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受精 

 妊娠 1ヶ月末から3ヶ月初め 

妊婦の職業被ばく限度 

＝1mSv/妊娠中   
現行法令の放射線防護基準 
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被ばくが体に悪いのは医学的常識 



北海道旭川北医院 院長 松崎道幸医師作成資料より 

3年間で54ｍSv被ばくした50代の福島第一原発作業員
が発症した白血病を労災と認定（2016年8月19日） 4 



 
   
医療被ばく は 天秤 
 
 

5 

患者さんが受ける医療被ばくには上限がない。 

被ばくでヤケドしても、命が助かる方が患者さ
んにとって利益だろう、という考え。 

しかし、被ばく量が多いほど、何年後かに発癌
する可能性は高くなる。 



2011年12月 全日本民医連が主催し 

被ばくによる健康障害を心配している 
  親の声を聴く会が東京都町田市で開催 

 子どもが鼻血を異常に出す 
 子どもが口内炎を繰り返す 
 子どもの肌が荒れた 
 風邪をひきやすくなった 
などの症状の訴えが80家族からあり。 

東日本大震災後、 

特に福島で、子どもが異
常な鼻血を出す、肌が荒
れる、という異変を訴え
る声があり、「たくさん
の子供たちが鼻血を出し
ている」と、何人もの議
員が国会でも語っていた。 

東京新聞 
2011年6月16日号 
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チェルノブイリ事故後、  
ベラルーシの高汚染地帯に住む 
子どもたちの中には、 

鼻血を異常に流す子がいた、と 

現地の小児科医スモルニコワ医師
が語っていた。 

その子たちは、 
その後、どうなったのか？ 
 
甲状腺癌になった？ 
白血病になった？ 
心臓病になった？ 

2012年春に完成した鎌仲ひとみ監督作品 

    「内部被ばくを生き抜く」 



鼻血や高血圧の原因が放射線かどうか、公式には
認められていない。 
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2013年3月 ベラルーシに行き 
高汚染地域ゴメリ州の 
小児科医スモルニコワ医師や 
保健所所長に会って話を聞いた 

事故当時、鼻血を出した子や高血圧になった子ど
もがたくさんいた。  

その子たちがのちに甲状腺癌や白血病、心臓病に
なったわけではない。 

放射性ヨウ素の被ばくによる甲状腺ガン 
以外にも、子どもたちの病気が増えているが、 

その原因が放射線だとは立証されていない。 
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「当時、事故が起こったことなど 

私たちは何も知らされず、 

私の6歳の息子は、いつものように 

ずっと外で遊んでいました。 

そして夜になると吐き気を催しました。 

 

多くの子どもたちが、とにかく吐き気を催しました。 

 

その原因はいまだに説明されていません。  

 

放射線医学の専門家と臨床医との間の論争は 

今も続いています。」 

 

ベラルーシの首都ミンスク：甲状腺疾患が専門の女性教授の話 
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第一次移住対象区域 

第二次移住対象区域 

移住権利区域 

定期放射線管理
対象居住区域 

５超 

１～５ 

１未満 

実効線量 

年間mSv 

土壌汚染
（Cs137) 

自然放射線、医療被曝による
放射線を除いた追加放射線量 

土壌は137Csが 37kBq/m2未満、かつ 追加空間線量が年間1mSv未満 

となる環境が「非汚染地域」（環境省の考え方では 0.23μSv/h未満） 12 



ベラルーシ； 0～17歳の子どもの甲状腺ガン発生率（地域別） 
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ゴメリ州 
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131I 事故後5～7年における 
甲状腺ガン発生率は 

10万人あたり 

24.7人 

チェルノブイリ原発事故 

放射性ヨウ素 
  汚染地図 
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ベラルーシの甲状腺ガン発生率 
（年齢別）（年間人口10万人当り） 20-25-34 

0-14 

15-19 

事故当時の乳幼児は今およそ27～33歳 

事故当時乳幼児だった人たちが 
成長過程のどの年代でも 
甲状腺ガンを発症し、 
加齢に従って発症率は上昇。 

事故当時青少年だった人たち 

（＝今の中高年）の発症は今
も増加傾向。 



БССР проект «Памир-630Д»,  в 1985 году реактор 
отработал 2975 часов. После Чернобыля проект 
закрыли. 

