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１．調査の目的―住民の健康か？データ取得か？ 

 

２．健康被害の把握と対策か？「不安解消」か？ 

 

３．住民が必要な情報を得られないのはなぜか？ 

 

４．なぜ、狭い範囲の検査・調査しか行なわないの
か？ 

 

５．困った専門家はどのように生み出されたか？ 

 

資料４ 



１．調査の目的―住民の健康か？データ取得か？ 

 「県民健康調査」ではない名称、
ストレートに県民被曝調査に
した方が…… 

  （双葉郡医師会、井坂晶氏 

  2012年11月27日） 

 

  【原子力規制委員会・住民の
健康管理検討チーム・木田
光一福島県医師会副会長・
参考資料2013年2月27日】 

 



  

県民健康管理調査について 

 

「問診票の書き方」の動画による説明 

  「基本調査」について、目的や問診票の書き方を動画で説明します。動画「問診票の書

き方」をすべて再生すると 14 分 35 秒になります。「1 オープニング」～「5 記憶のヒント」

は、「問診票の書き方」を項目ごとに 5 分割したものです。 

  

 問診票の書き方＜wmv ファイル 14 分 35 秒＞  

1 オープニング＜wmv ファイル 58 秒＞ 

2 調査の目的＜wmv ファイル 1 分 51 秒＞ 

3 調査の方法＜wmv ファイル 5 分 14 秒＞ 

4 よくある質問＜wmv ファイル 2 分 34 秒＞ 

5 記憶のヒント＜wmv ファイル 3 分 59 秒＞ 

 



B:県民健康管理調査のことなら僕にお任せください。 
A:それがわからないと問診票に書くものの意味も分からな

いものね。 
B:今回の原発事故はまさに未曾有の出来事でしたが、この

調査は県が今後行っていく健康管理のスタート・基礎に
なるんです。この調査の中に行動記録というのがあるん
ですが、これが今現在、皆さまが外から浴びた被ばく線
量を知るための唯一のデータになるんです。 

A:これに記入して提出すれば、被ばく線量の推定をしても
らえて、これから先長いこと健康を見守ってもらえるの
ね。記入するのは面倒だと思ったけど、そんなに大事な
ものならしっかり書かかなくっちゃ。 

B：もし回答しなくても、皆さまの不利益になるものではあ
りません。 

A：でも、記入する方がしないよりもいいことが多いわよね。
自分のためはもちろんだけど、小さい子どものためにも、
家族の安心のためにも必要ね。ぜひ書かせていただきま
す。 

B:ありがとうございます。 
 

 



 

 

第十五回 新たな使命を与えられた福島県立医科大学   (平成 23年 9月 13日) 

         ～災害に強い持続的社会の拠点、復興の世界的拠点として～ 

 （福島県立医科大学副学長 山下俊一） 

                                    （福島県立医科大学副学長 神谷研二） 

第二十二回 福島県「県民健康管理調査」の、今とこれから    （平成 24年 3月 14日） 

 （福島県立医科大学副学長 山下俊一） 

                                    （福島県立医科大学副学長 神谷研二） 



• （第15回） 
  そこにおいては、まず、被ばく線量を推定する為に、

事故後の行動調査についての聞き取り調査（基本調
査）が行われています。この調査は、6月30日から先
行地域2万8千人を対象に始まり、8月28日からは全県
民約200万人に対象を拡大して本格的に行われていま
す。 
 このような調査は、福島におけるいわば『『いのちのいのちの
見守り見守り』』ともいえる大事業の一環ですが、今後長く続
けられるこの大事業の推進母体となっているのが、公
立大学法人福島県立医科大学です。 
 

• （第22回） 
  今後も、この基本調査から得られた線量推定値を健

康管理に活かすと共に、問診票記入の支援などをさら
に充実させて、検診による健康管理を推進し、多くの
方々の不安解消に努めていきたいと考えています 

 
 



２．健康被害の把握と対策か？不安解消か？ 



１ 対象者  

 平成23年3月11日時点で、0歳から18歳までの福島県民 

 (以下「対象者」という。)  

