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● ● ● ● ● ●　巻　頭　言　● ● ● ● ● ●

　本書は、平成26年 2 月22日に日本医師会総合政策研究機構（日医総研）ならびに日本学術
会議が共催した「平成25年度日本医師会総合政策研究機構・日本学術会議共催シンポジウム」
の内容をまとめたものです。

　東日本大震災による地震動と津波の影響により、東京電力福島第一原子力発電所で発生し
た原子力事故から 3年あまりが経過しました。今日においても地元住民のみならず、近隣県
をも含む広域の住民の方々は、放射線による健康への影響に不安を感じています。そこで、
日本医師会のシンクタンクである日医総研では原発事故後の健康支援に関するワーキングペ
ーパーを発表し、住民の健康支援について発言してきました。また、日本学術会議においても、
原発事故後の健康管理に関する提言をまとめています。
　今回、原発事故後の国民の健康支援への考え方に同じ方向性を見出している 2つの学術専
門団体が、この問題について議論を深め、シンポジウムという形式をとることで一般の方に
も知っていただける好機と捉え、初めての試みとしての本シンポジウムを開催したところで
す。

　本書に取りまとめました、先生方によるご講演と真摯な討論、そして議論を踏まえたシン
ポジウムの共同座長取りまとめが、今後の福島原発災害後の国民の健康支援のあり方に対す
る提言として、わが国の政策に反映されることを望むと同時に、その実現に向けて医療政策
提言集団である日本医師会の果たすべき役割は大きいと考えています。
　最後に、本シンポジウムの趣旨にご理解をいただき、ご講演いただきました講師の先生方、
関係機関各位ならびに、ご出席を賜りました全国の皆様方に心より感謝申し上げます。

　　平成26年 6 月
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　皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただ
きました、日本医師会の横倉です。本日はご
多忙のところ、平成25年度の日本医師会総合
政策研究機構と日本学術会議との共催のシン
ポジウムに、　全国から多くの皆様にご参加
をいただきまして、まことにありがとうござ
います。一言ご挨拶をさせていただきます。
　日本学術会議では、東日本大震災対策委員
会で提言・報告などをまとめられました。さ
らに現在も、「東日本大震災復興支援委員会」
および「東日本大震災に係る学術調査検討委
員会」を設置して活動をされています。今回、
日本学術会議との共催によりまして、「福島
原発災害後の国民の健康支援のあり方につい
て」という大変重要なテーマでシンポジウム
が開催されましたことに感謝を申し上げる次
第です。
　さて、日本医師会では東日本大震災の発生
に際しまして、合計二千数百チームに及ぶ日
本医師会災害医療チーム、ＪＭＡＴならびに
ＪＭＡＴ２を被災地へ派遣するとともに、義
捐金の募集や大量の医薬品の輸送、さらには
主だった医療保険団体を糾合した「被災者健
康支援連絡協議会」の設立などの取り組みを
してまいりました。また、福島県原子力災害

からの復興に関するプロジェクト委員会を設
置し、その報告に基づきまして、国、福島県
知事、東京電力などへの要望活動を行ったと
ころです。平成25年には、これまで接点がな
かったＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）と
の間で超高速インターネット衛星の災害時利
用実証実験に関する協定を締結し、防災訓練
を開催するなど、東日本大震災を踏まえて今
後の災害対策を根本的に考え直しているとこ
ろです。
　日医総研におきましても、福島県原子力災
害に対する損害賠償と復旧・復興のあり方に
関する研究や、原子力発電所災害による全国
的な緊急被ばく医療対策に関する研究をはじ
めとして、福島原発災害からの復興を支援す
るため、複数の研究に取り組んでいます。さ
らに本会の原子力災害対策にいつもご協力を
いただいており、本日のシンポジストのお一
人でいらっしゃいます明石先生にも、被ばく
医療の第一人者としてのお立場から大変なご
協力をいただきまして、「原子力災害におけ
る安定ヨウ素剤服用ガイドライン」というも
のを作成中です。
　こうした医師会活動の原動力は、医師の職
能集団としてのプロフェッショナルオートノ

ミーです。1948年に採択されました世界医師
会ジュネーブ宣言では、「良心と尊厳をもっ
て私の専門職を実践する。全力を尽くして医
師専門職の名誉と高貴なる伝統を保持する」
とうたわれています。本日ご参集いただいた
方も含め、医療従事者が各自の使命感により
支援活動に参加された結果、東日本大震災で
は、大規模な疾患、感染症の発生を防ぐこと
ができました。
　一方で、被災した方々への健康支援に関し
ては、いまだ多くの課題が山積しています。
避難を余儀なくされている多くの方々も全国
各地に離散をされていまして、住民の健康維
持につなげるためには、被災した地域や、地
域を越えた医療機関によるさまざまな健診デ

ータの共有により、疾病の予防、早期発見、
早期治療を実現していかなければなりませ
ん。現在も作業に当たっておられる方々は懸
命なご努力をされています。その方々の健康
管理も長期的に行っていく必要があろうと思
っています。今後も医療に携わる者として、
被災した方々の不安を解消し、健康で安定し
た生活を実現できるよう、可能な限り私ども
も取り組ませていただきたいと思っていま
す。
　改めて本日のシンポジウムが実り多いもの
になりますことを願いまして、冒頭のご挨拶
に代えさせていただきます。どうもありがと
うございました。

日本医師会長　横倉　義武

挨拶
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　皆様こんにちは。日本学術会議会長の大西
です。本日は、日本医師会総合政策研究機構
と日本学術会議の共催によるシンポジウム、
「福島原発災害後の国民の健康支援のあり方
について」を開催するにあたって、日本学術
会議を代表して一言ご挨拶をさせていただき
ます。
　日本医師会の横倉義武会長ならびに日本医
師会の皆様には、共催にあたって、この会場
のご提供をはじめとする諸準備にご尽力いた
だき、こうして多数の皆様の来場を得て、こ
のシンポジウムが開催できますことを、心か
ら御礼申し上げます。
　日本学術会議は、医学を含むすべての科学
や技術の分野における科学者・研究者によっ
て構成されている組織です。多分野にわたる
提言活動、あるいはシンポジウムを通じた情
報発信活動を行っています。同時に、さまざ
まな学術団体や専門職能団体との協同による
活動も積極的に行ってきました。しかし、日
本医師会あるいは日本医師会総合政策研究機
構とご一緒にこうしたイベントを行うのは、
今回が初めてです。私は、これを機会に国民
の健康や医療に強い関心を持つ両組織がさら
に交流・協力を深めていくことができればと、

希望しています。
　私事で恐縮ですが、私の家は祖父母が医師
で、母が開業医でありました。したがって、
医師会という名を非常に身近に感じながら育
ってきたわけですが、母の二人の不肖の息子
ということになりますが、医師にならなかっ
たので、医師会とも疎遠になった感がありま
した。それが、こうして改めてご縁ができま
したことを、個人的にも非常にうれしく思っ
ている次第です。
　さて、日本医師会と日本学術会議は、とも
に東日本大震災の復興支援に携わって、その
中で被災者の健康に関わる問題に強い関心を
持ってきました。東日本大震災では、津波に
よる犠牲あるいは負傷、あるいは避難行動や
長期避難生活での健康被害、持病の悪化、Ｐ
ＴＳＤなど、さまざまな健康被害が発生いた
しました。また、原発被災地では、通常を超
える被ばくや内部被ばくの影響等、放射能に
よる健康被害が心配されています。特に放射
能の影響は時間が経って顕れるケースが多い
と思われますので、長期にわたって健康不安
が継続することが心配されています。
　日本学術会議では、東日本大震災からの復
興に向けて、きょう皆様のお手元にも配付さ

せていただいている資料にありますように、
非常に多角的な提言活動、あるいは委員会に
おける審議活動を行ってきました。今期、
2011年の10月からが私どもの第22期というこ
とになりますが、すでに10以上の提言等を発
表しています。
　その１つとして、きょうパネルディスカッ
ションで座長を務めることになっています春
日文子副会長、あるいはきょう報告を行うこ
とになっています森口祐一先生を中心に「放
射能対策分科会」を組織しました。そこでは、
福島での事故発生後、放射性物質が大量漏出
して拡散、地表や海面に降り、さらに移行し
ていくといった過程を分析して、放射性物質
拡散のメカニズムとその量を観測データを基
に把握しようと試みました。その結果、一般
の方々については、事故によって線量が高く
なった地域に居住されていた方でも、一定の
期間に避難が行われたことによって、累積被
ばく量は直接的な影響が心配される水準では
ないと推計されました。
　しかしそうした方々も、今後の10年、20年、
あるいは30年の過ごし方によっては、累積の
被ばく量が従来の説においても健康に影響が
現れるとされる線量を超える恐れがあるの
で、今後の過ごし方によって累積線量を低減
させていくことが重要であるというのが、一

昨年４月に出した私たちの提言の内容でした。
　その意味では、福島県民はもとより、原発
事故地での作業に当たった方々、さらには県
域を超えた被災者に対して健康管理を長期的
に行う体制が重要です。また、今後の避難指
示区域の解除に際しては、十分な情報開示と
ともに帰還しない選択も認め、その方々にも
さまざまな方法による生活再建支援を行う体
制の構築が必要と考えています。
　本日のシンポジウムは、健康支援への信頼
回復、原発事故のさらなる科学的解明はもと
より、被災者の生活再建と地域づくり、県民
健康管理のより広域的な健康支援システムへ
の発展、住民や作業員の健康支援のためのナ
ショナルセンター整備、さらには健康に暮ら
すために、人々があまねく享受しうる医療や
健康管理の公平かつ高い水準での提供といっ
た、より普遍的なテーマに至るまで、幅広い
論点にわたって専門家の皆さんの講演や討論
が行われると承知しています。
　この会が、ご来場の皆様はもとより、被災
者と広く国民の皆様にとって有意義なシンポ
ジウムになるとともに、日本医師会と日本学
術会議にとっても、お互いの連携と協力とい
う点で画期をなす機会となることを期待し
て、私からのご挨拶とさせていただきます。
どうもありがとうございました。

日本学術会議会長　大西　隆

挨拶
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� 平成26年 2 月22日

　東京電力福島第一原子力発電所事故後の健康管理に関して、日本学術会議は、東日本大震
災復興支援委員会放射能対策分科会による提言「放射能対策の新たな一歩を踏み出すために
─事実の科学的探索に基づく行動を─」において、住民健診・検診の継続実施体制の整備や
医療体制の整備について、2012年 4 月に提言した。
　一方、日本医師会は、日医総研ワーキングペーパー「福島県『県民健康管理調査』は国が
主体の全国的な“健康支援”推進に転換を」、2013年 4 月に発表するなど、健康支援について
積極的に発言してきた。
　2013年10月に環境省に設置された「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康
管理のあり方に関する専門家会議」においては、日本医師会常任理事及び日本学術会議副会
長が専門家として参画している。
　日本を代表する 2つの学術専門団体が、こうした各々の取り組みを踏まえ、さらに連携を
深め協力して国民への健康支援をはじめとする、東京電力福島第一原発発災後の対処のあり
方について議論を深めるために、平成26年 2 月22日共催シンポジウムを開催した。
　共催シンポジウムにおける、各講演の内容及びパネルディスカッションでの意見を踏まえ、
以下の 6点を「共同座長取りまとめ」とした。

１．国・福島県・東電、そして専門家・科学者は健康支援対策への信頼の回復を
　被災者は福島県だけでなく、隣接県を超え全国に広がっているが、被災者に対する国・県

の健康支援は不十分であるとの声もある。それらの声に耳を傾け、不安の持たれている健康

影響については、検査の意味を丁寧に伝えたうえで、十分な検査や調査を行い、その情報を

国民に明らかにすることが重要である。健康支援策の具体的内容も重要であり、その拡充と

意義の説明によって信頼が回復され、安定した生活感覚を取り戻すことができる。

　医師・保健師など専門家また科学者においても、解り易い合意に基づく助言を目指し、意

見の相違が存在する時は解り易く説明する責務を持つ。

２．東京電力福島第一原子力発電所事故の影響の科学的解明を
　事故後、政府、国会、民間の事故調査報告書が公表され、事故当時の状況が明らかにされ

てきた。しかしながら、これらは限定されたデータを基に作成されたという限界も否めない。

　一連の報告以降に、事故直後の周辺地域でのモニタリングデータや、ヨウ素の地表沈着量

の推計値などが新たに公開されており、これらのデータに基づく初期被ばくの再評価を含め、

日本医師会総合政策研究機構・日本学術会議共催シンポジウム
共同座長取りまとめ

事故後に蓄積されてきたデータや知見をもとに、事故の影響の一層の科学的解明を図るべき

である 。

３．国・福島県・東電は生活再建の総合的な環境対策と地域づくりの支援を
　時間の経過による放射能の物理的減衰・自然減衰と除染の効果によって、放射線量が一定

レベル以下に低下した地域については、避難指示の解除が検討されているが、帰還の選択を

するか否かは個人の選択を尊重すべきであり、また、選択が可能な条件整備が必要である。

　避難指示による避難や自主的避難が長期化した中では、放射線に対する不安だけでなく、

個々人の生活再建、コミュニティの復活、地域復興に係る課題にも総合的な対処が必要であり、

国・福島県・東電・専門家・科学者は住民の不安に応えるための対話などを通じて、地域づ

くりの基礎となる信頼関係の再構築をすべきである。

４．国の健康支援システム・汎用性のあるデータベースの構築を
　県域を越えた被災者や、廃炉作業員・除染作業員等も対象とした国の健康支援システムの

構築と、さらに様々な健診データ等のデータベースを、被災者・廃炉作業員・除染作業員等

の健康支援のために広く共有できる、例えば（仮）日医健診標準フォーマットのような汎用

性を具備したデータベースを、構築すべきである。

　

５．住民や作業員への健康支援・人的資源育成等のためのナショナルセンター整備を
　被災した住民や廃炉作業員の健康支援や、放射線汚染環境情報の集積、さらには緊急被ば

く医療体制を整えるための人的資源育成等の、中心的機能を担うナショナルセンターを、い

わき市における誘致要望にも留意し、設置すべきである。

６．健康権の概念を尊重し長期的かつ幅広い視点からの健康支援体制の構築を
　経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第12条第 1 項において、「全ての者が到達

可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有すること」、いわゆる「健康権」が

認められている。

　健康権の概念に照らした、全国に散在する被災者を含め長期的かつ幅広い視点からの健康

支援が必要である。

　命の視点、倫理的視点に立ち、原発サイトや除染で働く作業員の、労働作業環境の管理、

健康管理・健康支援、緊急被ばく医療体制の整備、関係者の知識共有と理解、そして住民参

加による政策やシステムづくりが必要である。
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演者紹介

澤　日本医師会総合政策研究機構の研究部長
をしています澤倫太郎です。前半のセッショ
ンの座長を務めさせていただきます。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。
　それでは早速、講演の部をはじめさせてい
ただきます。はじめに、ご講演をいただきま
す東京大学大学院教授、森口祐一先生のご略
歴を紹介させていただきます。
　森口先生は、昭和57年に京都大学工学部衛
生工学科をご卒業後、国立環境研究所循環型
社会・廃棄物研究センター長、東京大学大学
院の客員教授を経まして、平成23年より東京
大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授に

就任され、現在に至っています。
　演題は「事故由来放射性物質による影響の
総合的理解と環境回復に向けた課題」です。
それでは森口先生、どうぞよろしくお願い申
し上げます。

はじめに：自己紹介とともに

森口　ご紹介を賜りました森口です。きょう
のシンポジウムは、全体といたしましては、
原発災害後の健康支援ということですけれど
も、私からは、図表1に示すとおり、事故に

東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授

森口　祐一

日医総研・日本学術会議共催シンポジウム
「福島原発災害後の国民の健康支援のあり方について」

平成26年2月22日（土）　13:00～17:00　於:日本医師会館 大講堂

図表1

事故由来放射性物質による
影響の総合的理解と
環境回復に向けた課題

講演Ⅰ
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より環境中に放出された放射性物質による影
響、また、そこからどのように環境を回復し
ていくのかという内容につきまして、お話を
させていただきたいと思います。
　図表2の目次立てに沿ってお話を進めてま
いりたいと思いますけれども、最初に簡単に
自己紹介をさせていただきます（図表3）。
　現在の所属であります東京大学の都市工学
専攻には、座長にもご紹介いただきましたよ

うに、2011年 4 月、すなわち東日本大震災の
直後に異動いたしまして、発災当時は国立環
境研究所の廃棄物の部門のセンター長をして
いました。
　図表4は2011年 3 月31日、私の国立環境研
究所の任期最後の日に研究所のホームページ
に掲示されたはずなのですが、原発から放出
された放射性物質は大気中を移流・拡散し、
雨などとともに地表に沈着します。そこで、
地表で大量の大気を採取して、放射性物質を
測定することの重要性を説明するための図と
して掲示されたものなのですが、この下図を
書くというようなこともやっていました。
　現在おります都市環境工学という分野、あ
るいは私の出身の衛生工学という分野は、上
下水道あるいは廃棄物処理といったところが
主流で、原発事故後、水道・下水道といった
分野の関係省庁の検討会等にも参画してまい

りました。
　しかしながら、私の学位論文のテーマは実
は大気汚染、大気拡散で、卒論生時代に籍を
置いていた研究室は、図表3のように今般の
事態に非常に関わりの深い看板を背負ったと
ころでした。また、当時の京都大学のこの教
室には放射線衛生工学という講座もありまし
た。
　さらに、環境衛生学という講座の教授は公
衆衛生分野の医学博士でおられまして、私は
工学部の出身ではありますけれども、比較的
医学分野との接点の多いところで過ごしてま
いりました。
　そうしたもろもろの経験から、本日の主催
団体の 1 つである日本学術会議に設けられた
放射能対策分科会における検討に参画してま
いりました。
　また、環境省の環境回復検討会、最近です

と原子力規制委員会の下に設けられた「帰還
に向けた安心・安全対策検討チーム」に外部
有識者として参画してまいりましたので、本
日はそうした場での経験も踏まえて、お話を
させていただきたいと思います。

日本学術会議東日本大震災復興支援委員会
放射能対策分科会の提言

　私事の前置きがいささか長くなってしまい
まして、申し訳ありません。では、日本学術
会議の放射能対策分科会の提言の概要につい
てご説明したいと思います。
　大西会長からもお話がありましたように、
学術会議には多くの分科会があり、多数の提
言が出されています。今からご紹介する、「放
射能対策の新たな一歩を踏み出すために―事
実の科学的探索に基づく行動を―」と題する

図表3

図表2

図表4
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提言もその 1 つで、特に本日のテーマに関わ
りの深いものです（図表5）。
　この提言をまとめた分科会は、東日本大震
災復興支援委員会の下に設けられたもので、
これが提言当時の分科会構成です（図表6）。
　この提言が出された2012年 4 月 9 日には、
当時の 3 つの分科会それぞれの提言、そして
当時話題になっていました災害廃棄物の広域
処理のあり方について、そしてこれらの提言
全体をまとめた復興支援委員会全体としての
提言、合計 5 つの提言が出ています（図表7）。
　私が加わりました分科会の構成は図表8の
ようになっていまして、本日参加されていま
す大西会長、春日副会長をはじめ、会員10名、
連携会員 5 名のほか、私と筑波大学の恩田先
生が特任連携会員という形で加わりました。
　分科会の問題意識としては、図表9に示し
ましたように、事故による放射性物質の放出
から健康影響に至る一連の過程、そこにある
情報や知見を体系的に整理することが必要で
あるという考え方です。とかく分断されがち
な情報を収集し連結して、そのうえで健康被
害をできる限り防止するための方策を提案し
ていく。こういったことによって、国民の不
安に応えていくということが必要であろうと
考えました。
　図表10はその被ばくの経路、どういうと
ころから被ばくするかということに関する当
時の問題意識を整理したものです。まず 1 つ
は、事故後の初期の放射性物質を含むプルー
ムと呼ばれるもので、これは呼吸経由での内
部被ばくの可能性がありました。 2 番めとし
て、それらが地表に降り注ぎ、地表に沈着し
ていく中で、そこから受ける外部被ばくとい
うもの。そして地表に沈着したあと、食物な
どに移行する、すなわち飲食物の摂取を介し

た内部被ばくというもの。これらに大きく分
けられるかと思います。
　また、事故後の廃棄物の処理ですとか下水
処理、あるいは除染といったことによっても、
放射性物質の移動がありますので、そういっ
たところについても目を配っていく必要があ
るという認識でした。
　こういった整理を基に提言を行ったわけで
すけれども、提言は大きく分けて 2 つの柱か
ら成っています（図表11）。
　前半の 3 つは、事故による国民の健康影響
を減らすためにということで、健診の継続的
な実施、それから除染目標の設定と除染作業
の管理、 3 つめとして疫学的研究とその他基
礎研究の統合的理解、そしてそれを住民の健
康管理に反映していくということが必要であ
ろうということです。
　後半の 3 つは、被害の評価、また、健康影
響のより正確な推定のために何が必要かとい
うことで、 1 つは、領域横断的な研究体制の
構築が必要であるということ。また、データ
の迅速かつ着実な収集、データの標準化、そ
してデータ提供に至る流れに関すること。そ
して最後の項目としては、健康影響の評価の
数値の不確かさ、不確実性ということに関す
る情報発信といったことが必要であろうとい
うことでした。
　これは当時の整理でありまして、事故から、
また提言からかなり時間が経つ中で、状況が
いろいろ変わってくるところもありますの
で、その後の経過を踏まえて、現在、分科会
で第 2 次の提言を準備して審議中です。

図表6

図表5



16 17

講演Ⅰ　事故由来放射性物質による影響の総合的理解と環境回復に向けた課題

図表8

図表7 図表10図表9

図表11
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放射性物質の環境媒体間の移動の
総合的理解に基づく対策の必要性

