検査は受診率が低いことです。高線量地域

で７０．４％、中線量地域で７５．６％。 

 

■推定患者総数 
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ここでの患者数は全体の数字ではありません。検査を受けていない人もいるわけだから。そこで、全

対象人口の中に患者が何人いるのかを推定しなければなりません。それを統計的に計算しました。 

統計計算のやり方は簡単です。私も全部自分の電卓で計算したのですから難しくもなんともありませ

ん。結果は以下の通りです。 

先行検査、本格検査、それぞれに患者は本当は何人いたのか、その推定患者総数を出しました。 

●先行検査(人) 

 推定値（９５％信頼区間） 観察値 

高線量地域１３市町村 １８．９（１３．５～２４．２） １４ 

中線量地域１２市町村 ７１．４（６２．１～８０．７） ５６ 

低線量地域３４市町村 ６８．０（５５．５～８０．５） ４５ 

●本格検査(人) 

 推定値(９５％信頼区間) 観察値 

高線量地域１３市町村 ３５．０（２２．２～４７．７） １４ 

中線量地域１２市町村 ６１．１（４６．８～７５．４） ３５ 

低線量地域３４市町村 ３８．０（２３．３～５２．６） １７ 

信頼区間というのが統計計算では非常に重要な点です。先行検査の１３市町村の高線量地域を例に挙

げると、推定値１８．９は中央値で、その前後に１３．５から２４．２の範囲で９５％の確率で真の値

があるということを意味しています。先行検査では、推定値と観察値とは割と近い値でしたが、本格検

査は検査率が低いために推定値と観察値との差が大きくなっています。 

 

■１０万人当たりの患者数を算出 

今度は患者数の推定値を１０万人当たりの患者数に直しました。 

●先行検査 

 発症期間 患者数（９５％信頼区間) 

高線量地域１３市町村 ６．０年 ６３．０（４５．０～８０．７） 

中線量地域１２市町村 ６．５年 ６７．０（５８．４～７５．９） 

低線量地域３４市町村 ７．０年 ５８．９（４８．１～６９．８） 

●本格検査 

 発症期間 患者数（９５％信頼区間） 

高線量地域１３市町村 ２．７５年 ９５．３（６０．４～１２９．９） 

中線量地域１２市町村 ２．０年 ４９．４（３７．８～６１．０） 

低線量地域３４市町村 ２．０年 ２９．１（１７．８～４０．３） 

 

■1年あたりの発症率 

１年あたりの発症率、つまり罹患率は、以下の表のようになりました。これが今日の結論です。 

 先行検査（９５％信頼区間） 本格検査（９５％信頼区間）  

高線量地域１３市町村 １０．５（７．５～１３．５） ３４．７（２２．０～４７．２） ３．０倍 

中線量地域１２市町村 １０．３（９．０～１１．７） ２４．７（１８．９～３０．５） ２．０倍 

低線量地域３４市町村 ８．４（６．９～１０．０） １４．６（８．９～２０．２） １．７倍 

このデータを見ると罹患率は、本格検査が先行検査に比べて明らかに高くなっています。もし放射能

の影響がなければ本格検査と先行検査とは同じにならなければならないはずです。 

今こころみに、低線量地域３４市町村の先行検査のデータを福島県における放射能の影響のない時の
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通常の発症率だと仮定します。つまり、１０万人あたり８人、１００万人あたり８０人が通常発症して

いると見るわけです。それを１として、罹患率の比較をすると次の表のようになります。 

 先行検査 

（９５％信頼区間） 

本格検査 

（９５％信頼区間） 

高線量地域１３市町村 １．３（０．８～２．０） ４．１（２．２～６．８） 

中線量地域１２市町村 １．２（０．９～１．７） ２．９（１．９～４．４） 

低線量地域３４市町村 １．０ １．７（０．９～２．９） 

この表をグラフにす

ると右図のようになり

ます。 

先行検査の結果を見

ると、３地域の値の９

５％信頼区間が互いに

重なります。これは先行

検査では原発事故の影

響があまりないことを

示しています。ただし、

３４市町村に比べると、

１３市町村と１２市町

村の値は高くなってい

るので、全く影響がなか

ったとは言えません。 

しかし本格検査の場

合、検査率が低いので９

５％信頼区間のバーが

長くなるのですが、先行検査のバートと本格検査のバーはまったく重ならない。本格検査は明らかに罹

患率が高くなっていて原発事故による放射能の影響は否定できません。 

しかも高線量地域で高くなっている。次いで中線量地域、そして低線量地域というように地域間格差

が大きくなっていきます。したがって放射能の影響は明らかだということになります。 

 