15 
移動式原子力発電所「パミール」（設計by ヴァシリー・ネステレンコ博士） 
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甲状腺は、 
食べ物に含まれるヨウ素を材料にして 
甲状腺ホルモンを作り､血液中に分泌するところ。 
 
★【ヨウ素をたくさん含む食品】 
  昆布、わかめ、のり、ひじき、 
  もずく、昆布だし、ヨウ素強化卵など 

 
 
体内のヨウ素の90％以上が 
甲状腺に存在。 
 
 
★ヨウ素＝ヨード＝Iod（独）＝Iodine（英） 

甲状腺とヨウ素 
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甲状腺ホルモン 

体の発育を促進し、新陳代謝を盛んにする  
 活動するためになくてはならないホルモン。 
 

多すぎても少なすぎても体調が悪くなるが 

 体内で自然に調節されている。 

 

調節がうまくいかないと 

 甲状腺機能亢進症（バセドウ病など） 

 甲状腺機能低下症（橋本病など） 

 になる。 
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甲状腺機能亢進症  

甲状腺ホルモン過剰 
バセドウ病、亜急性甲状腺炎 など 

甲状腺ホルモン減少 
橋本病、甲状腺切除後 など 

甲状腺機能低下症 

19 



甲状腺と 
放射性ヨウ素 

食べ物のヨウ素は小腸
から血液に吸収され
る。 

1、2週間、昆布だしや
海藻を食べなければ、 
ヨウ素不足になる。 

大気中のヨウ素は 
肺から血液に 
吸収される。 

放射性ヨウ素で汚染された時 
ヨウ素が不足していなければ、 

放射性ヨウ素は甲状腺に取り込
まれにくい。 
ヨウ素が不足していれば、 

放射性ヨウ素は甲状腺に取り込
まれ、甲状腺組織が被ばくして 
甲状腺がんになりやすくなる。 

血液中のヨウ素は、甲状腺
ホルモンを作るために甲状
腺にあつまる。 

体内のヨウ素の90％が甲状
腺に存在。 

放射性ヨウ素も 
そうでないヨウ素も、 
体内では同じように 
動く。 

放射性ヨウ素を吸収する前に、 
安定ヨウ素剤を服用して、 
ヨウ素が足りていれば、 
甲状腺がん発症の危険性が減る。 20 



WHOによる 「予備的線量推計報告書」 

              （2011年11月版）には 
 

・1歳児における 甲状腺等価線量 が 

福島県浪江町で 300～1000ミリシーベルト 

東京や大阪で         10～   100ミリシーベルト 
                  と推計されていた。 
 

しかし、日本政府がWHOに修正を働きかけた結果、 

福島県浪江町で 100～200ミリシーベルト 

東京や大阪は     1～   10ミリシーベルト 
                              
に下がった。 

2014年12月7日朝日新聞Globeより 
21 



【目的】 

チェルノブイリ原発事故後に明らかになった 

健康被害として、放射性ヨウ素の内部被ばく 

による小児の甲状腺ガンがある。 

福島県では、 

東京電力福島第一原発事故を踏まえ、 

子どもたちの健康を長期に見守るために、 

甲状腺検査を実施している。 

県民健康（管理）調査 
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のう胞（多発性、数珠
状） 

結節 
（良性） 

結節（悪性＝甲状腺癌）（乳頭癌） 

のう胞 

甲状腺エコー 
でわかる 

腫瘍性病変 



ろ胞（中身はコロイ
ド） 

甲状腺細胞 

甲状腺の顕微鏡写真 

甲状腺乳頭癌 甲状腺ろ胞癌 

正常甲状腺 

★乳頭という名前は、胸にある乳腺とは全く関係な
し。 顕微鏡で観察すると、癌細胞が「乳頭」のよ
うな形を作っているので、この名前がつけられた。 

24 



甲状腺の悪性腫瘍 

•甲状腺癌（日本での割合） 

•乳頭癌（92％） 

•濾胞癌（ろほうがん)(3％） 

•低分化癌（2％） 

•未分化癌（2％） 

•髄様癌（ずいようがん）（2％） 
 

 