　それでは、領域横断的な研究体制、あるい
は本日の演題に掲げた総合的理解ということ
につきまして、図を使って少し具体的にご説
明をしたいと思います。
　図表12は、原発から放出された放射性物
質の環境中の移動経路を俯瞰するために作成
したもので、先ほどの学術会議の分科会の報
告にも収録されています。昨今、汚染水問題
が非常に話題になっています。原発から海洋
への放出、そしてその影響も非常に重要な課
題であることは論を俟たないわけですが、国
民への直接の健康影響という観点から、広範
囲にわたる放射性物質の拡散の原因になった
のは大気中への大量の放射性物質の放出とい
うことになります。

　事故の影響を論じるうえでは、放射線と放
射性物質、あるいは放射能の区別が非常に重
要ですが、事故のサイトから放出される放射
線というのは、ごく近くにしか届きません。
公衆への被ばくの防止という観点から重視す
べきなのは、環境中に放出されたあとでさま
ざまな媒体を介して地表に降り注いだものと
いうことになります。先ほど少し触れました
初期被ばくは、大気経由のものもありますが、
それ以外の大部分は地表を介して、そこから
放射線を発する、あるいは飲食物に移行して
それが内部被ばくにつながるのではないか。 
　こういったところが一般公衆に対しては懸
念されてきたわけです。
　一方、地表に降り注いだものは廃棄物とし
て、あるいは下水道を通じて、われわれはエ
ンドオブパイプと呼んでいますが、われわれ
の経済社会活動の末端の方へ集まってくると

いうことで、廃棄物処理ですとか、さらには
現在の除染活動から出てきた土壌や廃棄物と
いったものをどのように管理していくのか、
ここにも十分に注意を向けなければいけな
い。原発の作業員の方々とともに除染作業員、
あるいは廃棄物の管理に関わる作業員の方々
の被ばく防止ということも視野に入ってきま
す。
　こうした移動経路の総合的理解がなぜ大切

かということを、図表13にまとめています。
先ほども整理しましたように初期被ばく、そ
れから中長期にわたる外部被ばく、または食
品経由の中長期的な内部被ばく防止といった
こともありますし、さらには、現在精力的に
進められている除染をより効果的に進めるた
めには、どこに注意を払ったらよいのか。特
に降雪をはじめ、水を介した放射性物質の移
動が、1 つの懸案になってくるかと思います。
排水・廃棄物処理にも注意が必要であるとい
うことは、先ほどもお話をしたところです。
この初期被ばくに関して、最近の関心事項に
1 点だけ触れさせていただきます。
　図表14の左側は福島県東部の地図ですが、
航空機モニタリング、文部科学省が米国エネ
ルギー省の協力を得て、ヘリコプターから測
定をしたデータに基づいて、セシウムの地上
への沈着量を推定したもので、この北西側に

図表12

図表13

図表14
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沈着量の多い地域が延びているということが
見て取れます。
　こういったデータは2011年の初夏から出て
いました。右側は昨年の 6 月に日本原子力研
究開発機構のほうからプレスリリースしたも
のを引用したもので、これはヨウ素131の沈
着量の分布です。
　初期被ばくという観点では、当時の大気中
のヨウ素濃度というのが非常に重要になって
きますが、こういったデータは非常に限られ
ています。その中でも、セシウム137とヨウ
素131の比をとると、方角によって少し比が
違うというデータも得られつつあります。こ
れには原子炉の中で起きていた事象が時間と
とともに変化した可能性、また、放出された
あとで風や雨によって、各種間で地表へ沈着
する状況が違っていたのではないかというこ
とで、まだまだこれから解明が必要なところ
だと思います。

環境修復の手段としての除染

　ここまでが、これまでに起きたことに関す
る科学的な解明ですが、この放射性物質が広
く地表にある状況の中から、将来に向けてど
のように環境を修復、そして生活を回復して
いくかについて、後半部でお話をいたします。
　いわゆる除染ということについては、2011
年 8 月末に成立した、放射性物質汚染対処特
別措置法という法律のもとで除染が進められ
ています。そこで掲げられた基本方針では、
この法律ができた平成23年 8 月末と比べて、
2 年後の平成25年 8 月末までに、一般公衆の
年間追加被ばく線量を物理的減衰等を含めて
約50％減少した状態を実現すること、そして

子どもの生活環境については、同じく60％減
少した状態を実現することという目標が掲げ
られました（図表15）。
　この目標の達成状況については、昨年12月
26日に、環境省の環境回復検討会、私も参加
していますが、ここで評価が行われまして、
50％あるいは60％という目標に対しては約64
％、一般公衆の生活環境でここまで下がって
いるという評価があります（図表16）。
　その内訳として、公式な示し方としては、
物理的自然的な減衰として40％、それプラス
24％下がったという説明がされているのです
が、これはわかりにくいと言いますか、ちょ
っと誤解を受けるかなと思っています。除染
によって24％しか下がらないのではなくて、
40％下がるということは、元の0.6倍になっ
ている。さらに除染で0.6倍になった結果、
元に比べれば0.36倍、すなわち64％下がって
いるということですので、除染の効果も、そ
れを行わない場合に比べて六掛けになってい
るとご理解をいただきたいと思います。
　この低減率というのは、やはり土地利用の
形態によって相当違います（図表17）。
　住宅地や農地の方が、全体としては低減が
高めであるということかと思います。森林に
つきましては、全域の除染というのは、森林
生態系を保つということとの兼ね合いから非
図表15
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ないというのは、繰り返すまでもなく最重要
の課題ですけれども、そこで生活を営んでい
く、あるいは生業を営んでいく、そのうえで
は、直接の被ばく以外に、そこに放射性物質
があるということの影響にも目を向けていか
なければならないと考えています。
　除染というように表現されますが、それに
よって放射性物質が消滅してしまうわけでは
ありません（図表19）。
　右から左へ動かしているだけだと、移染だ
という批判もありますが、汚染された、そこ
らじゅうに散らばっているという環境から、
放射性物質を管理下に移動させる、あるいは
汚染から隔離・遮蔽するということが、除染
の大きな意義であることは、しっかりと伝え
ていかなければいけないと思います。
　放射性物質そのものはなくせないというこ
とに向き合ったうえで、そこから出る放射線
の悪影響をいかに受容できるレベルまで減ら
すかというのが、除染の目的です。もし短期
的には受容できるレベルまで減らすことがで
きないならば、ほかの手段も含め、生活環境
を回復するということについて、提示をして
いかなければいけないと考えています。
　図表20は発災後ちょうど 2 年の時点で、
前政権当時の前大臣が寄稿されたものですけ
れども、除染をどこまで徹底してやるかとい

常に難しいものですから、部分的な除染にと
どまっているということで、森林の除染とい
うのは今後の重要課題の 1 つになってくるか
なと思います。
　図表18は、どういう地域を何のために除
染をするかということを私なりに考え、まと
めてみたものです。もちろん国民、特にお子
さんの健康保護のために、学校、公園、公共
施設、こういったところの除染を最優先すべ
きということは当然かと思います。住宅・農
地等生活に関わりの深い部分、日常生活の被
ばくを下げるということが優先されたわけで
すから、今申し上げましたように、森林、あ
るいは降雨とともに放射性物質が集まりやす
い河川、湖沼、また沿岸域の除染については、
まだまだこれからということがあります。
　放射性物質があることによる被ばく、健康
への直接の影響を防止していかなければいけ

ことです。
　この検討チームは、避難指示解除後の放射
線防護のための支援手段を中心に議論をしよ
うということで始まりました。その部分に関
する答えといいますか、その検討内容につき
ましては、「住民の帰還に向けた取組」に主
に書かれています。これも新聞報道等ですで
にご存じかもしれませんけれども、個人線量
としてしっかり把握・管理をしていこうとい
う考え方や、住民を身近で支える相談員さん
を配置する、また、相談員さんの活動を支援
する拠点整備をしていくといったことが書か
れています。
　ただ、この「基本的考え方」では、いわば
前文として書かれた「検討の背景」のところ
にも重要なことが書かれていますので、そこ
を少し説明したいと思います。
　図表22は検討チームの会合に、私が委員
提出資料ということで提出させていただいた
資料です。この検討チームで想定されていた
のは、比較的早い時期に避難指示解除が想定
される地域ということでした。そこでの放射
線防護に係る措置についての検討を求められ
ていたわけですが、その一方で、避難指示解
除までに相当長い時間がかかると思われる地
域、線量水準の高い地域があります。ですか
ら、ここの部分の検討だけでは、こちらにお

うのは、基本的に地域の皆さんの判断を尊重
すべきだということをおっしゃっていまし
た。除染はいいから、お金は賠償や生活再建
に回してという方もいらっしゃる。一方で、
やはりどうしても先祖代々の土地へ帰りたい
という方もいらっしゃる。多様な選択肢を排
除してはいけないというのがここに示された
考えであり、最近の流れも、先ほど大西会長
が挨拶の中で述べられましたように、そのよ
うな方向に進んでいると考えています。

生活環境の回復

　その意味で、最後の項目になりますけれど
も、生活環境の回復をどのように考えていく
のか。
　図表21は、冒頭で少し触れましたが、原
子力規制委員会のもとに設けられました、帰
還に向けた安全安心対策に関する検討チー
ム、これは昨年の 9 月から11月にかけて 4 回
開かれた検討チーム会合ですが、そこでとり
まとめられたものをもとに、原子力規制委員
会として11月20日にとりまとめた「基本的考
え方」の目次です。この検討チームには日本
学術会議の春日副会長、また、きょう最後に
講演されます明石先生も参加をされたという

図表19 図表20

図表18

図表21 図表22
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住まいの方々に対して将来の見通しが立ちに
くいという、一種の不公平感をお持ちになる
可能性があるのではないかということがあり
ました。
　また、さっき申し上げましたように、もち
ろん放射線防護は非常に重要ですが、生活設
計全般に関しては、低線量のところであって
も、何らかのより広い観点からの支援措置が
必要であろうということを考えました。
　また、避難指示区域以外でも、避難指示区
域内の比較的低線量の水準と同じ、あるいは
場合によっては、それ以上の線量水準の地域
もあるだろうということで、そういったさま
ざまな方々の間で、あつれきが生じないよう
な考え方を提示していくことが必要であると
考えました。
　「基本的考え方」の「検討の背景」で特に
重要な点は、国は帰還の選択をするか否かに
かかわらず、個人の選択を尊重しなければな
らないという考え方が示されていること、避
難指示区域外の住民、あるいは自主避難をさ
れた住民の方々に対する不安に応える対応を
講じることの必要性も明記されていることで
す。そういったことのために、原子力規制委
員会から国の原子力災害対策本部、これは関
係各省から構成されるわけですけれども、そ
こに対して取り組みの必要性を提起していま

す（図表23）。
　提起の具体的な中身については、図表24
をご参照いただきたいのですけれども、 1 つ
には市町村、あるいは住民の主体性を重んじ
た復興支援、あるいは一方で、市町村の垣根
を越えた取り組みの支援ということも必要で
ある。そして放射性物質の直接の影響だけで
はなく、汚染された環境における生活の設計、
あるいはその生業を確保できるような環境、
こういったことについても、この基本的考え
方の中に盛り込まれているわけです。
　いずれにしても、これは基本的考え方にす
ぎないわけで、具体的な対策を講じていくに
あたっては、被災地域の当事者の方々から十
分に意見をお聞きする必要があります。検討
チームでは、かなり限られた時間の中でのご
意見しかお伺いできませんでしたので、本当
にここの基本的考え方に沿った対策がうまく

いっているのかどうかということについて、
原子力規制委員会が専門家等の協力を得て状
況等を確認していく、フォローアップをして
いく。こういう考え方も盛り込まれています。
　線量水準につきましては、これまでの見解
からそれほど踏み込んだ新しい記述があった
わけではありませんけれども、年間積算線量
が20ミリシーベルトを下回ることは必須の条
件にすぎない。それでよいということではな
くて、長期的に 1 ミリシーベルト以下になる
ように目指して、さまざまな対策をしていく、
不安に応える対策をきめ細かに示していくこ
とが必要であるということが述べられていま
す（図表25）。

復興に向けた「学」の役割

　最後に、私ども学に携わる者が今後何がで
きるのか、どういうことを考えていかなけれ
ばいけないのか、私の考えをお話しさせてい
ただきたいと思います（図表26）。
　最後にお話をしましたように、帰還以外の
選択肢も含めた複数の復興の姿を示すこと、

あるいはさまざまなお考えをお持ちの中で、
地域社会における合意形成のプロセスにも専
門家の貢献が必要です。また、可能だと思い
ます。行政の縦割りがしばしば指摘されます
けれども、学術においても、分野横断的な取
り組み体制はいまだ十分とは言えないと思い
ますので、これらの緊密な連携のために努力
をしてまいりたいと思います。
　また、これもきょうの大きなテーマかもし
れませんけれども、学術、科学、技術に対す
る信頼の条件といいますか、どういうことを
していけば信頼されるのかといったことにつ
いても、十分な議論が必要かなと思います。
　図表27は日本学術会議の「科学者の行動
規範」の改訂版の声明です。特にこの中で「社
会との対話」というようなことが書かれてい
ます。科学者の合意に基づく助言を目指すけ
れども、意見の相違はどうしてもあります。
意見の相違が存在するときには、なぜ違うの
かということをわかりやすく説明していく。
この点がこの問題にとりましては特に重要で
はないかと考えています。
　ご清聴どうもありがとうございました。

図表24

図表25図表23 図表26 図表27
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演者紹介

澤　続いてご講演いただきます、福島県医師
会副会長の木田光一先生のご略歴を紹介させ
ていただきます。
　木田先生は、昭和53年に秋田大学医学部を
ご卒業後、同大学の第一外科に入局され、平
成10年にいわき市の医師会理事に就任された
のち、平成20年に福島県医師会副会長に就任、
現在に至っています。原子力規制委員会の「東
京電力福島第一原子力発電所事故による住民
の健康管理のあり方に関する検討チーム」に
外部有識者として参加されています。
　演題は「福島原発災害後の被災者の健康支
援の現状と課題」です。被災現場の医師、医
療関係者の声ではないかと思います。それで
は木田先生、お願い申し上げます。
木田　ご紹介ありがとうございました。福島
県医師会副会長の木田です。本日は登壇の機
会を与えていただきまして、ありがとうござ
います。

　福島県は、今、医療従事者が大変少ない状
況で、日本医師会をはじめ、日本学術会議、
あるいは各種団体の皆様からいろいろご支援
を賜っていることに、この場を借りて感謝を
申し上げます。
　私は、今回の原発災害の地元医師会の立場
から、被災者の健康支援の現状と課題につい
てお話ししたいと思います（図表1）。
　本日の内容ですけれども、まず被災者の健
康支援に関する 2つの法律について、 2番め
が、原子力規制委員会における医師会からの
主張、3番めは、子ども・被災者支援法の「基
本方針」について、 4番めは、福島県「県民
図表1

福島原発災害後の
被災者の健康支援の
現状と課題

講演Ⅱ

福島県医師会副会長

木田　光一
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健康管理調査」について、 5番めは、健診デ
ータの一元化への取組みについて、お話しし
たいと思います（図表2）。

被災者の健康支援に関する
２つの法律

　被災者の健康支援に関する法律の 1つめ
は、平成24年 3 月31日に制定された福島復興
再生特別措置法です（図表3）。これは対象
が「福島県民等」で、事業主体が「福島県」
となっています。福島県は、福島県立医科大
学に実務を委託して「県民健康管理調査」を
実施しています。しかし、放射能汚染が県境
を越えて広範囲に拡散し、被害は福島県に限
定されないこと。そして基本調査、これは外
部被ばく線量を推定するための問診票ですけ
れども、この回答率が25％程度に低迷してい

ることなど、不十分な点があります。
　もう 1つの法律が、平成24年 6 月21日に議
員立法によって成立した子ども・被災者支援
法です（図表4）。対象は福島県ではなくて、
一定の基準以上の放射線量が計測される地域
に居住している、あるいは居住していた方、
あるいは避難指示があって避難をされた方、
こういった方が対象となります。
　事業主体も、原子力災害から国民の生命、
身体及び財産を保護すべき責任ならびにこれ
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ことに鑑み、国が被
災者の生活支援等の施策を総合的に策定し実
施する責務を有すると、国の責務を明記して
います。
　また、健康に関する項目につきましても、
国は、被災者の定期的な健康診断の実施、そ
の他今回の原発事故の放射線による健康への
影響に関する調査について、必要な施策を講
ずるものというように、国の責任が明記され
ています。
　放射能汚染が県境を越えて広範囲に拡散
し、被害が福島県に限定されていないこと、
また、被災者が安定した生活を求め、安心を
求めていることを鑑みれば、被災者の健康支
援は、この子ども・被災者支援法の理念に基
づいて行われるべきものと考えています。

原子力規制委員会における
医師会からの主張

　私は、原子力規制委員会の検討チームに外
部有識者として参加いたしました（図表5）。
ほかのお二人の方は、お一人が福島県民健康
管理調査の実施主体である福島県立医科大
学、もう一人は関連する団体の放影研に所属
されている方で、かかりつけ医として地域医
療に携わる立場からの参加は私のみでした。
したがいまして、なるべく地域医療の目線に
立った情報を収集しなければいけないという
ことで、避難区域等の双葉郡医師会、相馬郡
医師会にヒアリングを行い、また、同郷の日
本医師会常任理事、本日の司会を担当されて
います石井正三先生にお願いしまして、日本
医師会にも協力を要請いたしました。
　日本医師会には、発災後間もない頃から福
島県原子力災害からの復興プロジェクトチー
ムを設置し、いろいろ調査をしていただき、
福島県の地域のコミュニティの再建、あるい
は地域の医療ネットワークの再建について、
いろいろな施策を提言していただいていま
す。その研究の中心になったのが日医総研で、
このときも日医総研の畑仲さん、吉田さん、
王子野さんの 3人にオブザーバーとして参加
していただき、その研究の成果をこの検討チ

ームの会合に生かしたいと思いました。
　この検討チームの会合は、平成24年11月30
日から平成25年 2 月19日までに 5 回開催さ
れ、議論の総括を平成25年 2 月27日の第31回
原子力規制委員会に提出しています。
　図表6はこのときに私が述べた意見・要望
をまとめたものですが、まず、今回の原発事
故による住民の健康管理は国の直轄事業とし
て位置づけ、被害に遭った住民の健康維持や
健康管理の支援を行っていただきたい。
　 2番めが、住民自身の視点に立って、健康
診査・健康診断事業を長期にわたり国に一元
管理していただきたい。
　 3番めとして、子ども・被災者支援法の目
的を踏まえた「検討の目的・理念」、すなわ
ち被災者の健康上の不安の解消、安定した生
活の実現を、規制委員会の報告書に明記して
いただきたい。
　 4番めとして、医学的な経験や知見を集約
し、情報を発信する。さらには医師・看護師・
保健師等を研修するための拠点として、ナショ
ナルセンターを設置していただきたい。
　 5番めとして、福島県は、地域で踏ん張っ
ている医療従事者の「心が折れない」よう、
医療従事者不足解消のための支援策を講じて
いただきたい。
　 6番めとして、乳幼児や児童・生徒の運動

図表3

図表2

図表4 図表6図表5
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施設の充実と、遊びの指導者養成の充実を図
っていただきたいということです。
　このうちナショナルセンターにつきまして
は、医療を享受する住民や第一原発の事故処
理に関わる作業員の視点に立って、避難住民
と第一原発作業員がより集結している地域
で、かつ医療資源を含めた社会的資源が充実
している地域が望ましいことから、いわき市
が最も適していると考えています（図表7）。

　いわき市では、平成23年12月に市民有志が
「放医研をいわき市に誘致する会」を設立し
ました。会長はいわき市商工会議所会頭です。
原子力規制委員会の提言に福島県医師会から
の要望が記載されたことを受けまして、内容
を「ナショナルセンターを含む放医研等の放
射能関連研究機関のいわき市への誘致」とい
うように変えまして、いわき市民106,364人
の署名を集めています。昨年11月13日にいわ
き市長に要望書を提出し、今後、関係省庁へ
の陳情を予定しています。
　さて、健診の実態ですが（図表8）、年齢
の若い方から、乳児、妊婦といった方々の健
診を担っている法律は母子保健法と児童福祉
法です。そしてもう少し年齢が上になって、
幼児、児童、生徒、学生となりますと、学校
保健安全法です。労働者につきましては労働
安全衛生法。特定健診あるいは後期高齢者の

健診になりますと、高齢者医療確保法。それ
から行政が行っている各種がん検診、子宮が
ん、乳がん、胃がん、大腸がん、肺がんとい
ったものですけれども、これは健康増進法と
いうように、法律が縦割りになっています。
　その他いちばん上にありますように、福島
県では、福島復興再生特別措置法による「県
民健康管理調査」が上乗せで行われていると
いう状態です。このように健診はさまざまな
法律に基づいて実施されていますが、国が実
施主体となって、放射線被ばくのおそれのあ
る国民すべてに対して一元的に実施すべきと
考えています。
　これらの意見・要望に関する詳細な内容で
すけれども、日医総研のワーキングペーパー、
「福島県『県民健康管理調査』は国が主体の
全国的な“健康支援”推進に転換を」。それ
から、私が原子力規制委員会で申し上げた、
健康管理のあり方の意見。それから、岩波書
店『科学』の昨年の 4月号の「原子力発電所
事故による被災者の健康管理のあり方を考え
る」といったものに詳しく載っていますので、
興味のある方はご覧いただきたいと思います
（図表9）。

　図表10は原子力規制委員会が出した提言
です。今回の原発事故に係る健康管理は、広
範で長期にわたる取り組みになるものであ
り、その対象となる住民数は100万人を超え
る大規模なものとなる。国が責任を持って継
続的な支援を行う必要がある。国の責任の下
で、県や市町村、地域の医師会、医療機関等
が連携・協力し、国民の健康に責任を持てる
持続性のある取り組みをすべきであるという
ことが書かれています。
　また、私が行った要望については、これは
ちょっと注釈のような形なのですが、「福島
県医師会は、住民等の健康管理体制について、
『地域、職域を踏まえた住民や廃炉に携わる
作業員の健康支援、発災後の放射線環境汚染
や被害を受けた住民の健康支援に関する経
験・知見の集約・情報発信、さらには医師・
看護師・保健師等を研修するための国による
ナショナルセンターを設置すべきである』と
いう要望を出している」となっています。
　ただ、この提言では、国が直轄事業として、
被災した住民に対して健康支援を行うように
は書かれていません。また、ナショナルセン
ターの設置についても、注釈として記載され
るにとどまっています。

