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山下汲一⑧
1私の経歴等

私は、長崎大学医学部を卒業後、第一内科で内科学を専攻し1990年10月に同大

学医学部附属原爆後障害医療研究施設教授に就任し、 2013年4月から長崎大学理

事・副学長を務め、 2018年3月に定年退職した。

その後も長崎大学学長特別補佐の職賓とともに、福島県立医科大学副学長，理事

長特別補佐として現在に至り、 2019年4月からは量子科学技術研究開発機構量子医

学・医療部門の高度被ばく医療センタ」長を兼務している。

この間、 2011年3月末から福島県立医科大学特命教授を拝命し、同年7月から2013

年3月まで長崎大学を休職し、福島県立医科大学高IJ学長ならびに放射線医学県民健

康管理センター長を務めた。

専門は、内分泌・甲状腺学、放射線災害医療学、国際放射線保健学であり、この間、

チェノレノブイリやセミパラチンスダでの海外ヒパクシャ医療協力と分子疫学調査研究を

主導し、w日oジュネーブ本部・放射線プログラム専門科学官、 日本内分泌学会理事・

監事、日本甲状腺学会理事長、日本学術会議会員などを歴任した。

2011年3月の震災後からは、福島県放射線健康リスク管理アドバイザー、ならびに

同年4月から現在まで内閣官房原子力災害専門家グループの一員を務めている。

｛主な経歴1
・1978.3長崎大学医学部卒

• 1978. 6長崎大学医学部第一内科研修医

• 1980. 4長崎大学大学院医学研究科進学（1989.3医学博士取得）

・1984.7 UCし久Cedars-Sinai Medical Center内分泌研究員

• 1987. 4長崎大学医学部第一内科助手

• 1989. 7長崎県立多良見成人病センター内科医長

・1990.9長崎大学医学部第一内科助手

• 1990.10長崎大学医学部教授

I f日ソビエト連邦の核実験場があった地区、現在はカザフスタン共和国に位置する。
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・2001.6 日本内分泌学会理事