•その他、悪性リンパ腫や 

  他の部位の癌の転移によるもの 
  

（WHO新分類（2006）では合計26種類の甲状腺悪性腫瘍） 
25 

分化癌 

治療効かず、致死的 
ほとんどが乳頭癌から転化 



甲状腺乳頭癌 

•日本の甲状腺癌の中で一番多いタイプ。 

•原因不明。 放射線被ばくで増加することが確か。 

•症状がないことが多く、あっても、甲状腺にできる痛みの
ないしこりや、リンパ節の腫れなど 

•ゆっくり発育し、性格がおとなしい 症例が多い（成人） 

•頚部のリンパ節への転移は多いが 

•肺や骨など遠隔臓器への転移は少ない（成人） 

•進行すると、反回神経（声を出すときに働く神経）や 

  気管、食道に浸潤。手術不能例だと予後5年以内？ 

•約5%の確率で家族内発症がある 

 

 

 

 

★チェルノブイリで増加した小児甲状腺がんは成長が早い

肺への転移が多い、など 成人とは異なる特徴がある。 26 



甲状腺エコー検査 

27 



県民健康（管理）調査 チェルノブイリでは、 

原発事故後、4,5年経ってから 

子どもの甲状腺がんが急増した 

28 



県民健康調査 「一巡目（先行検査）」＋「二巡目（本格検査）」の結果 

平成28年3月31日現在 
 平成23～25年度 
一巡目（先行検査） 

平成26～27年度 
二巡目（本格検査） 

合計 
 

対象者数（人）  367672 381286 約38万 

受診者数（人）  300476 267769 約32万 

受診率（％）  81.7 70.2 約84 
悪性ないし悪性疑い 者数

（人） 
 116 57 173 

前回結果（判定；人数）    A1；28、A2；25 
発見率（10万人あたり）  38.6 21.3 約54 

腫瘍径mm  13.9（5.1～45.0） 10.4（5.3～35.6） 

震災時 平均年齢（歳） 
 

 最小の 震災時年齢（歳） 
 

14.9±2.6 
6 

12.7±3.4 
5 

14.2 
5 

手術済（人）  102 30 132 

確定診断
（人） 

乳頭癌  100 30 130 
低分化癌  1 0  1 
良性腫瘍  1 0  1 29 



平成25,26年度 北茨城市 4777人中 3人甲状腺癌 10万人あたり 62.8人 

平成23～25年度 一巡目（先行検査）30万人中 116人（38.6/10万） 

平成19年 がん登録高精度地域 （宮城・山形・福井・長崎）   

15〜19歳の甲状腺癌発生率 10万人あたり 1.7人 

平成24年 環境省（青森・山梨・長崎）3～18歳 甲状腺検査 

4365人中 1人 甲状腺癌  10万人あたり 22.9人 

平成26,27年度   二巡目（本格検査）27万人中    57人（21.3/10万） 

22.7 倍 

1.7倍 

スクリーニング効果？ 

もし平成27年に一度に調べていれば  

32万人中 173人（54/10万）が悪性~悪性疑い 

福島県民健康（管理）調査で「悪性ないし悪性疑い」と診断された人 
（平成28年3月31日現在） 

30 



福島における小児甲状腺ガン発症率の地域差 

岡山大学大学院環境生命科学研究科  
           津田敏秀氏 

ほぼ同年齢の日本全国での一年間あたりの発症率に対
し、各地域（調査年度が異なる）での発症率が何倍か、
の値 

「量ー反応関係」が見える… 
福島 原発 

北茨城 

東京 

2011年4月1日時点での 放射性ヨウ素の大気中放出量
の推定 （W-SPEEDI) by日本原子力研究開発 

31 



2011年4月1日時点の「世界版SPEEDIによる放射性物質大気中放出量の再推定」 
日本原子力機構（2014年2月発表） 

ヨウ素131 セシウム137 

32 
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福島第一原発周辺を2㎞メッシュで細分し、各所で土壌を採取して、放射性物質を分
析した。2011年6-7月に土壌採取、7-8月にガンマ線の測定を行ったもの。土壌の採取
には大阪大学とJAEAが中心となり、94の大学等研究協力機関と民間企業3社から409人
の科学者等が参加 

https://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/dojo/ 



2011年9月時点の地表
の放射線量 
（早川由紀夫氏作成） 

 3月15日には南関東
にプルーム到来 

 3月21，22日の雨で

放射性物質が大地に
降下 

 