図表7

図表8

図表9 図表10
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子ども・被災者支援法の
基本方針について

　図表11は、子ども・被災者支援法の基本
方針策定にあたり、日本医師会が行った提言
です。提言の内容ですけれども、国の直轄事
業による全国的な健康支援を推進すること、
国連の「健康を享受する権利」の視点から施
策を推進することとなっています。この国連
の「健康を享受する権利」というのは、達成
できる最高レベルの健康を保障しなくてはい
けない、しかもいろいろな差別があってはい
けない、そして必ず実施しなくてはいけない
ということが、国連の加盟国でこの条約を締
結している国には求められています。
　支援対象地域は、国の直轄事業による全国
的な健康支援を推進することとなっています。
　基本的な事項に関しましては、先ほど申し

上げた、原子力規制委員会第 4回会合で述べ
たものと重複しますので、ここでは割愛させ
ていただきます。
　環境省は、子ども・被災者支援法の基本方
針を作成するにあたりまして、昨年 8月に
「基本方針（案）」を出しました。そしてそれ
に対するパブリックコメントを求めたわけで
す。それに対して、福島県医師会が提出した
パブリックコメントの内容をお示しします
（図表12）。
　まず、支援対象地域ですけれども、「年間
積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれ
のある地域」というように限定していまして、
福島県で言うと、浜通りと中通りだけに限定
されています。しかし、推奨されている一般
市民の放射線被ばく限度は年間 1ミリシーベ
ルトとされており、そのことから考えれば、
支援対象地域は、福島県全域と近隣県および

ホットスポットの年間積算線量が 1ミリシー
ベルト以上の地域とすべきと考えます。
　もう 1つは、放射線による健康への影響調
査、医療の提供についてです（図表13）。
　これは新たに有識者会議を開催して検討す
るということが書かれていますが、先ほど申
し上げたように国の直轄事業として健康管理
を行ってほしい、それからデータの一元管理、
ナショナルセンターの設置などといった問題

がありますので、これらをこの有識者会議で
検討していただきたいということです。もう
すでに 2回ほど開催されており、日本医師会
からは石川常任理事が参加されまして、議論
が進められているところです。
　図表14の子ども・被災者支援法の基本方
針の閣議決定が昨年10月11日に出されまし
た。結局、支援対象地域は福島県の中通りと
浜通りの33市町村に限定で、 1ミリシーベル

図表11

図表12 図表13

図表14
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ト以上の地域とはなりませんでした。
　「線量での設定は地域内の分断を招き、不
適切」との考えから、「施策ごとに準支援地
域を設け柔軟に対応する」ということです。
　健康管理・医療支援についても、「福島近
隣県でも外部被ばく線量測定を実施し、福島
県外での健康管理支援は有識者会議などを経
て検討する」ということです。本法の理念が
基本方針に生かされるよう願っています。

福島県「県民健康管理調査」に
ついて

　福島県「県民健康管理調査」では、外部被
ばく線量を推計する基本調査のほかに、詳細
健診の項目として甲状腺検査、健康診査、こ
ころの健康度・生活習慣に関する調査、妊産
婦に関する調査の4項目があります（図表15）。

本日は健康診査に関する問題について触れて
みたいと思います。
　図表16は避難区域の住民の健診の項目で
す。これは図表16の※ 1にありますように、
3市 7町 3村の13市町村の避難区域の方々が
対象で、 6歳未満であっても血算が導入され
ており、7歳から15歳、16歳以上は、必要と思
われる血液生化学の検査が行われています。
　一方、避難区域外の住民の健診項目につき
ましては、メタボ健診と同じで、項目数もず
っと少ないということです（図表17）。
　しかし、福島県における健康診査、健康診
断の実施状況は、今申し上げたよりも実は上
乗せ的に行われているところが多いのです。
　避難区域の13市町村外にも特定健診に上乗
せで、血算が24、血小板・白血球分画が11、
心電図が31、眼底検査が29、クレアチニンと
e-GFRが45、尿酸が35自治体で実施されてい

図表15 図表17

図表16
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ます（図表18）。
　しかし、これらの検査結果は避難区域外の
住民の「県民健康管理調査」の健診項目では
ないため、「県民健康管理調査」のデータベ
ースに登録されていません。県民の長期間の
健康管理を考えると、改善が望まれます。
　図表19は避難区域の方々の健診の実施状
況です。平成23年度は、15歳以下の実施率が
64.5％、16歳以上で30.9％、全年齢で35.4％と、
あまり高い数字ではないのですが、平成24年
度になるとさらにこれが下がりまして、15歳
以下が43.5％、16歳以上では25.5％、全年齢
で27.7％となっています。すみやかな実施率
向上の対策が必要です。
　受診率低迷の大きな要因としては、健診の
実施期間が短いなど、住民が健診を受診しに
くいことが挙げられます。避難者がそれぞれ
今住んでいらっしゃるところで健診を受けら

れればよいのですが、そのようにはなってい
ません。住民票が元の居住地のままであって
も、避難先の自治体の住民と同じように、が
ん検診を含めた健診が受けられるような体制
の構築が喫緊の課題だと思います。
　それから、これは避難区域だけではないの
ですが、平成24年度の福島県の特定健診、集
団健診において、眼底検査や心電図検査など、
詳細健診の実施が必要な「要医療率」が高く、
県医師会循環器部会では、これらを詳細項目
型ではなく全員実施型に切り替えるべきとの
意見が出ています。詳細項目とするためには、
図表20にある諸条件が必要なのですが、要
医療率が大変高く、しかも実際に病気も見つ
かっているので、これはぜひとも改善してい
ただきたいということで、現在、福島県とず
っと話し合いを続けています。県もこの重要
性は十分認識していますので、何回か話をし

て、改善をしていく方向に持っていきたいと
思います。
　こういったことを受けまして、県医師会は
県に要望を行いました（図表21）。
　健診項目をもっと充実させていただきた
い。それから、18歳未満の方にも血算の導入
をお願いしたいということなのですが、特に
小児・児童の採血にあたっては、いろいろト
ラブルがあると困りますので、毛細管血によ
る微量採血等も含めて、専門の医療機関での
健診が望ましいと考えています。また広報・
啓発のための予算確保も予定しています。
　福島県の県外避難者の継続的な健診の課題
としては、県外避難者がすべての都道府県に
及び、860の市区町村に散在しているという
ことがあります。特に長期的に健康支援が必
要な小児・児童は、避難者の20％に及んでい
るので、この対策も必要と考えます。（図表22）
　そして、今後の「県民健康管理調査」のあ
り方についてですけれども、昨年 5月に県の
検討会に外部有識者が参加しまして、設置目
的を、「県民の健康不安の解消や将来にわた
る健康管理の推進を図る」ことから、「県民
の健康状態を把握し疾病の予防、早期発見、
早期治療につなげる」ことに改正されました。
したがって、これに伴って基本調査や健診の
実施体制についての見直しが必要と考えます

（図表23）。
　具体的には、定期的な問診や健診の機会を
ワンストップで提供する場、かかりつけ医や
地域医師会の活用が必要と考えています。ま
た、長期的に県民の健康状態を把握する、あ
るいは疾病を予防するといった目的のために
は、かかりつけ医等の医療機関がさまざまな
健診データを一元管理して、住民と共有する
ことが望ましいと考えています。（図表24）

図表18 図表20

図表19 図表21 図表22

図表23

図表24
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健診データの一元化への
取り組みについて

　最後に、健診データ一元化への取り組みに
ついてお話しします。
　図表25は日医総研からいただいた資料で
す。日本医師会でも、生涯保健事業の体系化
に向けた取り組みが必要だということを重点
項目として挙げていまして、蓄積されたデー
タが国民の健康管理に適切に反映されるよう
な仕組みを講ずる必要があるというように述
べています。日医健診標準フォーマットを策
定してさまざまな健診データを標準化し、医
師会、会員医療機関等に提供することを検討
中です（図表26）。
　こういったことが地域における公衆衛生活
動に利用できるということもありますし、今
回の原発事故の被災住民に対する健康支援に

おいても活用が望まれるところです。
　日医健診標準フォーマットの取り進めにつ
いては、今年度末までに、この日医健診標準
フォーマットの策定と公開が行われ、来年度
には、日医健診標準フォーマットの提供と検
証がされる予定です。また、これとは別に、
今回の原発事故の被災住民に対する長期的な
健康支援への活用も検討されています（図表
27）。
　日医健診標準フォーマットは特定健診、労
働安全衛生法に基づく定期健康診断、対策型
がん検診、対策型がん検診以外のがん検診、
標準的な人間ドックの項目を網羅しています
ので、活用が期待されます（図表28）。
　図表29の左の方にありますように、いろ
いろ違った書式で入力されたデータが、この
フォーマットによって標準仕様に変換され、
都道府県医師会から市区町村の方にも提供さ
れます。受診者の情報を提供するだけではな
く、分析といったものについても、市区町村
と一緒になって行うという利活用が望まれる
ところです。
　以上、被災者の健康支援につきまして、思
うことをお話しいたしました。本日のシンポ
ジウムが契機となり、被災者の健康支援がよ
り強力に推進されることを願っています。ご
清聴ありがとうございました。

図表25

図表26 図表27

図表28

図表29
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演者紹介

澤　続きまして、ご講演いただきます上智大
学神学部の特任教授、島薗進先生のご略歴を
紹介させていただきます。
　島薗先生は、昭和49年に東京大学大学院人
文科学研究科修士課程を修了されたのち、東
京大学文学部宗教学宗教史学科助教授、東京
大学文学部教授、シカゴ大学宗教学部の客員
教授、ベネチア・カフォスカリ大学客員教授
を歴任されたのちに、平成25年に上智大学神
学部教授、グリーフケア研究所所長にご就任
されまして、現在に至っています。
　演題は「国や福島県の健康支援に信頼が得
られるために」です。それでは島薗先生、お
願い申し上げます。
島薗　ご紹介ありがとうございました。私は
宗教学というものをやってまいりましたが、
1990年代から生命倫理の問題に取り組んでま
いりまして、そういう関心から、今回、放射
性物質による健康への影響の問題ということ

で、文系の立場からこの問題をともに考えて
きたという事情があります。
　先ほどの森口先生のお話で、信頼の条件が
整えられる必要があるということがありまし
た。これは非常に重要だと思います。それか
ら木田先生のお話の中には、健康支援という
コンセプトが足りなかったのではないだろう
か、不安に対処する、不安をなくすというこ
とが目標になっていて、健康支援ということ
がうまく立てられていなかったのではないだ
ろうかというお話がありました。
　私の理解では、政府あるいは福島県、ある
いは専門家の方たちの対応の中で、健康支援
のコンセプトの確立が十分になされていなか
ったことを被災地の方々の多くが感じておら
れて、そこで信頼の条件が崩れていると受け
とめざるをえないところがあるのではないだ
ろうかと思います。
　つまり、なぜ信頼の条件が崩れてきたのか、
どうすればその信頼が回復されるのかという
ことと併せて、今後どのような医療支援がな
されるべきかということを考えていく必要が

国や福島県の健康支援に
信頼が得られるために

講演Ⅲ

上智大学神学部特任教授

島薗　進
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 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安定ヨウ素剤

長崎大教授の山下俊一（61）は、1999 年に起きた JCO 臨界事故のあと原子力安全委
員会で安定ヨウ素剤服用のマニュアルづくりを担った人物だ。
その山下が、なぜ安定ヨウ素剤に否定的なのか。
山下への取材は計３回。記憶があいまいなのか、話を聞くたびに内容が違っていた。
今年６月のやりとり。
̶福島県立医大でヨウ素剤服用は不要だと結論を出しました。
「福島に入ったときは情報がなかったんです。情報といえば福島県立医大で測定していた空
間線量のデータぐらいで……。３月23日にスピーディの結果を見て、ありゃーと」
̶情報がないのになぜ不要と結論を出したのですか。
「日本の原発はフィルターがついていると思っていた。放射性物質があんなに広範囲に広
がっていると恩わなかった」

図表2

あると思います（図表1）。
　本日のパワーポイントの資料は印刷してあ
りませんが、資料の30ページ・31ページにお
およその内容が出ています。この流れに沿っ
てお話をしたいと思います。

安定ヨウ素剤は配布・服用指示
されなかった

　最初の話題ですが、安定ヨウ素剤が配布さ
れたり、あるいは服用を指示されるというこ
とがうまくいかなかったのは、被災地の住民
にとって大変な衝撃であり、苦悩の原因にな
っていると思います。
　これは福島県のリスクアドバイザーになら
れた山下俊一先生も、ある時点で服用の指示
がされなければならなかったということに気
がついたと言っておられます。図表2は朝日
新聞の「プロメテウスの罠」に昨年の11月に
出た記事です。
　図表3はきょうあとでお話しになる明石先
生ですが、明石先生もそのように言っておら
れます。 3 月に放射性物質の拡散が懸念され
た時点で、いくつかの市町村では自主的に服

用されたのですが、それについても、「いや、
服用すべきではない」とか、「服用する方が
リスクが高い」というようなことが言われた
ために、躊躇されたりした。なぜ、このよう
なことが起こったのだろうか。甲状腺への健
康影響が大いに懸念されていますが、こうい
う事態はどこかで「なぜそうだったのか」と
いうことを明らかにし、今後はそのようなこ
とがないようにする必要があると思います。

低線量被ばくの健康影響情報は
誤って伝えられた

　それから、こちらは日本学術会議も関わっ
ていることですが、低線量被ばくがどのよう
に健康に影響をもたらすかということについ
て、情報が非常に錯綜した。いわゆる「直線
しきい値なし仮説（ＬＮＴ仮説）」というも

のがあります。100ミリシーベルト以下でも、
線量に比例して影響は減るが、それでも影響
はあるという説です。これをどう説明するか
ということで、大いに混乱があった。
　明石先生のおられる放医研には、100ミリ
シーベルト以下ではがんの過剰発生がみられ
ないという放射線被ばく早見図が 1 年ほど出
ていた（図表4）。それが2012年になってひ
っそり書きかえられたということですが、な
ぜ、そのようなことが起こったのか。不安を
起こさせないようにという配慮のために、情
報が正しく伝えられなかった、適切に伝えら
れなかったということがあったのではないか
と思われます。なぜ、そのようなことになっ
てしまったのかということも、大いに反省す
べきことであろうと思います（図表5）。
　実はこれは今でも続いていて、100ミリシ
ーベルト以下ではどうかとか、20ミリシーベ

                                       放医研の明石真言さん
長崎大の山下俊一（61）とともに安定ヨウ素剤の服用問題に大きな影響を与えたのが放
射線医学総合研究所（放医研）の緊急被ばく医療研究センター長、明石真言（60）だ。
明石から話を聞いたのはことし6 月だった。明石はこういった。
「いま思えば、飲ませればよかった」
2011 年３月 14 日、放医研は原子力安全委員会の定めた服用法から逸脱しないよう声
明文を出した。国や県の指示がない状態で飲むな、ということだ。国、県は指示を出さな
かったため、安定ヨウ素剤を飲んだのは三春町民などごく一部だけ。その三春町にしても、
一時は「勝手に飲ませた」と批判された。
その声明文について聞いた際の答えが「いま思えば」だった。
「でも」と明石は釈明した。
「あのころは自衛隊へのヨウ素剤服用指示や、傷病者の受け入れなど対応すべきことが多
くて……」

図表3

図表1
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図表4

図表5

ルト以下ではどうかということについて、さ
まざまな言い方がある。しかし、その異なる
意見を同じ場で戦わせることがありません。
したがって、国民はよくわからない、という
ことが続いていると思います。

20ミリシーベルト基準の意味は
誤って伝えられた

　日本学術会議の方では、先ほど森口先生が
説明された放射能対策分科会が2011年の秋か
ら始動しました。その前にも、放射線の防護
と健康影響に関する分科会というものがあり
ましたが、その活動は大変不十分で、会議も
わずかしか開かれていないということがあり
ました。
　2011年 6 月17日には日本学術会議の会長の
声明が出ました。それまで20ミリシーベルト
という値は、 4 月の段階で、福島県の学校再
開をめぐって「20ミリシーベルトで認めてよ
い」ということを文科省が出したときに、首
相の補佐をしていた放射線防護の専門家であ
る小佐古先生が、「とてもそれは認められな
い」とおっしゃった。これが福島県や被災地
に大混乱をもたらし、そのストレスは現在ま
で続いていると思われます。
　この「20ミリシーベルト」について2011年
6 月17日日本学術会議の会長談話がどういう
ことを説明しているかというと、これがまた
非常にわかりにくいものでした。緊急時は20
ミリシーベルトから100ミリシーベルトの間
で決めるという話と、緊急時が終わったあと
の現存被ばく状況の中では 1 から20ミリシー
ベルトの間で決めるというのが、よくわから
ずに説明されています（図表6・7・8）。
　20ミリシーベルトというのは100と20の間

の一番低いところに決めたのだと、ですから
安心してよいと書かれているわけですが、 1
から20の間では一番高いところになっている
ということで、それを知っている被災者は大
変不安に思ったということがあります。これ
は私ども日本学術会議の者として、大いに反
省しなくてはならないことだと思っていま
す。

図表6

図表7

図表8
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初期被ばく線量測定は避けられた

　それから、森口先生のご説明の中にも、放
射能対策分科会では、健康被害はあまり懸念
されないと書かれていますが、大いに問題な
のは、初期の被ばく線量測定値というのが非
常に少ないということです。これについては、
今行われています放射線防護に関する有識者
会議でも、座長の長瀧先生が「痛恨の極みで
ある」とおっしゃっています。
　チェルノブイリでは数十万人の方に行われ
た検査が、日本では1,000人あまりに行われ
ているにすぎない。しかもその1,000人のデ
ータというのは、きわめてあやふなや簡易測
定によるものです（図表9・10）。そういう
ものを基礎にして初期被ばく、とりわけ甲状
腺の内部被ばくについて推定しなければなら

ないという状態が続いてきたという問題があ
ります。これについては新聞でも何度も報道
されています。
　原子力安全委員会も、簡易的な測定では、
科学的なデータとして用いることはできない
ので、さらに詳しく検査をすべきであるとい
う指示を出しましたが、行われなかった。対
策をとった国側は、不安を起こさないように
ということを掲げるわけです。しかし、不安
を起こさないためと言うと、真実を知る、科
学的なデータを適切に取るということが避け
られてしまうということがここでも行われた。
そのように考えられます（図表11・12）。
　弘前大学の床次先生は60人ほどのデータを
取られたわけですが、これについても途中で
やめるようにという指示が入った（図表13・14）。 
　なぜかというと、不安になるからと言うこ
とです。健康についての大事なデータを、不

安になるから取らないということは、医療倫
理上私はありえないことだと思うのですが、
この場合はそういう理屈が通るということに
なっていた。それは大いに問題だろうと思い
ます。
　もちろん不安に配慮しないでよいというこ
とではありません。あるいは大げさに言って
びっくりさせるというようなことはあっては
ならないことですが、科学的データをしっか
り取り、それを正しく適切に被災地の住民に
伝えるということは、ぜひとも必要であった
はずではないだろうかと思うわけです。

リスコミという名の下で、「不安にさせない」
という大義が真実を隠すことを正当化する

　このように、放射能による身体的な健康影
響よりも、不安こそが問題であり、心理的・
精神的影響の方が大きい。その心理的・精神
的影響というのは、もっぱら放射能に対する
不安であるという理論があります。私はそれ
はかなり特殊な理論であると思うのですけれ
ども、どのようにしてその理論ができたのか
というと、長瀧重信先生のご本にある程度書
かれています（図表15）。
　長瀧先生はチェルノブイリの支援に行かれ
まして、1990年からチェルノブイリと関わり
始めて、そのチームは数年間にわたりたくさ
んの子どもたちの内部被ばくのデータ、ある
いは血液検査のデータを取られました。最初
にゴメリを訪れたときに、地域の住民が放射
能の身体に及ぼす影響に対し、強い不安を抱
いているので、自分たちの使命は、まずこの
不安を取り除くことであると確信したと書い
ておられます。
　第一印象が大事だということは、私は否定
はいたしませんが、それによって、まず考え
方を決めてしまうのはどうか、科学的なこと
であろうか、そのように思います。不安の方
が重要であるという科学的データはどこにあ

◇以下はチェルノブイリの甲状腺がんについての信頼できるレビュー。
「チェルノブイリ甲状腺がんの歴史と教訓」
http://togetter.com/li/578876

◇しかも日本のその1000人の実測データはほとんど科学的な価値
をもたない。①原子力災害対策本部の2011年3月26-30日の調査
は簡易測定で得られた数値は科学的価値をもたない。②弘前大床次
眞司教授らの4月12-16日は被曝量の多い浪江町で17人のみ。65
人中子どもは9人だけ。以上、①②が主。
「災害時の科学者・研究者の責任・続」 http://shimazono.spinavi.net/

「日本では甲状腺内ヨウ素の直接測定は1000人強分しか行われ
なかったが、チェルノブイリでは実にその数百倍になる350,000人
分もの測定が行われている」。「例えばウクライナでは、プリピャチから
の避難者65人に対し、喉と胸にスペクトロメーターを当ててI-131、
I-132、I-133、Te-132を測定する特殊な方法がとられたほか、合計
で約150,000人分の測定値が残された。また、日本では大部分がサ
ーベイメーターによる測定であったが、ウクライナでは約56,000人
分がスペクトロメーターによって測定されており、放射線の強さだけ
でなく、核種までが分かる形でデータが残されている」。