 

 

 

■原発安全はフィクション 

チェルノブイリ原発事故があっても、それでも日

本の原発安全論は崩れなかったのです。ソ連なんて

技術が低いからダメなのだ、日本は大丈夫だと言っ

て。 

この３月に大津地裁の高浜原発差止めをひっくり

返す大阪高裁判決がありました。そして伊方原発再

稼働を認める広島地裁判決がありました。これらは

原発安全論復活の試みですね。 
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■放射能安全論 

今「放射能安全論」が流布されています。そのこ

とが際立って我々の目の前に登場したのが２０１４

年８月１７日の、朝日、毎日、読売、日経、産経、

福島民報、福島民友の１ページの政府広報でした。

「放射線についての正しい知識を」と題して掲載さ

れました。 

その中で東大医学部の中川恵一という人物が「放

射線について慎重になりすぎることで、生活習慣病

を悪化させ、発言リスクを高めている」と言ってい

ます。だいたい「放射能安全論」の主張はこういう

ことに尽きているんですね。国際的にもこれです。

レティ・キーム・チェムという人物も登場して「こ

れが科学的基準だ」と言っている。これに従って今

帰還計画は進められているわけです。 

 

■放射能安全論に対する２大障害物 

 その１ LNTモデル 

放射能安全論を唱える人たちには２大障害物があ

って、その一つがＬＮＴモデルです。０シーベルト

からがんは発症し、被ばく線量に従ってリスクが直

線的に高まっていく。ところが日本の研究者のそう

そうたるメンバーは、昔からですけど、ＬＮＴモデ

ルは違う、しいき値はある、０～１００ミリはがん

のリスクはない、といまだに主張しています。先日、

原発賠償訴訟でも崎山先生が証言されましたが、今

は１００ミリシーベルト以下のリスクを示すデータ

はいろいろ出されているのです。だから日本のそう

そうたる放射線防護学者もなかなか発言しにくくな

っています。しかもＬＮＴモデルは国際的にも一応

認められているのですね。日本の研究者が頑強に拒

否しているだけですけど。 

その２ 福島甲状腺がんの被ばく発症 

もう一つの障害物は、福島甲状腺がんの被ばく発

症です。福島県は、これまでに発見された甲状腺が

んについては、放射線の影響とは考えにくい。被ば

く線量がチェルノブイリ事故に比べて総じて小さい、

事故当時５歳以下からの発見はない、と言って否定

してきました。ところが事故当時５歳以下の子から

甲状腺がんの発症が見つかったのです。最近は４歳

も見つかりました。そのことは先日ＮＨＫでも報道

されました。しかし、福島県は発表していません。

都合の悪いことは言わないのです。 
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■国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の最終報告 

これは国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の見解です。 

▶２０１５年８月３１日の最終報告 

 事故に起因する甲状腺被ばく線量は低い。 

 小児甲状腺がんの増加が被ばくによるとは考えにくい 

▶小児甲状腺がん 

 チェルノブイリ原発事故との関連で国際機関が認めた唯一の病気 

▶原発事故ではリスク・コミュニケーションが重要 

 もっと大きな問題は、メンタルな健康障害 

 被ばくによる健康不安への過剰反応 

 懸念されるのは、飲酒、喫煙、栄養不良、貧困、医療不足 

 

しかしいま、チェルノブイリでは、実際にいろんながんが発症し、心臓病も血管障害もいっぱい発生

しています。 

 