福一原発から200㎞離
れた東京で 

野菜に放射性ヨウ素、
セシウムなどが付着 

上水道から放射性ヨ
ウ素検出 
 

 茨城や千葉の母乳か
ら1キログラムあた
り6.4～36.3ベクレル
の放射性ヨウ素131
が検出 
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県民健康調査 実施方法 

最も放射性物質による汚染が強い地域
から始めた。 

ただし、参考にしたのは、放射性ヨウ
素の汚染地図ではなく、セシウムによ
る汚染地図・・・ 

2011年9月時点での大気中の放射線量 

35 



福島県民健康調査で発見された 

事故当時18歳以下の小児甲状腺ガン手術例の 術後診断 

福島医大での手術例 96例 （2015年8月31日 福島県立医大 鈴木眞一氏報告） 

甲状腺ガン96例（福島医大での手術症例） 

腫瘍径 

10㎜超 

54例 
(56%) 

10㎜以下 

42例 
(44%) 

リンパ節・被膜外浸潤、遠隔転移 

なし８例 (8%) 

リンパ節転移  

72例(74%) 

甲状腺被膜外 
浸潤    

38例 (39%) 

遠隔（肺転移  

２例(3%) 

この8例を除いた 

88例（92%）は 

手術すべき症例 

全摘 ６例 (6%) 片葉切除 90例 (94%) 

リンパ節廓清 全例 （中央領域のみ 80%  外側領域まで 20%） 

★再発例、再手術例あり 36 
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小児甲状腺がんの性比（男：女） 

自然発生型は女性が際立って多い。 

福島データは、チェルノブイリデータに似ている。 
自然発生データとは性比が大きく違う。 

旭川北医院 松崎道幸医師 作成資料（2016年3月）より 

診断時年齢 4～14才 15～18才 

ベラルーシ 
チェルノブイリ型 1 : 1.6 1 : 2.0 

自然発生型 1 : 2.5 1 : 6.2 

  日本  

福島 1 : 1.9 1 : 1.4 

自然発生 1 : 4.3 1 : 4.3 

38 



スクリーニング効果だけでは、多発を説明できない 

手術して当然の症例がほとんどだった 

       ・・・過剰診断・過剰治療ではない 

被ばくの関与を否定できない 

福島での検査続行・青年の受診率アップを。（成人も？） 

チェルノブイリでは5年後くらいから事故当時5歳以下だっ

た子どもたちの甲状腺がんが急増。 

原発事故から5年を過ぎ、これから、福島や東日本

で甲状腺がんが増えるかどうか、が重要。 

福島県民健康（管理）調査の結果について  

39 



福島県はもともと全国平均と比べて甲状腺が
んの罹患率が大変低い県だった。 
2012年から急に全国平均に近づいている。 
 
2013年のデータが出るのは来年の春？ 

標準化罹患率比（SIR） 
全国平均を100として比較 40 



福島県の甲状腺がん年齢階級別罹患率 

男性 

女性 

41 



県民健康調査検討員会の委員で、甲状腺検査評価部会長である 

清水一雄氏（日本医大名誉教授、日本甲状腺外科学会前理事長）が辞表を提出 
2016年10月21日（北海道新聞） 

『福島の子どもの甲状腺がんは間違い

なく多発しており、男女比や、2年後

の検査での50例以上の新しいがん疑

いの診断など、今までの臨床経験から

考えて不自然な点がある。 

2巡目では事故当時5歳だった子ども

のがんも見つかった。 

「影響は考えにくい」と言ってしまう

のはおかしい。 

原発事故による被ばくの「影響を考慮

に入れながら慎重に検査すべき」ぐら

いにした方がいいと思う。』 42 



2015年11月5～7日 福島市  
第58回 日本甲状腺学会学術集会 

福島県立医大 鈴木眞一教授；  
 福島で見つけた小児甲状腺ガンは、 

     今治療すべき進行しているものが多かった。
     だから私たちがやっていることは 
     過剰診断や過剰治療ではない。 
 
      