図表10

◎原子力災害対策本部。3月26‒30日、飯舘村、川俣町、いわき市
の3町村の1,080人の児童を対象とした「スクリーニング調査」
◎原子力安全委員会「小児甲状腺被ばく調査結果に対する評価に
ついて」(2011年9月9日)―「今回の調査は、スクリーニングレネ
ルを超えるものがいるかどうかを調べることが目的で実施された簡
易モニタリングであり、測定値から被ばく線量に換算したり、健康影
響やリスク評価したりすることは適切ではないと考える」。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◇放医研「事故初期のヨウ素等短半減期による内部被ばく線量評価
調査」報告書(2013年2月)が依拠する実測データ。国連科学委員
会の推定の基礎実測資料の主なものはこの2つ。

◎弘前大被ばく医療総合研究所の床次眞司教授らが2011年4月
12‒16日に行った調査。計画的避難区域に指定された浪江町津島
地区に残っていた17人と、南相馬市から福島市に避難していた45
人の計62人

図表9

「安全委が設けた精密な追加検査が必要な基準（毎時0.2マイ
クロシーベルト）を超えた例はなかったが、福島県いわき市の子
供１人が毎時0.1マイクロシーベルトと測定され、事故後の甲
状腺の積算被ばく線量は30ミリシーベルト台と推定された。対
策本部から調査結果を知らされた安全委は同30日、この子供
の正確な線量を把握するため、より精密な被ばく量が分かる甲
状腺モニターによる測定を求めた。安全委は「ヨウ素は半減期
が短く、早期に調べないと事故の実態把握ができなくなるため
測定を求めた」と説明する。
しかし、対策本部は4月1日、（1）甲状腺モニターは約１トン
と重く移動が困難（2）測定のため子供に遠距離の移動を強い
る（3）本人や家族、地域社会に多大な不安といわれなき差別を
与える恐れがあるとして追加検査をしないことを決定した」。

図表12

Ⅳ．初期被曝線量測定は避けられた
「＜甲状腺内部被ばく＞国が安全委の追加検査要請拒否」毎日
新聞（2012年２月21日）

「国の原子力災害対策本部（本部長・野田佳彦首相）が東京電
力福島第1原発事故直後に実施した子供の甲状腺の内部被ば
く検査で、基準値以下だが線量が高かった子供について内閣
府原子力安全委員会からより精密な追加検査を求められなが
ら、「地域社会に不安を与える」などの理由で実施に応じなかっ
たことが分かった。専門家は「甲状腺被ばくの実態解明につな
がるデータが失われてしまった」と国の対応を問題視してい
る。
対策本部は昨年3月26～30日、福島第1原発から30キロ
圏外で被ばく線量が高い可能性のある地域で、0～15歳の子
供計1,080人に簡易式の検出器を使った甲状腺被ばく検査を
実施した。」

図表11

図表15

「ヨウ素131は甲状腺にたまりやすく、がんのリスクを高めるとされ
る一方、半減期は8日と短く、早期検査しなければ原発事故の影響を
把握できない。床次教授は「放射線への不安が長引いているのは当時
の情報がないからだ」と指摘する。

甲状腺の内部被ばく検査を巡っては、国の原子力災害対策本部も3
月下旬、飯舘村などの0～15歳の計1080人に実施したが、これはヨ
ウ素を直接測ることができない簡易式の検出器だった。」【町田結子】

62人の検査データは既に公表され、事故翌日の昨年3月12日にヨ
ウ素を吸引したと仮定して内部被ばくの積算線量を推計したところ、5
人が国際原子力機関の定めた甲状腺がんを防ぐヨウ素剤服用基準の
50ミリシーベルトを超えていた。ただし現在は3月15日にヨウ素を
吸引したとの見方が有力になっており、再解析が進められている。

県地域医療課の担当者は「やりとりの詳細は記憶にない。弘前大以
外にも県の災害対策本部として『住民の心情を察してほしい』とお願
いしてきた」と説明する。だが、こうした要請の結果、事故初期段階で
のヨウ素131の内部被ばく実測データはほとんど残されなかった。

図表14

「福島原発:県が内部被ばく検査中止要請…弘前大に昨年4月」
毎日新聞（2012年06月14日）
「東京電力福島第1原発事故後、福島県浪江町などで住民の内部被ぱ
くを検査していた弘前大の調査班に、県が検査中止を求めていたこと
が分かった。県の担当者は事実確認できないとしつつ「当時、各方面
から調査が入り『不安をあおる』との苦情もあった。各研究機関に『（調
査は）慎重に』と要請しており、弘前大もその一つだと思う」と説明。調
査班は「きちんと検査していれば事故の影響を正しく評価でき、住民
も安心できたはずだ」と当時の県の対応を疑問視している。
弘前大被ばく医療総合研究所の床次眞司（とこなみ・しんじ）教授

らは昨年4月12～16日、放射線量が高く、後に計画的避難区域に指
定された浪江町津島地区に残っていた17人と、南相馬市から福島市
に避難していた45人の計62人について、住民や自治体の了解を得
ながら甲状腺内の放射性ヨウ素131を測定した。このうち3人は2度
測定。検査の信頼性を高めるためには3桁の被験者が必要とされ、そ
の後も継続検査の計画を立てていた。ところが県地域医療課から「環
境の数値を測るのはいいが、人を測るのは不安をかき立てるからやめ
てほしい」と要請されたという。

図表13
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ケーションとして行われているのは、リスク
コミュニケーションの専門家の話を聞くこと
で、リスクコミュニケーションとは何かにつ
いての考察は、医学側や放射線健康影響研究
者の側からは、あまりなされていません。
　科学的データと医学側が考えるものをどう
わかりやすく説明するかというのは、一方向
的なリスクコミュニケーション観と言われて
います。だいぶ前からそういう考え方は適切
ではない、さまざまな当事者との間でのやり
とりが重要であると言われているのですが、
そのようなリスクコミュニケーション観が、
ここではほとんど表れていないようです。
　図表18は、長瀧先生が1990年にモスクワ
のゴメリで、いかに住民の不安が著しいかと
いうことに強い印象を受けたことを書いてお
られるものです。
　ここで、「少なくとも現在心配すべき病気
はないと、親に告げることであった」と、ま
だ調査を始める前からおっしゃっているわけ
です。医療の中では、患者さんの心理を的確
に察知して、医療側が適切な情報提示をする
ということは必要ですが、そこに真実を隠す
ということは入っていないと思いますし、よ
くわかっていないことを科学的な説として示
すということも適切とは言えないことです
が、そのような考え方があると受け止めざる

るのかというと、あまり聞いたことがない。
そういうことなのです（図表16・17・18）。
　長崎大学はチェルノブイリ支援で大きな役
割を果たし、その後、放射線のリスク管理の
拠点校としてＣＯＥなどを取ってこられまし
て、これはその報告書ですが、この中でリス
クコミュニケーションということが大いに話
題になっています（図表19）。
　しかし、この報告書には、リスクコミュニ

をえないわけです。
　山下俊一先生は、長瀧先生のもとでこのチ
ェルノブイリの支援に参加されたわけです
が、長瀧先生はチェルノブイリを「千載一遇
のチャンス」と捉えられたと発言しておられ
ます。要するに大規模なデータをとって、そ
れが疫学史上の大きな成果になる。しかし、
それが個々の患者さんのための健康支援のデ
ータとしてどう使われるかということは、あ
まり具体的に考えられていない。このような
ことが書かれています。そしてまた、甲状腺
のがんが出てきたときに、それまで被害は少
ないと述べてきたのですが、とんでもないこ
とが起こったのではないかと気がつかれたと
いうことも述べておられます（図表20）。
　一方、山下先生とともに福島医大で副学長
を務められている神谷先生、広島の原医研の
先生ですが、「国民はリスク論について十分
な教育を受けていないので、専門家が提示す
るリスクを正しく理解できない。これが混乱
の原因だ」と言っておられます（図表21）。
しかし、こういう考え方は古いリスクコミュ
ニケーションの考え方であり、当事者が考え
ているリスクとの間でコミュニケーションを
取りながら、適切な理解にたどり着く。こう
いうことが今のリスクコミュニケーションの
理解ではないかと思います。

県民健康管理調査の問題点

　県民健康管理調査については、 2 点を申し
上げたいと思います。
　 1 つは、木田先生も話されましたが、健康
不安こそが問題であり、この県民健康管理調
査は不安をなくすためだと、最初の時点では
みなされていたことです。
　福島県の木田先生をはじめとする医師会の
方たちが、現場の感覚に基づいて、これでは
適切ではないと、健康支援こそ必要だと主張
した。そこで、健康不安への対策から、健康
支援へと今では目的が変わっています。しか
し、先ほど森口先生が示された、原子力規制
庁の帰還に向けた安全安心対策のための検討
チームは、安心するために不安をどうやって
取り除くかという目的を相変わらず掲げてい
ます。実際に健康支援をどうするかを、まず
は考えるべきであろうと思うわけです。
　もう 1 つは、先ほども木田先生がおっしゃ
った血算等の血液検査の問題ですが、これは
早い段階から県民健康管理調査の中では考慮
されていました。避難地域以外の人たちも詳
しい血液検査を受けるとすれば、どういう基
準で受けられるのかを検討していたことが、
図表22の矢印のところに出ています。

長瀧重信氏『原子力災害に学ぶ-放射線の健康影響とその対
策』（続）
「今まで政府の350mSvまでは安全であるとの話を信用してき
たが、最近海外からの報道関係者はこの地域は汚染されており、
放射線による病気でたくさんの人が亡くなり…と報道している。
自分たちはどうしたらよいのか。子どもだけは助けてほしい。ここ
で原爆の調査治療の経験のある日本の専門家が来てくれたこと
は本当にうれしい。本当に頼りにしていると医者冥利に尽きるほど
の信頼の眼で見られたことは忘れられない。また、医療協力として
もっとも大切なことは、この住民たちの不安に応えることにあると
確信した。」p44
　◎疑問。まず「不安」に強い印象を受けたのは分かるが「不安こ
そ問題」という「確信」に医学的根拠はあったのか？

図表17

長瀧重信氏『原子力災害に学ぶ-放射線の健康影響とその対
策』（続々）
「「何をすべきか」については、先ほど述べた現地での経験から、医
療協力としてはなによりも住民のパニックともいうべき不安状態
に対応することが最重要であると考えた。そのために「何ができる
か」としての調査団の結論は「人道的には親の前で子どもを診察
し、少なくとも現在心配すべき病気はないと親に告げることであ
った。これが、一番早くこの極端な不安を取り去る方法であると考
えた。またさらに、可能な限りたくさんの子どもを診察すると同時
に、その診察した結果を科学的な調査結果としてまとめ、被曝の
状態を明らかにし、子どもに検診を受けさせられない親たちの不
安を取り除くことを目的とすべきであるということになった。」
p47

図表18 図表19

長瀧重信氏『原子力災害に学ぶ-放射線の健康影響とその対
策』丸善（2012年）
1990年8月、モスクワ、ゴメリへ（笹川チェルノブイリプロジェク
ト1991-96）
「ここで強く感じたのは、事故が汚染地帯住民の精神に非常に大
きな影響を与えている、ということであった。まず、入院している
患者のほとんどはチェルノブイリ原発事故によって病気になった
と信じていた」。
「[ある]患者はバセドウ病であるが、原因はチェルノブイリ原発事
故で、原爆の専門家の先生はすぐに治してくれると期待している
といわれた。また病院で出産した新生児の母親は、自分たちの子
どもに奇形はないか、いつ白血病あるいは癌になるのか、いつま
で生きられるのかなどと大きな不安に駆られており、まさに　　
半狂乱の状態である。」p44

図表16

山下俊一氏のリスコミ経験、向上書、p11
　「当時は、チェルノブイリの事故は自分には関係ない地球の反対側
のことだと思っていました。ところが帰ってきてみると、長瀧先生は
チェルノブイリを千載一遇のチャンスだととらえて尽力されていまし
た、長崎は原爆被爆者のデータの宝の山をキチンと世界に還元してい
ないということもあり、日本核医学会総会は長崎大学医学部第1内科
の一大イベントだったのです。」p11
　◎長瀧氏の「手足となってjp11働いた山下氏は「安心させる」こと
　　を至上命題としてチェルノブイリでの検査にあたった。
「すぐに感謝されたのはセシウム137をホ一ルボディカウン夕一で測
定して、その体内被曝を心配しないでよいと子どもたちや親たちに知
らせてからです。そこではじめて現場は安心するのです。それしか現
場ではすぐに結果が出ないのです。ですから、まずは心配要らないと
伝えられることがまず第1ですね。」p17-18
　◎でも当時のWBC検査でほんとうに健康被害がないと断言でき
　　たのだろうか。山下氏は甲状腺がんの報告の後、「とんでもないこ
　　とが現地では起こっているのではないか」と「漠然たる不安」
　　をもったと述べている。

図表20

神谷研二氏(福島医大副学長、広島大原医研所長)
「低線量被ぱくのリスク管理に関するワーキンググループ」
(2011年12月)提出書面
「福島原発事故後、放射線の単位や放射線情報が氾濫した。しか
し、住民には、放射線データの意味や評価が十分に説明されず、専
門家の意見も異なった。即ち、リスクコミュニケーションの不足が、
住民の健康に対する不安を増幅した。LNTモデルによる低線量放
射線のリスク推定は、その可能性の程度を確率的に推定するもの
である。従って、リスクを確率論的に捕らえることと、リスクの比較
が重要であるが、国民はそれに慣れていない。国民もメディアも、
シロかクロかの二元論でとらえる傾向があった。これを克服する
ためには、国民全体の放射線リテラシーが必要」。

図表21
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　しかし、この内容は十分に明らかにされな
いまま、結局は実施されずに、今に至ってい
ます。 3 年経っています。これからでも十分
役に立ちますが、早い段階から検討されてい
たのに、なぜ行われなかったのかということは、
信頼回復という観点から言うと、非常に重要
な事柄ではないかと思います（図表22〜 27）。
　毎日新聞の日野行介さんが書かれた県民健
康管理調査の問題点についての本の中でも、

「秘密会」と言われていますが、準備会がや
や不明朗な形で行われており、その中で討議
されていたと記されています（図表28）。
　そして木田先生が話された 1 ミリシーベル
ト以上の人に調査を行うのが自然ではない
か。これは1999年のＪＣＯ事故の場合、そう
いう基準で行っています（図表29）。
　なぜ今回はそういうことが行われないの
か。むしろ20ミリシーベルトとか避難地域と

いう判断で行われているということは、住民
の方々にとって不可解なことかと思います。
　そして笹川チェルノブイリ調査、長瀧先生
が主軸となって行われたものですが、そこで
は甲状腺、血液異常、体内被ばく線量の調査
という 3 つの柱があり、血液異常を調べるこ
とに大変力を入れています（図表30・31）。
　その報告書には、血算の異常が報告されて
いる。しかもその理由はよくわからないとな
っています（図表32〜 34）。
　このように非常に重要な科学的データがあ
り、その調査に基づいて健康支援が行われる
べきでしょうが、調査が限られた地域で不十
分にしか行われていないことは、信頼回復と
いう点から大変残念なことだと思います。

図表22 図表24

られ

図表26

図表25

ップ

図表27

図表23
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ことですし、何重もの下請けで雇った人たち
なので、ちゃんとフォローされているのかと
いうことも心配です。
　そして、健康支援を 1 つの県に投げるとい
う形で政府は対処をしてきましたが、 1 つの
県、 1 つの大学でこれだけの大きな課題に対
処できるのかという問題があります。それか
ら、被害はないはずという前提に立つのでは
なくて、被害がないように、増えないように
対策を講ずるということが基本であろうと思
いますが、それがきちんと行われているかど
うか疑問に思われるということです。
　そして、各地域の医療資源を原発災害支援
に振り向ける。これは医師会の提案の中にも
ありますが、それも十分に行われているだろ
うか。医療費減免あるいは健康手帳等の被災
者への交付による支援というのはどうか。ま
た、異なる立場の専門家の意見も聞き、開か
れた討議を行う。本日はそのような機会がも
てないような社会になっているのかなと思い
ますが、これからもそういう機会がますます
増えていかなくてはならないだろうと思う次
第です。
　以上、やや雑ぱくな話なりましたが、これ
で私の報告を終わらせていただきます。ご清
聴ありがとうございました。

まとめ

　放射能による身体への健康影響を十分に調
べずに、主に線量を調べて、安全・安心であ
ると、権威者のほうから伝える。そしてそれ
に人々が従う。こういうやり方でよかったの
だろうかということです。そうではないので
はないかという疑問が湧いてきますので、さ
まざまな専門家のさまざまな説も出てまいり
ます。そこでよく討議をし、わからないこと
と、わかったことをはっきりさせ、その範囲
で方針を決めていくことが必要ですが、そう
いうことが十分になされてこなかったのでは
ないだろうか。被災者の主体性ということ、
あるいは被災者が参加してリスク対策がなさ
れていくということがICRP勧告等に記され
ていますが、それがなかなか実行されなかっ
た。これを進んで実行すべきであろうという
ことになります（図表35）。
　具体的に何が必要であろうか。（図表36）
これは木田先生の提言の方にもっとしっかり
とした答えがあると思いますが、私なりにま
とめます。まず、県の枠を超えた検査対象地
域への支援が必要であろうということです。
作業員への健康支援を、これはデータも十分
に把握されているのかよくわからないという

図表34

図表28 図表32

「笹川チェルノブイリ
医療協力を振り
返って」（笹川記念
保健協力財団､
2006年）

座談会1（2004
年）

図表30

1999

mSv

23

図表29 図表33

図表31

まとめ
◇十分に調べずに安全安心と権威者（専門
家）が唱えて人 を々従わせるというやり方では
なく

◇よく調べ広く討議し、分からないこと、分
かったことを明確にし

◇被災者や市民とやりとりしながら十分な対
策をとるというやり方をどのように進めていけ
ばよいのか？

図表35

1）県の枠を超えた検査対象地域への支援を行う。

2）作業員への健康支援に本腰を入れる。

3）1県と1大学ではなく国主導での総合的な医療支援を。

4）被害はないはずという前提に立つのではなく、被害がな
いように（ふえないように）対策をとるという姿勢を示す。

5）各地域の医療資源を原発災害支援に振り向けていく。

6）医療費減免、健康手帳等の医療支援の充実。

7）異なる立場の専門からの意見も聞き、開かれた討議
機械を設ける。

討議

図表36
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演者紹介

石井　ここからの司会進行は、私、日本医師
会常任理事の石井が務めさせていただきます。
　福島県立医科大学医学部准教授、後藤あや
先生のご略歴を紹介いたします。平成 7 年に
山形大学医学部をご卒業後、ハーバード大学
公衆衛生大学院にて国際保健の公衆衛生修士
を取得され、また山形大学大学院において公
衆衛生学の博士課程を修了されています。ま
た、われわれの武見プログラムと申しますハ
ーバード大学公衆衛生大学院武見国際保健プ
ログラムに応募され、2013年にハーバードで
再度研鑚を積まれています。専門は母子保健
の分野と伺っています。また、ベトナムと日

本における研究も数多く発表されています。
　演題は「科学と地域の架け橋　―福島市に
おける育児支援と人材育成―」です。それで
は後藤先生、よろしくお願いします。
後藤　石井先生、ご紹介ありがとうございま
した。本日は、このような大きな場でお話を
する機会をいただきまして、ありがとうござ
います。こういうところは不慣れなのですが、
本日は、原発の事故があったときにたまたま
福島に住んでいた、当時 6 歳の子どもの母親
であり、母子保健分野の研究者としてのこれ
までの活動をお話しいたします（図表1）。
　はじめにお断りさせていただきますが、放
図表1

科学と地域の架け橋
―福島市における
　育児支援と人材育成―

講演Ⅳ

福島県立医科大学医学部准教授

後藤　あや
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射線の対策について大学を代表して来ている
わけではありません。
　お話しする順番は、事故直後の状況の背景
として、母子保健に関する対策について、次
に現状を把握するために、母親の不安と支援
の現状についてのデータを示し、最後に今後
につながる対策のキーワードとして、ヘルス
リテラシーについてご紹介します（図表2）。

背景：原発事故後の母子保健に
関する対策

　私が住んでいる福島市は原発から約70キロ
圏にあり、アメリカの当初の避難推奨区域内
でした。私自身、子どもを抱えて非常に大き
な不安を持ち、いろいろな情報をインターネ
ットや昔の医学の教科書を読んだり、専門家
の話を聞き、また、母親仲間と話をしながら、
どうしようかと考えていました。 6 歳の息子
と日本地図を出して、「私たちはここに暮ら
していて、爆発はここであったんだよ。おじ
いちゃん、おばあちゃんはこの辺に暮らして
るんだよ。どうしようか」などと話をしたの
を覚えています。
　その震災の年に福島市で実際に健康フェス
タのような場で配られた資料を、図表3の四
角の囲みの上に示しています。「がんのリス

図表3

クの大きさと放射線量」と題しまして、被ば
く量100から200ミリシーベルトで何倍がんの
リスクが高くなるのかは、生活習慣に例える
と、野菜不足と同じぐらいですよというもの
です。
　ただし、こういったリスクの考え方という
のは非常に難解ですし、先ほど島薗先生がお
っしゃっていましたが、専門家によっても考
え方が違うところです。当たり前ですが、お
母さん方は非常に不安に思い、 5 歳未満人口
が福島市では震災後 2 年間で15％減りまし
た。お話ししたように、科学的情報と住民の
間には大きなギャップ、隔たりがあります。
　そこで事故調査委員会は、住民の長期的な
健康不安に対応するために、住民個々人が自
ら判断できる材料となる情報開示を進めるこ
とを提案しています。しかし、地域のレベル
で実際にどのようにこれに対応すればよいの
かというところまでは、この報告書には書か
れていません。そこで困るのが、地域の第一
線で働いている保健師の方々です。保健師の
方々は、地域診断をして、保健活動を計画し、
実施、評価をしています。図表4は、実際の
保健師の皆さんの話し合いの場の様子です。
　震災後 1 か月経ったところで、知り合いの
福島市の保健師さんから相談の電話がありま
した。親の不安に対応するための母子保健対