• 2003. 4長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授

・2004.12 WHOジュネーブ本部・放射線プログ‘ラム専門科学官

・2006.12長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授

・2009. 4長崎大学大学院匿歯薬学総合研究科研究科長

・2009.11日本甲状腺学会理事長（2013.11まで）

・2011. 3福島県放射線健康リスク管理アドバイザ｝

・2011. 3福島県立医科大学理事長付特命教授

• 2011. 4内閣官房政策調査員

・2011. 4内閣府日本学術会議連携会員

・2011. 4 日本内分泌学会監事

・2011.・7福島県立医科大学副学長、特命教授

・2oi1.10内閣府日本学術会議会員

・ 2013. 4長崎大学理事（国際・附置研究所担当）・副学長（福島復興担当）

(2017. 9まで）

・2013. 4福島県立医科大学副学長（非常勤）

・2017.10長崎大学学長特別補佐

・.2019.4量子科学技術研究開発機構量子医学・医療部門

高度被ばく医療センター長

2 総論

( 1）過去の原子力発電所事故の知見

・ 2011年3月11日に発生した東日本大震災とそれに続く福島第一原子力発電所の事

故（福島原発事故）は、巨大自然災害により原発事故が発生したという点で、米国スリ

ーマイル島や旧ソ連のチェルノブイリでの原子力発電所事故と大きく様相を異にした。

一方で、人的被害の大きかったチェルノブイリ原発事故の経験や広島・長崎で、の原爆

後障害研究を含めた放射線疫学や被ばく医療と健康管理に関する調査研究の成果

が、原発事故に伴う混乱の収束や放射性物質による被害の軽減に大いに役立ったこ

とは紛れもない事実である。これまでの放射線疫学や被ばく管理に関する研究や国際．

的な放射線健康リスク管理に関する考え方を整理しながら論じたい。

2 



東日本大震災以前も、原子力事故の発生に備えた体制整備や発生時の対応策に

ついては、国内外でさまざまな制度設計がなされ、事前に事故を想定した訓練もされ

てきた。特にチェノレノブイリ原発事故以降は、国際原子力機関（IAEA)2や世界保健機

関（WHO）が緊急被ばく医療体制やネットワ｝クを構築し、原発事故後の防護や対応

策のガイドラインづくりをリ｝ド、してきた。私自身もWHO放射線プログラムの専門家とし

てジュネーブ本部に勤務し、チェノレノプ、イリ原発事故20周年のWHO報告書（Health

Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes-Report of the 

UN Chernobyl Forum Expert Group “Health＂）の取り纏めにも携わった 。

チェルノブ、イリ事故では、事故後5年を経て小児甲状腺がんが大幅に増加した。こ

れは原発事故発生直後に、放射性ヨウ素に汚染されたミルクや食材を摂取し続けたこ

とによる内部被ばくが主因と考えられた。また、避難等による生活環境の変化に伴う心

理的・社会的影響の甚大さや健康に与える影響が顕著であることも、チェノレノブ、イリ原

発事故に関する研究結果として国際的なコンセンサスとなっている。こうした知見が、

原発事故等の非常時における安全確保や放射線防護の在り方について政策決定す

るうえでの科学的な根拠となっている。

(2）原子力事故時の放射線防護における国際的なコンセンサス

原発事故等の非常時に講じるべき対策については、東日本大震災以前から、国際

的なコンセンサス、特に、学術的な論文解析に基づく「原子放射線に関する国連科学

委員会（UNSCEAR)3Jの蓄積データを基に、 IAEAやWHO、そして「国際放射線防護

2 IAEA (International Atomic Energy Agency 国際原子カ機関）

・国際レベルでの基本安全基準、原子力の平和利用を確立するために設立された国際機関

・国際連合の関係機関と して、原子力の平和利用と核分裂性物質の国際的な管理を目的とする。オース

トφリアのウイ｝ンに本部があり、総会、理事会および事務局から組織されている。 1953年にアメリカ

のアイゼンハワ一大統領が国連総会で「平和のための原子力j と題する演説を行い、核戦争に発展す

る危機を回避する狙いから、原子カの平和利用を訴えた。そのために必要な国際機関の設立を提唱し、
1957年に国際原子力機関（IAEA）が発足した。核の問題は政治的な色彩が極めて強いため、国連の

専問機関ではなく、やや距離を置いた国際機関と位置づけられている。国際原子力機関の目的は、原

子カの平和利用を促進すると同時に、軍事技術への転換を防止すること。主に加盟国の原子力発電所

．を対象に、その軍事利用を未然に防ぐ保障措置（セーフガード）を行い、核分裂性物質の国際的な管

理を目指している。放射線利用促進と同時に、防護体系の基準時等を策定している。

0 UNSCEAR (United Nations Scientific Com血 統 制onthe E:ffi cts of Atomic Radiation 原子放射線
の影響に関する国連科学委員会）

・線編と影響に関する科学的データの取りまとめ

• 1950年代初頭に瀕繁に行われた核実験による環境影響および人間への健康影響を世界的に調査する

ために、 1955年 12月に国際連合にUNSC臥 Rが設置された。 当委員会は、その後、大気圏内核実

験の縮小に伴い、調査対象を放射線に係わる人類と環境への重要事項すべてとし、国連総会に報告をど

行うとともに、適宜詳細な報告書を刊行している。内容は、自然放射線、人工放射線、医療被ばくお

よび職業被ばくからの線量評価、放射線の身体的・遺伝的影響とりスク推定に関する最新の情報を総

括したものである。 ζの報告書はICRPへの基礎資料となる一方、世界の放射線関係者の拠り所とな
っている。
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委員会（ICRP）つなどの勧告や規制に関する基本方針が存在した。

