
放射能と私 
（医師として釣り師として、原爆から原発へ） 

2014/4/19 みやぎ脱原発・風の会 公開学習会 



1） 原爆被爆者のこと、 
   （被爆者医療の経験から） 
 
2） 原発事故と放射能汚染 
 
3） 海洋汚染への不安・怒り 
 
4） 日本のあり方への思い 



原爆 から 原発へ   被爆 から 被曝へ 

  1941/12/8 日米開戦 
   ・・・・・ 
  1945/8/6 広島に原爆投下 死者14万人？ 
  1945/8/9 長崎に原爆投下 死者 7万人？ 
  1945/8/14 終戦 
   ・・・・・冷戦と核開発・核実験・・・・・ 
    （被爆者の苦しみと救済の運動、核兵器廃絶の運動） 
  1954/3/1 第5福竜丸 ビキニ環礁で死の灰被曝 
  1955年 原子力基本法 “核の平和利用” （世論誘導）  
                                       1963年 東海村原子炉 
（1978/3/28 スリーマイル原発事故） 
（1986/4/26 チェルノブイリ原発事故） 
   ・・・・・ 
  2013/2月 原爆死没者 広島286818名 長崎 162083名 
  生存被爆者（被爆者手帳） 約20万人⇒高齢化と減少 
                           発癌に怯えながら 
2013/3/11 東日本大震災、福島原発事故                2013年 54基の原子炉 
 新たな多数の被曝者（住民、原発労働者 数十万人？） 
 

 「今後、新たな「被ばく者」の人権保障と健康管理と医療保障が必要」 

未だに、謝罪と反省なし 
2009年プラハでのオバマの 
演説の「道義的責任」止まり 



被爆者の苦しみと運動 
～戦後10年、被爆者に対して国が何らの援護も行わずに放置 された。 

 「晩発性障害と健康不安」 「差別と偏見」 「生活困窮」 

・1955年（昭和30年）4月、広島の下田隆一さんら3人が、国を相手に東京地裁に損害賠

償とアメリカの原爆投下を国際法違反とすることを求めて訴訟を提起した。 （東京原爆

裁判） 

・東京地裁は、1963年（昭和38年）12月判決を言い渡した。  

 「アメリカ軍による広島・長崎への原爆投下は国際法に違反する」とし、「被爆者は損害

賠償請求権を持たない」が、「国家は自らの権限と責任において開始した戦争により、多

くの人々を死に導き、障害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである。しかもその被

害の甚大なことは、とうてい一般戦災者の比ではない。被告がこれに鑑み十分な救済策

を執るべきことは、多言を要しないであろう。それは立法府及び内閣の責務である。本訴

訟をみるにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられない」と述べている。  

⇒その後も、被爆者自身とそれを支援する国民の粘り強い運動と裁判闘争 

・1960年（昭和35年） 原爆医療法（医療費補助） 

・1968年（昭和43年） 被爆者特別措置法（健康管理手当など生活支援） 

・1995年（平成7年） 被爆者援護法（上記一括） 

⇒しかし、原爆症認定の制約・却下（被爆者の0.7～0.8％）、被爆者の高齢化 

・2003年（平成15年）～ 原爆症認定集団訴訟 



骨髄異形成症候群 
   （MDS) 

各種慢性疾患 



A さん （75歳女性） 
昭和１３年 広島で生まれる 
8歳、広島市内 1.8kmで被爆（遮蔽あり） 
37歳、胃癌で胃切除術、以後ダンピング、貧血続く 
H14年から原爆症認定訴訟、H20年ようやく認定された 
73歳、肺癌がみつかり、手術と化学療法 
  

B さん （78歳女性） 
昭和10年 広島で生まれる 
11歳、広島市内 2kmで直接被曝 
67歳、甲状腺腫で手術 
7４歳、両側肺癌で手術 
75歳、原爆症申請し認定 
77歳、左乳癌で手術 



 