策を一緒に考えてほしいというものでした。
それから 3 回検討会を開いています（図表5）。
　震災後 2 か月の時点での課題は、親の初期
不安への対応でした。そこで、保健師の皆さ
んと話し合いを重ねた結果出てきたのが、保
健師は40人位いるのですが、保健師皆が一貫
した情報伝達をできるよう準備すること。あ
とは室内遊び場の設置と見守りといった提案
でした。
　震災後 4 か月頃になってくると、親の不安
が長期化しているということが課題になり、
話し合いの結果、特に不安を抱えるハイリス
クの親のスクリーニングと、グループ・個別
カウンセリングの拡充といった提案が挙がっ
てきました。
　さらに震災後 8 か月になると、長期的な対
応システムの構築ということが課題になり、
それに対しては早期の育児支援の充実に焦点
を当て、それを支える保健師の研修の充実が
必要であるという提案をしました。これに関
しては、木田先生のご発表にありました専門
職の研修に通ずるところがあるかと思いま
す。この保健師の研修に関しましては、大学
病院と私の所属している公衆衛生学講座の共
同主催で、昨年度 3 回、本年度は 4 回実施し、
来年度も継続予定です。
　これらの経過につきましては、図表5の下

図表2

図表4 図表5
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に示した本と、あとは論文に書いてあります
ので、ご関心のある方はご覧ください。
　さて、保健システムについてですが、この
保健システムというものを、ＷＨＯは「健康
を増進・回復・維持することを第一義的目的
とする全ての活動」と定義づけています。そ
の強化のためには 6 つの構成要素、ビルディ
ングブロックと言うのですが、 6 つのブロッ
クが必要だと言われていて、情報、サービス、
人材、機材、財政、そしてこれらを統制する
力です（図表6）。
　なかでも情報というのは、システム強化の
方向性を決める重要なところです。そこで福
島市と協力して、市の既存データを分析する
ことから始めました。震災のときにこの既存
データというのは大きな利点が 2 つありま
す。 1 つは、すぐ入手できること。もう 1 つ
は、震災前の状況と比べることができるとこ
ろです。特に日本の場合には、母子保健の分
野でデータベース化されていない紙ベースの
情報が非常にたくさんあります。そこも大き
な利点です。データベース化されていないと
ころは欠点ですが、情報はたくさんあります。

福島市：母親の不安と支援の現状

　今回お示しするデータは 2 方向ありまし
て、1 つは、母親のメンタルヘルスについて。
もう 1 つは、それを支える保健師の活動につ
いてです。はじめに、母親のメンタルヘルス
について示します（図表7）。
　対象は、18か月児健康診査を2010年、震災
年の2011年、そして2012年に受診した母親で
す。分析した指標は「育児の自信」で、これ
は国の母子保健対策の評価指標にもなってい
ます。グラフを見ますと、薄いブルーで示し
たところが育児の自信がない割合ですが、そ
れが震災前の50％から、震災の年には60％に
上がり、そのあとまた53％に戻っていること
がわかります。これは母親のレジリエンス、
バネ力を示すとも、市の保健対策がうまくい
っているとも解釈できますが、一番大きな要
因と考えられるのは、不安が大きい母親がす
でに自主避難しているということです。
　興味深かったのは、関連要因についてでし
た。育児の自信がないリスク要因として、 3
年間共通して挙がってきたのは、はじめての
お産であること、あるいは母親の健康状態が
不良であるということでした。これは、同じ
ような先行調査研究ですでに公表されている

結果ですが、福島市では震災年のみ、家庭で
の人間関係の問題という要因が関連していま
した。
　そこでこれに関連して、2012年からスクリ
ーニングをはじめた母親のうつ傾向について
のデータを見てみますと、家族間で放射線に
対する考え方が食い違い、悩むという母親の
方が、うつ傾向の割合が顕著に高いことがわ
かります（図表8）。つまり、家庭内でのリ
スクに関するコミュニケーションのあり方と
いうのが、母親のメンタルヘルスに大きく影
響したことが示唆されます。
　そこで、もう少しこういった人々の気持ち、
考えというのを深く分析するために、文字の
分析というのも試みてみました（図表9）。
　ちょっと複雑なのですが、記録された文章
の一つひとつが左上に示したバーだとします
と、それをKH Coderというソフトに投入し、

分解して、似たような言葉の群にカテゴリー
化します。
　次にステップ 2 として注目するカテゴリー
の言葉を含む文章を、SCATという文章を系
統的にまとめる分析にかけました。これは、
複数の研究者がそれぞれの文章から注目する
語句を取り出して、より専門的な言葉などで
言い換えて説明する過程からテーマを引き出
して、文章をまとめていくものです。
　詳細は省きますけれども、これらの過程に
よって一度文章を分解して、より一般的なス
トーリーに仕立てることができます。
　結果を示しますと、まず保健師による母親と
の育児相談の記録を分析しました（図表10）。
各年50人ずつ分析しています。健診の場での
育児相談の時間は限られており、震災後には
生活習慣に関する相談がいくらか減り、医学
的相談がいくらか増えて、新たに「震災関連」
というカテゴリーが生まれました。その中に
含まれる言葉は、図表10の吹き出しで示し
た、「外」「放射線」「避難」「遊ぶ」「生活」「地
震」「福島」「放射能」といったものです。こ
こからどんな話が繰り広げられているか、想
像できるところではありますが、SCATで分
析しますと、母親は震災による生活の変化か
らストレスを感じており、特に外遊びを心配
していました。

図表6 図表7 図表9 図表10

図表8
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　2012年になると、これは数で得られたデー
タと一緒なのですが、新たに家族内での放射
線に対する考え方の食い違いから悩み、また、
保健師に対して測定に関するよりテクニカル
な質問をするようになっていました。
　代表的な意見を読みます（図表11）。
　「母は放射線が心配で外に出せない。転ん
で手をついてなめたら大変。週末仙台で外に
出す。父は少しぐらいは出しても大丈夫。」
ここで、夫婦間でリスクに関する考え方が違
うことがわかります。一般的に、男性より女
性の方がリスク認知は高いことが先行研究で
報告されていて、こういった夫婦間の考え方
の違いは、一般的な男女の考え方の違いとい
うようにも取ることができます。
　もう 1 つのケースでは、保健師に対して、

「 4 歳未満児の放射線内部被ばく検査につい
て、親を測定して意味があるのか」というよ
うなテクニカルな質問をしていまして、市の
保健師の方々は、震災後、こういった放射線
に関するテクニカルな知識を取り入れて、説
明をしなければいけない状況になっているこ
とがわかります。
　次はその保健師の方々の考えについてで
す。図表12は先ほど申し上げた、私たちが
企画している保健師の研修会での意見を分析
しています。この研修会は 1 時間の講義と 1

時間のディスカッションからなっていて、デ
ィスカッションでは付せんを用いて意見交換
をして、それを記録しています。特にはじめ
の頃は、講師は女医でした。女性である医師、
しかも子育てをしている医師から、福島市の
保健師さんは全員女性なのですけれども、同
じ女性に対して語りかけるというような講義
になっていました。そしてこれは大学の女性
医師支援の一環としても行われたものです。
グラフのＮ数は付せんの数です。
　第 1 回の研修会は女性の健康がテーマで、
第 2 回が放射線、第 3 回が甲状腺となってい
ますが、保健師の方々は話し合いに慣れてく
ると、すぐそのときに、習ったことを今後の
対策にどのように生かすかという意見を、付
せんに書いてきてくださいました。第 2 回・
第 3 回研修会では、40％もの付せんが対策に
ついてでした。３回共通の検出語としては、

「知識」と「伝える」です。
　これら対策についての保健師の意見を
SCAT分析にかけたところ、保健師は、住民
に情報を伝達する役割を持っていると自覚し
ていました。特に自己決定を促すような支援
をすることが必要であると認識しています。
しかし、そのための課題は、自分たちのコミ
ュニケーションスキルの向上であり、また、
それを超えて市全体の情報伝達の体制の向上

であるというように意見をしています。
　代表的な意見を読みます（図表13）。
　このはじめの意見は私は非常に好きなので
すけれども、「国は言っているのではなく、
私はこう考えていますと自分の学習結果を伝
える。話し手も当事者というスタンスで臨
む。」つまり、保健師はこういった難しいリ
スクに関する科学的情報を、まずは自分なり
に解釈して、それをわかりやすい言葉で住民
に伝えるという難しい作業をしなければいけ
なくなっています。このあたりに森口先生の
ご講演にあった信頼の条件のヒントが隠され
ているのではないかなと、私としては考えて
います。
　あとはもう１つ、個々人のスキルだけでな
く、きちんと体系的に知識の普及・啓発を進
めていかなければという意見もありました。
　以上をまとめますと（図表14）、住民は科

学的情報の解釈の違いから悩んでおり、これ
に対しては住民と保健師を含む専門職の対話
の機会を増やすことが必要であると考えられ
ます。しかしながら一方で、保健師自身は、
科学的情報の伝達の難しさと、自治体全体で
の体系的な伝達が不十分であると言っていま
した。ここで私自身ができることとして注目
したのは、保健師の健康情報を伝える技術、
ヘルスリテラシーの向上です。

科学と地域の架け橋：
ヘルスリテラシー

　 6 つの構成要素の図に戻ると、次のステッ
プとして、サービス向上のために情報と人材
育成を結ぶ活動を始めています（図表15）。
　そこでのキーワードが「ヘルスリテラシー」
です。このヘルスリテラシーは最近のトピッ
クスで、ＷＨＯの定義も1998年のものです。
ＷＨＯは、「健康の維持・向上のために情報
を得て、理解し、使おうとする知識と技術」
というように定義をしています。ただ、最近
ではこの定義が拡大する方向にありまして、
住民のスキルだけでなく、保健医療従事者側
が情報を伝えるスキルも含むようになってい
ます。つまり、保健医療従事者の伝え方さえ
うまければ、住民の負担は減るという考え方

図表11 図表12 図表14

臨

図表13

図表15
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です（図表16）。
　アメリカでは1970年代にこのヘルスリテラ
シーという言葉が使われ始め、2006年には公
衆衛生局長がヘルスリテラシーの向上を国と
して提言しています。日本では2000年ごろか
ら研究が盛んになってきましたが、伝えるス
キルについての研究はまだまだです。
　図表17に日本人のヘルスリテラシーのレ
ベルを端的に示すデータを示しました。病院
受診者に対して、「予診票をどの程度自信を
もって１人で記入できますか？」と聞きます
と、15.5％が「できない」または「どちらと
も言えない」と答えました。これは大卒でも
１割程度見られます。つまり、一般的に日本
人は教育レベルが高いとされていますが、健
康情報の理解の支援については、ユニバーサ
ルプレコーションの方針で、すべての人に配
慮をする必要があるということです。

　次に、欧米の研究では、ヘルスリテラシー
は健康情報の読解に関連するだけでなく、が
ん検診受診やインフルエンザワクチン接種と
いった予防行動、さらには入院、救急受診と
いったこと、高齢者の健康状態、死亡といっ
た転帰にも関連することがわかっています。
　私たちが福島市の保健師に対して行ったヘ
ルスリテラシーの研修は、ハーバード大学の
モデルを開発者とともに日本に適応したもの
です（図表18）。
　３部構成になっていて、第１回は、概論と、
健康情報が書かれている資料がわかりやすい
ものかどうかを評価する方法についての講義
と演習です。第２回が、実際の資料の作り方
について、そして１か月の実践となっていま
す。

　図表19は実際の様子です。福島市の保健
福祉センターには非常にすてきな広い会場が
あり、講義、保健師の発表、付せんを用いた
非常に楽しい意見交換の場となっています。
この意見交換がちょっとお茶飲み話のような
ところもあり、保健師自身のストレス発散に
もなればと思っているところです。
　概論のところで使っているのが図表20で
す。数値にはレベル区分があり、実はリスク

の理解というのは、ばらつきの理解や、絶対
と相対といった統計的な理解の上に立つ一番
難しい概念でした。これを昨年度、震災後に
ハーバード大学ではじめて習ったときには、
震災前からこのことを知っていればなと思い
ました。
　次は第２回の研修、資料の評価方法で使っ
ているスライドです（図表21）。こちらはＳ
ＡＭという、資料のわかりやすさを評価する

図表17 図表18

図表16

図表20 図表21

図表19
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テクニックで、ここに示しているのは内容全
体についての評価項目だけですが、そのほか
に文体、図表、レイアウトについて、細かく
チェック項目が設けてあります。
　注目していただきたいのは、ｄの「知りた
い情報が書かれているか」というところです。
つまり、資料を作成する段階から、住民、読
み手とコミュニケーションをとり、ニーズを
把握して資料を作成することが求められてい
るのです。
　また、ａの「目的」、ｂの「内容」、ｃの「情
報に過不足がないか」との評価に関しては、
作成に関わる者同士で、グループでの検討を
勧めているところです。
　図表22は研修会の成果です。参加したの
は26人で、そのうち23人から１か月の実践後
の評価アンケートを回収しました。２回参加
者が10人、１回参加者が13人でした。そして
「学んだことを保健活動に生かせましたか」
と聞いたところ、７割が「生かせた」と答え、
その割合は特に２回参加者で多かったです。
　参加者の声を１つ読みます。講座とは福島
市の健康講座だと思うのですが、「講座のチ
ラシを評価し、係長にも説明し、表現を見直
しました。その後グループワークでメンバー
と意見交換をし、作り直した結果、より市民
にわかりやすいチラシになったと思っていま

す」。まだ住民との対話まではできていませ
んが、ヘルスリテラシーへの配慮が、チーム
ワークを促進している様子がわかります。
　次に、一番下の表ですが、技術の習得具合
を項目別に見ますと、文章表現については２
回の研修会だけである程度自信はついても、
図示やリスクの説明というのは非常に難しい
ことが明らかです。つまり、今後も学びの継
続が必要と言えます。

まとめ

　以上をまとめますと、私のお話しさせてい
ただいた内容の前半部分では、震災時は既存
データを活用することにより、住民の声、保
健医療サービスの現状を把握することができ
るということです。震災前との比較ができる
ことが大きな利点です。また、住民の声、文
章のデータというのもたくさんあり、忘れて
はならない点だと思います。
　後半部分では、科学と住民の架け橋を強化す
るには、保健医療従事者のヘルスリテラシーの
継続したキャパシティービルディングが重要
であると考えているということです（図表23）。
　ご清聴ありがとうございました。

図表23図表22
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演者紹介

石井　続いて、ご講演いただきます国際人権
ＮＧＯヒューマンライツ・ナウ事務局長、伊
藤和子先生のご略歴を紹介いたします。早稲
田大学法学部をご卒業後、弁護士登録をされ、
平成18年に国際人権ＮＧＯヒューマンライ
ツ・ナウ事務局長に就任、現在に至り、平成
16年にニューヨーク大学ロースクール客員研
究員などもされています。
　演題は「『健康に対する権利』の視点から
みた、福島原発災害後の政策課題―国連特別
報告書『グローバー勧告』を中心に―」です。
それでは伊藤先生、よろしくお願いします。
伊藤　ご紹介ありがとうございます。本日は
このような機会をいただきまして、ありがと
うございます。弁護士の伊藤和子です。
　私たちヒューマンライツ・ナウという団体
は、2006年に発足し、東京を本拠地とする国
際人権ＮＧＯで、主に世界的な、非常に深刻
な人権侵害の問題に取り組んでいます。2011

年の 3月11日の震災以来、福島第一原発事故、
東日本大震災後の人権状況は、 1つの人道危
機的な問題であると捉えて、人権の視点から
活動をしてまいりました。
　私たちは調査活動、住民の方からのヒアリ
ング、アドボカシー、政策提言などを行い、
その一環として国連「健康に対する権利」の
特別報告者のアナンド・グローバー氏の来日
調査のアシストをいたしました。
　本日はその観点からお話をさせていただ
き、この報告に対する日本国内での受けとめ、
私見を最後にまとめてお話しさせていただき
たいと思います（図表1）。

「健康に対する権利」の視点からみた、
福島原発災害後の政策課題
―国連特別報告書
　「グローバー勧告」を中心に―

講演Ⅴ

国際人権ＮＧＯヒューマンライツ・ナウ事務局長

伊藤　和子

図表1
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グローバー氏の調査の背景

　まず健康というのは、マクロの政策の問題
ではなく、一人ひとりのかけがえのない人権
であるという視点が重要ではないかと思って
います。マジョリティーの方の健康が守られ
るというだけでは足らず、すべての人を避け
得る健康被害から守られなければならないと
いった視点に立つということだと思います。
これはどこに保障されているかというと、日
本国憲法25条「健康で文化的な最低限度の生
活を営む権利」です。そして、日本が批准を
している 2つの国際人権条約にも保障されて
います。 1つは国連社会権規約、もう 1つは
国連子どもの権利条約です。この 2つの条約
の中に「健康に対する権利」が明記されてい
ます。この条約を批准している日本は、一人
ひとりの健康に対する権利を保障する責務が
あります。2013年 5 月27日、国連「健康に対
する権利」の特別報告者のアナンド・グロー
バー氏が、2012年の11月に行った「福島原発
事故後の住民の健康に対する権利に関する調
査」の報告書を国連人権理事会に提出されま
した。この報告書は、緊急対応、避難指示、
健康調査など、福島第一原発事故後の日本政
府の対応を、健康に対する権利という視点か

ら包括的に検証し、今後の改善に向けた重要
で明確な勧告をしています。この勧告を今か
ら「グローバー勧告」と呼ばせていただきま
す（図表2）。
　図表3が2012年に行われた調査の模様で、
左側がグローバー氏、国連の人権に関する主
要な機関である「人権理事会」から任命され
た独立の専門家です。この方の任務は、世界
中で健康に対する人権が危機にさらされてい
ると判断した地域を年に 2か所に絞って調査
を行い、その結果を国連に報告して、是正を
勧告するというものです。
　こういった非常に限られた調査の対象とな
ったということは、福島原発事故後の健康に
対する権利について、国連が非常に懸念して
いるということの表れだということができま
す。この調査では政府関係の官庁にも行きま
したし、また、住民の方からのヒアリングも
たくさん行いました。福島県立医科大学にも
行って、県民健康管理調査の問題についても
伺っています（図表4）。
　その調査報告は2013年 5 月の人権理事会に
提出されました（図表5）。
　なぜこの調査が実施されたかということで
すが、福島第一原発事故後の健康に対する権
利という問題に関して、私たち日本のNGO
では非常に懸念を持っていまして、2011年の

7月に、ＮＧＯの連名で国連に対して調査を
求めたのです。それを受けてグローバー氏に
いらしていただいたという経緯です。
　では私たちが何を懸念しているか、少しお
話をしたいと思います（図表6）。
　先ほどからお話がありますように、原発事
故後、非常に多量の放射性物質が拡散してい
る。当初の発表では、広島型原爆の少なくと
も168倍だと。それがさらに拡大していると
いう状況にあり、それによって人々の健康に
対するリスクが高まっている。にもかかわら
ず、政府の対応は必ずしも十分とは言えない
という問題意識です。
　そもそも公衆の被ばくの限度は、長年 1ミ
リシーベルトと法律で決められています。こ
れがずっと遵守されてきたわけですが、事故
後に突然20ミリシーベルトという基準が避難
基準として設定されました。これに対し、当

時の内閣参与の小佐古さんという方が、「子
どもに対してもこの20ミリシーベルトという
基準を課すということは、私のヒューマニズ
ムに反する」と発言し、辞任されるという大
きな事態となり、社会問題にもなりました。
しかしながら、この20ミリシーベルトという
基準は現在も避難基準として生きています
し、この基準を下回れば、現在の避難地域で
あるところも順次避難を解除していくという
ような扱いになっています。
　20ミリシーベルトが避難の基準になったた
めに、この基準を下回る地域の方々は、どれ
ほど健康に対するリスクにさらされていたと
しても、避難に対する実質的なサポートがな
い。したがって、健康に不安を抱えている方
がいらっしゃったとしても、経済的に十分な
資力がなければ、なかなか自主避難というこ
ともできない状況にあります。
　それから、住民の健康に関する福島県の調
査についても、避難をされた方に関しては、
比較的詳細な健康診査という調査があります
が、それ以外の現に20ミリシーベルト以下の
地域に住んでいる方については、十分な健康
モニタリングがなく、あるのは子どもに対す
る甲状腺検査ぐらいだという状況です。
　政府は、100ミリシーベルト以下の低線量
被ばくは安全であるという前提に立ち、基本

図表3図表2

図表4

図表5 図表6



68 69

講演Ⅴ　「健康に対する権利」の視点からみた、福島原発災害後の政策課題―国連特別報告書「グローバー勧告」を中心に―

的に低線量被ばくの影響は大したことがない
という見解に基づいて、住民の参加を十分に
実現しないまま、すべての政策を決定してき
ました。そういった中で、放射線防護である
とか、健康を守るための対策は十分ではなく、
そのために、特に放射線のリスクを受けやす
い女性や子どもが非常に深刻な状況にあるの
ではないかということを、私たちは懸念した
わけです（図表7）。
　同様の懸念は当然地元の方々も抱かれてい
て、グローバー氏の調査の際に表明されまし
た。

グローバー勧告の内容

　次に、2013年 5 月に提出した調査報告書で、
特別報告者が何を勧告したかについてお話し
したいと思います。
　まず大きな方向性として、低線量被ばくに
関するリスクが証明されていない以上、最も
影響を受けやすい人の立場に立って、人権の
観点から健康を守る施策を行うべきというこ
とが勧告の骨子になってます。そのために、
具体的には追加線量 1ミリシーベルトを基準
とした住民への支援に、抜本的に政策転換す
ることが提起されました（図表8）。

