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４月25日 放射線の健康への影響や放射線防護などについて
説明した資料  

 第１報 平常時と非常時の放射線防護基準について 
 第２報 日常生活で受ける放射線について 
 第３報 平常時に適用する線量限度（平成23年4月28日) 
  第４報 放射線の健康影響には２つのタイプがある（平成23年

4月28日) 
３月21日 国際放射線防護委員会(ICRP)が発表した勧告       
ＩＣＲＰ勧告の解説、ＩＣＲＰ勧告の日本語訳、ＩＣＲＰ勧告の原
文 
 

http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/shinsai/pdf/housya-k0425-2.pdf�
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/shinsai/pdf/housya-k0425-3.pdf�
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/shinsai/pdf/housya-k0502-4.pdf�
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/shinsai/pdf/housya-k0502-4.pdf�
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/shinsai/pdf/housya-k0502-4.pdf�
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/shinsai/pdf/housya-k0502-4.pdf�
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/shinsai/pdf/housya-k0502-4.pdf�
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/shinsai/pdf/housya-k0502-4.pdf�
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/shinsai/pdf/housya-k0502-4.pdf�
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/shinsai/pdf/housya-k0502-4.pdf�
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/shinsai/pdf/housya-k0502-4.pdf�
http://www.scj.go.jp/ja/info/jishin/pdf/t-110405-3.pdf�
http://www.scj.go.jp/ja/info/jishin/pdf/t-110405-3j.pdf�
http://www.scj.go.jp/ja/info/jishin/pdf/t-110405-3e.pdf�
http://www.scj.go.jp/ja/info/jishin/pdf/t-110405-3e.pdf�


放射線の健康影響 
２つのタイプがある 

１．「症状、徴候が現れる身体的障害（確定的影響） 
  ・1000ミリシーベルト以下では起こらない 
  ・症状ごとに「しきい線量」がある 
２．将来がんが発生する可能性（リスク）が高まる 
   かもしれない影響（確率的影響）（晩発影響） 
  ・被ばく集団と非被ばく集団の比較で検知 
  ・被ばく者個人は認知できない 
  ・防護の目的で低線量（100ｍリシーベルト以下）でも 
   150ミリシーベルト以上と同様に線量に比例してリス 
   クが増加すると仮定（しきい線量なし） 

 



☆狭い範囲の専門家の共同助言か、 
   多様な専門家の討議による情報開示か？ 

 
 日本学術会議・東日本大震災対策委員会放射線の健康へ

の影響と防護分科会（会員以外は連携会員または特任連
携会員） 

 
唐木 英明  東京大学名誉教授 第二部会員 
岸 玲子 北海道大学環境健康科学研究教育センター長・特任教授・

第二部会員 
浅野 茂隆 早稲田大学理工学部生命理工専攻教授・東京大学名誉教

授 
神谷 研二  広島大学原爆放射線医科学研究所長  
佐々木 康人 国際医療福祉大学放射線医学センターセンター長、大

学院教授 
柴田 徳思 日本原子力研究開発研究機構Ｊ－ＰＡＲＣセンター客員

研究員 



丹羽太貫 京都大学名誉教授、バイオメディクス株式会社代表
取締役 

米倉義晴 独立行政法人放射線医学総合研究所理事長 

明石真言 独立行政法人放射線医学総合研究所理事 

秋葉澄伯 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科健康科学専攻人
間環境学講座疫学・予防医学教授 

大野和子 京都医療科学大学医療科学部教授  

太田勝正 名古屋大学医学部教授  

酒井一夫 独立行政法人放射線医学総合研究所放射線防護研究
センター長 

鈴木元 国際医療福祉大学教授 

滝澤行雄 医療法人社団・協友会介護老人保健施設リハビリ
ポート横浜施設長／秋田大学名誉教授 

土肥博雄 広島赤十字・原爆病院院長  

山下俊一 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科長  

 



