
学術会議報告批判

子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題

－現在の科学的知見を福島で生かすためにー
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学術会議報告は科学者の総意を正しく反映し、人類に
正しい選択をもたらすものでなければならない

• 今回の「報告」は福島原発事故の汚染の現実と被曝の危険性を全
く無視するものである。これは単なる過ちではなく、被災者を切り捨
て、未来を担う子どもたちの健康と命を奪うことになる。科学者の理
性を代表する学術会議はこの報告を直ちに撤回し、避難の権利の
保障、汚染した関東・東北一帯の健康調査と医療援助の拡大を主
張するべきである。さらに被曝に感受性の高い人など被災者により
沿い、被災者との協議に基づいて被災者支援の具体策を誠実に実
行するよう政府に強く勧告するべきである。



人類の歴史と平等の原則

人間は社会的な動物であり、他人と比較することによっては
じめて自己を認識できます。人間は集団で協力することに
よって、過酷な生存競争に生き残り、厳しい自然に適応して、
進化してきました。社会的な集団として有機的に活動するた
めに、言葉や文字を持ち、相互に意志を通わせる通信手段
を発展させてきました。このことを考えますと、人間の本質は
個々の人間としてではなく、集団としての生活や労働にその
本質が存在すると考えられます。人類の歴史としての進歩は
集団としての人類の進歩です。



世界の自然エネルギー発電量は原発
より大きい 枯渇の心配のない時代へ



科学者の使命

科学者の使命も同様に科学の進歩と民主主義の拡大
にあります。そこにおいても、民主主義・人権はあらゆ
る権利に優先して尊重されるべき原則です。それ故、
科学者は何よりも科学の進歩が人権を擁護し、人類
に幸福をもたらすように厳しく監視する責任があります。
まして軍事研究に協力することは一切許されません。
福島原発事故に際しての科学者の現実はどうでしょう
か。



原発の運転は被曝を避けられず、緊急避難原発の運転は被曝を避けられず、緊急避難原発の運転は被曝を避けられず、緊急避難原発の運転は被曝を避けられず、緊急避難
を要する原発は社会的弱者の敵を要する原発は社会的弱者の敵を要する原発は社会的弱者の敵を要する原発は社会的弱者の敵

•先に述べたように、平和に安心して健康に生きること
は世界の全ての人に平等に保障された基本的な権
利です。その権利を現在および未来の人類に保障す
るために現在生きている全ての人は核兵器と原発の
廃止に努める責任があります。

•生命・健康を犠牲にし、緊急避難を必要とする原発
は子ども・老人・障がい者などの弱者を含む現実の
社会では存在を許されないものです。



原子力の平和利用を推進した科学者の責任原子力の平和利用を推進した科学者の責任原子力の平和利用を推進した科学者の責任原子力の平和利用を推進した科学者の責任

日本学術会議は創設以来、核の平和利用と称して、「平和利用三原
則、自主・民主・公開」のもとに、原子力発電の推進に協力してきまし
た。安全性を保障できないものを推進した誤りの結果が福島原発事
故でした。私達科学者の事故被害者に対する加害者としての責任は
重いと思います。学術会議をはじめとする科学者が原発の危険性を
無視し、原発を進めなければ福島原発事故はなかったのです。科学
者は責任を自覚し、人的被害が顕在化しているいまこそ、被害者への
償いと子どもたちを含む未来の世代の健康と幸福を守る責任を果た
さなければなりません。



日本学術会議報告日本学術会議報告日本学術会議報告日本学術会議報告

• 「将来のがん統計において事故による放射線被ばくに起因し「将来のがん統計において事故による放射線被ばくに起因し「将来のがん統計において事故による放射線被ばくに起因し「将来のがん統計において事故による放射線被ばくに起因し
得る有意な変化がみられるとは予測されない、また先天性異得る有意な変化がみられるとは予測されない、また先天性異得る有意な変化がみられるとは予測されない、また先天性異得る有意な変化がみられるとは予測されない、また先天性異
常や遺伝性影響はみられない」常や遺伝性影響はみられない」常や遺伝性影響はみられない」常や遺伝性影響はみられない」。（報告）

