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1.はじめに 

福島の小児甲状腺がん（放射性ヨウ素） 

4/8 第 34 回県民健康調査検討委員会に

よれば 

悪性ないし悪性疑い 212人 

内手術 169人 内がん確定 168人…（公表

分） 

「経過観察」を経ると集計外にする操作。 

最低でも 11人以上…（隠す） 

併せると、 

悪性ないし悪性疑い 223人以上 内がん確定 179人以上 
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サポート事業受給者 252人 内手術 95人 内甲状腺がん 87人 

年齢や性別、穿刺細胞診などの結果や腫瘍径などが明らかにさ

れず、検討委員会で公表されている検査結果と突合することも一

切行なっていない 

 

2巡目の評価をいつまでもださず。 

「放射線の影響とは考えにくい」を維持するために 

情報を隠し始めたか 

・福島県当局 ・県民健康調査検討委員会 ・福島県立医大 

総理大臣→復興大臣 風評被害対策タスクフォースの圧力 

例えば.「放射線のホント」「放射線副読本」「朝まで生テレビ」 
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一方、 

「がんが本人に分かってしまうことは、若い患者にとっては人権侵

害だ」と言う、 

「専門家」や「医師」 

甲状腺がんは「死なない癌」なので検査も治療も必要ない。 

という暴言。 

もし、隠蔽されたデータの陰で死者が出るならば、 

どんな罪を背負うのだろう。 

被ばく量が少ない⇒ 

甲状腺がんは被ばくの影響とは考えにくいを 

過剰診断論、過剰治療論の最大根拠に 
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だが、その前提が大きく崩れようとしている。 

 

子ども達の甲状腺被ばくを防護するための、 

被ばく量調査と安定ヨウ素剤投与とを 

とことんサボタージュした事実が、明らかになりつつある。 
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２、東京新聞連載『背信の果て』 
2019年              ⇒別冊資料集 

第１回 1/21 1面+こちら特報部 

第２回 1/28 1面+こちら特報部 

第３回 2/4 1面+こちら特報部 

第４回 2/11 1面+こちら特報部 

第５回 2/18 1面+こちら特報部 

第６回 2/24 1面+こちら特報部 

第７回 3/3 こちら特報部（まとめ） 

第８回 3/11 1面+こちら特報部 
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３、原発事故、メルトダウンの連鎖 
3/11 ◆14：46 地震発生 

◆15：27 津波第一波、以後 1・2・3号機 全交流電源喪失 
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BS1prequel.mp4 0130 

3/12 ◆1号機ベント 

◆1号機水素爆発 

3/13 ◆3号機炉心溶融 

3/14 ◆3号機水素爆発 

◆2号機格納容器圧力異常上昇 

3/15 ◆2号機ドライベント 

◆2号機で異音発生,白煙 

◆4号機 火災、核燃料プールの損壊 

⇒「最悪のシナリオ」 

 

file:///C:/Users/hibaku/Desktop/0413/BS1prequel.mp4
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４、避難指示拡大 
◆3/11  

20：50 県が半径 2km避難指示 

21：23 国が半径 3km避難指示、半径 10km屋内退避指示 

◆3/12 

05：44、国が半径 10km避難指示 

17：39 国が半径 10km避難指示（福島第２） 

18：25 国が半径 20km避難指示 

◆3/15 

11：00 国が 20～30km屋内退避指示 

住民の避難は何のためだったか？ 
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５、放射能雲 
避難指示に従ったからといって、必

ずしも被ばくが避けられたわけでは

ない。 

 

国立環境研究所 

「大気シミュレーション」 

conc_i.gif 

sumdep_i.gif 

 

 

file:///C:/Users/hibaku/Desktop/0413/conc_i.gif
file:///C:/Users/hibaku/Desktop/0413/sumdep_i.gif
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６、避難所でなすべきこと 
簡易な測定等による汚染の把握及びスクリーニングを行うととも

に、情報の収集を行う。また、必要に応じて安定ヨウ素剤を予防

服用させる。 

(1) 体表面の汚染レベルや甲状腺等の体内の汚染レベルを測

定し、避難所等に到達するまでの汚染状況を把握する。 

(2) 避難した周辺住民等の登録とスクリーニングレベルを超える

周辺住民等の把握を行う。 

(3) 避難した周辺住民等に対し放射線被ばくによる健康影響に

ついて説明を行うとともに、住民からの健康相談への対応を行

う。 
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(4) 汚染の程度に応じて、ふき取り等の簡易な除染等の処置や