その取り決めには、それぞ、れの分野の専門家が関与している。放射線の健康影響

に関しても、各領域の専門家が科学的なデータを蓄積・検証じ、更新し、放射線リスク

評価やリスク管理を包括的に行っており、国際的なコンセンサスが存在する。放射線

の人体影響については、特に、広島・長崎の長きにわたる原爆被爆者健康調査の外

部被ぱく影響の疫学調査の結果が、放射線リスク評価や防護基準のーっとなっている

ほか、すでに触れたチェノレノブイリ原発事故後の系統的な疫学調査が実績となって、

国際的な防護基準の策定に反映されている。

繰り返しになるが、今回のような複合災害であっても原発事故の非常事態に対応す

る上で重要なことは、これまでの科学的な知見に基づいた国際的なコンセンサスが存

在し、他のリスク回避とのバランスを考える必要があるということで、ある。特に、放射線

影響を科学的かっ網羅的に調査しているUNSCEARの学術的報告内容が重要であり、

専門委員らにより精選された学術論文や研究成果を基に、さらに専門家の立場から放

射線防護に関する勧告を行う民間の国際学術組織であるICRPが、放射線防護に関

．する種々 の政策提言やガイドライン策定を長きにわたり担当してきた。 ICRP勧告とは

独立して、IAEAは基本的な安全指針（巴SS;BasicSafety Standard）を関係事項ごとに

順次策定し、放射線事故や原子力事故に際しての避難や防護の基準を勧告している。

さらにWHOが保健ー医療に関する健康影響評価と緊急被ぱく医療ネットワ｝ク

(REMPAN;Radiation Emergency Medical Prepむ ednessand Network）に関して取り縫

めていた。たとえば、事故直後の放射性ヨウ素被ばくによる甲状腺への被ばく線量低

減・阻止に関するガイドラインの策定や、防護薬・治療薬の備蓄計画、そして生物学的

な線量評価の精度管理などが国際条理で定期的に協議されてきた。

特に、科学的知見に基づく、確率論的な放射線リスク評価については、原爆被爆者

約12万人にわたる長期疫学調査を行ってきた放射線影響研究所の蓄積されたデータ

が重要であり、一度の被ばくでは、固形がんや自血病のリスクは100～ 200mSv以上か

ら直線関係リスクが推計され、それ以下では有意差ほ検出されていない。

さらに他の国際的なデ｝タを勘案して、 UNSCEARが低線量の放射線生物影響の

4 ICRP (International Commission on Radiological Protection国際放射線防護委員会）

・防護の枠組み
・イギリスの独立公館、慈善事業団体であり、 1928年設立の f国際Z線及びラジウム防護委員会Jを基

に、 1950年に狛立して対象を電離放射線に広げ、今の名称となった。 ICRPの事業局的は、科学的、
公益的観点に立って、電縫放射線の被ばくによるがんやその他疾病の発生を提言すること、及ひ放射

線照射による環境影響を低減することにある。 ICRPは、主委員会と常設の46委員会（放射線影響、
彼ばく線量、医療放射線防護、勧告の適用）及びそのタスクグループで事業を進めている。メンバー
はボランティアで参加する世界の専門家である。事業の成果は、委員会勧告や委員会報告としてICRP
から出版される。そのうち、放射線防楼の考え方（理念）、被ばく線量限度、規制のあり方等に関す
る主委員会の勧告は、世界各国の放射線被ぱくの安全基準作成の際に尊重されている。 ICRPの活動
資金は、放射線防護に関心のある多くの機関からの寄付と出版物の印税で賄っている。福島原発事故

について、タスクグループ84付G84）は2012年 10月に報告書「岡本の原発事故の初期の教訓に
対する ICRPの放射線防護システムjをまとめた。
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調査研究を始めとして、疫学調査研究解析による放射線と発がんリスク、さらに放射線