• 「「「「甲状腺がんについては、最も高い被ばくを受けたと推定され甲状腺がんについては、最も高い被ばくを受けたと推定され甲状腺がんについては、最も高い被ばくを受けたと推定され甲状腺がんについては、最も高い被ばくを受けたと推定され
る子どもの集団については理論上そのリスクが増加する可能る子どもの集団については理論上そのリスクが増加する可能る子どもの集団については理論上そのリスクが増加する可能る子どもの集団については理論上そのリスクが増加する可能
性があるが、チェルノブイリ事故後のような放射線誘発甲状性があるが、チェルノブイリ事故後のような放射線誘発甲状性があるが、チェルノブイリ事故後のような放射線誘発甲状性があるが、チェルノブイリ事故後のような放射線誘発甲状
腺がん発生の可能性を考慮しなくともよい腺がん発生の可能性を考慮しなくともよい腺がん発生の可能性を考慮しなくともよい腺がん発生の可能性を考慮しなくともよい」」」」。。。。（報告）

• 「報告」は周産期死亡率の上昇をはじめとする事実に反する。





福島県民調査



小児甲状腺がんの小児甲状腺がんの小児甲状腺がんの小児甲状腺がんの潜伏潜伏潜伏潜伏期間期間期間期間

•「そこで「そこで「そこで「そこで福島県は事故時には事故時には事故時には事故時に18181818歳以下であった全歳以下であった全歳以下であった全歳以下であった全
県民を対象に甲状腺超音波検査を実施している。県民を対象に甲状腺超音波検査を実施している。県民を対象に甲状腺超音波検査を実施している。県民を対象に甲状腺超音波検査を実施している。
チェルノブイリ事故後の知見によると小児甲状チェルノブイリ事故後の知見によると小児甲状チェルノブイリ事故後の知見によると小児甲状チェルノブイリ事故後の知見によると小児甲状
腺がんの潜伏期間は腺がんの潜伏期間は腺がんの潜伏期間は腺がんの潜伏期間は４４４４～～～～５５５５年と比較的短く、こ年と比較的短く、こ年と比較的短く、こ年と比較的短く、こ
の影響の有無に関しての影響の有無に関しての影響の有無に関しての影響の有無に関して((((暫定的であれ暫定的であれ暫定的であれ暫定的であれ))))結論を得結論を得結論を得結論を得
るにはるにはるにはるには10101010年程度が必要である年程度が必要である年程度が必要である年程度が必要である」」」」（報告）

•福島県民健康調査の結果は第1巡目から2年後の2巡
目検査で小児甲状腺がんが発見されている。2年間
以内に発症したことを示している。予防原則は？



福島の小児甲状腺がんの地域比較

•地域別の発見率に大きな差がないことから、放射線地域別の発見率に大きな差がないことから、放射線地域別の発見率に大きな差がないことから、放射線地域別の発見率に大きな差がないことから、放射線
の影響とは考えにくいと評価したの影響とは考えにくいと評価したの影響とは考えにくいと評価したの影響とは考えにくいと評価した。。。。（報告）

• 地域別の発見率に関するOhira氏たちの論文は、福島県
の地域の分割が3つと少なく、差が出にくくなっている。しか
も汚染度の最も高い地域の調査対象人数が4192人、甲状
腺がん患者数は2人と少なく統計誤差が大きくなる分割と
なっている。しかも、汚染度の低い地域が遅く調査され発見
率の差を相殺する方向に働く。これでは、正しい結果は出な
いのも納得できる。



福島原発からの距離と甲状腺がんの関係福島原発からの距離と甲状腺がんの関係福島原発からの距離と甲状腺がんの関係福島原発からの距離と甲状腺がんの関係
（（（（NEWSNEWSNEWSNEWS No.485 p03No.485 p03No.485 p03No.485 p03））））医療問題研究会の山本英彦医師による