 生命倫理委委員会クローン小委員会（1998年１月） 
 

岡田靖雄（委員長） 千里ライフサイエンス振興財団理事長 
青木清 上智大学生命科学研究所所長 
位田隆一 京都大学大学院法学研究科教授 
勝木元也 東京大学医科学研究所教授 
加藤尚武 京都大学文学部教授 
菅野覚明 東京大学文学部教授 
菅野晴夫 癌研究会名誉教授 
高久史麿 自治医科大学教授 
武田佳彦 東京女子医科大学名誉教授 
豊島久真男 住友病院院長 
永井克孝 三菱化学生命科学研究所所長 
橳島次郎 三菱化学生命科学研究所主任研究員 
町野 朔 上智大学法学部教授 
横内圀生 農林水産省畜産試験場長 
村上陽一郎 国際基督教大学教授 
森島昭夫 上智大学法学部教授  

 



Ⅱ．首相官邸災害対策ページの場合 
http://www.kantei.go.jp/saigai/senmonka.html 
 

原子力災害専門家グループ 
・遠藤 啓吾  京都医療科学大学 学長 
・神谷 研二  広島大学原爆放射線医科学研究所 所長 
・児玉 和紀  （財）放射線影響研究所 主席研究員 
・酒井 一夫  （独）放射線医学総合研究所 放射線防護研究セ   
   ンター長 
・佐々木 康人 （社）日本アイソトープ協会 常務理事（前 放射線 
   医学総合研究所 理事長） 
・長瀧 重信  長崎大学名誉教授（元（財）放射線影響研究所理 
   事長、国際被ばく医療協会名誉会長） 
・前川 和彦  東京大学名誉教授（（独）放射線医学総合研究所緊

急被ばくネットワーク会議委員長、放射線事故医療研究会代表
幹事） 

・山下 俊一  長崎大学大学院医歯薬学総合研究科長 
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遠藤啓吾（５月１２日） 
「祖父母の幸せ－－放射性物質のもう一つの顔」 
  

   放射性物質｢ヨウ素-131｣を、100億ベクレル以上。 
 これは今から26年前、甲状腺がんの手術と、肺への転移
の治療のために、私がある女子高校生に3回にわたって投
与した放射線量です。 

   このヨウ素-131だけでなく、同様に今回の原発事故で大
気中に放出されているセシウム-137、ストロンチウム-90など
の放射性物質やその関連物質は、病院では患者の治療に
使われているのです。当然、人体への影響もかなり研究され
ています。   

   特にヨウ素-131は、50年以上前からバセドウ病、甲状腺
がんを代表とした甲状腺などの病気の治療に、カプセル剤
として投与されています。ヨウ素 -131の出す放射線の作
用で、狙った細胞に強く障害を与えようと、病気の部
分にできるだけ多く集まるように工夫しながら大量に
投与します。  
 
 



  （とは言え、放射線による障害はできるだけ少なく抑えた
方がよいのは、当然のことです。そこで、病気の《診断》と
《治療》では、異なる考え方に立ちま す。昔は、甲状腺の
《診断》にも少量のヨウ素-131が使われていたのですが、
今では、それよりも放射線障害の少ないヨウ素-123などが
使われるように なりました。）  
 
 バセドウ病は、ヨウ素-131を服用して２ヶ月くらいで治りま
す。冒頭でご紹介した女子高校生のように、甲状腺が
んの肺転移の治療の場合は、それよりもさらに大量
の投与で、治癒を目指します。  
 
 －－－今回の事故以来、テレビで解説をする機会が増
えた結果、先日思わぬお手紙をいただきました。まさにそ
の、26年前の高校生の御両親からの近況報告でした。  
 



  「テレビで、昔とお変わりないお姿を拝見しました。当時16
才で高校生だった娘は、甲状腺がんの肺転移で、親に
とって希望のない毎日でした。しかし、治療していた
だき、その後結婚、出産。このほど、その子供が高校
生となりました。娘は、今も会社員として仕事しなが
ら、幸せに暮らしています。」  
 
がんを克服した自分達の娘が伴侶を得て、高校生になった
孫と幸せに生活している祖父母の喜びが、目に浮かびます。
このようなお手紙をいただくと、医者冥利につきます。 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
  ◎一方的な「安心」情報の提供でよいのか。 
   ☆双方向的でない。問いかけに応じる姿勢が乏しい。 
   ☆ 「情報」というより「評価」が優先されている。 
   ☆結論が先にあって、読み手をそちらに導こうとしている。  