誘発がんの疫学的検討など、膨大な研究成果の取り纏めをおこなっている。その結果

からも人における100～200mSv以下での発がんリスクは証明されていない。とれら放射

線影響の研究成果から、高線量域における線量依存効果の疫学データを、 lOOmSv以

下の低線量域に応用し、その集団リスクを帰納的に推理することは不適切とされてい

る。

一方、防護の考え方は、できるだけ無益無用な被ぱくを避けることを原則として関値

無し直線関係LNT(Linear Non-Threhold）の影響仮説を採用し、 lOOmSv以下で、もその

防護量を年間、あるいは生涯被ぱくの積算線量に置き換えて安全を担保する政策を

採用している。この原則がALARA(As Low As Reasonable Achievable）という考え方で

ある。

(3）放射線リスクコミュニケーションとクライシスコミュニケーション

ア事故前の放射線リスクコミュニケーション

ただ、非常時の対策については、専門家の間では議論されても、国民の間では理

解が得られるような機会は少なく、緊急被ばく医療への関心は低かった。

放射線リスクコミュニケーションについては、原子力安全神話の影響もあり国内では

真剣に取り上げられることは少なかったように感じる。はじめに、リスクコミュニケーショ

ンを定義すると、「対象のもつリスクに関連する情報を、リスクに関係する人々 （ステーク

ホルダー）に対して可能な限り開示し、たがいに共考することによって、解決に導〈道

筋を探す思想、と技術J（参考1）となり、平時の学習と研鎖により実践されるものと考えら

れる。放射線リスクコミュニケーションとは放射線のリスクを扱うものであり、その影響す

なわち環境リスクから生命リスク（遺伝子や細胞、臓器）まで様々 であり、特に、健康リス

ク、精神心理的リスク、さらに社会リスク、経済リスクなど幅広い内容を含む情報の共有

と相互理解が目指される。

長崎大学では、 2010年に『リスクコミュニケーションの思想と技術』、2011年に『リスク

認知とリスクコミュニケーション』という、放射線リスクコミュニケ｝ションに関する2つの出

版物を刊行したが、福島原発の事故時には原子力事故対応の教科書的役割を果た

す刊行物は他になかった（2012年に、合冊の『放射線リスクコミュニケ｝ション；健康影

響を正しく理解するために』として出版）。

また2011年2月には、長崎大学などがWHOの緊急被ばく医療ネットワーク国際専門

家会議（第13回WHO-REMPAN会議）を長崎で開催し、原発事故への対応訓練等を

行い、放射線事故対策のノウハウを蓄積していた。しかし、 「原発事故と原爆は同義で

あり、白血病ゃがんを発症し、死に直結するjという短絡的な思考パターンが広く存在

し、報道機関も含めて正しい科学知識、特に、放射線生物学、放射線疫学の理解は

皆無に近い状況にあった。すなわち、平時の放射線リスクコミュニケーションが欠落し
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ていた。結果として、東日本大震災当時は、環境汚染に伴う放射線被ぱくの健康影響

を実態以上に深刻に受け止め、他のリスク回避行動とのバランスを欠いた過剰な反応

をする土壌が日本にはあったといえる。

イ事故時のクライシスコミュニケーションの在り方等

平時の放射線リスクコミュニケーションと危機的状況下でのクライシスコミュニケーシ

ョンとは全く異なる概念である。事故初期の住民対応は原子力災害対策指針の中で

準備された危機管理におけるルーリング、すなわちガパナンスの下で行われる。

平時の放射線リスクコミュニケーションと非常事態で、のクライシスコミュニケ｝ションの

在り方が全く異なるとし1う点を以下で説明する。

①平時の放射線リスクコミュニケーションでは、放射線医学総合研究所（現在の量

子科学技術研究開発機構）が事故前からホームペ｝ジで紹介しているように「生活の

中の放射線被ばく線量」とそれに追加した線量率の考え方や日本全土の自然放射線

（線量率）が基礎知識となる。さらに、世界各国の大地からの年間平均自然放射線

(UNSCEAR2000 （参考2））も自然界に存在する放射能からの日常被ぱくを理解する

為の平時のリスク情報であった。あるいは計画的な医療被ばくのときの放射線リスクコ

ミュニケーションなどである。

しかし、普段からこれら放射線の基礎知識がない、あるいは不十分な中で、現実問

題として原子力災害が突然に引き起された場合、公衆被ぱくの阻止や低減に向けた

初期対応は、避難、農内退避などに応じた非常事態対応、すなわちクライシスコミュニ

ケーションが必要となる。それ以外の居住地域での放射線リスク管理も平時と異なる線

量基準、あるいは参考レベルに沿った対応となる。今回の福島原発事故がまさにそれ

である。

②本邦では、原子力災害対策特別措置法に基づく、園、地方自治体、事業者レ

ベルでの原子力災害対策マニュアルに沿った非常事態対応が準備されていたが、現

地災害対策本部（オフサイトセンター）の避難に伴い、福島県内では判断に資する情

報が不足し、政府、原子力安全委員会等からの指示等も具体的に現場に届かなかっ

た。こうした中、専門家の一人として3月19日から福島県放射線健康リスク管理アドバイ

ザ」を委嘱され、限られた情報の中での非常事態対応として、県民への放射線健康り

スク説明を引き受けたのだが、クライシスコミュエケ｝ションが必要とされる非常事態時

での住民への説明は初めての経験であった。混乱と混迷が重なる渦中では、緊急時

被ばく状況であると認識し、 20mSv:からlOOrnSvのl隔をもっ間での防護を考慮した活動

となる。しかし、専門家が共通理解していた参考レベル（年間lOOmSvに達するような線

量では、防護対策が正当化される）という考え方は周知されておらず、その説明に苦

慮した。なぜなら平時の公衆被ばく線量限度は年間lmSvで、あるから、そのギャッフ。に

ついてほとんど理解されなかったからである。当時、参考とした放射線の人体影響の
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尺度図は、アメリカエネノレギ｝省が平時に活用している線量レベノレごとの6段階の線