3333地域の罹患率の比較地域の罹患率の比較地域の罹患率の比較地域の罹患率の比較
（ ）内は95％信頼区間の下限地と上限値 宗川吉汪氏より

3地域 先行検査 本格検査

13市町村 浜通り
高線量 1.3（0.8－2.0） 4.1（2.2－6.8）

12市町村 中通り
中線量 1.2（0.9－1.7） 2.9（1.9－4.4）

34市町村 その他
低線量 1.0 1.7（0.9－2.9）



実効線量の子どもへの適用：防護に用いる実効線量の子どもへの適用：防護に用いる実効線量の子どもへの適用：防護に用いる実効線量の子どもへの適用：防護に用いる
線量の中核をなすのは実効線量である。線量の中核をなすのは実効線量である。線量の中核をなすのは実効線量である。線量の中核をなすのは実効線量である。

「実効「実効「実効「実効線量の計算には、標準人として身長線量の計算には、標準人として身長線量の計算には、標準人として身長線量の計算には、標準人として身長176cm,体重体重体重体重73kg
の標準男性との標準男性との標準男性との標準男性と163cm 60kgの標準女性のの標準女性のの標準女性のの標準女性の35歳の白人の解剖歳の白人の解剖歳の白人の解剖歳の白人の解剖
学的計算モデルを用いている。これに呼吸器、消化器などの学的計算モデルを用いている。これに呼吸器、消化器などの学的計算モデルを用いている。これに呼吸器、消化器などの学的計算モデルを用いている。これに呼吸器、消化器などの
生理学的モデルを適用して得られた臓器等価線量を男女平生理学的モデルを適用して得られた臓器等価線量を男女平生理学的モデルを適用して得られた臓器等価線量を男女平生理学的モデルを適用して得られた臓器等価線量を男女平
均した上で、臓器ごとに組織加重係数を乗じ、全臓器分を加均した上で、臓器ごとに組織加重係数を乗じ、全臓器分を加均した上で、臓器ごとに組織加重係数を乗じ、全臓器分を加均した上で、臓器ごとに組織加重係数を乗じ、全臓器分を加
算して求める算して求める算して求める算して求める。実測はできないので、外部被ばく管理にあ。実測はできないので、外部被ばく管理にあ。実測はできないので、外部被ばく管理にあ。実測はできないので、外部被ばく管理にあ
たっては国際放射線単位測定たっては国際放射線単位測定たっては国際放射線単位測定たっては国際放射線単位測定委員会委員会委員会委員会（（（（ ICRU）が提案する人）が提案する人）が提案する人）が提案する人
体ファントムを用いて算定する実用量を線量計に目盛ったエ体ファントムを用いて算定する実用量を線量計に目盛ったエ体ファントムを用いて算定する実用量を線量計に目盛ったエ体ファントムを用いて算定する実用量を線量計に目盛ったエ
リアモニターと個人モニターが用いられているリアモニターと個人モニターが用いられているリアモニターと個人モニターが用いられているリアモニターと個人モニターが用いられている。。。。（報告）（報告）（報告）（報告）



事故事故事故事故由来の放射性セシウムによる被ばく量で言由来の放射性セシウムによる被ばく量で言由来の放射性セシウムによる被ばく量で言由来の放射性セシウムによる被ばく量で言
うと、内部被ばくに比べ外部被ばくの方がはるかうと、内部被ばくに比べ外部被ばくの方がはるかうと、内部被ばくに比べ外部被ばくの方がはるかうと、内部被ばくに比べ外部被ばくの方がはるか
に大きいに大きいに大きいに大きい。。。。（報告）

•内部被ばくに関してICRPは時代錯誤の理論と方法を
用いている。これは創設以来一貫して内部被曝を無
視してきたからである。それは無視できる根拠があっ
てではない。むしろ、被曝の危険性の評価を下げ、核
の軍事・平和利用を進めるためである。今や現実の
被害のもとで正しく内部被曝を評価しなければならな
い。放射性微粒子の存在も証明されている。





チェルノブイリ被害の全貌

• 内部被曝を主な原因とする被曝による健康被害はヤブロコフたち
の報告『チェルノブイリ被害の全貌』に詳しく報告されている[17]。同
報告は住民の健康への影響として罹病率の増加、平均寿命の短縮、
老化の進行、新生児の体重の低下を紹介している。さらにがん以外
の疾患の増加として、血液・リンパ系の疾患、遺伝的変化、内分泌
系疾患、免疫系疾患、呼吸器系の疾患、泌尿生殖系の疾患、骨と
筋肉の疾病、神経系と感覚器の疾患、消化器系疾患とその他の内
臓疾患、皮膚と皮下組織の疾患、感染症及び寄生虫症、先天性奇
形、その他の疾患を報告している。さらに次の章で腫瘍性疾患を取
り上げ詳しく議論している。最後に事故後の死亡率の増加を報告し
ている。