 



 甲状腺被曝の子「健康リスク評価できぬ」 原子力安全委 
  2011年9月6日 朝日新聞 
 

 東京電力福島第一原発事故で周辺の子どもが甲状腺にどれぐ
らい被曝（ひばく）したのかを調べた政府の現地対策本部による
検査結果について、原子力安 全委員会は５日、個々の健康
リスクは評価できないとした。それを補う上でも長期的に子
どもを追跡する福島県の健康調査の充実が重要だとした。（中
略） 

 安全委は、３月の検査は「全体状況を把握するのが目的で誤
差が大きい」（班目〈まだらめ〉春樹委員長）と判断。計
測値から個別の内部被曝線量を推計し健康リスクを評価す
るのは「乱暴すぎる」（久住静代委員）とした。 （中略） 

  甲状腺検査の結果が知りたいという福島県民の要望は、
ひとえに「我が子の健康リスクが知りたい」という願いか
らだった。しかし、政府と安全委は計測値を 通知してお
きながら、内部被曝線量や健康リスクは評価できないとし
た。後は「生涯、甲状腺の検査を受けて欲しい」という不
親切な対応を今回示した。  



 SMC（http://smc-japan.sakura.ne.jp）３/２２「放射性物
質の影響：山下俊一・長崎大教授」 

 １度に100mSv以上の放射線を浴びるとがんになる確率
が少し増えますが、これを50mSvまでに抑えれば大丈夫
と言われています。原発の作業員の安全被ばく制限
が年間に50mSvに抑えてあるのもより安全域を考えて
のことです。 

 放射線を被ばくをして一般の人が恐れるのは将来がんに
なるかもしれないということです。そこで、もし仮に100人の
人が１度に100msvを浴びる と、が んになる人が１
生涯のうちに１人か２人増えます（日本人の３人に１人
はがんで亡くなります）。ですから、現状ではがんになる
人が目に見えて増えるというよ うなことはあり得ません。」 

http://smc-japan.sakura.ne.jp/�


 中川恵一『放射線のひみつ』2011年6月10日 
 

 「原爆を投下され大きな被害を受けた広島・長崎の被爆
者を長年調査した結果、だいたい100～150ミリシーベ
ルトを超えると、放射線を受けた集団の発がん率が高く
なることがわかっています。裏を返せば、100ミリシー
ベルト以下では、発がん率が上昇するという証拠
がないのです。 
 

 がんはさまざまな原因で起こります。細胞分裂の際のコ
ピーミスが基本なので、放射線のみならず、老化、タバ
コやお酒、ストレス、付記俗な生活慣習でも起こります。 
 

 １００ミリシーベルトの放射線を受けた場合、放射線によ
るがんが原因で死亡するリスクは最大に見積もって、０．
５％程度と考えられています。 



 3人に１人はがんで亡くなっています。つまり、がんで
死亡する確率は（だれにとっても）33．3％です。放射
線を100ミリシーベルト受けると、これが33.8％になる
ことを意味します。 
 

 比喩を使って説明します。人口１０００人の村があれば、
そのうち333人は、放射線がなくても、がんで死にます。
この村の全員が１００ミリシーベルトの放射線を被ばく
すると、がんで死亡する人数が、338人になるだろう、と
いうことです。（現実には、増加は5人以下だと思われ
ます。 
 

 ところで、発がんのリスクは、実はタバコのほうが
ずっと大きいのです。p.46-48 
 



 西尾正道・北海道がんセンター院長(放射線治療科)「福島
原発事故における被ばく対策の問題－現況を憂う」医療ガ
バナンス学会ＨＰ。同学会メルマガ（ＭＲＩＣ）195,196号掲載
http://medg.jp/ 
 

  「政府は移住を回避するために、復興期の最高値20ミリ
シーベルトを採用したのである。しかし原発事故の収拾の目
途が立っていない状況で住民に20ミリシーベルト／年を強
いるのは人命軽視の対応である。 