 ○先行検査（現状確認のための検査）： 

  平成4年4月2日から平成23年4月1日までに生まれた者  

 ○本格検査（平成26年4月以降実施）：  

  平成4年4月2日から平成24年4月1日までに生まれた者  

 

２ 実施方法  

 ○福島県立医科大学、福島県内外の医療機関等が連携 

    して実施します。  

 ○ゼリーをつけた器械(2㎝×5㎝程度)を首に当て甲状
腺  

    を検査します（検査時間：1人5分程度）。  
 



３ 実施計画  

 ①先行検査：平成23年10月から平成26年3月末ま  

    でに、1回目の甲状腺(超音波)検査 を実施し、 

    甲状腺の状況を把握します。  

     ※ 放射線の影響が考えにくい時期に行う   

          現状確認のための検査  
 

 ②本格検査：平成26年4月以降は、20歳までは2年 

  ごと、それ以降は5年ごとに継続して甲状腺(超 

  音波)検査を行い、長期的に見守っていきます。 

 

 



 「先行調査では、放射線の影響のない状態
（ベースライン）での、甲状腺疾患の頻度・分
布を明らかにすることができる。 
本格調査では、放射線の甲状腺に対する影響を
評価でき、現時点で予想される外部及び内部被
ばく線量を考慮するとその影響は極めて少ない
ことが明らかにできる」 

 

 【情報公開クリアリングハウスのHP掲載 

  「福島県立医大倫理委員会資料」】 
http://clearinghouse.main.jp/wp/?p=615 



３．住民が必要な情報を得られないのはなぜか？ 

 （４）自分の子どもが甲状腺検査を受け、基準値を
下回る程度の大きさの嚢胞（のうほう）や結節の疑
いがある、という診断を受けた住民からの報告に、
私は懸念を抱 いています。検査後、ご両親は二次
検査を受けることもできず、要求しても診断書も受
け取れませんでした。事実上、自分たちの医療記録
にアクセスする権利を 否定されたのです。 

 

 （５）残念なことに、これらの文書を入手するため
に煩雑な情報開示請求の手続きが必要なのです。 
 

 【国連人権理事会 特別報告者のプレス・ステート
メント（2012年11月26日）】 



 「異常所見を認めなかった方だけでなく、5㎜以
下の結節や20㎜以下の嚢胞を有する所見者は、細
胞診などの精査や治療の対象とならないものと判
定しています。先生方にも、この結果に対して、
保護者の皆様から問い合わせやご相談が少なから
ずあろうかと存じます。どうか、次回の検査を受
けるまでの間に自覚症状が出現しない限り、追加
検査は必要がないことをご理解いただき、十分に
ご説明いただきたく存じます。」 

 

 【「日本甲状腺学会会員の皆様へ」山下俊一・鈴木眞一 

  2012年1月16日】 



• 約3万8千人中、甲状腺がん3人（＋7人疑い）と
口頭で公表（2013年2月13日、県民健康管理調査
第10回検討委員会） 

 

• 医療ジャーナリスト、藍原寛子氏の報告 

 「10人が住んでいた地域の福島第一原発からの
距離や推定被曝量などの情報は、「プライバ
シーの保護」(鈴木教授)を理由に開示されな
かった。このため、両教授の見解に対する客観
的な検証は事実上進んでいない」 



• 「記者会見では、第三者による検証を可能にするため
の情報開示を求める質問が相次いだが、鈴木教授らは
発表できる範囲について明確な基準を説明しなかった
ことから、調査の客観性、再現性について疑問を残す
結果にもなった。」 
 

 【藍原寛子氏×神保哲生氏対談「福島報告 （2013年
02月23日）新たに2人の子どもに甲状腺がん見つかる 
県民の健康情報は誰のものなのか」 

 ビデオニュース・ドットコム 
http://www.videonews.com/fukushima/0001_5/002681
.php 】 

http://www.videonews.com/fukushima/0001_5/002681.php
http://www.videonews.com/fukushima/0001_5/002681.php
http://www.videonews.com/fukushima/0001_5/002681.php
http://www.videonews.com/fukushima/0001_5/002681.php