内部被曝

• 「報告」はICRPなどと同様内部被曝を過小評価している。ICRPは歴史
的にも、内部被曝を外部被曝に換算して実効線量として被曝の被害
を評価してきた。人体内部の微細な構造を捨象した「ファントム」とい
う死んだ物体で評価するという非科学的な方法である。このようなモ
デルで安全性や危険性を評価することができない。もはや、科学で
はない。人体は多くの臓器や筋肉さらにそれらは幾兆もの細胞から
なり、細胞は細胞膜やミトコンドリア、細胞核等からなる有機的な活
動体である。



内部被曝

•特に胎児を含む子供は生殖系、免疫系、内分泌系など脆
弱なシステムを持ち、放射線で直接に、より多くは放射線で
生じた活性酸素・フリーラジカルによって攪乱され、破壊さ
れ、傷つけられ、それが蓄積する。例えば遺伝子の発現時
に放射性原子核が崩壊して放射線を出すと多数の活性酸
素が発生し、ホルモン作用が攪乱され、遺伝子が正常に発
現できなくなる。チェルノブイリでは体力や免疫力の弱い子
どもが多い。自然死産率の増加は胎児の正常な発育が妨
げられたことを示している。



低線量放射線は活性酸素（･OH,･O2
-）などを発生させ、細胞内の器官を傷つける

ほぼあらゆる疾患が起こり得る





学術会議報告は否定ばかりする

• 「例えばセシウム「例えばセシウム「例えばセシウム「例えばセシウム137の子どもの臓器別セシウムの体内分布についの子どもの臓器別セシウムの体内分布についの子どもの臓器別セシウムの体内分布についの子どもの臓器別セシウムの体内分布につい
て、甲状腺や心筋において、成人の３倍、他の臓器で２倍となると報て、甲状腺や心筋において、成人の３倍、他の臓器で２倍となると報て、甲状腺や心筋において、成人の３倍、他の臓器で２倍となると報て、甲状腺や心筋において、成人の３倍、他の臓器で２倍となると報
告した論文などである。また膀胱における前癌病変が低濃度セシウ告した論文などである。また膀胱における前癌病変が低濃度セシウ告した論文などである。また膀胱における前癌病変が低濃度セシウ告した論文などである。また膀胱における前癌病変が低濃度セシウ
ム汚染地域住民で増加しており、低濃度セシウム内部被ばくは膀胱ム汚染地域住民で増加しており、低濃度セシウム内部被ばくは膀胱ム汚染地域住民で増加しており、低濃度セシウム内部被ばくは膀胱ム汚染地域住民で増加しており、低濃度セシウム内部被ばくは膀胱
癌の発生を増加させると報告した論文も発表されている。文献癌の発生を増加させると報告した論文も発表されている。文献癌の発生を増加させると報告した論文も発表されている。文献癌の発生を増加させると報告した論文も発表されている。文献73でででで
は、膀胱尿中のは、膀胱尿中のは、膀胱尿中のは、膀胱尿中の40Bq/時と放射性セシウムよりも圧倒的に高く含ま時と放射性セシウムよりも圧倒的に高く含ま時と放射性セシウムよりも圧倒的に高く含ま時と放射性セシウムよりも圧倒的に高く含ま
れる天然放射性核種であるカリウムれる天然放射性核種であるカリウムれる天然放射性核種であるカリウムれる天然放射性核種であるカリウム40由来の放射線のことを議論し由来の放射線のことを議論し由来の放射線のことを議論し由来の放射線のことを議論し
ていない（放射性セシウムとカリウムていない（放射性セシウムとカリウムていない（放射性セシウムとカリウムていない（放射性セシウムとカリウム40はともにはともにはともにはともにβ線と線と線と線とγ線を出す）の線を出す）の線を出す）の線を出す）の
は、問題であることが指摘されては、問題であることが指摘されては、問題であることが指摘されては、問題であることが指摘されているいるいるいる」」」」。。。。（報告）



