２０１１ 年３ 月の福島第一原子力発電所の事故以降︑放射線による発がんリスクにつ
いて関心が高まっています︒
今回︑医療現場の最前線でがんの放射線治療に長年従事し︑福島県にも足を運んで住
民の心配や不安の声に耳を傾け︑アドバイスを行っている東京大学医学部附属病院の中
川恵一・准教授に︑低線量の放射線被ばくの真実についてお話を伺いました︒

１ 回７ ㍉シーベルトの放射線を受
日々いろいろなところで放射

けます︒

︱
線に触れているのですね︒
宙からの放射線が多くなります︒

宇宙空間や高度が高い所は︑宇

このため︑がんが増えることはな
例えば︑飛行機で東京〜ニューヨ

多量の放射線を受けた場合には︑

原子爆弾の爆発のように一瞬で

所がありますが︑こうした場所に

ンドでは８ ㍉シーベルト近くの場

高い地域もあり︑例えばフィンラ

た︑世界には大地からの放射線が

放射線を遮る空気がないため︑宇

けることになります︒

宙ステーションに滞在すると１ 日
約１ ㍉シーベルト︑６ カ月では約
１８０ ㍉シーベルトの放射線を受

は把握できないほど小さいので

まい︑結果的に放射線による影響

がはるかに大きな影響を与えてし

がんの原因は
放射線より生活習慣
げられるものは何ですか︒
日本では年間約 万人ががんで
亡くなっています︒これはすべて

す︒
一部メディアなどでは低線量
被ばくの危険性を訴えています

︱

不安と
向き合うために

工藤博士による放射線講座

放射線の特徴につい
て学ぶ子どもたち

先生は福島で放射線の理解活
動をされていますが︑住民の方々

︱

とどのように向き合っています
放射線の影響を心配する方々と

か︒

を示しています︒何事においても

死亡の増加が見られないとの見解

て︑しっかりと受け止めることが

添いながら悩みや不安に耳を傾け

現場と同じように患者さんに寄り

だと思っています︒つまり︑医療

放射線を受けることにより︑がん

ら︑１００ ㍉シーベルトを超える

すと︑広島︑長崎のデータなどか

どうしても放射線によるリスクを

ると︑野菜不足が約１００ 〜２０
０ ㍉シーベルト︑大量飲酒が約５
００ 〜１０００ ㍉シーベルト︑喫
煙が約１０００ 〜２０００ ㍉シー
ベルト︑受動喫煙ですら約 〜１
００ ㍉シーベルトに相当します︒

射線被ばくのリスクに換算してみ

そのとおりです︒生活習慣を放

多いようですが︑大人だと３ カ月

内に蓄積するイメージを持つ人も

ータはありません︒セシウムは体

子供にがんができやすいというデ

しかし︑低線量ではチェルノブイ
リや福島でも発がんとの関係を示
すデータは得られていないので

がんができやすいという話しを聞
きます︒しかし︑それは高線量被
ばくの場合です︒１００ ㍉シーベ
ルト以下では︑発がんリスクが増
加することは否定できませんが︑

参加者全員でケーキ
作りも楽しんだ

参加した小山石麻紀子
さん︑花穏さん親子

参加した草刈奈々さん

暮らしの中にある放
射線について楽しく学
ぶ「げんねんECOスク
ール」を、12月17日青森
市にある日本原燃サイ
クル情報センターで開
催しました。
放射線講座では、シ
ニアネットワーク東北
の工藤昭雄工学博士が
「放射線の人体への影
響」についてわかりや
すく説明。「放射線は
放射性物質から放出さ
れる粒子や電磁波のこ
と。私たちは大地や宇 カルチャー講座ではしめなわ
宙、レントゲンなどか 風お飾りの制作も行われた
ら放射線を受けています。また、
食物を摂取することで体内にも放
射性物質を取り込んでいますが、
特別に心配することではありませ
ん。放射線を正しく理解し、正し
く怖がることが大切です」と話し
ました。友達の紹介で何度も参
加しているという青森市在住の草
刈奈々さんは「放射線の優れた
部分と、そうでない部分をきちんと伝えてくれて、いつ
もとても勉強になっています。今回も、自然、食品、医
療で受ける放射線を、正しく理解することができまし
た」と感想。
引き続き行われたカルチャー講座では「しめなわ風お
飾り」を制作し、お正月に備えていました。