■ＩＡＥＡが否認する背景 

▶ヒバクシャとは、核兵器爆発や原発事故による放射能が原因で病気になった人たち。国家責任 

 核保有国、日本など主要なＩＡＥＡ加盟国はヒバクシャの存在を認めたがらない。 

▶福島原発事故による小児甲状腺がんの被ばく発症が明らかになると 

 新たなヒバクシャが原発事故で発生した 

 日本と世界の反核・反原発運動の火に油を注ぐ 

 原発存続（平和利用）が危うくなる 

 核兵器保持が危うくなる 

 

■福島県小児科医会と福島国際専門家会議 

▶２０１６年８月２５日福島県小児科医会 

 福島県に対して、甲状腺検査の縮小を要望しました。甲状腺がんがたくさん発見されたことで、

子どもや保護者、県民に健康への不安が生じている、というのが理由です。 

▶２０１６年９月２６日～２７日、福島市で福島国際専門家会議 

 テーマは「福島における甲状腺課題の解決に向けて」。主催は日本財団、共催が福島県立医大、

長崎大学、笹川財団。ＩＡＥＡ、ＵＮＳＣＥＡＲ、ＷＨＯなどの“国際原子力ムラ”が参加した

会議です。 

 そこでの結論は、福島甲状腺がんの増加は、被ばくの影響ではなく、集団検診の効果、とされま

した。 

 そして、笹川陽平（日本財団会長）、山下俊一（福島医大副学長）らが内堀雅雄福島県知事に対

して以下の提言をしました。 

 甲状腺検査では個人と集団全体のリスクと便益を考慮せよ。健康調査と甲状腺検査は自主参加

にせよ。 

 福島の経験を国際社会と共有するために国際機関と国内組織との共同事業を強化せよ。 

 県と国内外の関係機関との協力で、原発事故の健康影響に関する専門作業部会を設置せよ。 
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■２０１７年２月２０日、第２６回の県民健康調査検討委員会 

 星北斗座長から「これまでの結果を検討するための第三者機関の設置」が提案されました。提

案は笹川や山下の提言に基づくものです。 

 山下俊一とは、長崎大学の副学長、福島県立医大の副学長、福島県放射線リスク管理アドバイ

ザーの肩書を持つ人物で、「放射線の影響はニコニコ笑っている人には来ません。くよくよし

ている人に来ます。これは明確な動物実験で解っています」などと公言している人物です。 

 

■小児甲状腺がん問題を無視・軽視する革新団体 

２０１６年３月６日、福島県二本松市で、全国革新懇と福島革新懇による「原発ゼロをめざして今、

福島から」と題したシンポジゥムが催されました。シンポジストに伊藤達也、早川千枝子、安斎育郎、

志位和夫氏が並ぶ革新団体のシンポジゥムです。その記録集があります。このなかで、２０ミリシーベ

ルト問題がどのように扱われているのか、小児甲状腺がんがどのように語られているのか、私は目を皿

のようにして見ました。しかし何もない、一切触れられていませんでした。ほとんど無視です。福島県

ではあれだけ大きな国費をかけて小児甲状腺がんの検査をしているのです。であるのに資料集には一行

も載っていない。小児甲状腺がんについてのタームがない。私はとてもびっくりしました。 

 

■甲状腺がん被ばく発症に対する批判 

甲状腺がんの被ばく発症という私の主張に対して以下のような批判が出されています。 

 小児甲状腺がん問題は「高度に政治的」 

 被ばく発症と結論するには「機が熟していない」 

 甲状腺がんの被ばく発症という主張は「コミュニティを破壊する」 

 統計計算は「結論ありき」で信用できない。 

 宗川らの計算は間違っている。 

いつになったら「機が熟した」と言えるようになるというのでしょうか。 

 

■放射能被害の本質はヒバク 

 放射能公害とは、原発事故、核兵器炸裂で発生した膨大な放射性物質による放射能による環境汚

染 

 放射能公害・核被害の本質は放射能に晒されること、ヒバクは人格権の侵害 

ヒバクによる病気発症の苦痛と恐怖 

 ヒバクシャとは ヒバクによる苦痛・恐怖を強いられている人 

 放射能公害の責任は国家と企業 

 