Q: なぜ福島で多いのでしょう？ 
     他の県でも調べるべきですよね？ 
 

A: 福島以外のことは、私の仕事じゃない。 
    福島での結果をもって、それぞれが各自治体に   
      検診を要請すればいい。 
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福島における小児甲状腺がんに関する問題点ーその１ 

説明せず、数か月後に判定結果のみ 
 
詳細は情報開示請求が必要 
 

ガンの発見率が高い15歳以上の受診率が

非常に低い 
 

判定がA1、A2の人は、次回は2年後  
 

20歳を超えた後は5歳ごとの検査    
 

⇒現在は、検査現
場での簡単な説明
が許可されている 

⇒せめて一年ごと
検査が望ましい？ 

甲状腺エコー検査 
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穿刺細胞診の結果、「悪性」という告知 

 
「甲状腺癌」についての説明 

 
手術についての説明 

 
データの開示 

 
手術を待っている間の対応 

 
手術後の説明 
 

 
 
 

県民健康（管理）調査 に関する 問題点 その２ 

福島県立医大 

他の医療機関 

福島県民とわかった時の 
  対応 

 

甲状腺癌と診断されてい
る患者への対応 

福島における小児甲状腺がんに関する問題点ーその2 
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 県外避難者が福島県内に戻って受診する時の交通費 
 

 県外に転出後、医療にかかる費用、親の交通費 
 

 19歳以上になった人の医療費補償制度  

「県民健康調査甲状腺検査サポート事業」の周知不足 
 

 上記助成も、対象は、県民健康調査を受けた人に限定 

経済的負担 

★ 県内では「たらちね」（いわき市民測定室）などによる 
  甲状腺検診も行われているが、補償対象外 

福島における小児甲状腺がんに関する問題点ーその3 

★県民健康調査を受けたが見つからず、 
 他県の医療機関で甲状腺がんが見つかり手術を受けた人も 
 補償対象外 
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 大学生や社会人になり、県外に転居した人が少なくない 
 検査や治療のたびに、授業や仕事を休み県立医大に行くことが困難で 
 学校や仕事をやめた人もいる。  
 
 結婚や就職に支障があるのでは、と不安になっている人もいる 
 
 術後、疲れやすくなり、仕事に支障が出ている人もいる 
 
 首の手術痕が気になり、服装で隠すようにしている人もいる 

 
 親も子も、いろんな悩みを相談できる医療者に出会えていない 

 
 
 

甲状腺癌以外の健康障害、症状にも注目を！ 

その他 

福島における小児甲状腺がんに関する問題点ーその4 
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日米などの研究チームの調査
（2012年2月4日東京新聞） 

 
《福島第一原発周辺の 

   鳥の異変状況》 

• 個体数の減少 

• 寿命が短くなっている 

• オスの生殖能力低下 

• 脳の小さい個体発見 

• DNAの変異の割合上昇 

• その他、昆虫の生存期間の

減少 
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解明されていない内部被ばく・・・物質によって異なる動き 

生物学的半減期 

セシウムは、筋肉に取り込まれると、

代謝によって排泄され110日で半減

するが、生殖器に取り込まれるとほ

ぼ排泄されないため、半減期は物

理的半減期である30年となる。（137

セシウムの例） 

 精子は常時新しく作られるが、卵

子は女性が生まれた時に持ってい

る400個のみ。被ばくによって、奇形

児や流産の可能性が増える。 

女の子、妊娠前・中の女性は、 

内部被ばくに細心の注意必要。 

心臓 

出典「食卓にあがった放射能」高木仁三郎（七つ森書館） 



連絡先：〒502-0017 岐阜市長良雄総878-16 岐阜環境医学研究所内 

 「乳歯保存ネットワーク」（松井英介医師） e-mail :  pdmn311@gmail.com 

                          TEL 058-296-4038 FAX 058-296-3903 

ホームページ http://pdn311.town-web.net/ 

ストロンチウム90による内部被ばくも懸念されるが、食物中の

ストロンチウムはほとんど測られていない。 

ストロンチウムは、歯や骨に蓄積し、骨髄の造血細胞が被ばく

しうる。乳歯を調べることで、ストロンチウムによる全身への

被ばく影響がわかる。 
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⇒すなわち、50年前に体内に取り込んだ 