４．なぜ、狭い範囲の検査・調査しか行ないのか？ 

 



   「健康診査」 

◎ふつうの健康検査に加 

     えて詳しい血液検査等 

   を行う。 

 

◎「白血球分画等の項目を
上乗せした健康診査」は
誰を対象として行うの
か？ 

 

       

               → 



  基本調査の結果より

詳細調査を必要とす
る基準について 

 

  （第6回福島県「県
民健康管理調査」検
討委員会（平成24年
4月26日開催）資料） 



１ 「基本調査の結果、必要と認められた者」の当初の考え
方 

 

(1)「白血球分画等の項目を上乗せした健康診査」の対象 

 ・原発事故による放射線により、白血病発症リスク増大
が考えられる者 

    （今回の事故による被ばく線量について情報が乏し 

    い段階での検討） 

 ・避難を余儀なくされ、疾病予防上不利益を被ったと考
えられる者 

    （通常の生活習慣リスクに加えて、炎症などの評価      

           も追加）   



(1)被ばく線量について 

  これまでのモニタリング値や避難の状況、ま
た、基本調査による推計値等から考えられる被
ばく線量及び現在得られている低線量放射線の
健康影響に関する知見を踏まえると、健康に影
響を及ぼすリスクは、他の生活習慣と関連する
健康リスクに比べ低いと予想される。 

 

(2)避難指示等の有無について（略） 



３ 必要と認める基準案 
 

（第１案） 

      現状では科学的・論理的に詳細調査を必要と認

める基準を設定することは困難ではあるが、既に実
施されている詳細調査の対象者を拡大する基準線
量を明示しないことは、基本調査から詳細調査へ移
行するという当初の枠組みと一貫性を欠くこととなる
ため、これまで住民の安全を確保するために国が
示した警戒区域等の線量基準、今回新たに当該区
域の見直しのために示された線量基準等との整合
性も鑑みた上で、基本調査での外部被ばく推計線
量の結果が一定以上の者を、詳細調査が必要と認
められた者とする。 



（第2 案） 

  現段階で得られている被ばく線量の情報からは、
外部被ばく線量推計結果を特別な判断基準とした詳
細調査を行う必要性は認められない。基準線量設定
には科学的根拠が必要であるが、現状では明確な説
明が困難である一方、国内外において生じる影響は
非常に大きい。また、基準値を上回った住民の健康
に対する必要以上の不安を招いたり、差別などが生
じる懸念がある。更に、上記２(1)の見解との整合
性もとれないことから、この低線量領域での推計線
量の大小で区別して新たな対応をすることよりも、
全県民対象とした定期的な検診等やがん登録の充実
を図ることにより、長期間に渡ってフォローアップ
する枠組みを設計することが重要と考えられる。 



  福島原発事故:県検討委、詳細な健診対象絞る案 

  （毎日新聞 2013年01月30日 15時00分） 
 

  東京電力福島第１原発事故を受けて福島県が実施
している県民健康管理調査の検討委員会が昨春、住
民の健康診査の対象とする被ばく線量の基準値案と
して「事故後４カ月間で２０ミリシーベルト以上」
を非公開の秘密会（準備会）で検討していたことが
分かった。国が定めた一般人の被ばく限度「年間１
ミリシーベル ト」と大きくかけ離れており、専門
家は「住民の健康を重視した姿勢とは思えない」と

批判している。 

    



  国が示す一般人の許容限度（年間１ミリシーベ
ルト）を大きく上回る「４カ月で２０ミリシーベ
ルト」を基 準案としたことについて、大津留教
授は毎日新聞の取材に「例示なので２０でも５０
でも良かった。あまり深く考えずに２０にした。
準備会で提示したかは覚え ていない」と説明し
た。一方、非公開の準備会でのみ数値を入れた資
料を配布した理由について、県健康管理調査室は
「議論の背景理解のため補足資料として配布し
た」と回答した。 