皆さまの参加を心よりお待ちしております。詳しくは日本原燃のホームページをご覧ください。http://www.jnﬂ.co.jp/

放射線やがんのリスクと正し

かの地域で実施すれば︑同じよう

われているような精密な検査をほ

されています︒しかし︑福島で行

島では甲状腺がんが増えていると

す︒つまり︑精密な検査によっ

際も同じ割合で見つかっていま

す︒実際︑山梨や長崎で実施した

な割合で甲状腺がんが発見されま

が必要ではないでしょうか︒

に関心を持たせ︑正しく学ぶこと

らこそ︑若い頃から放射線やがん

ん︒唯一の被爆国である日本だか

に関する教育が十分とはいえませ

教科があるものの︑放射線やがん

えています︒日本では保健体育の

防や早期発見の重要性を授業で教

欧米では子供の頃から︑がんの予

ぎるためだと考えます︒例えば︑

国民ががんという病気を知らなす

です︒それは︑高齢化に加えて︑

今や︑日本は世界一のがん大国

ます︒

に判断し︑行動して欲しいと思い

ん︒客観的な事実に基づいて冷静

ゆがめてしまうのはよくありませ

し︑それによって客観的な事実を

情があるのは分かります︒しか

放射線への恐怖や様々な思い︑感

とらえることです︒目に見えない

まず事実を客観的にかつ冷静に

か︒

く向き合うには何が大切でしょう

︱

もいい場合がほとんどなのです︒

術のリスクを考え︑切除しなくて

徴です︒命にかかわらなければ手

に比べて進行が非常に遅いのが特

たのです︒甲状腺がんは他のがん

て︑見つかる人数が増えてしまっ

クリスマス親子勉強
会を12月24日文化交流
プラザスワニーで開催
し、10組25人の親子が
楽しみながら放射線に
ついて勉強しました。
はじめに当社社員
が、見えない、におわ
ない、味がしない放射
線について説明。
子どもたちは身の回
りに存在する微量な放
微量な放射線を探知する『ベー
射線を測定できる「ベ タちゃん』を手にゲームにも挑戦
ータちゃん」を手に、
動物の絵の中に隠され
た試料の放射線量を調
べていきました。
続いて、光の強さで
絵が見えてくる、イラ
ストあてゲームを通じ
て放射線と遮へいの関
係について真剣な表情で学ん
でいました。
最後は、全員でイチゴと生
クリームを使ったクリスマス
ケーキを作り、大喜びでした。
初めて参加したという小山
石麻紀子さんと花穏さん親子
は「ベータちゃんを使ったゲームはとてもわかりやすく、
今回の勉強会で私たちの身近なところにも放射線があるこ
とを知りました。これからも遊びながら学べる勉強会を開
いて欲しいです」と話していました。

ーベルトの被ばくで︑がんの発生
リスクが１ ・０８ 倍に増加するこ
とが確認されていますが︑福島の
事故による被ばくの量は︑県民の
％が５ ㍉シーベルト未満です︒