チェルノブイリ膀胱炎

汚染区域汚染区域汚染区域汚染区域 土壌汚染レベル土壌汚染レベル土壌汚染レベル土壌汚染レベル(Bq/m2) 患者数患者数患者数患者数 異形細胞異形細胞異形細胞異形細胞(%) 上皮癌上皮癌上皮癌上皮癌(%) 尿の尿の尿の尿のCs137量量量量(Bq/l))

高い地区高い地区高い地区高い地区 111万万万万〜〜〜〜18.5万万万万 73              97              64                    6.47

中間的地区中間的地区中間的地区中間的地区 18.5万万万万〜〜〜〜1.85万万万万 58               83              59                   1.23

低い地区低い地区低い地区低い地区 <1.85万万万万 33               27               0                    0.29

福島博士たちの研究で５９２人の前立腺肥大で切除された膀胱尿路上皮
の病理組織検査による。尿中のカリウム４０は約５０Bq/l と高いが膀胱が
んはセシウム１３７の量と相関する。



チェルノブイリ膀胱炎



カリウムチャネル



落合栄一郎箸、『放射能は人類を滅ぼす』

•ここで大切なことは体内に取り込まれた放射性核種
の排出の困難さである。決して生物学的半減期と呼
ばれるように指数関数的な減衰とはならないことであ
る。血流に乗って体内をめぐるうちに、ある臓器に滞
留したり、体内の化合物に結合したりして排出が遅く
なる。こうして臓器に蓄積するのである。

•まして、放射性微粒子となれば半永久的に蓄積され
る。それゆえ、1日1ベクレル摂取でも危険である。



チェルノブイリチェルノブイリチェルノブイリチェルノブイリ事故との事故との事故との事故との比較比較比較比較

「「「「チェルノブイリチェルノブイリチェルノブイリチェルノブイリ事故では、放射性物質の総放出量（ヨウ素事故では、放射性物質の総放出量（ヨウ素事故では、放射性物質の総放出量（ヨウ素事故では、放射性物質の総放出量（ヨウ素
換算）は換算）は換算）は換算）は5.25.25.25.2××××1010101018181818ベクレル（ベクレル（ベクレル（ベクレル（BqBqBqBq）、ヨウ素）、ヨウ素）、ヨウ素）、ヨウ素131131131131の放出量はの放出量はの放出量はの放出量は
1.81.81.81.8××××1010101018181818と推定されている。福島原発事故における放出量と推定されている。福島原発事故における放出量と推定されている。福島原発事故における放出量と推定されている。福島原発事故における放出量
はそれぞれ約はそれぞれ約はそれぞれ約はそれぞれ約1/71/71/71/7とととと1/111/111/111/11に相当する。一方、キセノンに相当する。一方、キセノンに相当する。一方、キセノンに相当する。一方、キセノン133133133133の放の放の放の放
出量は出量は出量は出量は6.56.56.56.5××××1010101018181818と福島原発事故の方がと福島原発事故の方がと福島原発事故の方がと福島原発事故の方が1.71.71.71.7倍と多い。これは倍と多い。これは倍と多い。これは倍と多い。これは
発電所の出力規模（福島第一：合計約発電所の出力規模（福島第一：合計約発電所の出力規模（福島第一：合計約発電所の出力規模（福島第一：合計約200200200200万万万万kWkWkWkW、、、、チェルノブチェルノブチェルノブチェルノブ
イリ：イリ：イリ：イリ：100100100100万万万万kWkWkWkW）の差によるもので）の差によるもので）の差によるもので）の差によるものであるあるあるある」」」」。。。。 （報告）