医療機関への搬送の決定を行う 

（「緊急被ばく医療のあり方について」平成１３年６月原子力安全委員会より）  

 

安定ヨウ素剤の服用を迅速かつ確実にするため、ヨウ素剤の配

布は、原則として避難所で行なうことになっていた。 

 

 

 

 

・・・ところが。 
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７、避難所前の行列 
 

 

 

 

 

 

 

 

スクリーニング検査が、入れるか入れないかの「選別手段」になっ

てしまい、除染に手間取って避難所前には人があふれた。 
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８、スクリーニングレベルの変更 
福島県は、「緊急被ばく医療調整会議」を開いて 13,000cpm から

100,000cpm に変更した。（独立検証委員会） 

 

緊急被ばく医療におけるスクリーニング（検査）について 

平成 23年 3月 14日 福島県保健福祉部 

1 スクリーニング（検査）の基準 

（１）内容  全身除染を行う場合のスクリーニングレベルを

100,000cpm とする。なお、13,000cpm 以上、100,000cpm 未満の

数値が検出された場合には、部分的な拭き取り除染を行うものと

する。適用日は、平成 23年 3月 14日からとする。 
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（２）理由 平成 23 年 3 月 13 日、文部科学省から本県に派遣さ

れた被ばく医療の専門家（広島大学谷川教授、福井大学寺沢教

授等）及び放射線医学総合研究所研究員の意見、さらに、福島

県立医科大学の取り扱いを踏まえ、設定するもの。 

谷川教授は、避難をスムースにするため、除染による低体温症を

防ぐことを理由に挙げている。（NHK BS special） 

平沢教授は、救急医療におけるトリアージの考え方だといってい

る。（朝日新聞フロントランナー） 

これに反対したのが、放医研からきた立崎英夫だった。特例的な

事情はあったとしても、それなりに考えて作った基準なので安易

に引き上げるのは良くない（NHK BS special） 
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不思議なのは、福島県保健福祉部の通知も、検討にあずかった

専門家たちも、安定ヨウ素剤投与判断というスクリーニングの主

たる目的に、少しも言及してないことである。 

 

除染の簡略化は肯定されても、安定ヨウ素剤服用は邪魔にはな

らないのだから行なうべきだった。福島県知事が指示を怠ったこと

もあるが、被ばく医療の専門家がそれを見過ごしたことは解せな

い。 

結局、安定ヨウ素剤の服用は、双葉町、富岡町、大熊町、および

三春町の４町を除いて、行なわれることがなかった。 
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ヨウ素剤を子どもに飲ませたい、避難所での母親たちの声 

BS1prequel.mp4 3741 

 

 

 

file:///C:/Users/hibaku/Desktop/0413/BS1prequel.mp4
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10、『背信の果て』第 1回 
こうした中で、 

「100 ミリシーベルトの少女」の事例が

起こった。2 万枚に登る情報開示請求

によって、8 年経って埋もれていた事

実がようやく明るみになった。 

 

スクリーニングレベルを 13,000cpm の

ままにしておけば、起こらなかった隠

ぺいである。 
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11、避難所でのフローチャート 

 
G M サーベイメーターによる体表面汚染測定 

 

NaIサーベイメーターによる頸部甲状腺測定 
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12、スクリーニングレベルの根拠は？ 

体表面のサーベイメータによる測定での除染の基準は 

どうやって決まっているのですか？ 

厚生労働科学研究班 

安定ヨウ素剤による甲状腺への線量低減策を講じるかどう

かの判断基準が用いられています 緊急被ばく医療のスクリ

ーニングレベル I-131を想定し、I-131で汚染した空気を小

児が吸い込んだ場合に、その小児の甲状腺の線量が100mSv

に達する空気中濃度に対応した沈着量として誘導されてい

ます。 通常のGMサーベイメータでは13kcpmに相当します 
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conc_i.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/hibaku/Desktop/0413/conc_i.gif
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1 歳児の甲状腺等価線量※100mSv が安定ヨウ素剤投与の基準 

 

[（等価線量）100mSv]=[線量係数]×[呼吸率」×[グラフの面積] 