いと多くの専門家が指摘していま
ークを一往復すると約０ ・２ ㍉シ

細胞を修復する機能が追いつか
住んでいる人々にも︑がんが多発

ーベルト︒宇宙飛行士ともなれば

す︒

日常生活と
放射線
私たちは日常の生活でも放射

線を受けているとききました︒

︱
ほか︑食べ物や呼吸によっても放

ず︑健康への影響が出てきます︒
しているとの報告はありません︒

の 死 亡 原 因 の 約３ 割 に 相 当 し ま
す︒今では男性の６ 割超︑女性の
５ 割弱はがんになり︑その原因と

放射線の専門家が集まる国際放

ます︒野菜不足や塩分のとり過ぎ

﹁何かがある﹂という証明はでき

す︒１００ ㍉シーベルト以下の人

より危険に感じられてしまいがち

ぐらい︑乳児では 日ぐらいで半
分が外に排出されます︒最近︑福

電気事業連合会

放射線の
人体への影響
私たちの体に放射線はどう影

響するのでしょうか︒

︱
放射線によって細胞内のＤＮＡ
︵核の中にある遺伝子︶が傷つけ
られ︑ＤＮＡの鎖が断ち切られる
ことがあります︒しかし︑私たち
には細胞を正常に保つため︑切断
されたＤＮＡをつなげ直す修復機
能が備わっています︒生命誕生か
ら 億年の進化の中で︑自然界の

射性物質を体内に取り込んでいま

宇宙や大地から放射線を受ける

起こっていますが︑この修復機能

放射線によるＤＮＡの切断は常に
が働き︑健康への影響は抑えられ
す︒日本では普通に生活している
と︑年間約２ ・１ ㍉シーベルトの

てきたのです︒
被ばくの量によって︑人体へ

例えば︑数千㍉シーベルトとい

放射線と
がんとの関係
放射線とがんの関係を伺う前
に︑そもそもがんの原因として挙

︱

射線防護委員会︵ＩＣＲＰ︶で

も影響します︒皆さんに知ってい

ても︑

向き合う時には︑﹁傾聴﹂が大事

ただきたいのは︑がんを引き起こ

子供を持つ女性の方々からが

す︒

こから信頼関係が生まれるので

す大きな原因は生活習慣の問題だ

何
｢かがない ｣ことを証明
放射線以外の発がんリスクの
ほうが影響は大きいということで

︱

何より大切だと考えています︒そ

ということです︒
低線量の被ばくによる発がん
リスクはあるのでしょうか︒

︱

︱

体への影響については︑発がんリ

ですが︑健康によくない生活習慣

すか︒

スクが増加することを否定はでき

放射線とがんの関係をみてみま

ないので︑健康を考える上で放射

のほうが確実に発がんのリスクを

放射線とがんの関係で︑子供に

中川

線を受ける量は下げたほうがいい

高めます︒

んを心配する声がありますが︒

線医学教室入局︒助手︑専任講師などを経て現職︒放射線とがん治療が専門︒研究・臨床のみなら

のは確かです︒しかし︑生活習慣

が増えることは分かっています︒

ず︑福島県で住民への理解活動を続けるなど︑精力的に活動する︒
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青森市
六ヶ所村

放射線の人体への影響を学習
親子で楽しみながら放射線を理解！

自然界からだけでなく︑
医療でも受ける放射線

客観的事実に基づく冷静な判断を
︱

う多量の放射線を一瞬にして受け
そして︑医療現場でも放射線が使

自然放射線を受けています︒ま

ると︑白血球の減少や脱毛といっ
われていて︑胃のＸ線検査で１ 回
３ ㍉シーベルト︑ＣＴスキャンは

の影響は異なるのですね︒

た影響が出てきます︒また︑発が
んリスクについては︑１００ ㍉シ

れています︒喫煙︑飲酒︑運動不

が︒
足をはじめ︑肥満︑やせ過ぎのほ

は︑ ㍉シーベルト以下ではがん

して約３ 分の２ が生活習慣といわ

か︑受動喫煙ですら︑がんは増え

県内各地で放射線の多彩なイベントを開催中
するのは難しいものです︒

10

38

99

恵一氏︵なかがわ・けいいち︶１９６０年生まれ︒東京大学医学部医学科卒︑同大医学部放射

37

日本原燃では、地元の皆さまに放射線のことを知ってもらうため様々な取り組みを行っていま
す。このほど開催しました六ヶ所村、青森市でのイベントの様子を紹介します。

10

専門家に聞く！ 低線量の放射線被ばくの真実
ＰＲ