   

  この線量基準が諸兄から「高すぎる」との批判が相次いだ。
確かに、年齢も考慮せず放射線の影響を受けやすい成長
期の小児や妊婦にまで一律に「年間20ミリシーベル
ト」を当てはめるのは危険であり、私も高いと考えている。 
 



   しかし私は、「年間20ミリシーベルト」という数値以上
に内部被ばくが全く計算されていないことが最大の問
題であると考えている。 
 
政府をはじめ有識者の一部は100ミリシーベルト以下の
低線量被ばく線量では発がんのデータはなく、この基
準の妥当性を主張している。しかし最近では100ミリ
シーベルト以下でも発がんリスクのデータが報告されて
いる。 
 

  広島・長崎の原爆被爆者に関するPrestonらの包括
的な報告では低線量レベル（100ミリシーベルト以下）
でもがんが発生していると報告2）され、白血病を含めて
全てのがんの放射線起因性は認めざるを得ないとし、
被爆者の認定基準の改訂にも言及している。  
 



 「また、15カ国の原子力施設労働者40万人以上（個
人の被曝累積線量の平均は19．4ミリシーベルト）
の追跡調査でも、がん死した人の1～2％は放射線が
原因と報告している。 
 

  こうした報告もあり、米国科学アカデミーのBEIR－Ⅶ
（Biological  Effects of Ionizing Radiation－Ⅶ、
電離放射線の生物学的影響に関する第7報告，2008）
では、5年間で100ミリシー ベルトの低線量被曝でも約
1％の人が放射線に起因するがんになるとし、「しきい
値なしの直線モデル」【（LNT（linear  non－
threshold）仮説】は妥当であり、発がんリスクについて
「放射線に安全な量はない」と結論付け、低線量被ばく
に関する現状の国際的なコン センサスとなっている。」 
 



初 版、１９８９年、
第３版、２００１年 



 長瀧重信「放射線の正しい怖がり方」（『正論』8月臨時
増刊号） 

 
  現在、国際的にも通用している大切な調査結果は、被
曝線量が増加するほど癌に罹患するリスクが増加する
と言うことです。原爆被爆は一瞬ですが、このようにたく
さんの男も女も、子供も老人も含んだ、しかも少量から
大量までの放射線を浴びた集団は世界にありませんの
で、この結果が世界でも引用され、放射線の影響の基
本となっています。国連科学委員会（ＵＮＳＣＥＡＲ）、
国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）でもこの原爆被爆者
の調査結果を利用して、放射線に被曝すると、被曝
線量が増えると癌のリスクが直線的に増加する。そして
１０００mSvの被曝により、生涯に癌で死亡するリスクが
10%増加するとしています。 
 



 中川保雄『放射線被曝の歴史』（技術と人間、1991、
明石書店、10月再刊） 

 
     第2に調査対象時期を1950年10月1日以後とし
たことから、つぎのような問題が生まれた。第1にアメ
リカ軍合同調査委員会とＡＢＣＣ[原爆障害調査
委員会]は放射線による急性死は原爆投下後ほぼ
40日ほどで終息したと評価したが、そ れ以後もおよ
そ3ヶ月間引き続いた急性死がそこでは切り捨てら
れている。…第2に急性死と急性障害の時期 を生き
抜いたとしても…骨髄中の幹細胞の減少によるリン
パ球、白血球の減少は避けられない。…それらの減
少は免疫機能の低下をもたらし、その結果感染症
等 による死亡の増加となって現れたにちがいない。 



  また、骨髄中の幹細胞に残された障害による突然
変異に起因し て、晩発的影響である白血病、再生
不良性貧血や血液・造血系の疾患が発生する。この
ように、感染症等にかかって死亡する被爆者が1950
年以前には多数存 在したと考えられるが、ABCCの
調査にはそれらの死亡は全く考慮に入れられていな
いのである。言い換えれば、原爆投下後の高い死
亡率が避けられなかった時期を生き延びた、相
対的に健康な被爆者を対象として、ABCCがガ
ン・白血病等放射線による晩発的影響関係調査 
を行ってきたのである。」ｐ９１ 