チェルノブイリ事故との比較チェルノブイリ事故との比較チェルノブイリ事故との比較チェルノブイリ事故との比較

•放出量に関しては国際的に信頼性の高いノルウエー気象研究所の
ストール氏らは福島原発事故によるセシウム137の大気中放出量は
20.1～53.1PBｑ（中央値として約37PBｑ）としている。一方、学術会議
が引用する日本政府のセシウム137放出量は15PBｑと小さい。ヨウ
素131の放出量はセシウム137の50倍（東京電力の値）を採用すると
チェルノブイリでヨウ素131は日本政府750PB、ストールで1850PBとな
る。これは「報告」の言うチェルノブイリのヨウ素放出量1800PBｑにほ
ぼ等しい。渡辺悦司氏はストールの上限をとって（チェルノブイリが
上限をとっているから2655PBｑとし）福島のヨウ素131の放出がチェ
ルノブイリの1.5倍と推計している。それ故、「報告」の1/7や1/11は過
小評価と考えられる。



チェルノブイリチェルノブイリチェルノブイリチェルノブイリ事故との事故との事故との事故との比較比較比較比較

• 「報告」の1/7や1/11は過小評価と考えられる。

• たとえもしこの通りの比率と仮定すれば、報告書は、チェルノブイリ
の11分の1から7分の1の健康被害が出ることは当然予測されると認
めなければならないことになる。報告書は、チェルノブイリでの子ども
の甲状腺がんの発症による手術数を6000人、うち死亡数を15と明記
している。それなら、福島や周辺諸県でも、大まかに言って、その11
分の1から7分の1、550人から860人の手術を要する甲状腺がん患
者、うち1～2人程度の死者が、十分に予測されると言わなければな
らない。



2012年4月1日より実施の食品基準

• 飲料水・引用茶 10Bq/kg

• 牛乳 50Bq/kg

• 乳児用食品 50Bq/kg

• 上記以外の食品 100Bq/kg

• 実施猶予あり

• ウクライナ 水 2Bq/kg

• パン 20Bq/kg



福島、山口県宇部、沖縄のカタバミを餌として沖縄で飼育されたヤマトシジミという
蝶の奇形の調査では汚染地では幾世代も増幅して継承された。（琉球大 野原千
代さんらの研究）野原さんは被曝し腎臓の病で亡くなった。



ベラルーシでの形態異常の発生率の増加

• 汚染濃度と相関する四肢欠損



Inge Schmitz-Feuerhake氏らの論文

• 広島・長崎の原爆被爆者を調べたABCCの遺伝的影響の調査は信
頼性がないと結論している。その理由は線量応答が線形であるとい
う仮定の間違いや、内部被曝の取り扱いの誤りなど4点を指摘して
いる。そしてチェルノブイリの被曝データから新しい先天性奇形に対
する相対過剰リスクERRはギリシャなど積算１mSvの低被曝地におい
ては1mSvあたり0.5で、10ｍSvの高い被曝地では 1mSvあたりERRが
0.1に下がるという結果である。

• おおまかには全ての先天異常を含めて積算線量10mSvにつき相対
過剰リスクが1という結論である。積算10mSvで先天異常が2倍にな
るというのは大変なことである。



低レベル放射線曝露と自覚症状・疾病罹患の関連に関する疫
学調査

• 津田敏秀、中地重晴、鹿嶋小緒里氏など岡山大、広島大、熊
本学園大グループ

• ―調査対象地域３町滋賀県木之本町、宮城県丸森町（福島
県の中央北に隣接）、福島県双葉町での比較と双葉町住民
内での比較―

• 以下の図は児玉順一医師作成、（提供感謝）



2012年11月調査 左から左から左から左から体がだるい、頭痛、
めまい、目のカスミ、鼻血、吐き気、疲れやすい



左から肥満症、うつ病・心、喘息、消化器、皮膚左から肥満症、うつ病・心、喘息、消化器、皮膚左から肥満症、うつ病・心、喘息、消化器、皮膚左から肥満症、うつ病・心、喘息、消化器、皮膚