■甲状腺がん被ばく発症と脱原発運動 

 原発反対の根拠  原発事故はヒバクをもたらす放射能公害、ヒバクは人格権の侵害 

 人格権とは  個人の尊厳・生命・身体・財産に関わる憲法上の権利 

 原発事故で小児甲状腺がんが発症しないなら 

 事故ががんや病気の原因にならない ことになってしまう 

 原発事故が重大な人格権侵害にならない ことになってしまう 

 原発反対の根拠がボケる 

 避難計画はいらない、ヨウ素剤もいらない ことになってしまう 

 福島から非難しなくともよい ことになってしまう 
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■被ばくに関わる権利要求 

• 県と国は、甲状腺がんの被ばくを認め、すでに発症した人、これから発症する人たちを早期に

発見し、治療せよ 

• 東電と国は、小児甲状腺がん患者に対して医療費支払いと損害賠償を行え 

• 県と国は、原発事故と小児甲状腺がん以外のがんや病気との関連性を究明せよ 

• 県と国は、住民の被ばく線量を年１ミリシーベルト未満にせよ 

• 東電と国、県は、避難の権利を認め、避難者に対して住宅補償と損害賠償を行え 

• 東電と国は、福島県民と国民に対して原発事故を謝罪し、原発廃棄を約束せよ 

 

■『チェルノブイリの祈り』スベトラーナ・アレクシェービッチ から 

▶著者自身へのインタビュー 

 人びとは忘れたがっています／（原発事故は）大惨事以上のものです／ここでは過去の経験は全

く役に立たない／ほかのことについても聞きたかったのです。人間のいのちの意味について、私た

ちが地上に存在することの意味について／ 

▶核エネルギー研究所・元所長へのインタビュー 

 連中が心配しているのは住民のことじゃない、政府のことです。国家が最優先され、人命の価値

はゼロに等しいのです。 

 

 

 

Ｎｏ Ｎｕkｅｓ 

Ｎｏ ｍｏｒｅ ヒバク 

Ｎｏ ｍｏｒｅ ヒバクシャ 

 

 

 

 

 

 

エドヴァルド・ムンク 『叫び』 
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質疑応答（抜粋＆要約） 
 

 

 

質問 

 日本の疫学のレベルは世界的に見て低い、遅れ

ているのではないでしょうか？ インフルエン

ザなどもやってはいるがメディアなどを見てい

ると信頼できる数値が報告されているようには

思えない。今回の福島の調査も事故が起こってか

らやったもので、それ以前のものはない。その点

について宗川先生の見解を聞かせて下さい。 

宗川先生回答 

岡山大学の津田敏秀先生がかなり嘆いていら

っしゃいます。日本の医学部の教育の中で疫学と

か統計学の教育がなされていない。日本の医学は

やはりドイツ流で、ドイツ流とは赤痢は赤痢菌に

よる、結核は結核菌によるといった病原論なので

す。そのことで一定の効果は上げたが、今はそれ

を超えて疫学が中心にならないと本当の病気は

見つかってこないし、対策もとれない。これは津

田先生が主張されていて岩波新書も著されてい

ます。 

インフルエンザワクチンには私は反対してい

るのです。あれは効かない。効かないという膨大

な調査を７０年代にやっていて、そのことが分か

ったにも関わらずまだやっている。効いたという

人もいるけど、私の周りでは罹った人はいっぱい

います。インフルエンザについてもきちんとした

疫学のデータが欲しいのです。インフルエンザワ

クチンの説明会があった時に私がデータを出し

て欲しいと言ったら、「アメリカでは・・・」と

回答がされた。「アメリカのことを聞いているの

ではない。日本ことを求めているのだ」と言った

のですが、「すみません」と言われて、日本のデ

ータはないのですよ。きちんとデータを出すべき

なのです、効果があるのかないのか。効果がある

のならやったらいいのですが。 

 