胃癌（女性）の被爆線量と原因確率 



白血病（男） 

DS86原票（原因確率）より 甲状腺がん（男） 



甲状腺癌の原因確率 
（被曝時年令との関係） 
被曝線量 100mGy 

原因確率（％） 

被曝時年令（才） 

肺癌の原因確率 
（被曝線量との関係） 

原因確率（％） 

被曝線量（mGy） 



大気圏核実験による地球的被曝 





（100mSv前後～それ以下の被曝について） 
 
・ホルミシス効果 ・・・・・ 電中研など 
 少線量で免疫力やフリーラジカル処理能力向上し有益 
 
・生体修復力＞細胞損傷  
 一定の量で障害はなくなる （閾値仮説） 
 
・生体修復力による低減の可能性 
 LNT仮説の1/2に設定 （ICRPの提言） 
 
・被曝線量と障害は比例 （確率的影響 LNT仮説） 
 高～中線量被曝の推定延長 （放影研調査から） 
 
・バイノミナル、バイスタンダー効果、ゲノム不安定性 
 低線量被曝の相乗作用、隣接作用 

低線量被曝をめぐる議論 



低線量被曝についての世論誘導 

• 有益論や閾値論は影を潜めつつあるが・・・ 

• LNT仮説に基づき、一定の影響（確率的）はあるが、
統計的には有意とまでは言えず、確定できないとい
う言い方（ICRP） 

＜世論誘導＞ 

⇒確定できないほど軽微である  

 ⇒大したことない、心配ない 

  ⇒影響ない 

   ⇒被曝基準を少し上げても大丈夫 

    （1mSv/年 ⇒ 20mSv/年） 



2013/2/18 リスクコミュニケーション説明会資料より 
       （国立保健医療科学院・生活環境研究部） 

100mSvで0.5%ということは・・・・ 
福島200万人県民が100ms被曝 
⇒生涯で10000人の癌過剰死 



基本的モラルの欠如 
（謝罪と反省がない！） 



A さん          B さん           C さん 

癌になりやすさの個人差 
      （発癌容器容量モデル） 

癌 

人為的に強制された 
 リスクファクター 

偶
発
要
素
（
確
率
モ
デ
ル
） 



国内外の放射線被ばく関連機関・団体 
 
＜国際＞ 
・IAEA（国際原子力機関）   国連内の核拡散防止委員会「核兵器の番人」 
・ICRP（国際放射線防護委員会）   非営利団体、資金は原発大国から 
・UNSCEAR（原子放射線の影響に関する国連科学委員会）  核保有国の科学者 
・ECRR（欧州放射線リスク委員会）   私的団体 
＜国内＞ 
・原子力安全委員会、原子力保安委員会  国家機関（原発推進・安全神話） 
・（財）電力中央研究所  電力会社丸抱え ⇒「低線量被曝有益キャンペーン」 
・（独行）放射線医学総合研究所 放射線治療 
・（財）日本アイソトープ協会  アイソトープの利用促進と安全確保 
・（財）放射線影響研究所 米国のABCCを引き継ぎ、被爆者寿命調査 
・ＨＩＣＡＲＥ （放射線被爆者医療国際協力推進協議会）被曝事故の国際協力 
・日本被団協 広島・長崎の原爆被爆者の生活や権利擁護の団体 
 

⇒原爆製造・核実験、原発推進の政策下での組織は、政治的に「被ばく容認・基
準緩和」に傾斜しやすい。「国際とか国連とかの言葉にごまかされないように。」 
⇒医療関係者は、医用放射線と対比し低線量被曝を軽視しやすい 

被ばく影響評価をめぐる立場の違い 





農水省資料（福島沖） 



農水省資料（福島以外） 



農水省資料 



宮城県沖のクロダイ 

・セシウムは希釈、拡散、沈殿で海水・魚の汚染は改善傾向にあるが、個体差が大きい。 
・原発からの再流出や底荒れによる再汚染の危険。 
・セシウム以外の核種（ストロンチウムやトリチウム）の詳細不明。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tAVuPtQ-poupjM&tbnid=p40xciKz3Zdo2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.amagasaki-uoturikouen.jp/blog.php?ym=201108&ei=Jz9RU6u1L4768QWq2oCoBg&bvm=bv.65058239,d.dGc&psig=AFQjCNF77T5vEfT73N2rzpaLMm9SvGQamQ&ust=1397919849551031


米国の輸入規制  



地下水バイパス 
（東電資料） 



地下水バイパス 
（東電資料） 



厚労省見解 

 
放射性物質  

1ベクレル当たりの線量  
（実効線量係数:mSv/Bq） 

トリチウム 0.000000018 

放射性セシウム 
セシウム134 0.000019 

セシウム137 0.000013 

○ トリチウムについて 

1.1.トリチウムは半減期12.3年の水素の放射性物質で、極めて弱いエネルギーの放射線（ベータ線）
を放出します。海水中に水として存在することから、人体や魚介類等の生物に摂取されても速やかに
排出され、蓄積しないとされています。トリチウムには自然由来のものもあり、飲料水にも微量に含ま
れています（※１）。  

2.2. トリチウムの生体に与える影響は、食品中の放射性物質の基準として設定されている放射性セ
シウムより極めて小さく約1000分の１となります。仮に、10,000Bq/Lのトリチウムを含む飲料水を１Ｌ
飲んだ場合に受ける放射線量は0.00018mSvとなります（※２）。  

3.3. 加えて、これまで東京電力福島第一原子力発電所周辺海域で行われている海水の測定結果を
見る限り、市場に流通している水産物について、トリチウムの影響を懸念する必要はありません。 