量の考え方であり、 4月中旬以降は、放射線防護の線量の基準の考え方（ICRP103

（参考3））の勧告を受けて原子力安全委員会が作成）を参考に、平時ではない事故発

生直後から事故継続時、さらに事故収束後の環境汚染による現存被ばく状況という異

なるフェーズに応じた線量レベルを参考に、他のリスク（避難リスクや二次的な精神・身

体影響、経済リスクなど）との比較から、クライシスコミュニケーションを実践した。すな

わち、年間lmSvや年間20mSvを超える被ばく線量で、も年間lOOmSv以下で、あれば、そ

の健康リスクは無視できるか、あるいは他のリスクに隠れて検出されないという白、黒の

明確なライジとしてlOOmSvという参考レベルとして説明した0・また、放射線の健康影響

はその被ぱく線量に依存することから、健康影響量と防護量の違いを説明したが、実

際に予想される公衆被ばくは、はるかにそれよりも低いものであると当時から判断され

ていた。しかし、まさに「覆水盆に返らず」という被ぱくの状況から、 「放射線はどこまで

なら安全かJをゼロリスクの考え方では説明することはできず、種々の情報が錯綜する

渦中においては、平時と非常事態での許容される国際的コンセンサス下での線量レ

ベルの考え方の違いについての理解を得る事は困難で、あった。

ウポストクライシス時のリスクコミュニケーション

危機的状況を脱した後のポストクライシス時のリスクコミュニケーションとは、ある意味、

「現存被ばく状況」下でのコミ三ニケーションとなり、平時のリスクコミュニヶ｝ションとは

同じ状況ではない。すなわち事故前の平時でのリスコミと事故後のポストクライシス時

のリスコミの対応には大きな違いがある。すで、に被ぱくを余儀なくされたという状況下で

は、健康不安や恐怖が深刻であり、より科学的知見を用いた実際の健康リスクと防護

基準との関係、その影響の不確定、不確実性について、国際的なコンセンサスに基づ

き説明しなければならない。

すなわち、ポストクライシス時における環境中の微量な放射線を無視してはならない

ものの、逆に過剰過敏な反応も可能な限り避ける方策についてのコミュニケーションが

必要であった。そのために、防護基準がより安全側に立って制定されていること、年間

20mSvの被ぱく線量の意味、放射線以外の他のリスクとの比較等についての説明を行

った。特に医療関係者はじめ、現場での放射線リスクや防護の相談に係る関係者へ

の啓発と教育を多方面で多角的に展開してきた。そして、福島の復興に向けた集団リ

スクの説明から、順次個別対応の放射線リスクコミュニケーションへと変化している。

以上、事故時、クライシス時、そしてポストクライシス時においては、年間lOOmSv以

下では、がん発症のリスクが高まるとの確立した知見はないとし、うこと、さらにポストクラ

イシス時で、の健康リスクの問題については、緊急被ばく医療に関する国際的なコンセ

ンサスに沿った専門的アドバイスを、県内各地での講演と質疑応答で対応した。依頼
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された福島県内での講演や説明会に際しては、時々刻々と変化する環境放射能モニ