質問 

先行検査の場合、放射線被ばくの影響がどれだ

けあるのかというところで、スクリーニング効果

もあると言われましたけど、先行検査の結果１０

万人に１０人ですから非常に多いのではないか

と思います。私は先行検査でもスクリーニング効

果はほとんどないと思っています。ゴメリで２０

０２年頃に５万人ぐらいの調査をして子どもの

１５歳以下がほとんど０だったのですね。それま

ですごく広がっていたにも関わらずです。それは

何故かというと、ちょうどチェルノブイリ原発事

故が起こって１５年以上経ったのでそれ以降に

生まれた子たちは放射性ヨウ素を摂り入れてい

なくて甲状腺がんが出なかった。スクリーニング

効果があれば５万人調査すれば何人か出ないと

いけないはずなのに。ですから福島の先行検査で

も私は放射能被ばくの影響は非常に強いのでは

ないかと思っているのですが。 

宗川先生の回答 

私は、先行検査はやはりスクリーニング効果が

あると、その意見に半ば同調しています。今まで

こんな調査はやったことかないのですよ。世界的

にも３０万人も４０万人も集めて調査したこと

はありません。これまで何度も繰り返しましたが

甲状腺がんは症状というものが出ないのですね。

甲状腺がんもがん登録はされています。でもうん

と少ないのです。登録されているのは実際にお医

者さんにかかった人たちの数字なのです。たくさ

んの子たちを集めてがぁーっとエコー検査した

結果のデータではないのです。ですから症状が出

ないにも関わらず１０万人に８人から１０人ぐ

らいいるということなのです。私はこれはスクリ

ーニング効果だろうと、そしてそれは意外な結果
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だったのだろうと、今まで発見されたことのない

新しい知見だと思っています。それは他の人たち

とは少し意見が違うのかもしれません。 

 

質問 

先行検査の結果は他の都道府県と比較した結

果ではないのだから、スクリーニング効果だと言

い切ることもできないのではなでしょうか? 

宗川先生の回答 

他の都道府県、例えば京都府でも４０万人とか

の子どもさんの調査をして、それと福島の結果と

を比較してみることなども必要だろうとは思い

ます。しかしそれについてはいろいろと障害があ

って、医学倫理的に無理だと思われます。福島の

コントロールのために同じことを京都でもやる

というのは無理なのです。国とかが声をかけて

人々が自主的に参加してきてやるのならできな

いことはないのですが。 

福島の低線量地域３４市町村の先行検査の８．

４人ぐらい。この値は通常の原発事故のない状態

の値に近いのではないかと一応思っています。他

の都道府県でやったらこれぐらいの値になるの

かどうか。私は密かにそうなるだろうと思ってい

ます。まだどこでも証明はされていませんが。 

 