  検討委を巡っては、約１年半にわたり準備会を
開いて事前に意見調整したり、議事録から内部被
ばくに関する記述を削除して公開したりするなど
不透明な運営が発覚している。 
 



 「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） 



 まえがき 

（笹川記念予研協力財団理事長紀伊國献三） 

 

 「翌91年5月には、放射能汚染被害の大き
なベラルーシ共和国、ロシア連邦、ウクラ
イナ共和国内の5ヶ所…で、事故時0歳～10
歳の児童を対象に甲状腺および血液異常の
検出を中心に、体内被曝線量の評価をも含
む健康調査を5ヶ年計画で開始した。」 

 

 



 「チェルノブイリ原発事故被災児の検診成績 
―“チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクト
1991-1996”より―」  

  山下俊一／柴田義貞／星正治／藤村欣吾／ほか 

  『放射線科学』第42号第10号-12号 

  （1999年9月11月）掲載 

 

  （財）笹川記念保健協力財団 1999年12月 

 

  （ウェブサイト）日本財団図書館 
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1999/00198/cont
ents/003.htm 

http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1999/00198/contents/003.htm
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1999/00198/contents/003.htm
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1999/00198/contents/003.htm
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1999/00198/contents/003.htm


 b) 白血球系の異常 

  白血球増多症は4,326例に認められ、検
査総数の3.6%に相当した。この多くは好
酸球増多や血小板増多を伴っており、呼
吸器症状や下痢のような消化器症状等の
理学的所見を考えると、小児期に多い感
染症による反応性の症例がほとんどであ
る。 

 



  一方、血球減少については白血球減少が609例
認められ、約半数の339例が再検可能であった
(表6)。このうち81例が白血球減少を持続してい
たが、い ずれも他の血球減少は認められず、異
型細胞の出現もなく、末梢血所見のみからは特
定の疾患を同定することはできなかった。これ
ら白血球減少の原因を明らか にするには注意深
い経過観察と、今一度血液標本を見直し、場合
によっては骨髄の造血状態を検索することが必
要となってくるであろう。特に、白血球減少例
が 1996年で若干増加していることが、造血器疾
患発症の前兆となるのかどうかは今後注意すべ
き点の一つである。 



５．困った専門家はどのように生み出されたか？ 

 
① ＬＮＴ（しきい値なし直線）モデルをめぐって 

   ◎原発のコストを下げるためには、放射線防護を 

    軽減する必要がある。 

    →被曝リスクが少ないと原発は廉価に。 

 

② 「安全・安心」と「リスク・コミュニケーション」 

   ◎「安心させる」のが専門家？ 

 

③ チェルノブイリ災害後の医療支援 

   ◎ソ連政府・ＩＡＥＡとの連携 



低線量被曝は健康によいことを示す研究 
 

◇酒井一夫（電中研→放医研） 
 文部科学省放射線審議会委員   
 原子力安全委員会専門委員 
   日本保健物理学会国際対応委員会 

(旧 ICRP等対応委員会)委員長 
 ＩＣＲＰ第5専門委員会委員 
  首相官邸原子力災害専門家グループ

メンバー 
 内閣官房低線量被ばくのリスク管理

に関するワーキンググループメン
バー 

  原子力安全委員会放射線防護部会
UNSCEAR原子力事故報告書国内対応
検討ワーキンググループメンバー 

  日本学術会議放射線の健康への影響
と防護分科会委員 



• チェルノブイリ事故後、世界の原発推進勢力は日
本の放射線影響研究者・広島長崎の医学者に期待
をかけた。 

 

  ◎広島・長崎の被曝者のデータこそ絶対的な価
値をもち、そこで低線量被曝の安全が示されてき
た。それを日本の科学者が肯定してくれる。 

  ◎欧米でチェルノブイリ後の健康被害が広まる
中で安全論を唱える科学者の立場が弱くなったが、
日本は国策民営で原発推進を続けて来た。 

 

→「ＩＣＲＰ厳しすぎる」論は1990年代以後の日本
の放射線健康影響学界を支配した。 