放射性物質が今も体内に存在し、 

そこに血液が通るたびに新しい内部被曝が生じている。 

セミパラチンスク核実験場近くで 

50年前に「死の灰」を浴びた村の住民の 

血液中のリンパ球の染色体（遺伝子） 

には、被ばく後3年で消えるタイプの 

染色体異常が現在も認められた。 

田中公夫(広島大学、 
公財環境科学技術研) 
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福島県民以外も対象とした甲状腺エコー検診 

関東子ども健康調査支援基金（常総生協） 
    

甲状腺検診ちばの会 
  

甲状腺エコー検診神奈川の会 
 

パルシステム神奈川ゆめコープ 
パルシステム東京 
   

生活クラブ生協 
  

 １１３１１疫学調査 （NPO法人11311疫学調査団） 
 福島原発周辺と鹿児島の住民を比較調査。血液検査も無料。 

 

 さがみ生協病院「被ばく関連検診 53 



さがみ生協病院「放射線被ばく関連健診」（自費）（完全予約制） 

 尿中セシウムの検査は行っておりません。ホールボディカウンター検査も行っておりません。 

 2歳未満のお子様の採血はお受けしておりません 

 問診票は、「市民と科学者の内部被曝問題研究会」医療部会で作成した「健康ノート」を
ご家族に1セット差し上げて利用していただきます。 

事故当時福島におられた方は、神奈川民医連の支援があり、無料です。 

受診を希望される方は、月曜～木曜、午後 2時～5時に、 

         さがみ生協病院 042-743-3261 まで。 

            252-0303 相模原市南区相模大野6－2－11  

または sgmmch-u@hokuou-iryou.or.jp (牛山) への  

メールでのお問い合わせも可能です。 

 

1.基本健診（健康ノート、問診票記入、内科診察） 3000円 
2.甲状腺エコー      4000円 
3.尿・血液検査（白血球分画、甲状腺ホルモン、肝腎機能など） 3000円  
4.心電図          1500円 
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福島県外でやる甲状腺エコー検診の意義-1 

2011年3月に起きた福島第一原発事故によって 大量の 
 放射性物質が環境中に放出され、東日本を汚染した。 

 

事故直後の汚染実態や被ばく量は明らかにされておらず、
特に半減期が短い放射性ヨウ素による初期被ばくの実態
は不明 
 

WSPEEDI による放射性ヨウ素汚染の推定図や、首都圏

の水道水から放射性ヨウ素が検出されていたことなどか
ら、東日本の住民は 放射性ヨウ素による被ばくの可
能性大。 

 

放射性ヨウ素による被ばくで甲状腺がんになる可能性は
高まる。早期発見して早期治療につなげるために甲状腺
エコー検診は有用。 

55 



福島の県民健康調査では、事故の影響を受ける前の状態を調べ
るために「先行検査」を行ったが、事故当時18歳以下の人の甲

状腺がんは、予想を超えて多く、しかも、手術例では、今すぐ
手術して当然と言える進行例が多かった。 

   

先行検査時A判定だった人53人が、2年後の本格検査で

「悪性または悪性疑い」（「悪性または悪性疑い」57人の

93%）。  
 なぜ、2年でガンと診断されるまで変化したのか？  不明。 

 
これは福島だけでの現象なのか？ 全国どこでも同じなのか？ 
 それとも、東日本に限定した状況なのか？ 
 放射性ヨウ素の被ばくと関係しているのか？ してないのか？           