　ここからは少し報告書と勧告内容を読み上
げさせていただきます。まず、報告書には「日
本政府は国連の特別報告者に対して、100ミ
リシーベルト未満では過度のリスクがないた
め、20ミリシーベルト以下の居住地域に住む
のは安全であると言明した。しかし、低線量
被ばくの健康影響に関する疫学研究によれ
ば、低線量被ばくであってもしきい値はない」
と指摘されています。しきい値なし直線仮説
を指摘したのです（図表9）。
　図表10も特別報告者の報告の記述です。
「日本政府によって導入される健康政策は、
科学的証拠に基づいて導入されるべきであ
る。そして健康に対する権利の享受への干渉
を最小化するように行われなければならな
い。特に影響を受けやすい妊婦と子どもにつ
いて考慮し、健康に対する影響を最小化する
ことが求められる」

　「低線量の放射線でも健康に悪影響を与え
る可能性はあるので、避難者は年間放射線量
が 1ミリシーベルト以下で、可能な限り低く
なったときのみ帰還することを推奨されるべ
きである。その間にも日本政府は、すべての
避難者が帰還するか避難を続けるかを自分で
選択できるように、すべての避難者に対する
財政的援助、給付金を保障し続けるべきであ
る」。これは非常に重要な勧告ではないかと
私は思います。
　勧告をさらに進めていきますと、「避難区
域および放射線の被ばく量の限度に関する国
家の計画を、最新の科学的な証拠に基づいて、
リスク対経済効果の立場ではなく、人権を基
礎において策定し、年間被ばく線量を 1ミリ
シーベルト以下に低減すること」と具体的に
勧告しています（図表11）。
　そのために、まず除染について、長期的に
は 1ミリシーベルトと言いつつ、短期的に全
く目標がない現状のままではなく、 1ミリシ
ーベルト以下にする計画とタイムテーブルを
作るべきであると勧告しています。
　また教育の面では、「リスクコミュニケー
ション」の名の下に、安全という分野だけが
強調されているような副読本が教育現場で普
及していますが、「子どもに対して、放射線
被ばくの危険性、そして子どもが特に被ばく

に対して脆弱であるという事実について、正
確な情報提供をすること」。それがリスクコ
ミュニケーションのあり方として重要だ、と
勧告しています。
　また、放射線量のモニタリングに関しても、
勧告が出されました。福島県内各地にモニタ
リングポストがありますが、その値は必ずし
も実際の地域の放射線量を反映していない。
モニタリングポストからちょっと離れただけ
でも、 3倍、 5倍という値になっているとい
うことを、直接特別報告者が見られていまし
た。モニタリングポストの値だけが強調され
るということは、かえって子どもを危険にさ
らすのではないかと、特別報告者は懸念しま
した（図表12）。
　それを踏まえて、放射線量のモニタリング
においては、住民による独自の測定結果を含
めた、独立した有効性の高いデータを取り入

図表7

図表8
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図表9

図表11
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図表10 図表12
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れることを勧告しています。
　続きまして、健康調査のあり方についても
勧告が出されています（図表13）。現在の県
民健康管理調査は福島県民に限定されていま
すし、検査項目もかなり限定されていますが、
対象を年間 1ミリシーベルト以上のすべての
地域に居住するすべての人々に広げて健康調
査を実施すべきであるということが勧告され
ました。そして、検査の内容については、図
表13の（ａ）に紹介しましたが、長期間の全
般的・包括的な健康管理調査が必要であると
勧告しています。
　（ｃ）につきましては、基本調査の回答率が
非常に低いということに関して改善を求める
内容となっています。
　（ｅ）は、子どもの健康管理調査が、現在は
テストケースと言われていますが、今後 2年
に 1度の甲状腺の検査ということに限られ、

たとえば血液とか尿の検査などが実施されな
いという状況にあるわけですけれども、これ
に対して、甲状腺検査に限定せず、血液・尿
検査を含むすべての健康影響に関する調査に
拡大することを勧告しています。
　また、（ｆ）の項目では、甲状腺検査の追跡
検査と二次検査を、親や子が希望するすべて
のケースで利用できるようにすることを求め
ています。これは、現在の甲状腺検査ではし
こりの大きさに応じて、ある程度のサイズの
しこりについては精密な検査になりますが、
しこりがあってもその大きさが小さいと判断
されれば、フォローアップ検査を県で行って
いただけない。それによって、次の検査は 2
年後ですので、非常に不安になられている方
が多いという状況に対応したものです。
　このほか、高齢者、子ども、妊婦等のメン
タルヘルスの重要性についても記載されてい

ます（図表14）。
　また、もう 1つ重要な勧告ですが、原発労
働者に対する被ばくによる健康影響調査を実
施し、必要な治療を実施するということも勧
告されています。図表14の下に書きました
が、私も2012年の来日調査に同行させていた
だいて原発労働者の方々に会ったのですけれ
ども、その方々というのは、東京でホームレ
ス生活をされている方々でした。日本で最も
貧しい方々が非常に不安定な雇用という形
で、福島第一原発事故の収束作業をさせられ
ているということなのです。ホームレスのよ
うな方々がブラックマーケットのような形で
勧誘されて、福島第一原発に行く。そして短
期間で雇用が打ち切りになり、現在の国の規
定に満たないということで健康診断も受けな
いまま、またホームレスに戻っているという
状況です。

　作業員の多くが貧困者で、中にはホームレ
スの人々もいるということが非常に問題では
ないか。そして、何段階もの下請け業者を通
じて雇われた多くの作業員が、適切かつ効果
的な健康モニタリングを受けていない。この
状況を抜本的に改善する必要があるというこ
とが勧告されています。
　さらに子ども被災者支援法についても勧告
が出されています。この法律は、2012年 6 月
に成立した救済立法で、避難をする方、帰還
をしたい方、そしてとどまりたい方、その選
択のいかんにかかわらず、必要な支援を講じ
ることを決めた国の基本法ですが、成立後、
全く基本計画も立てられないままになってい
ました。
　特別報告者は、早急にこの法律を実施する
ことを求めるとともに、公衆の被ばく限度は
1ミリシーベルト以下にすべきだという原則

図表13 図表14
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に従い、年間放射線量が 1ミリシーベルトを
超える地域すべてが同法の対象地域になるべ
きだと勧告しています（図表15）。
　最後に重要なことですけれども、住民参加
の必要性が強調されています（図表16）。健
康の権利を充足させる政策を実施するために
必要なキーワードとして、情報公開、そして
住民参加があります。今回の事故で特別報告
者が来日した際に驚いていたのは、すべての
政策決定が政府、そして一部の有識者、専門
家会合でなされて、住民の意見が十分に反映
されていないということでした。特に子ども
であるとか、不安感を抱えたお母さんたちの
声が、正しく反映される機会がないというこ
とです。
　特別報告者は、社会的弱者を含む住民の参
加によって施策を決定・実施すること、原発
の稼働、避難区域の指定、放射線量の限度、

健康管理調査、賠償額の決定等、政策全般に
関して住民の効果的な参加を保障するよう
に、ということを勧告しています。

グローバー勧告に対する国の対応

　この勧告に対しては、出された直後から、
私たちがヒアリングをした被災者の方々から、
大きな歓迎の声があがりました。しかしなが
ら、勧告公表直後に私が目にしたのは、日本
政府がとりまとめた大変分厚い反論文書でし
た。政府は、ほとんどの勧告を受け入れない
姿勢を明らかにし、非常に残念に思っています
（図表17）。
　政府の反論は、低線量被ばくを重視すると
いう視点、それから 1ミリシーベルトを基準
とする勧告は非科学的だ、という姿勢に終始
しています。特別報告者の勧告の多くが非科
学的であると断じています。たとえば政府は、
広島と長崎のデータに基づいて、被ばくによ
る健康への影響は、100ミリシーベルト以下
の水準であれば、他の原因による影響よりも
重大ではない、または存在しないと信じられ
ているというような言い方で反論しました。
　しかしながら、2012年に出された放影研の
LSS（寿命調査）報告では、100ミリシーベルト
以下の低線量被ばくについても、健康に影響
に与える可能性があるという「しきい値なし
直線仮説」を採用しています（図表18）。
　また、最近のオーストラリア・イギリスな
どの研究でも、低線量被ばくの影響について、
これまでよりもさらに重要と考えるべきだと
いう研究成果が報告されています（図表19）。

図表16

図表15

図表17

図表18 図表19
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国は人権の視点から政策転換を

　国がとるべき態度としては、低線量被ばく
の影響は確かにわからないところもあるかも
しれませんが、その可能性がある以上、そし
て原発事故を引き起こしてしまった国の責任
として、住民の健康、人権を守る立場に立っ
て、低線量被ばくの影響に最も敏感になって、
リスクを回避する最大限の措置をとることで
はないかと私たちは考えています。
　もし、低線量被ばくによる健康影響を受け
る人が比較的割合として少ないということを
理由として対策を怠るということになるとす
れば、それは少数者、特に最も脆弱な人々を
社会が切り捨てることになるのではないか。
これは人権の視点とは相容れないのではない
かと私たちは考えています（図表20）。
　 1ミリシーベルトを基準とする健康モニタ
リングを求めている点については、たとえば
ＪＣＯ事故後には、 1ミリシーベルトを超え
る方々に対する健康診断を行うという政策決
定がされましたし、原爆被害者に対する援護
法も 1ミリシーベルトを基準として、健康手
帳を交付するという形の健康施策をとってい
ます。
　そうしますと、福島原発事故の被害者のみ

20ミリシーベルト、もしくは福島県内という
形で限定され、国が一律に 1ミリシーベルト
を基準とした健康対策を行わないというの
は、 1つの差別ではないかと思いますし、合
理的な根拠に乏しいのではないかと思わざる
をえません（図表21）。
　最近環境省で専門家会議が開かれて、国と
してどのような健康診断を行っていくべきか
が議論されています（図表22）。
　議事録の中に、こういったご意見がありま
した。「健康診断においては必ずしも検査項
目を多くすればよいわけではなく、本人のた
めにならないものもある。健診項目を増やす
ことで不安を増長させる恐れもあり、むやみ
に項目を増やすべきではないのではないか」
というものです。
　しかし、やはり住民に関する健康施策、そ
して健康に関する情報へのアクセスを保障す

るということこそが国の責務ではないでしょ
うか。パターナリスティックな視点から、医
療、診療の機会、健康に関する情報から住民
を遠ざけるということは、健康に対する権利
の視点から非常に疑問があると思います。
　また、最近福島県に行った際に、白血病に
より入院したことを、高校生のお子さんが自
らツイッターで流したという、ショッキング
な情報に接しました。最近福島県では甲状腺
の検査をしていますので、75名ががんまたは
その疑いという結果はクローズアップされて
いますが、白血病であるとか、その他の放射
線起因と考えられる病気については全くモニ
タリングもされていませんし、トレースもさ
れていません。こういったことはかえって不
安をあおってしまい、適切な健康施策を実現
できないようにしているのではないかと考え
られます。
　きちんとした形ですべてのデータを保存し
ていく、データベース化して対策を打ってい
くことが必要ではないかと思います。チェル
ノブイリ事故後、たとえばベラルーシでは、
もっと頻繁に、もっとたくさんの項目の健康
診断が行われていたことからすると、日本に
おいても抜本的な改善が必要ではないかと、
私は考えています。（図表23）
　また、原発労働者につきましても、現在の

規制、たとえば50ミリシーベルト、もしくは
6か月を超えるという基準がありますが、こ
れは短期間雇用の労働者のことを考えます
と、十分ではないと言わざるをえません（図
表24）。
　子ども被災者支援法は、昨年の 8月末に急
に基本方針案が示され、パブリックコメント
を寄せる機会はあったのですが、なかなか住
民の要望が示された形での閣議決定とはなり
ませんでした。住民は、恒常的な協議機関を
国との間で設けたいという提案をしました
が、拒絶されました。住民参加も実現してい
ないのです（図表25）。
　こうした施策をみますと、チェルノブイリ
事故との関係でも、たとえば 1ミリシーベル
トを基準として避難の権利が認められ、 5ミ
リシーベルトが移住の対象となったという当
時の住民保護のあり方、そして 1ミリシーベ

図表20 図表22

図表21

図表23

図表24

図表25
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ルト以上の地域の方々には、長期間の保養を
国費で 1か月あるいは 2か月ほど認めた、と
いった国の施策から見て、日本はまだ著しく
立ちおくれています。抜本的に施策を改善す
べきだと思っています（図表26）。
　グローバー勧告を受けて、図表27に指摘
したとおり、政策の転換が必要です。ぜひ日
本政府には、人権の視点から抜本的に政策転
換を図っていただきたいと思っています。
　本日ご発言いただいた多くの方と私の提言
は共通するところが多く、非常に勇気づけら
れています。これを機会に、もっと活発な議
論で政策の転換が人権の視点から図られてい
くことを期待しています。ご清聴ありがとう
ございました。

77

講演Ⅵ　被ばく医療の現状からみた福島

演者紹介

石井　それでは、続いてご講演いただきます
明石真言先生のご略歴を紹介いたします。明
石先生は、平成元年に自治医科大学大学院博
士課程を修了後、放射線医学総合研究所障害
臨床研究部研究員、また、米国カリフォルニ
ア大学客員研究員・緊急被ばく医療研究セン
ターセンター長などを経られまして、独立行
政法人放射線医学総合研究所理事に就任され
ました。文部科学大臣賞（原子力防災対策功
労者）、日本血液学会奨励賞など、数々の賞
も受賞されています。
　演題は「被ばく医療の現状からみた福島」
です。それでは明石先生、よろしくお願いし
ます。
明石　このような機会を与えていただきまし
た日本学術会議、日医総研の方々に感謝いた
します。また、座長の労をお取りくださる石
井先生、どうもありがとうございます。
　きょうは被ばく医療という視点からみた現

在の福島ということを考えさせていただきた
いと思っています（図表1）。

我が国の緊急被ばく医療の歩み

　図表2は、我が国の被ばく医療体制がどの
ようにしてできて、どのように歩んできたか
ということを示したものです。ここに書いて
ありますように、平成9年の旧動燃のアスファ
ルト固化処理施設の火災爆発事故、それが国
内では非常に大きな契機になって、防災基本
計画の中に「原子力災害対策編」というのが
図表1

被ばく医療の
現状からみた福島

講演Ⅵ

独立行政法人  放射線医学総合研究所理事

明石　真言

図表26

図表27
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す。実はこの報告書の中には、この報告書の
考え方は原子力災害だけではなく、放射線の
被ばく等についてすべて当てはめるという記
載があります。
　図表5に簡単な図が書いてありますが、被
ばく医療というのは当然医療ですが、医療の
ほかに放射線の防護、これは対応する人、そ
れから患者さんの放射線防護、もう 1つは線
量評価、この 3つがないと、被ばく医療とい
うのは成り立たないというのが、被ばく医療
の形です。
　今回の福島の事故を振り返ってみた場合、
先ほど紹介しました被ばく医療というのがあ
ります。さらに、今回の事故は大きな災害で
ある。つまり、地震があり、津波があり、複
合災害です。そうしますと、いわゆる災害医
療と被ばく医療というのが重なる部分があり
ます。頻度という点ではいわゆる狭義の被ば
く医療、放射線に被ばくをした、放射性物質
を食べてしまった、体の中に入ってしまった、
手や足に被ばくをしてしまったという事故が
頻度としては多いのですが、今回のような大
きな災害では、重なる部分がはっきりとクロ
ーズアップされてきた。
　一方では、現場の医療であると同時に、も
う 1つ、救助であるとか搬送の問題がありま
す（図表6）。

　もう一度、旧安全委員会の考え方を示しま
す（図表7）。
　まず、放射線に被ばくすることや汚染され
る事象というのは決して多くはない、非常に
頻度が少ないとあります。医療というものは
過去の経験、それから科学的な根拠に基づい
たものであることを考えますと、何かが起き
たときにどういう対応をするか、診断をする
か、治療をするかということでは、頻度が少
ないというのはマイナスに働いている面があ
ります。つまり、十分な対応ができない。こ
の領域に従事する人が増えない。それから高
齢化に伴い、そういう人たちの数も減ってい
くということです。
　一方で、放射線は測ることができますので、
適切に対応していれば、汚染をされた患者さ
ん、被ばくをした患者さんを診断・治療する
ことができるのが、被ばく医療です。

追加されています。もちろん国外にあっては、
スリーマイル島などいろいろな事故がありま
した。
　平成11年のＪＣＯのウラン加工工場におけ
る臨界事故、これはまた大きな契機になって
います。と申しますのは、これ以前は、被ば
く医療は住民のためだけであって、中の労働
者については一切関与をしませんでした。た
だ、この事故を契機として、医療はやはりサ
イト、中と外で分けるべきではないという考
え方に基づいて、平成13年に原子力安全委員
会が『緊急被ばく医療のあり方について』と
いうものを著し、また20年10月にはこれが改
訂され、平成23年にこういう大きな事故が起
きてしまったという経過を歩んでいます。

『緊急被ばく医療の
あり方について』の骨子

　現在、被ばく医療体制は規制委員会で議論
されていますが、これまでどういうものであ
ったかということについて、簡単にご説明さ
せていただきます（図表3）。
　まず、医療の原点です。医療である以上、
いつでもどこでも誰でも最善の医療を受けら
れること。これは放射線に被ばくをした場合、
汚染をした場合、またその疑いがあるときに、
原因、それから場所によって、これに区別が
起きるというのはおかしいということです。
つまり、医療というのは、基本的に命の視点
に立った対応であることが不可欠であるとい
うことがあります（図表4）。
　もう 2つあります。 2つめは、医療関係者
に不安を与えない医療体制であることです。
これはどういうことかと言いますと、たとえ
ば自分の病院、診療所に、放射性物質に汚染
された方が来たとする。自分はこの患者さん
を診て大丈夫だろうか、自分は治療して大丈
夫だろうかと、もうこの段階で医療が止まっ
てしまうということがあります。
　 3つめは、当然医療体制ですから、放射線
の被ばく、ここには原子力安全と書いてあり
ますが、そのセーフティネットであることで

図表6

図表7図表5図表3

図表2

図表4
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線管理要員は搬送機関や医療機関の要請に従
い、行動するということがきちんと定められ
ていました。
　一方で、放射線管理をする人は、放射線を
管理する、線量を評価することばかりではな
くて、もし万が一事故が起きたときには、救
急隊や病院の医療要員に対して適切な情報を
与えられるように、きちんと研修を受けなさ
いと言われていました。もし今まで私が述べ

たことがきちんと守られて、実際に行われて
いれば、おそらく福島県内での混乱というの
はかなり少なかっただろうと思います。
　私どもの研究所は、三次被ばく医療機関、
つまり一般の病院等で扱いにくい汚染事故、
被ばく事故については、一歩前に出て医療体
制を作ることが義務づけられています。
　福島県内にあっても、きょう座長の労をお
取りくださっている石井先生も含めまして、
10年以上も前から被ばく医療体制、当時は初
期被ばく医療機関、二次被ばく医療機関と呼
んでいましたが、こういう体制を作ってきま
した（図表11）。
　もちろんこれは適切に対応することが不可
欠でしたが、私たち医療人にも見落とした点
がありました。

　 2点めに、放射線や放射性物質に対する不
安感というものがあります。これは消防、救
急、医師、看護師、病院の事務の方、すべて
の方々にやはり不安があるということです。
これは、放射線は五感で感じることができな
い、自分で被ばくしたかどうかがわからない
などさまざまな原因があります。また、放射
線というと、すぐ難しいベクレル、シーベル
ト、グレイ、いろいろな単位が出てくる。こ
れもやはり不安の原因になってしまうという
ところがあります。
　しかし、たとえばけがをしたり脳出血を起
こした患者さんに汚染があったら、診断・治
療をしなくてよいのかと言えばそうではあり
ません。医療スタッフ、医療人、それから搬
送する人間が不安を感じずに、診断・治療を
行えること、これがやはり被ばく医療の原点、
ひいては医療の原点です。
　放射線被ばくは、すぐ症状が表れないと言
われています。そこで必要になることは、被
ばく線量の推定です（図表8）。被ばく線量
の推定というのは、線量の数字を出すという
ことだけではなく、対応に当たる人にどれだ
けの影響を与えるかということも考慮しなく
てはいけません。
　この原子力安全委員会の考え方は、東海村
の事故のあとを受けて、搬送に当たる人、た

とえば警察官であっても、それから病院で診
療する医師、看護師、検査の方、事務の方で
あっても、不安を与えないようにするために
は、現在患者さんの体についている放射線の
量、救急車の中にある放射性物質の量等をき
ちんと評価して、周りの人に不安を与えない
ような医療を行うことということを原則とし
てまいりました。
　そこで、「放射線管理要員」という、皆さ
んあまり聞きなれないかもしれませんが、こ
ういう言葉があります（図表9）。
　これはいわゆる事業者の場合、放射線管理
をする、放射線を測定する、評価することが
できる知識と技術を持った方です。
　もし汚染をしたり被ばくをした患者さんが
出た場合には、放射線管理をする人は、医療
機関や搬送車両の設備に対して、汚染防止お
よび汚染検査に協力をします。
　もし救急車が呼ばれた場合には、当然周り
の人たちに対して放射性物質の汚染の拡大の
防止をすると同時に、患者さんと一緒に救急
車等に乗って病院に行き、放射線がどの程度
であるのか、どういう放射性物質であるのか、
どのようなことが予想されるのか等につい
て、きちんと説明をしなさいということが、
実は義務づけられています。
　図表10にも書いてありますように、放射

図表10

図表11

図表8 図表9
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てきて、きちんと汚染の評価と除染、それか
らけが等の処置をいたしました。
　もう 1例です。実は11名の方がここでけが
をしていますが、その中の 1名の方は、朝の
11時 1 分に爆発があって、最終的に福島県立
医大に収容されるまでに20時間もかかってい
ます。何が問題であったかといいますと、図
表16にあるように、搬送、それから搬送先
の調整が非常に困難であった。汚染があった
というだけで、こういう事実が出てきてしま
う。これはやはり命の視点に立った医療とは
決して言えないと、私どもは考えています。
　自分の自治体から、遠くへ患者さんを搬送
することは決して悪いことではありません
が、搬送される側にとってみると、地元でき
ちんとした治療が受けられる、診断が受けら
れるというのは、やはり医療の原点に属する
問題だろうと私どもは理解しています。