質問 

私たちが一番心配しているのは福島や東北、北

関東の原発事故による健康障害について、本当の

ところはどうなのかということです。小児甲状腺

がんについては一応調査もされ、評価は様々でも

データは出されている。しかし放射能による健康

障害は小児甲状腺がんだけではないはずです。国

の姿勢、態度は現状の通りですが、国の施策だけ

に頼らない、市民レベルからの運動も求められる

はずで、それがどうなっているのか、どうすれば

いいと思っておられるのか、お聞きかせ下さい。 

宗川先生の回答 

どうすればいいのかと私もいつも思っていま

す。せいぜい甲状腺がんぐらいは放射能の影響で

あることを認めさせないと、本当になおざりにさ

れてしまう。今私の執念はそこにあります。 

市民運動する側も、本当に中心を担わなければ

ならない人たち、団体がもっとしっかりとやって

欲しいと思っています。 

守田敏也さんの発言 

チェルノブイリ原発事故の信頼される調査と

してはウクライナ政府報告書などがあります。ウ

クライナ政府は唯一世界の医療機関とか国際機

関とがちんこで喧嘩を挑んできたところで、本当

はこんなに病気が発生しているのだとどんどん

出してきました。ウクライナ政府はかなりのデー

タとか統計とかを持っていますが国際機関はそ

れをまったく認めていない。認めてはいないけど

私たちにとっては一つの重要な道しるべだと思

います。チェルノブイリではこういう病気が起こ

っている、だったら日本でも起こっているのでは

ないかと調べてみる。そいうことをすると実は似

たようなことがいっぱい起こっているのです。福

島や関東などあちこちに行って、「こういう病気

はないですか？」と聞くと「それだったらありま

すよ」という答えが出てきます。本当に関東、東

北に行くと深刻の度合いが激しい。私の感覚では

心臓病などで若い人など含めてどんどん亡くな

っている、そういう感じがしています。 

そうした時重要なのは、その状況をできるだけ

詳しく聞くこと、どういう病名だったのか、どの

ような食事をしていたのか等々です。それを少し

ずつでも記述していって、市民の記述をたくさん

集めていくと、それが疫学的なデータに近づいて

いくのだと思います。疫学的調査も専門機関がや

らないとダメなのだ、自分たちではできないのだ

と諦めてしまわないことが肝心です。 

国連の人たちが例えばアフリカとかでエボラ

出血熱とかを調べる時、お母さんたちの証言が一

番重要なのだそうです。内戦とかやっていて、国

家機関もなくて、統計なんかもとれなくて、でも

病気が広まっていて国連の人たちはなんとかし

なくてはならない。そいう時、お母さんたちに集

まってもらって、「こういうことは起こっていな

いか」とどんどん聞いていくとかなりのことが見

えて来るのだそうです。 

私たちも周りで起こっていること、特に線量の

高い所にいた方とかには、相手に寄り添うような

形でそういうことを聞いていって、それを記述し

ていくのです。そいうことをどんどん聞いていく

ことが必要だと思います。 
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福島甲状腺がんの被ばく発症 
宗川吉汪●著 

文理閣 

９２０円＋税 

何十年も経たないと分からないということで

はない。専門機関の調査が始まらないと何も見え

てこないというのも間違いです。私たちの身の回

りから具体的な実例、意見を積み上げていくこと

が大切だと思います。 

 

質問 

６０兆あると言われる人間の細胞をすべて解

析する能力はすでにあると言われています。その

細胞の質、量の変化を明らかにすることができれ

ば、その変化が放射能によるものなのか、化学物

質によるものなのか、ウィルスによるものなのか、

事実を明白にしていくことができるようになる

のだと思います。そうした解析がきちっとできる

ようになるのなら、先行してやるべきではないか

と思いますが。福島の放射能被ばくの問題でも、

被爆２世・３世の問題にしても明らかにしていけ

るのではないでしょうか？ 

守田敏也さんの意見 

ゲノム解析のことですが、大きな流れで見れば

将来そういうことも可能になるのかもしれませ

ん。物事が的確に見えてくる日も来るのでしょう。

しかし今はそういう検査や開発に莫大なお金を

必要とし、お金を握っている人たちにしかできな

いという問題があります。その結果例えば「分子

生物学をもって放射能の影響はない」などという

結論のデータが出されてしまう可能もあります。 

本当に民主的な社会が作られて、科学者が本当

に良心だけに依拠してやっていけるような世の

中でないと、私たちの展望は生み出せないのでは

ないか思います。 

宗川先生の意見 

福島県民健康調査は受診率が低くなる傾向が

あります。特に年齢が高くなればなるほど。福島

の人たちと話すと住民の中に県民健康調査にす

る不信感があります。だから受けたくない、受け

させたくない。受けても丁寧な説明をしてくれな

い。そこに小児科医の方々が検査を止めさせろと

いい、国際会議も止めさせろといい、止めさせろ

の大合唱です。 

これでは駄目です。きちんとした検査をやらせ

る、情報開示も含めて、私たちはそういう要求を

していかないといけない。受診率をもっと上げて

いかないと健康を守れなくなってしまうのでは

ないでしょうか。小児甲状腺がんだけではなく、

白血病なども本当に怖いと思います。他の病気に

関しても、ちゃんと調べろと、そういう要求をし

ていかなければなりません。 

以上 

 

 

 

 