高血圧症、脳卒中、狭心症、循環器、鼻炎、呼吸器、
痛風、前立腺、更年期障害、血液



森敏さんはさまざまな物の放射線像を撮ってこられました。モミの木の放射線像では

、分裂の盛んな枝の先端の若い葉が、強く内部被ばくしている。



セシウム137の多くの組織への取り込みによる症候群

セシウム137の臓器別分布ー心臓や脳にも



セシウム１３７体内蓄積量と心電図異常との相関性

低線量セシウム137で子どもの心電図異常



体内セシウム137量の増加により子どもの健康が損なわれる

健康被害を心電図によりチェック出来る



周産期死亡率周産期死亡率周産期死亡率周産期死亡率
強汚染県（福島、群馬、茨城、岩手、宮城、栃木強汚染県（福島、群馬、茨城、岩手、宮城、栃木強汚染県（福島、群馬、茨城、岩手、宮城、栃木強汚染県（福島、群馬、茨城、岩手、宮城、栃木））））でででで福島福島福島福島原発事故から原発事故から原発事故から原発事故から10ヵ月経ったヵ月経ったヵ月経ったヵ月経った
2012年年年年1月に周産期死産率が月に周産期死産率が月に周産期死産率が月に周産期死産率が15.6％増加した。オッズ比％増加した。オッズ比％増加した。オッズ比％増加した。オッズ比1.156（（（（1.061，，，，1.259））））

強汚染県（福島、群馬、茨城、岩手、宮城、栃木）強汚染県（福島、群馬、茨城、岩手、宮城、栃木）強汚染県（福島、群馬、茨城、岩手、宮城、栃木）強汚染県（福島、群馬、茨城、岩手、宮城、栃木）

福島原発事故から10ヵ月経った2012年1月に周産期死産率が15.6％増加した。オッズ比

1.156（1.061，1.259） 

 



周産期死亡率周産期死亡率周産期死亡率周産期死亡率

周産期死亡（妊娠22週から生後1週までの死亡）率が、放射線
被曝が強い福島とその近隣5県（岩手・宮城・茨城・栃木・群馬）
で2011年3月の事故から10か月後より、急に15.6%（3年間で
165人）も増加し、被曝が中間的な強さの千葉・東京・埼玉でも
6.8%（153人）増加、これらの地域を除く全国では増加していな
かった。

事故後10ヶ月後に障害が現れたことは、その原因は主に卵子・
精子、他に胚細胞や胎児に障害を与えたものと考えられる。



日本における死産と乳児死亡
ハーゲン・シェアブ他 岩波「科学」2014年6月号

• 福島第一原発事故によって放射能に汚染されたと見られる11の都道

府県では、日本全体において自然死産と乳児死亡の死亡率が減少す
る傾向があるにも関わらず、地震が起こってから９ヶ月後から自然死
産と乳児死亡の月別死亡率が約５％上昇し、統計上有意な増加を示
した（p=0.0097）。そのうち最も放射能で汚染された茨城県、福島県、
宮城県、岩手県では、自然死産率が2011年12月以降約13％上昇し、
統計上さらに有意な増加を示した。

（p=0.0075）。





避難は実際に多くの人々を心臓など一連の急性疾患やそれによる死か
ら救った可能性が高いと言える。





周産期死亡率の地域差



避難避難避難避難7町村の「白血病・悪性リンパ腫」町村の「白血病・悪性リンパ腫」町村の「白血病・悪性リンパ腫」町村の「白血病・悪性リンパ腫」
年齢調整死亡率の推移年齢調整死亡率の推移年齢調整死亡率の推移年齢調整死亡率の推移



まとめ

• チェルノブイリと同様被曝被害の拡大が危惧される現状にお
いて、健康調査を地域的にも、大人を含めて年齢的にも拡大
すべきである。増加するかもしれない健康破壊に対して縮小
することは許されない。尿や血液検査も含めて調査を拡大し、
継続し、公表すべきである。検査や治療は住民や避難者、被
災者と協議してその希望に基づいて、費用は国が責任を持っ
て行うべきである。



学術会議報告は科学者の総意を正しく反映し、人
類に正しい選択をもたらすものでなければならない

• 今回の「報告」は福島原発事故の汚染の現実と被曝の危険
性を全く無視するものである。これは単なる過ちではなく、被
災者を切り捨て、未来を担う子どもたちの健康と命を奪うこと
になる。科学者の理性を代表する学術会議はこの報告を直ち
に撤回し、避難の権利の保障、汚染した関東・東北一帯の健
康調査と医療援助の拡大を主張するべきである。さらに被曝
に感受性の高い人など被災者により沿い、被災者との協議に
基づいて被災者支援の具体策を誠実に実行するよう政府に
強く勧告するべきである。