一方 

[体表面汚染]＝[沈降速度]×[グラフの面積] 

だから 

[体表面汚染]＝[100mSv]×[沈降速度]／（[線量係数]×[呼吸率]） 

沈降速度には幅があって計算すると、 

＝36Bq/cm2～360Bq/cm2 

防護原則で小さいほうの値をとって 40Bq/cm2 

[グラフの面積]がどういう値をとろう結果は変わらない。 
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直径 5cm の窓をもつ GM サーベイメーターを体表面から 1cm 離

して測ると、40Bq/cm2 のとき針は 13,000cpm を指す。よって

13,000cpmがスクリーニングの基準となる。 

 

11 歳の少女の場合、[線量係数]が 1 歳児の約 0.3 倍だから、約

40,000cpm が 100ｍSv になる。しかし、安定ヨウ素剤を投与する

放射線防護上の基準は 1 歳児に合わせるので 13,000cpm となる。 
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（コラム）等価線量と実効線量 

線量≠放射線の数 

単位は、Sv， mSv （J/kg）：吸収エネルギー密度 

確率的影響（発がん／がん死）では、Sv，mSvを使う 

確定的影響（急性傷害）では、Gy（グレイ）を使う 

等価線量は、臓器ごとのエネルギー密度。臓器の発がんリスクを表現する 

内部被ばくの Bq 量が同じでも、臓器の重量が小さい小児は

等価線量が大ききなり、臓器の影響が大きいおとなは等価線

量が小さくなる（線量係数の違い）。 

実効線量は、臓器ごとのがんリスクを、「死」で評価しなおして、「全身死」 

の「損害」として計算しなおしたもの。ＱＯＬも加味する。 
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13、お蔵入りした頸部甲状腺測定 
前のフローチャートの下の方にあるのが、NaI サーベイメーターに

よる測定で、いわば直接的な簡易測定である。被ばくして 5 時間

後に測ったとき、1 歳児の甲状腺に 3,000Bq の放射性ヨウ素ある

とき、等価線量 100ｍSvに相当し、標準のスクリーニング用NaIサ

ーベーメーターを甲状腺の位置の首に当てると、針は 0,2μSv/h

を指す。だから、0,2μSv/hが指標値になる。 

 

この測定は避難所では実施されなかった。GM サーベイメーター

による検査は、13,000ｃｐｍを超えた人が受けることになっていた。 
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甲状腺等価線量が

100mSvに相当するヨ
ウ素131を摂取した場
合の甲状腺ヨウ素残
留量 

 
1歳児、5時間後で 
3,000Ｂｑ 
  ↓ 

ＮａＩサーベイメーターの 
表示が 0.2μSv/h 
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14、SPEEDI 
緊急時迅速放射能影響予測ネットワ
ークシステム 

初期スクリーニングと SPEEDIに

よる線量予測の 2 つは、原子力

安全委員会が定めた防災指針

（原子力施設等の防災対策について）

の大きな柱で、放射性ヨウ素の

甲状腺被ばくを防止する判断材

料であった。しかし、もっとも必

要だった避難のときには役立て

られなかった。 

mailto:放射性ヨウ素の甲状腺被ばくを防止するっhamasa7491@hotmail.combb
mailto:放射性ヨウ素の甲状腺被ばくを防止するっhamasa7491@hotmail.combb
mailto:放射性ヨウ素の甲状腺被ばくを防止するっhamasa7491@hotmail.combb


31 
 

3月 23日になって、原子力安全委員会の班

目春樹委員長が SPEEDI データを発表。し

かし、あまりにも時を逸していた。 

防災指針に従えば、図の 100mSv 以上の範

囲の人々には、とっくに安定ヨウ素剤の投与

がなされていなければならなかった。 

 

100mSv の範囲が何日頃から生じたかは公

表されてない。 
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国立医薬品食品衛生研究所 3月15日 

Ｑヨウ素剤はいつ飲むのが効果的か？   

A: ヨウ素剤は放射性ヨウ素が体に取り込まれる前24時間以

内、または直後にのむのが効果的である。この時期にのめ

ば甲状腺にたまる放射性ヨウ素の90％以上を抑える、放射

性ヨウ素が摂取された後8時間以内では抑制効果が40％に落

ち、24 時間以降であれば効果は約7%になることが報告さ

れている。 

被ばくを、早く予測することが、いかに大切かが分かる。 
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15、遅れた頸部甲状腺測定 
遅れた SPEEDI データ公表と同じ 3 月 23 日、原子力安全委員会