　もう 1つの例は高濃度の汚染にさらされた
患者さんです（図表17）。
　新聞等の報道がありましたが、最終的には
私どもの研究所で受け入れた例です。特にけ
がや病気があったわけではありません。
　こうした症例の場合は救急車なのか、ドク
ターヘリなのか、普通の事業者の車なのかが、
考えなければいけない問題です。汚染があっ
てすぐ症状が出たわけではない。けがをして

福島で実際に起きた事象と問題

　図表12 〜 14をご覧ください。ここに福島
第一原子力発電所があります。実は初期被ば
く医療機関が10キロ以内にすでに含まれてし
まっています。避難対象になっている区域で
す。病院のスタッフも避難をするので、医療
の機能が停止してしまうことになります。
　当然、この区域の住民の方々が避難すれば、
特定の医療機関に負担がかかってしまいま
す。第一原子力発電所では、きょう現在でも
まだ対応に当たっている方々が 1日2,000人
も3,000人もいます。しかしここに医療機関
は存在しません。それから、多くの住民が避
難をするために、特定の医療機関にかなりの
負担がかかってしまう。しかも今回は複合災
害であったことを考えると、機能が停止して

しまいます。それから病院の職員も避難しな
ければいけないなど、いろいろな問題が実は
存在していました。これについては、この領
域に携わっていた人間として、この事態に全
く対応できなかったという点では、大きく反
省しなければいけないであろうと思います。
　まず、県内だけで受け入れが不可能な場合
には、県外にもいろいろ応援を頼まなければ
いけないという点です。それから、県内でも
よりしっかりとした被ばく医療体制を作って
いくというのがやはり医療の原点で、誰でも
分け隔てない医療が受けられるということの
第一歩であろうと、私どもは思っています。
　 3月14日に水素爆発が起き、3月24日には、
高線量の汚染水に足を浸してしまった患者さ
んがいました（図表15）。
　ここで何が問題になったか。 1名の方は自
衛隊の輸送機でわれわれの研究所に搬送され

図表16

図表17

図表14図表12

図表15図表13
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いるわけではない。命に別状があるわけでは
ない。では、こういう人たちをスムーズに医
療機関が受け入れるためにはどうすればよい
のか。これが今回もう一度考え直さなければ
いけない問題で、県内で解決しにくい問題が
あれば、専門家の支援体制等も含めたきちん
とした対応が必要であるということです。

避難した住民への対応

　今回の事象でもう 1つの反省点は救護所、
避難所の対応です。
　図表18、19にあるように、避難をされた
住民の方が住居の様子を確認したいという希
望に対して、一時立ち入りのプログラムが設
定されました。

　20キロ以内に入る前に、避難された地域か
ら中継基地を作り、住民の方々がバス等で行
く。夏の間はタイベックスーツを着ますが、
これは非常に暑いので、熱中症を起こしやす
いという問題があります。また高齢の方のた
め医療要員を派遣することも必要です。
　図表19にあるように、いろいろな医療的
な活動があり、自宅から持ってくるものが汚
染されていないかも調べないといけません。
このようなことが、実はあまり以前の体制で
は整備されていなかったという問題点があり
ました。
　スクリーニングもそうです（図表20）。
　住民は早くスクリーニングを受けたい。し
かし、かなり機材もいるし、人も多く必要で
す。今回、全国から多くの方たちにスクリー
ニングに福島に入っていただきました。機器
の点検から評価、その説明もする。住民の安

全、安心のためには、説明は不可欠です。こ
ういう体制もしっかり作っていかなければい
けません。国、自治体、専門家すべてが協力
して体制を作らないと、被ばく医療体制とい
うのはできないということを改めて感じまし
た。
　図表21は一時立ち入りの写真ですが、い
ろいろな方たちの協力が必要です。当然われ
われの研究所も含めた医療要員、それから日
赤、消防等の人たちが協力をして、一時立ち
入りができる体制が組めないと、実際の防災
体制はできたことにはならないと考えていま
す。
　一方ホットエリア、つまり汚染区域には、
限られた人間しかなかなか入ることができま
せん。放射線防護、線量評価をして入ること
が原則ですが、それができれば、このような
医療体制も組めると理解をしています。やは

図表20図表19

図表18
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りこういう体制を今後作っていく必要があり
ます。
　図表22は一時立ち入りの実施例です。い
ろいろな施設が一時立ち入りの体制を組んで
きました。

医療機関での対応

　もう 1つ考えなければいけないのは、現在
でも毎日、福島第一原子力発電所では2,000
名、3,000名の人が働いているということで
す。その方たちは当然風邪も引きます。病気
にもなります。けがもします。
　図表23・24はある時点のけがをされた方、
病気になった方たちを示したもので、東電か
ら借りた図ですが、当然、毎日多くの方が働
いていれば病気等になる人もいます。こうい
う人たちにも、何か起きたときに当然病院で
診てもらえる体制が担保されなければ、安心
した対応はできません。
　いくつか起きた例を紹介します。事故が起
きた初期の頃です。やはりスクリーニング検
査をしないと、病院で受け入れてくれません
（図表25）。
　もちろん時間があり余裕があればよいので
すが、ただ、子どもさんが熱が出て、お母さ
んは急いで病院に行くと、放射線の検査をし

て「異常なし」という証明がないから診られ
ません。これではやはり命の視点に立った医
療とは言えません。
　それから図表26のような例もありました。
原子力発電所で働いているというだけで、病
院で診てもらえない。もちろん今ではかなり
改善しています。ただ、こういうことがもし
起きるとすれば、おそらく福島県でも起きる。
福島県外でも同じようなことがおそらく起き
ていたのではないかと思います。
　それから搬送の例もあります。先ほどの病
院の例も搬送の例も、私どもは誰が悪いとか
いう問題ではなくて、こういう問題が解決さ
れないと、本当の命の視点に立った医療はで
きないということで、紹介させていただいて
います。
　たとえば、救急隊の不安が残るということ
で、汚染した患者さんの搬送はできないとい
う例も実はありました（図表27）。
　救急隊の隊長にとっては、自分たちの隊員
の安全確保ができなければ、二次災害という
ことになります。それはできない。この言っ
ていること自体は間違っていません。ただ、
安全委員会が提示した放射線防護という考え
がきちんと生かされていれば、おそらくこう
いうことはなかったのだろうと思います。
　図表28・29も同じような例です。

図表22

図表21



88 89

講演Ⅵ　被ばく医療の現状からみた福島

図表25

図表26

図表23

図表24
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図表29

図表28

図表27
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まとめ：
福島の事象から感じたこと

　さて、今回の福島の事象の中から私どもが
感じた点です（図表30）。
　まず、円滑な搬送と受け入れ、これは当然
オンサイトのいわゆる従業員の方です。一方、
住民に対しても救護所、避難所、一時立ち入
り、ここにスムーズに人が派遣されなければ、
円滑な救護所、避難所の運営はできません。
被ばく医療機関、搬送機関、一般医療機関に
おいても混乱があったということを考える
と、正しい知識というのが不可欠であると同
時に、災害医療と考えると、やはり包括的な
医療でなければいけません。被ばく医療だけ
が特別な医療ではなくて、一般の医療の中に
含まれる、もちろん特殊な点もありますが、
そこを考えていかなければ、円滑な被ばく医
療にはならないと考えています。
　図表31が被ばく医療体制に必要なことで、
いつでもどこでも誰でも最善の医療を受けら
れる体制です。これは誰もが理解し、しかも
実行できる体制でなければ、全く意味があり
ません。災害医療と連携ができる、包括的な
医療でなければいけないということです。
　また、現在の福島県の状態を考えると、や
はり必要な医療が福島県内で住民、従業員、

すべての人が受けられること、これが原点で
す（図表32）。
　そのためには、病院全体すべての職種の合
意、正しい知識、それから病院に入院されて
いる患者さん、外来に来る方たちにも不安を
与えないこと、このような風評被害を防ぐ体
制でなければいけません。
　そのためにはどうすればよいのか。やはり
住民の理解が必要です。それから医療機関の
理解も必要です。つまり、被ばく医療機関だ
けではなくて、地域全体の医療機関の理解も
必要です。災害医療との連携もそうです。搬
送機関の協力も不可欠です。放射線防護の徹
底です。これを総括すると、やはり地域に根
ざした医療でなければ、被ばく医療というの
は定着しないというのが私どもの考え方で、
こういう考え方ができてくれば、もし万が一、
他の自治体で事故が起こったときにも、円滑
な医療ができます。県内ばかりでなく他の自
治体にも派遣ができると私どもは考えていま
す。
　最後に、図表33のような看板が出るよう
な被ばく医療機関ができてくれると、地域に
根差した被ばく医療と言えるのではないかと
私どもは考えています。
　以上です。ご清聴どうもありがとうござい
ました。

図表33

図表31

図表32

図表30
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石井　パネルディスカッションの司会進行
は、私、石井正三と春日文子日本学術会議副
会長がとり行います。
　よろしくお願いします。
　先ほどまでの各講師の講演内容から、ディ
スカッションのテーマというものを大きく絞
りますと 6 点あります。 1 点目は、国、福島
県、東電における県民等の健康支援への不安・
不満に対する信頼回復の問題。第 2 点は、東
京電力福島第一原子力発電所事故の影響の科
学的解明について。 3 点目は、国、福島県、
東電における生活再建のための総合的な環境
対策と地域づくりの支援について。4 点目は、
国の健康支援システム、汎用性のあるデータ
ベースの構築などについて。 5 点目が、住民
や作業員への健康支援、人的資源育成等のた
めのナショナルセンター整備という問題。 6
点目が、健康権の概念からみた健康支援体制
の構築についてということで、ほぼ時間軸を
踏まえながら、順番にこのような論点整理が
できると思います。時間の制約がありますの
で、順次、先ほどのご講演の追加報告および
関連ディスカッションをしていただきたいと
思います。

健康支援に対する
住民の信頼を回復するために

石井　それではまず 1 点目の、国、福島県、
東電における県民等の健康支援への不安・不
満に対する信頼回復という問題で、講師の先
生方から追加のディスカッションなりコメン
トがありましたら、いただきたいと思います。
いかがでしょうか。

木田　直接関連することではないのですが、
先ほどの私の発表の中で、眼底検査と心電図
検査で、結構病気がある人がいたということ
を申し上げました。震災の起こる前、平成20
年時点の福島の女性の脳梗塞の死亡率は全国
ワースト 1 です。それから、急性心筋梗塞の
死亡率も男女ともにワースト 1 です。もとも
とこういう心血管系の病気のリスクが高いと
ころにこういう状況が起こって、それによる
ストレス、食生活の乱れ等もあったかもしれ
ません。また、この放射線の影響もどのくら
いあるのかはよくわかりませんけれども、そ
ういうことをきちんと検証するために、避難
区域外でもこういった検査が必要であると。
そしてそういったことをきちんと住民の方に
ご理解いただいて、フォローアップしていく
ことが大事だということを、ちょっと一言つ
け加えさせていただきます。それが信頼回復
につながるのではないかと思います。

福島原発災害後の
国民の健康支援の
あり方について　

パネルディスカッション
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石井　ありがとうございます。先ほどのまと
めで言いますと、データベースの構築という
ところ、それも既存のもの、それからもっと
広範なものという文脈に入るかと思います。

後藤　今の木田先生のお話に関連して、母子
保健分野でも福島県は子どもに虫歯が多く
て、そのあたり福島県は健康支援全体をやり
がいのある場所なのかなというところです
が、 1 点目の信頼回復についての追加コメン
トとしましては、地域での健康支援をしてい
る保健師が専門家と住民の橋渡しの役割を担
えるのではないかということが 1 つです。
　あともう 1 つは、明石先生のお話にもあり
ましたけれども、保健師自身が安心しないと、
安心できる保健は提供できませんので、保健
師対象に繰り返し継続して支援、保健師の見
守りをすることにより、保健師が住民を見守
れるという体制づくりが必要ではないかなと
感じています。
　ただ、その中で、今回の 6 人全員の共通テ
ーマかと思うのですが、住民参加をどのよう
に進めるかという仕組みづくり、具体的なツ
ールづくりというところが非常に大きな課題
ではないかなと感じています。
石井　ありがとうございます。確かにそのと
おりだなという気がいたします。今の前半の
虫歯の話ひとつとっても、たとえば健康調査
だといったときに、そういうバックグラウン

ドの特殊性であるとか、要因をちゃんともう
1 回見直す必要があるということをおっしゃ
ったわけですね。そういうことがないと、福
島県民の心に届かないということもあるかと
思います。

森口　今、後藤先生がおっしゃったことに関
連するのですけれども、私が本日ご紹介した
規制委員会の検討チームの中でも相談員制度
という提案があり、そこにかなり具体的なイ
メージとして、保健師さんというのがあった
かなと思います。一方で、その検討チームの
施策を国がやっていくということになると、
では国が保健師さんを使って、安心を植えつ
けようとしているのかというような誤解とい
いますか、そのような見方をされる部分もあ
ると思います。
　やはり今でも、こういう努力すら不信感を
また呼んでしまうという、そこまで戻らなけ
ればいけない部分があるかなと思っていま
す。先ほど後藤先生が、国がこう言っていま
すからということではなくて、私はこう考え
ていますというのが非常に重要だとおっしゃ
った。私も「信頼の条件」という言葉を使わ
せていただいて、島薗先生と後藤先生に引用
いただいたのですけれども、そういう条件整
備をしたうえで、具体的な地域での取り組み
をよりよい形で進めていくということが大変
重要だと思います。

後藤　実はもう 1 つ課題があると言いたかっ
た点をまさに森口先生が言ってくださいまし
た。システムづくり、枠組みづくりというこ
とと、住民参画、コミュニティの活動という
のは、ちょっと相反するところがあるのかな
と思います。そこの仕組みを作りすぎてしま
うと、自主性・主体性というのが失われてし
まうという、そのあたりのバランスをうまく、
これも住民と対話をしながら作っていかなけ
ればいけないところは課題かなというように
思います。
石井　ありがとうございます。島薗先生のお
話に、パターナリズムからの脱却というメイ
ンの表現があったと思いますが、あれは医学
の中でも、たとえばがんの告知をどうしよう
かとか、難病とどう向き合うかというときに、
われわれも必ず直面する問題なのですね。で
すから、これは福島の、しかも放射線の特殊
な問題ではなくて、実はわれわれは日々そう
いうところに向き合っているし、そこからど
ういう方法をとるべきかということを、非常
に鋭くおっしゃっていただいたと思います。

島薗　今では、自分のかかりつけの医師や、
この病気はこの先生にと最初にお願いした医
師の説明がよくわからなければ、別の先生に
伺う、セカンドオピニオンということが普通
になっています。ですので、専門家の側も結
論を先取りにして、患者さんにそれを受け入

れさせるという姿勢では具合が悪いというこ
とが、インフォームドコンセントということ
の基本にあると思うのですけれども、どうも
この放射線部門に関しては、国なり専門家集
団が決めたことを正しく伝えるという理解に
なっている。しかも、実は違う情報がたくさ
ん出ているということです。

原発事故の影響に関する情報は
立場や情報源によって異なる

島薗　いただいた質問に、「ＩＡＥＡでは住
民帰還の条件を20ミリシーベルトに認めてい
るではないか。それを 1 ミリシーベルトと言
うと帰れなくなる」というものがありました。
ＩＡＥＡの立場というのは 1 つの立場ですけ
れども、もっと異なる立場もあるわけです。
ＩＡＥＡというのは、国際的な原子力推進機
関というように受け取られています。たとえ
ば国会の事故調の報告書を見ますと、アメリ
カの電離放射線の生物学的影響に関する委員
会ＢＥＩＲの2007年の報告書によれば、100
ミリ以下でも、しきい値なし直線仮説を否定
する資料はないと。さらにオックスフォード
小児がん調査というものを見れば、10ミリか
ら20ミリでも子どものがん等が40％と、かな
りの割合で増えるというようなことが述べて
あります。これは伊藤さんの資料にも出てい
ます。
　ところが、政府側の専門家からは隠されて
いて出てこない、100ミリシーベルト以下で
は、統計的有意差を示せないという話しか出
てこないということで、隠れている情報があ
る。つまり、異なる情報源によって違う見方
が出ている。このことが非常にストレスにな
ると思います。こういうときにはやはりディ
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スクローズする。お互いによくわかるように
説明し合う。お互いに近づけるところまで近
づいて、あとは当事者一人ひとりの判断に任
せるという体制ができるということが、非常
に重要なのではないだろうかと思います。

医療による被ばくもある

石井　ありがとうございます。 1 つ目のテー
マである信頼回復から 2 つ目の科学的解明へ
と入っていただきましたが、これらはもちろ
んすべてが関連しています。
　私から少しだけ申し上げますと、被ばく医
療といってもいろいろなカテゴリーがありま
して、たとえば労働災害の現場での被ばく医
療のいろいろな数字や指標、それからいわゆ
る普通の住民対象の場合、それからもう 1 つ
は、医療の場合です。医療でいろいろな検査
を行ったり、そのあとの取り回しという指標
もありまして、このへん含めて一般の方々に
は理解しにくい。数値や単位そして基準がい
ろいろあると、「こちらではこう言っている
のがどうしてこちらではこうなのだ」と全体
に対して不信感を抱かれてしまう。やはりあ
る種の説明がつかないと、不信というのはぬ
ぐえないのかなという気はしています。
　この点、明石先生、コメントをいただけま
すか。

明石　まさに先生のご指摘のとおりだと思い
ます。これらの問題を解決する、解決の一歩
に近づくためには、われわれ医療スタッフが
放射線のことをきちんと勉強して、自分たち
が病院でどういう線量の放射線を使っている
のか、それが必要な放射線なのか、それとも
検査をやればよいというための放射線なのか
も含めた勉強をすることが、まず一歩である
ということが言えると思います。
　また、病院の被ばくということに対して
は、どうしても病院で受ける放射線は善玉放
射線で、ほかの放射線は悪玉という、その科
学的な部分と心の部分が一緒になってしまっ
ているところもある。やはりそこをわれわれ
医療人がきちんと勉強して、伝えられるよう
にしていくのが、解決にはなりませんけれど
も、 1 つの糸口になるのかなと。
　そのためには、医療被ばくというものも、
被ばく医療の人間だけではなくて、私自身は
もう全国的に取り組むべきだろうと。そうで
ないと、医療というのは国民全員のためにあ
るわけですから、解決にならないかなという
ように、私はそのような認識をしています。

避難と帰還、
いずれの選択も尊重する

石井　ありがとうございます。では 3 番目の、

国、福島県、東電における生活再建のための
総合的な環境対策、地域づくりという問題に
ついてです。これは現在進行中であり、今後
大きな問題になっていくポリシーメーキング
とそのベースの話が大事かと思います。森口
先生が先ほどいろいろとご説明くださいまし
たが、その上でどういう地域を作っていくか、
地域医療をどのように再構築していくか。こ
ういうことというのは、今現在われわれが直
面している共通の課題かと思うのですが、何
かその点について追加的なコメントがあれば
お願いします。
森口　今の問題設定に対して、ここで発言さ
せていただくのがよいかどうかわからないの
ですけれども、ほかの演者のご発表について、
少しここで発言しておいた方がよいかなと思
ったことがありましたので、申し上げます。
　伊藤先生のお話の中で、人権という観点か
ら、 1 ミリシーベルト以下でないと、やはり
帰還させるべきではないというご提示があっ
たわけですけれども、一方で、その 1 ミリシ
ーベルトを超えていても帰りたいと思ってお
られる方の、その帰りたいという意思を尊重
しなくてよいのか、20ミリ以下であれば、国
際的にみても帰る可能性を残しているわけで
すから、それに対して国が制限をかけるとい
うのは人権侵害ではないかという議論も一方
ではあったのだと思います。
　もちろん自主的な選択ができるということ
が条件だと思うのですけれども、そこのとこ
ろをやはり保障しないと、将来の地域づくり
においても、どういう復興の姿があるかとい
う議論が少ししにくいのではないかなと思い
ますので、ちょっとここでご意見を伺いたい
と考えています。

伊藤　グローバー勧告では、 1 ミリシーベル
ト以下に低減しない限り、帰還を強要や推奨
してはならないということを言っているに過
ぎず、自主的に帰還したいという方が帰還す
るのを制限するという考え方には全く立って
いません。
　避難の権利というものが 1 ミリシーベルト
以上の人たちには認められるべきで、自主的
な判断でここは危険だというように判断すれ
ば、その選択を尊重して避難に対する支援を
すべきであるし、長期的なことを考えると、
移住という選択もあると思います。その移住
という選択に対しても、きちんとした対処を
国はすべきですし、一方で、帰還ということ
を決断する方がいるとすれば、その方に対し
てちゃんとした措置をとると。
　いずれにしても、健康で文化的な、尊厳の
ある、健康が保たれる生活環境を保障すると
いうことが、いずれの政策の場合にも大事で
はないかと思いますし、それが子ども被災者
支援法でも謳われているということであると
思います。
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検査対象・項目の拡充と
データベースの構築

春日　それでは 4 番目のテーマ、「国の健康
支援システム、汎用性のあるデータベースの
構築を」に関連して、先生方から追加のご意
見等をいただけますでしょうか。
伊藤　先ほどお話ししたこととも重なるので
すが、先日、北関東の住民の方とお話をする
機会がありました。福島県の「県民健康管理
調査」は非常に改善の余地があると思ってい
るのですが、北関東の方々は、福島県という
カテゴリーにもありませんので、福島県の健
康調査よりもさらに不十分で、甲状腺検査す
ら実施されていないという状況があります。
　やはり県の境だけで、福島県内であれば検
査が受けられ、そうでなければ検査が受けら
れないというシステムは非常に問題ではない
かと思いますので、国が一元的に、線量限度
に応じて、等しく影響のある人に対して必要
な検査や医療を提供していくということが必
要ではないかと思います。また、チェルノブ
イリ事故後、影響を受けた国では国の施策と
して、心電図、歯科、眼科、血液・尿検査な
どを、６か月に１度ないし年 1 度の定期検査
をする体制をとっています。そういった体制
の確立は日本でも急務ではないかと思います。
　それから、甲状腺以外の病気についてもき