福島県外でやる甲状腺エコー検診の意義-2 

謎だらけ 
福島県外でも甲状腺検診を 
することで、もう少し何か 
がわかってくるかも？ 56 



原爆被爆者の死亡率に関する研究（LSS） 
第 14 報 1950–2003 年： 

がんおよびがん以外の疾患の概要  
     Radiat Res 2012 (March); 177(3):229–43            

（放射線影響研究所、放射線影響協会） 

57 

が、原爆被爆者の寿命調査研究結果として2012年に報告された 

ほんのわずかでも被ばくすると 

    がんになる可能性は なる。 

絶対安全なのは ゼロ線量 

    すなわち、被ばくしない こと 



「子どもたちの心とからだを守る」その1 

• 被ばくは少ない方がいい 
        

 わずかな被ばくでも将来の発がんを増やす可能性がある。 

 そのために測り、知って、可能な限り被ばくを減らす 
     

 福島第一原発の状況に注意！ 

  核燃料の現状不明・排気塔は折れそう 
  また地震・・・  
  ★近づかない！・・・特に子ども、若者 
 

 他の原発も・・・なぜ再稼働？？？？？？？？ 
 

 医療被ばくは必要性をしっかり理解した上で！ 
  
 空間線量、土壌、などの環境、食物に注意を。 

  （せめて空間線量0.23μSv/h以下が目標） 
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2016年上半期 食品汚染状況 

厚生労働省が発表した、 
2016年上半期の放射能検査結果から 
セシウムが検出された食品の 
市町村別 件数 
★検出限界値の平均は22.9Bq/kg 
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「子どもたちの心とからだを守る」その2 

• 不安も少ないほうがいい 
 

 わからないから不安 → 見る、聴く、知る 

  
 話せないから不安 → 不安を表現する（書く、打つ？） 

        誰かと話す 
 
 話し合い、聞きあう関係・場を 
     
 健康障害・・・気になることを記録し、医療者に相談を  
   
 甲状腺癌・・・早く見つければ、軽い治療で完治可能 
 
 
 親、支援者、医療者は、とにかくまず話を聞く 
 一緒に考えていく、寄り添っていく姿勢を示す 
 60 



• おとなが不安、後悔、葛藤ばかり 
 
  子どもはおとなを見ている 
    おとなを気づかう子ども＝「いい子」ほど本音言えない 

 
  おとなも本音や本当のことが言いにくい社会（泪＋怒） 

 

   こんな社会が嫌なら、変える努力を！行動を！ 
  たとえば、行政や報道・企業への意見 

      そして大切な選挙 
 

   自責の念から子どもに対して厳しくなる？ 
   

       過去を後悔するなら今行動して未来を変えよう！ 
 

「震災と放射能汚染から子どもたちの心とからだを守る」  「子どもたちの心とからだを守る」その3 
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• 他人と違う、病気になる、障害がある  
     は 悪いコト？ だめなコト？ 
 
      …病気や障害は予防すべき。 

 でも、予防しきれない。誰でもありうること。 
 

 なんでも「課題」として受けとめられたら、 

    もっと幸せになれるかも？ 
 
 幸せになろうとすることに、うしろめたさを感じる？ 

 

「震災と放射能汚染から子どもたちの心とからだを守る」  「子どもたちの心とからだを守る」その4 
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① 基本的に健康的な生活習慣を 

 バランスの良い適量の安全な食事をよく噛んで 
 安全な場所での十分な運動、十分な睡眠 
 

② 過去から学び、未来のために今できることをする 
 選択、決断した結果の「今」を尊重 
    できないことは悩まない 
 
③ 親自身が自分をありのままに受け入れ自分を愛す 
  子どもの存在もありのままに受け入れ、 

  生きていることを善し とすることが自己肯定感 
 

  ⇒自己肯定感が免疫力を高め、心とからだを守る   

         幸せを感じられる生き方につながる 

「私たちの心とからだを守る」  
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水俣と福島に共通する10の手口 

1. 誰も責任を取らない／縦割り組織を利用する 

2. 被害者や世論を混乱させ「賛否両論」に持ち込む 

3. 被害者同士を対立させる 

4. データを撮らない／証拠を残さない 

5. ひたすら時間稼ぎをする 

6. 被害を過小評価するような調査をする 

7. 被害者を疲弊させ、あきらめさせる 

8. 認定制度を作り、被害者数を絞り込む 

9. 海外に情報を発信しない 

10.御用学者を呼び、国際会議を開く 

 

 

64 