は、原子力災害対策本部、現地対策本部、文科省対策本部に、

屋内退避区域や SPEEDIで線量が高いとされる地域のこどもに対

し、避難所では実行しなかった、NaI サーベイメーターによる頸部

甲状腺測定を行なうよう依頼した。 

 

避難区域の避難者は除かれた。 

避難者は放射能雲が来る前に避難を完了したとはいえないのに。 
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15、幻の 3/24川俣町検査 
24日に、まず川俣町の 66人に対して実施された。翌 25日、期待

通り「被ばくは問題ない」と報道された。 

子供の甲状腺被曝「問題ないレベル」福島・川俣で調査 

2011年 3月 25日 10時 21分 朝日ネット 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、国の原子力災害現地

対策本部は２５日、福島県川俣町で子どもを対象に行った甲状腺の被曝状

況調査の結果を発表した。対象は１歳から１５歳の６６人。「いずれも１時間

あたり２マイクロシーベルト以下で、問題となるレベルではな

い」と結論づけた。 

 調査は２４日に行われ、のどの付近から数ミリの距離で検出器を使って放
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射線量を測定した。６６人のうち最も値が高かったのは１２歳の男子。現地

の環境中の放射線量を差し引いた正味の線量は、１時間あたり０．２４マイ

クロシーベルトで２マイクロシーベルトを十分下回った。原子力安全委員会

の指標では、甲状腺の被曝量は年間５万マイクロシーベルトを超えないよう

求めている。 

赤字の部分は大きな間違いだった。 
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16、三市町村 1080人の甲状腺検査 
間違った指標値 2μSv/h を 0,2μSv/h に訂正して、やり直しの測

定がおこなわれた。 

測定月日 測定場所 測定数（人） 

3月２６～２７日 いわき市保健所 134 

３月２８～３０日 川俣町公民館 647 

３月３０日 飯舘村公民館 299 

合計  1080 

空間線量率ではなく汚染された衣服に当てて測った線量をバ

ックグラウンドとした結果、誰もスクリーニングレベルを超

えなかった。だが正味がマイナスになってしまった子もいた。 
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1080 人は余りにも少ない。その年 10 月から始まる超音波検

査の対象者約 40万人の 0.3%にすぎない。(背信の果て) 

 

以上のことから、「問題ないレベル」という結論有りきの測定だと

思われる。しかし、この欠陥だらけの 1080人測定結果が、検討委

員会の「放射線の影響とは考えにくい」の大根拠となっている。 

 

以上、『背信の果て』第一回に関連しての経過解説をした。 

連載第７回では、榊原記者自身が、連載の展開をまとめている。 
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17．「背信の果て」第 7回の要旨 
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18．「背信の果て」最終回 

最終回では、スクリーニン

グレベル引き上げの経緯

が書かれている。原子力

安全委員会は、なかなか

引き上げを承認しなかった

が、放医研理事の明石真

言氏が安全委も承認する

よう促したので、安全委も

10万 cpmをやむなく追認した。 

その裏で、とんでもない無責任な数字を放医研は流していた。 
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19．緊急被ばく医療の崩壊 
連載「背信の果て」は、最後を無茶苦茶な計算で結んだ。それは、

国がさだめた緊急被ばく医療の仕組みを、専門家自身がボロボロ

にしてしまったことを、見事に象徴している。（背信・背任） 

 

原子力安全委員会は、1999年の JOC臨界事故を経験し、公衆に

対する被ばく医療の仕組みがないことを反省して、防災指針「原

子力施設等の防災対策について」をつくった。 

チェルノブイリでの小児甲状腺がん多発を教訓にした、放射性ヨ

ウ素防護対策が軸として据えられていた。 
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ところが、福島原発事故においては、思っても見ないメルトダウン

の連鎖、「最悪のシナリオ」を意識するなかで、緊急被ばく医療は

公衆を置き去りにしてしまったようだ。人的・物的医療資源が限ら

れているとき、それは止むを得ないことかもしれないが、やむを得

ないと認めるなら公衆に救いはなく、原発の存在を根底から否定

すべきことにつながるのではないか。 
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（コラム）原子力安全委員会は任務を果たそうとしたか？ 