ちんとトレースをしていくことなくして、予
防・分析ということもできませんので、きち
んとしたデータベースの構築ということが重
要になってくると思います。
木田　データベースにつきましては、市町村
ごとの健診データ等も電子化されているもの
があるのです。先ほどの福島県の避難区域以
外のところで上乗せでやられているデータと
いうのも、電子化されたものがあります。
　こういったものをきちんとどこかで統合し
て、そして見られるようにすれば、余分なお
金をそれほどかけなくても、きちんとしたも
のを作ることができると思います。これから
いろいろなリスクに対処していくことを考え
れば、総合したデータベースを活用すれば、
そういった対応は可能だと思います。福島県
においても県にお話をして、対応する方向で
考えてくださっているようですから、地域で
進めていただければと思います。
島薗　まずはどういう健康状態であるかとい
う検査の結果を国が積極的に集め、ディスク
ローズしていくということが健康支援の基本
になるので、国が健康支援をしているという
姿勢を示す大きな機会になり、また住民への
サポートになるのではないかと思います。同
時に、チェルノブイリ以後の被害各国、ロシ
ア、ベラルーシ、ウクライナ等ではこうした
支援が行われており、そういうものとの比較
も必ずなされるでしょうから、決して後れを
取らないようなしっかりとした支援が必要で
す。
　データベースを作ることが、そういう支援
の基礎になるのではないだろうかと考えてい
ます。
春日　そうしますと、今のデータベースや検
査体制の拡充ということは、 1 番めのポイン

トとして指摘された信頼回復にも大きく寄与
するものだというご意見でしょうか。
島薗　私はそのように考えています。
明石　実は私どものところも、労働者のデー
タベース化に取り組んでいますが、なかなか
進みません。きょうは法律の専門家の先生も
いらっしゃるので、ぜひお聞きしたいのです
が、個人データの問題、それから本人の意思
の問題等、なかなか私ども医療だけでは解決
しにくい部分もあって、進まないという理由
があります。伊藤先生から、何が問題なのか、
それともこれは人権に関わるものなのかどう
かについて、ご意見をいただけたらありがた
いと思っています。
伊藤　今ちょっとわからなかったのですけれ
ども、進まない理由というのは、提供した情
報のデータベース化というか、個人情報を活
用することに関する同意がなかなか得られな
いというレベルの問題ですか？
　そうであれば、やはり個人情報の問題です
から、同意なくして活用できるかということ
に関しては、法律的な面でもクリアすべき問
題があると思います。
　公益の観点からデータベース化に取り組む
のであれば、その必要性について議論をしつ
つ立法化する。その過程で、同意が得られな
い場合はどうやっていくのかというような例
外的な部分について、対処のしかたを含めて
立法化するということが、まず必要ではない
かなと考えています。
石井　ありがとうございます。実はそういう
労働環境の管理であるとか、労働衛生の問題
で、担当の役所の方とお話をした経緯があり
ます。
　原子力非常事態宣言が解除されるまでは、
国の関与、行政の関与というのが結構ハイレ

ベルにできていましたが、野田政権のときに
解除宣言がなされました。それによって、一
般の労働環境だとされてしまったわけです。
　一般の労働環境では、働く人が自分の働き
たいところで働ける権利を有しています。し
かもそのいろいろなデータは、事業者、また
個人に還元されますので、そのあとどうなっ
ていくかに立ち入れないというようなお答え
をいただいたことがあります。ですから、確
かにそこに不備があるとすれば、福島原発の
中の労働者の方々、それがもう国中に散って
いたり、国の外にお戻りになった方もいると
聞いています。そういう方々のデータでしっ
かりとデータベースを作るという作業のため
には、立法や行政的な手法も含めた介入も必
要だろうと思います。
春日　データベース、これは議論をすると、
非常に広く深い問題をはらんでいると思いま
すけれども、時間が迫っていますので、次の
項目に移らせていただきます。

ナショナルセンターの設置と
ネットワークの強化

春日　「住民や作業員への健康支援、人的資
源育成のためのナショナルセンター整備を」。
これについて、もともとのご発表も含めまし
て、ご意見等をいただければと思います。
　木田先生、お願いいたします。
木田　ナショナルセンターにつきましては、
最初に申し上げましたように、いわき市の市
民の有志が、放医研を誘致する会というもの
を結成しました。明石先生にもいらしていた
だきご講演いただいたりしています。いわき
市の北の方は原発から30キロぐらいですか
ら、非常に近いところで、今、廃炉の作業も
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やっているので、市民にはさまざまな不安が
あります。総合的にいろいろなモニタリング
をきちんとしていただきたいと思うわけです。
　避難区域からの方々も 2 万4,000人ぐらい
住んでいらっしゃいます。この方々はやはり
健康支援が特に必要な方々だと思いますし、
それから廃炉作業に従事する作業員もたくさ
んいらっしゃいます。先ほど、どのくらいの
被ばく量があるかということが今きちんと追
跡できないような状況にある、というお話が
石井先生からもありましたが、そういうこと
も含めまして、ナショナルセンターというも
のの設置が必要と考えています。
森口　明石先生からご発表のあった被ばく医
療の話等も含めて、こういうナショナルセン
ターの整備の提案は非常に重要だと思うので
すが、一方で、たくさんのセンターがあると、
それがまた縦割り的になってしまいかねない
というところもあると思います。先ほど後藤
先生との間でやりとりをさせていただいた、
住民支援のための相談員、また、相談員を支
援するためのセンターづくりということも議
論が進んでいるかと思います。それぞれの拠
点づくりとともに、いろいろな拠点の間のネ
ットワーク整備ということも重要かと思いま
すので、センターとともにネットワークの強
化ということについても、どこかで読み込め
るようにしていただければと思います。
春日　それにつきましては、前の項目であっ
たデータベースについても同じかと思いま
す。既存のものを活用しつつ、それぞれの利
点をうまく生かしたネットワークづくり、こ
れがナショナルセンターについても必要かと
思います。
後藤　ナショナルセンターの構想に関して、
国の支援も受けてという意味でのナショナル

であることは理解しているのですけれども、
ネットワークづくりという意味では、インタ
ーナショナルセンターであると、非常によろ
しいかなと思いました。
春日　大変重要なご指摘です。

放射線被ばくの
健康への影響と不安

春日　では、最後のポイント、「健康権の概
念を尊重し、長期的かつ幅広い視点からの健
康支援体制の構築を」についてです。
　伊藤先生、お願いいたします。
伊藤　低線量被ばくをどう考えるかというこ
とで、わからない部分が非常に多いというこ
とは、皆さん共通していると思います。では、
低い確率で健康権を奪われる方がいるという
場合に、それは低い確率なのであまり検査は
しなくてもよい、不安解消の方が大事だとい
う視点に立つのか、そうではないのかという
話になると思います。この点では、やはり低
線量被ばくの危険性から、もっとも脆弱な人
を守るということを主眼に置くことが大切で
はないかと思います。
　また、先ほどもお話ししましたが、情報公
開、そして住民参加というこの 2 つが、非常
に大きな健康権実現の鍵になってくると思い
ます。不安解消の話もありましたが、自分の
健康状況に関するきちんとしたデータが得ら
れないということで、皆さん不安になってい
るわけです。自分の健康状況について知る権
利、これは非常に大事な根本的な権利だと思
います。特に放射線被ばくに関して皆さんが
敏感になっているということを考えるのであ
れば、きちんとした情報が提供できるように、
幅広い包括的な検査をタイムリーに行ってい

く。そういった体制を作っていってほしいと
思いますし、そのプロセスに住民が関与して
いくということも非常に重要だと思います。
　ある福島県外の自治体ですけれども、お母
さんたちの要望を取り入れて、母乳の線量検
査を行っていて、それが非常に不安解消につ
ながっているグッドプラクティスになってい
るそうです。母乳がどれぐらい汚染されてい
るのか、これを子どもに与えてよいのかと非
常に迷うけれども、どこでもそういう検査は
なされていないわけです。そういったことに
関して、住民参加の中でそれを実現していく
ということもあるわけですので、そういった
協議の機会を設けていくということも大事な
視点ではないかなと思っています。
石井　ありがとうございます。今の母乳の件
についてですが、母乳に含まれているカリウ
ムには、微量ですが放射性同位元素が入って

いますので、厳密に測ると、ちょっとはカリ
ッと反応したりするという問題があります。
その情報も一緒にしっかりと伝えていかない
と、機械だけ置いておいて「さあどうだろう」
としてしまうと、逆に不安を与えてしまうこ
ともなきにしもあらずだと思います。
島薗　日本学術会議でも、この健康支援の問
題に関心を持っている分野は多いです。私は
第 1 部ということで、人文社会科学系の研究
者がこの問題に取り組んでいるわけですが、
やはり住民の生活の状態について、それぞれ
なりのアプローチをしながら、フィールドワ
ークなどもしながら、どうやったらこの健康
問題について協力しつつ、よりよい支援がで
きるかということを考えています。
　一方、たとえば生命倫理の問題などを考え
る際には、Ethical, Legal and Social Issues、
ＥＬＳＩと言ったりしますが、もちろん自然
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科学の生物学的生命科学的な医学が基礎にな
ると思いますし、今回森口先生がなさったよ
うな放射線の測定に関する分野、こういうと
ころが非常に重要な役割を果たすわけです。
しかし、健康というのは生活の全面に関わっ
ており、今度のような多くのストレスがかか
る事柄が起こった場合は、やはり多分野で取
り組んでいくということがぜひ必要です。と
ころが、なかなか政府の取り組みというのは、
狭い意味の専門家を中心に討議をするという
傾向があるのではないだろうかと思っていま
す。そのへんの新しい体制への転換というも
のが求められているかなと思います。 
春日　ありがとうございます。だからこそ、
このように広い分野、また意見の異なる方と
ともに議論できる、そういう場の設定が必要
なのだと思います。
　また、健診の項目につきましては、先ほど
カリウムのこともありましたけれども、一つ
ひとつの健診の持つ意味や意義を説明しつ
つ、進めることが重要だと思います。また、
実際にその健診をしてほしいという意見があ
ったとしても、それに関わるマンパワーが現
実的に足りないという場合には、できないと
いうこともありますので、この点、医療従事
者または行政担当者と住民が率直に意見交換
できる場が必要かと思います。

質疑応答

石井　それでは、フロアから頂きましたご質
問・コメントの中から、いくつかご紹介した
いと思います。
　「被爆者援護法による健康手帳の交付は 1
ミリシーベルト基準ではなく、0.1ミリシー
ベルト未満と推定される方にも認められてい
る。これは、原爆症の認定基準である3.5キ
ロ以内、これがほぼ 1 ミリシーベルトと推定
されているが、そのうえで、被ばくの場合は
積極的に認定していこうとするアクションが
ある」というコメントです。
　それから、非常に現実的な質問で、「福井
の関電原発から30キロ圏内にある町で小児科
をしている先生から、今、私にできることを
一言お願いできますでしょうか」という、す
ぐ答えられるかどうかは別として、こういう
質問に対してどう答えたらよいのか。後藤先
生、いかがでしょうか。
後藤　「私」はこの先生の「私」でしょうか、
私でしょうか。両方の視点からでは、この地
域の小児科の先生に関しては、患者さんとの
丁寧な対話を、一緒に働いている看護師の方
とできれば、非常によいなというように思っ
たのが 1 つです。私にできることとしては、
今までやっていた活動を繰り返し地道に行っ
ていくことなのかなと、自分に言い聞かせて
います。こういったお返事でよろしかったの
でしょうか。
石井　ありがとうございます。
　それから、続けて後藤先生に「わかりやす
く伝える」ということへのご質問です。この
わかりやすく伝えるという問題、多岐にわた
った質問なので答えにくいと思いますが、「住

民の権利が侵害されているのを納得させて、
伝えなければならないという現実が、最も大
変な理由ではないか」という指摘です。先ほ
ど、答えは少し出ていると思いますが、改め
てこういう質問を向けられればどうお答えに
なりますか。
後藤　自分でもお話しながら非常に迷ってい
た点を指摘していただいて、よかったなと思
います。パターナリズムから脱却しなければ
いけないと言っている一方で、「伝える」と
いう言葉がキーワードになっているのは、や
はりいかがなものかなと思います。つまり、
今後、対話するスキルが求められているとい
うところが一番重要なのだと思います。この
コメントは非常にありがたかったです。
石井　ありがとうございます。ヘルスリテラ
シー、それからリスクコミュニケーション、
横文字でちょっと恐縮ですが、そういうこと
を一緒に考えるという話になりますね。
　それでは、市民の方から、「島薗先生のご
意見に同意します。そこで森口先生にご質問。
なぜ健康不安こそが問題と考えられるか、明
快にご回答ください」という質問です。
森口　取り上げてくださってありがとうござ
います。ぜひこれにお答えしたいと思ってい
ました。島薗先生はそのようにおっしゃった
のですが、私はそのように考えているわけで
はありません。きょうの私のプレゼンの資料
で、原子力規制委員会としてまとめた文言を
読んだ中に、「不安」という言葉が出てきた
わけですけれども、実際に害はない、不安だ
けが問題であるというような立場には、私は
一切立っていません。島薗先生が最後のまと
めでおっしゃったように、被害はないはずと
いう前提に立つのではなくという、そこにつ
いては私も同意見です。島薗先生が、私がそ

のような立場に立っているようにおっしゃっ
たので、ちょっと私としては正直申して不本
意だったのですが、そういうつもりはありま
せん。
　ただ、不安も非常に重要である。その不安
に基づくストレス、それは放射線に伴う不安
だけではなくて、生活不安ですとか、さまざ
まな不安に向き合っていくことが必要である
ということの中で、文章がとりまとめられま
したので、そこについて誤解や言葉足らずの
点があったところがあれば、おわびしたいと
思います。
石井　ありがとうございます。私が昔読んだ
本で、20世紀のはじめフランツ・カフカとい
う小説家が、「存在に対する不安が人間を動
かす最大の原動力である」というようなこと
を言っていたような気がします。不安の解消
というのは、それだけ根が深いし難しい、こ
れこそ島薗先生のコメントをいただきたいと
ころだと思いますが。
島薗　原子力規制庁の「帰還のための安心安
全対策」の検討チームに春日先生と森口先生
が入られて、私の印象で申しますと、お二人
のご発言でシナリオが大きく変わった。とい
うのは、原子力規制委員会の検討チームの当
初の構想では、不安こそが問題であると、そ
して帰還こそが正当な選択であるというニュ
アンスがあったところを、お二人が聞き取り
もされて、住民がどういう考えを持っている
かということについてのアプローチもしなが
ら、いろいろな選択をそれぞれ認めるべきだ
というように変えられたと思います。それは

「基本的考え方」という文章に出ていますが、
つまり、不安ということは 1 つの要因ではあ
るけれども、それこそが問題だということで
はないのだという方向へ転換しているという
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ように理解しています。
春日　島薗先生、ありがとうございます。で
も、あのときは森口先生や私だけではなくて、
明石先生も、また会場にいらしている星先生
も、そして丹羽先生も、皆さん同じ方向で意
見を申し上げました。決して二人だけという
わけではありませんので、ちょっと補足させ
ていただきます。
石井　こういう事象のあとの不安はもちろん
重要ですが、それがメインポリシーではなく
て、 1 つずつ積み上げていくという形なので
しょうね。そういう意味では、運営の方法や
考え方の方向が、一度バージョンが書き換わ
っているということは、今言えるわけですね。
　それでは、そろそろとりまとめのセクショ
ンに入りたいと思います。よろしくお願いし
ます。

共同座長取りまとめ

春日　長時間にわたりまして、ご講演者の先
生方、そして会場からご質問等をいただいた
皆様、ありがとうございました。
　ここで、石井常任理事と私で、これまでの
内容等を踏まえ、次のように共同座長として
の取りまとめをさせていただきたいと思いま
す。スクリーンをご参照ください。（図表1）

1 ．国・福島県・東電、そして専門家・科 

学者は健康支援対策への信頼の回復を（図表2）

　被災者は福島県だけでなく、隣接県を超え
全国に広がっているが、被災者に対する国・
県の健康支援は不十分であるとの声もある。
それらの声に耳を傾け、不安の持たれている
健康影響については、検査の意味を丁寧に伝
えたうえで、十分な検査や調査を行い、その

情報を国民に明らかにすることが重要であ
る。健康支援策の具体的内容も重要であり、
その拡充と意義の説明によって信頼が回復さ
れ、安定した生活感覚を取り戻すことができ
る。
　医師・保健師など専門家また科学者におい
ても、解り易い合意に基づく助言を目指し、
意見の相違が存在する時は解り易く説明する
責務を持つ。
2 ．東京電力福島第一原子力発電所事故の

影響の科学的解明を（図表3）

　事故後、政府、国会、民間の事故調査報告
書が公表され、事故当時の状況が明らかにさ
れてきた。しかしながら、これらは限定され
たデータを基に作成されたという限界も否め
ない。
　一連の報告以降に、事故直後の周辺地域で
のモニタリングデータや、ヨウ素の地表沈着

 
3 

 
 

図表2

2 
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量の推計値などが新たに公開されており、こ
れらのデータに基づく初期被ばくの再評価を
含め、事故後に蓄積されてきたデータや知見
をもとに、事故の影響の一層の科学的解明を
図るべきである 。
3 ．国・福島県・東電は生活再建の総合的

な環境対策と地域づくりの支援を（図表4）

　時間の経過による放射能の物理的減衰・自
然減衰と除染の効果によって、放射線量が一
定レベル以下に低下した地域については、避
難指示の解除が検討されているが、帰還の選
択をするか否かは個人の選択を尊重すべきで
あり、また、選択が可能な条件整備が必要で
ある。
　避難指示による避難や自主的避難が長期化
した中では、放射線に対する不安だけでなく、
個々人の生活再建、コミュニティの復活、地
域復興に係る課題にも総合的な対処が必要で

あり、国・福島県・東電・専門家・科学者は
住民の不安に応えるための対話などを通じ
て、地域づくりの基礎となる信頼関係の再構
築をすべきである。
4 ．国の健康支援システム・汎用性のある

データベースの構築を（図表5）

　県域を越えた被災者や、廃炉作業員・除染
作業員等も対象とした国の健康支援システム
の構築と、さらに様々な健診データ等のデー
タベースを、被災者・廃炉作業員・除染作業
員等の健康支援のために広く共有できる、例
えば（仮）日医健診標準フォーマットのよう
な汎用性を具備したデータベースを、構築す
べきである。
5 ．住民や作業員への健康支援・人的資源

育成等のためのナショナルセンター整備を

（図表6）

　被災した住民や廃炉作業員の健康支援や、
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放射線汚染環境情報の集積、さらには緊急被
ばく医療体制を整えるための人的資源育成等
の、中心的機能を担うナショナルセンターを、
いわき市における誘致要望にも留意し、設置
すべきである。
6 ．健康権の概念を尊重し長期的かつ幅広

い視点からの健康支援体制の構築を（図表7）

　経済的、社会的及び文化的権利に関する国
際規約第12条第1項において、「全ての者が到
達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享
受する権利を有すること」、いわゆる「健康権」
が認められている。
　健康権の概念に照らした、全国に散在する
被災者を含め長期的かつ幅広い視点からの健
康支援が必要である。
　命の視点、倫理的視点に立ち、原発サイト
や除染で働く作業員の、労働作業環境の管理、
健康管理・健康支援、緊急被ばく医療体制の
整備、関係者の知識共有と理解、そして住民
参加による政策やシステムづくりが必要であ
る。

　以上、取りまとめさせていただきました。
これらにつきましては、追って公表させてい
ただきたいと思います。
石井　春日先生、ありがとうございます。い
よいよ時間がまいりましたので、このあたり

でシンポジウムを終了させていただきます。
パネリストの皆様、本日はどうもありがとう
ございました。
　本日のシンポジウムで取り上げたテーマ内
容は、医療関係者だけではなく、国民の皆様
方も深い関心があることだと思います。その
ため、本日のパネリストの講演内容、ディス
カッションの内容、および先ほどの取りまと
めの内容等を整理したうえで、日本医師会総
合政策研究機構・日本学術会議共催シンポジ
ウム記録集を作成いたしますとともに、その
英語版も日本医師会のＪＭＡジャーナルにお
いて、全世界100か国以上の医師会等に広く
情報発信をし、ホームページにもアップした
いと考えています。本日の講師の先生方へ、
会場の皆様方から改めて拍手をお願い申し上
げます。ありがとうございました。

8 

12 1

図表7
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　本日は長時間にわたりまして、講師の先生
方、会場の皆様、大変熱心にご議論、ご参加
いただきまして、本当にありがとうございま
した。
　日本医師会は、国民にとって安心・安全な
医療を守ることが責務です。福島原発災害の
被災者の方々の健康を守ることができなけれ
ば、その責務を果たすことはできません。そ
のことを本日再認識し、身の引き締まる思い
です。日本学術会議は、科学者の英知を結集
した組織です。そして同時に、科学の持つ危
険性について深く分析・考察もされています。
本シンポジウムを第一歩として、日本医師会

と日本学術会議がますます連携を深め、問題
の解決に当たってまいりたいと思っています。
　本日の多くのご議論、ご発言によって、本
日のテーマを国民全員が自分自身の問題とし
て、たゆむことなくその問題の重さを問い続
けていかなければならないのだと痛感できた
のではないでしょうか。おかげさまで大変有
意義なシンポジウムになりました。講師の皆
様、会場の皆様、改めてお礼を申し上げます。
　これをもちまして、日本医師会総合政策研
究機構・日本学術会議の共催シンポジウムを
終わらせていただきます。どうもありがとう
ございました。

閉会挨拶

日本医師会副会長

中川　俊男
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