 引き続き、厚生労働省として、海水中の放射性物質に関する情報を注視していきます。  

 

（※1）WHOの飲料水水質ガイドライン（第4版）では、飲料水に含まれるトリチウムの指標（ガイダン
スレベル）は10,000Bq/Lとなっています。 

（※2）トリチウムの生体に与える影響を算出する場合に用いる実効線量係数  



トリチウム問題 
 
 ●トリチウム（水素-3、3H） 
半減期：12.3年 
崩壊方式：非常に低いエネルギーのベータ線を放出して、ヘリウム-3（3He）となる。 
生成と存在：水素の放射性同位体（記号Ｔで表わす）。天然に存在する人工放射能の
一つ。大気中の窒素・酸素と宇宙線の反応で生成し、地球上の天然でつくられる分の
存在量は96京ベクレル (9.6×1017Bq) と推定されている。現在の降雨中の濃度は１～
３ベクレル／リットルであるが、核兵器爆発の前は0.2～１ベクレル／リットルであった。 
●原子炉内では、リチウムのような軽い元素と中性子の反応および三体核分裂によっ
て生じる。電気出力100万kWの軽水炉を１年間運転すると、原子炉ごとに異なるが、加
圧水型軽水炉内には約200兆ベクレル（2×1014Bq）、沸騰水型軽水炉では約20兆ベク
レル（2×1013Bq）が蓄積する。 
●通常の多核種除去装置（ALPS)では除去できない。 
 
★カナダ／ピッカリング重水原子炉周辺ではトリチウムを年間2,500兆bq（ベクレル）放
出していますが、周辺の都市では80%増ものダウン症候群の赤ん坊の出産がみられ
た。また中枢神経系統に異状のある赤ん坊の出産も明らかにされています。（カナダ
原子力委員会報告） 
 



私たちは過ちを犯すことがある 
 

しかし、きちんと反省し 
 

それを繰り返さないことが 
 

未来への知恵とモラルである 



核兵器の廃絶 
 

「２１世紀 被爆者宣言」  
核兵器も戦争もない世界を 

      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 憲法が生きる日本、核兵器も戦争もない２１世紀を― 

 私たちは、生あるうちにその「平和のとびら」を開きたい、と願っています。  

 日本国政府が戦争責任を認めて原爆被害への国家補償を行い、非核

の国・不戦の国として輝くこと。 

 アメリカが原爆投下を謝罪し、核兵器廃絶への道に進むこと―  

 そのとびらを開くまで、私たち被爆者は、生き、語り、訴え、たたかいつづ

けます。   

                                                       

                 日本被団協 ２００１年６月５日  

 



日本国政府の態度 
・・・唯一の被爆国なのに・・・ 

・しばしば浮上する核武装論 

・非核三原則 しかし「持ち込まず」は有名無実 

・核抑止論と米国の核の傘（日米安保条約） 

1957年 岸信介総理「自衛権の範囲内であれば核保有も可能である」と答弁 

2002年 安倍晋三「小型であれば原子爆弾の保有や使用も問題ない」と発言 

2006年 麻生外務大臣は、「核保有及び武装の論議自体は認められる」の見解 

2011年 石破政調会長「原発は核武装のために必要 」 

 

 

2013年10月21日「核兵器の人道的影響に関する共同声明」に日本がようやく署名 

「いかなる状況下でも核兵器が２度と使われないことが、人類存続の利益になる」 
 大きな前進 ⇒ 核抑止論と論理矛盾 



脱原発 

・平和利用の欺瞞と誤謬 
 
・核エネルギーは未完の技術 
 コントロール不能な暴走 と 処理不能な核廃棄物 
 
・「絶対安全」はありえない 
 自然災害、人為ミス、テロなど 
 
 
 
 
・研究や医学用の核種は、厳重な管理のもとで運用 
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日本国憲法 

前文：日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通
じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和に
よる成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保
し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやう
にすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、こ
の憲法を確定する。・・・・・ 
・・・・・ 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実

に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の
行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄
する。  

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを
保持しない。国の交戦権は、これを認めない。  
・・・・・ 
 



10万年後の安全 
（フィンランド核廃棄物貯蔵施設） 

どのメッ
セージ？ 

 



ホモ・サピエンスは、 

ミューテーション 

を待たなくても 

自らの知恵で作り出した 

核兵器・原発を 

自らの知恵で 

廃棄できるはず 

私は、ホモサピエンスの一員として 

「種としての愚行を繰り返さない」 

ために、これからも、 

核兵器廃絶・脱原発の 

声をあげていきます 

地中の歴史 46億年 
人類の歴史 500万年 
 類人猿ー原人ー旧人ー新人 
ホモサピエンスの歴史 4万年 



お わ り 
 

お付き合いいだだき、 
ありがとうございました。 