原子力安全委員会は、2000 年に JCO 事故の反省から公衆の放射線防護

に力点を置いた、「原子力施設等の防災対策について」（防災指針）を策定

し、緊急時の対策の柱であるオフサイトセンター、避難、ＳＰＥＥＤＩ、食品規

制、スクリーニング検査などの実施マニュアルも作った。緊急被ばく医療の

推進役のひとつであった。 

原子力委員会は、福島県当局にＳＰＥＥＤＩのファックスを送ったといい、県は

失くしたという。原子力委員会は、県当局に安定ヨウ素剤投与をアドバイス

したといい、県は覚えがないという。原子力委員会は、県当局にスクリーニ

ングレベルの変更に反対すると伝えたが、県当局は知らないという。これら

は全て原子力委員会の意向に反した逆の結果となった。 
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ここに何か見えない手の存在が疑われるが、事後「アドバイスが伝わったか

確認をとらなかったのですか？」との問いに班目委員長は「アドバイスする

立場ですから（相手に確認はしません）：」と答えたそうだ。 

正に「コミットなきアドバイス」。責任はどこにあるのか？  

防災指針を信じ、防災訓練の項目を律儀に守ろうとした自治体関係者、そ

の下で避難に駈けずり廻った公衆、人々にとっては、これも、まごうことなき

背信行為ではないのか？ 

 

原子力安全委員会 鈴木元氏 BS1prequel.mp4 3101-3741 

 

 

file:///C:/Users/hibaku/Desktop/0413/BS1prequel.mp4
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20．NHKBS１スペシャル 
 

東京新聞「背信の果て」が 3 月 11 日に最終回を迎えた、その前

日、NHKが前後編あわせて 100分の特番を組んだ。 

◆BSスペシャル「緊急被ばく医療の闘い〜誰が命を救うのか」 

私達は 4月 7日に pre学習会を開いて分析した。 

・医師たちの放射能恐怖が並大抵ではないこと 

・「最悪のシナリオ」準備が福島医大で行なわれた事実 

これらは十分に原発事故の恐ろしさを伝えていて興味深い。 
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放医研から現地指導のために福島にやってきて、スクリーニ

ングレベルを引き上げを決めた張本人たちが主人公として登

場する。引き上げは低体温症を防ぐためとされ、ヨウ素被ばく
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防護の観点などは、低体温症に比べれば遥かに小さいと、無視

されていく。 

 

また、スクリーニングレベルが重度の高齢患者を医療から隔

離していると番組は筋だてする。しかし、バスに乗った双葉厚

生病院の患者達は、スクリーニングレベルの如何を問わず、医

療機関が受け入れを拒んだために、たらい回しにされたのだ

と思う。 
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番組は最後に、こうした医師

たちをヒーローとして称揚

するが、スクリーニングとヨ

ウ素被ばくとの関連に一切

触れず、公衆衛生としての緊

急被ばく医療をあっさりと

葬ったことは、きっと後々ま

で悔やまれるだろう。 

 

※双葉町の避難先でのシーンで、双葉町では安定用ヨウ素剤が配ら

れなかったと、誤解を招く仕立てになっていることは、残念だった。 
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２１、「緊急被ばく医療マニュアルＲＥＭＮＥＴ」 
文科省の委託をうけて原子力安全協会が運営していたこのサイト

REMNETには 

・緊急被ばく医療の基礎知識 

・緊急被ばく医療Ｑ＆Ａ 

などがあって、３１１直後は私も勉強させて貰ったが、いつの間に

か消えてしまった。2016年ごろ？ 

 

また、原子力安全委員会が整備した防災指針や、安定ヨウ素剤

投与のマニュアルなど、基本資料もどんどんお蔵入りしている。 
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代わって原子力規制委員会が新しい指針やマニュアルを審議中

ということだが、実際問題、今現在はマニュアルがない。わが国は、

緊急被ばく医療の空白国なのである。稼動に突っ走ろうとしてい

ながら。 

以上 

 

付録資料として、 

『背信の果て』１～８と共に、 

ＷＥＢから削除された指針やマニュアルを、 

一部収録しましたので、ごらんください。 
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ご清聴ありがとうございました 