 長瀧重信「放射線の健康影響を巡る「科学者の社会的責
任」官邸ＨＰ（平成２３年８月２３日）
http://www.kantei.go.jp/saigai/senmonka_g14.html 
 

   ３月１１日から５か月。放射線の健康影響について社会
の関心が更に高まる中、私見ですが、改めて《科学》と《社
会》の関わりについて考えます。     

   この分野に関しては、いろいろな内容の研究成果が膨
大に存在しています。そのため、ある特定の個人的あるい
は社会的立場から主張を行う人が、それにちょうど良く合
致する研究成果を選び出せば、いろいろな立場を「科学
的に正しい」と主張できてしまいます。そのようにして、各々
の科学者による「科学的に正しい」主張が林立するば
かりでは、社会は混乱してしまいます。    

 



   放射線の健康影響という《科学》は、原子力の利用
にとどまらず、産業や医学における放射線の利用、放
射線の防護、被ばくの補償といった問題まで、《社会》と
密接にかかわっています。特に、今回のような現実の
原子力災害に際しては、科学的な提言は、否応なく
社会に大きな影響を及ぼすことになります。     

   もちろん、学問上の議論は、科学の進歩のためにも
大いに推奨されるべきです。しかしこのように《社会》
に影響が直接に伝わる状況下では、《科学》的な
結論が出るまでの議論は、まず責任を持って科学
者の間で行うべきです。その上で、社会に対して発
せられる科学者からの提言は、一致したものでなけ
ればならない。特に、原発事故が収束していない現状
においては、そう強く思います。 
 



  科学者にまず求められるのは、国際的に合意が得られて
いる過去の知見を、分かりやすく社会に示すことです。科
学的事実とされるもののうち、①「国際的に合意に達し
ている事項はどこまで」と明確に表明し、②合意に
達していない部分は「科学的に不確実、あるいは不
明である」と一致して社会に示す必要があります。現状
では、①と②が混然一体となって社会に出回り、一般の
方々に「何を信じればよいのか」という不安感をも
たらしています。②について「不確実だから語らない」と
いう姿勢が、「不都合だから語らない(隠し ている)」という
誤解を招いたりもしています。科学者は、こうした情報の混
乱が起きぬようにする社会的責任を負っていることを、十
分に自覚すべきです。私 は、一人の科学者として常にこ
のことを念頭に置いて行動しています。 



   また、原発事故以来、多数の専門家が、大気・土壌・
水・食物などの放射線量、人の被ばく線量についてデータ
を収集するために協力しています。こうした データを国民
に対して的確に開示していくことは当然のことですが、諸
外国に対しても、国際機関などを通じて情報を提供してい
くことが、国として果たすべき 重要な役割です。（中略） 

 

   合意が得られている《科学》的な事実に基づいて予見す
る、「放射線による具体的な被害」。一方、住民の方々の
転居や行動制限など《社会》的な措置によっ て現実に生
じる「防護に伴う具体的な被害」。この両者を考慮し、
「トータルの被害を最小にすること」を最大の目的
として、関係者が一体となって住民の方々と対話を
繰り返し、総合的な対策を講じていくことが大切で
す。     

   原爆被ばくによる様々な経験・知識を有する唯一の国と
して、諸外国の模範になるような対策を発信してゆけること
を願っています。わが国のためにも、世界のためにも。    

 
 



 



 



１．市民が大いに関心をもつような異論がある場合、それ
らを提示して判断を示すのか、それらを除外するの
か？ 

 

２．市民生活に影響が大きい政策決定において、特定専
門家集団の考えに依拠するのか、多様な立場の人々
による討議を基礎とするのか？ 

 

３．科学者は専門科学領域で処理しきれない領域の事
柄についても専門家集団の枠内で判断すべきなのか、
他の専門家や市民との討議に貢献すべきなのか？ 

 

４．日本学術会議は多様な立場の、また市民との双方向
的な科学コミュニケーションにどう向き合って来たか､
向き合っていくのか？ 
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