タリング、のデータや関連情報を阻喝しつつ対応してきた。

(4）福島原発事故対応の概況

今回の事故ではf想定外jという言葉がよく使われた。実際、福島第一原発事故で

は、国内の事前の準備や訓練で想定していたこと以上の事象が生じた。たとえばオフ

サイトセンター自体が避難を余儀なくされ全く機能しなかったし、防護指示から安全な

避難指示等の移行に関する混乱も生じた。未曾有の大震災と原発事故という複合災

害のため、本来、市民に提供されるべき適切な情報の伝達が十分でなかったばかりで

なく、真偽のほどが不明な健康影響情報が拡散し、また後から後から事故そのものに

関する予期せぬ情報が出て来て、結果として政府が発信する情報や専門家への信用

が失墜し、事態を紛糾させる結果ともなった。すなわち、政府や専門家に対する信頼

関係の構築が困難な事故後の混乱期にあっては、リスクの大小を冷静に議論するの

ではなく、極端に言うと「危険か、危険でなし、かJの二者択一の議論が席巻したことで、

クライシス期とポストクライシス期のいずれにおいても、現場で、のガパナンスや情報共

有のあり方、信頼関係の構築などが大きな課題で、あった。特に、低線量・低線量率被

ぱくの健康影響に対するリスク対応の中で、の放射線リスクコミュニケ｝ションは、関与

するステークホルダ｝の多様性と時間の経過による情勢変化に伴い、その取り組み方

法などが多岐にわたった。すなわち、流布される情報の正誤の確認、その伝達手段と

内容の違いなどから最終的な受け手のリスク認知の違いと複雑性への配慮が、総合

的に求められるという初めての経験であり、今なお困難な状況が続いている。

長崎大学では、当初、文部科学省の要請により、 3月13日夜に緊急被ばく医療に関

わる第一陣のチームを福島県に送り出し、放射線医学総合研究所の指揮下で、福島

県立医科大学を拠点に福島第一原発やその周辺からの緊急被ばく医療への対応に

あたった。 3月17日と18日には、福島県の要請により高村昇教授と私を相次いで福島

県立医大に派遣し、幹部や職員向けの放射線健康リスクについての啓もう活動を実施

すると同時に、翌19日午後、福島県庁で幹部職員らへの放射線・放射能の説明と健

康リスクの説明を行った。その後、私と高村教授は、福島県から「放射線健康リスク管

理アドバイザーjに任命され、被ばくの健康影響に関する科学的にEしい情報を県民

に伝えるという職務を任されることとなった。 19日夕方には県庁でのぶら下がり記者会

見に初めて応じ、その後は県の調整に従い、各地で、住民への放射線健康リスクにつ

いて説明し質疑応答に対応した。 3月20日以降の県民の健康影響の危険は少ないと

いう認識のもと、説明をした。また、安定ヨウ素剤の予防的服用は、放射性ヨウ棄の吸

入を事前に阻止し、甲状腺への被ばくをブロックする為に予め服用するようにマニュア

ノレ化されていて、本来、避難に伴って服用すべきものであるが、すでに避難が完了し
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ていた。このため、ヨウ素剤の予防服用についての必要性はないと3月19日の記者会

見で意見を述べている。

3月20日のいわき市平体育館での避難者への説明会を皮切りに、福島県下各市町

村で、被ぱくの影響に関する啓発活動を行った。大勢の聴衆を前に、まずは落ち着い

て行動することの大切さと正確な情報の入手と冷静な判断の必要性を大きな柱に、時

間の制約の中でも聴講者との質問に丁寧にお答えした。

情報不足と混乱の渦中において、クライシス時の沈着冷静な対応を県民に期待し

て、放射線健康影響について情報提供を行い、概して冷静な質疑応答が4月中旬ま

で続いた。これらの講演や説明会では、国際的なコンセンサスに基づき放射線健康リ

スクの説明を行っている。

こうした講演会での説明の根拠は、先にも述べたように、科学的な根拠に裏打ちさ

れた研究成果トと国際機関によるガイドラインに沿ったものであり、非常事態での健康リ

スクはどこまで、許容されるかを前提とした国際的なコンセンサスで、ある。東日本大震災

当時で言えば、 2007年版の「ICRP103勧告書Jが非常事態での放射線被ぱくの防護

対策の考え方を明示しており、日本政府が直後に出した避難指示や屋内退避指示、

6月に日本学術会議が出した会長談話もこれに沿ったものだ、った。

原発事故等での住民被ぱくの恐れがある場合、 ICRP103勧告によると参考レベルの

最大値は急性で、受ける若しくは年聞を通して受けるlOOmSvで、あるとされており、また、

原子力安全委員会がとりまとめた「原子力施設等の防災対策について（平成22年8月

一部改訂）Jによれば、外部被ばくによる実効線量が10～50mSvの場合における防護

対策の内容は、住民は自宅等の屋内へ退避されることとされ、 50mSv以上の場合には、

住民は、指示に従いコンクリート建家の屋内に退避するか、文は避難することとされて

いる中、誰も年間lOOmSv以上のところに滞在する事は許されないとしづ考え方に沿っ

て説明をした。すでに3月12日以降15日までに避難指示対応は完了していた（その後

年間20mSvを超すと予想された地域の計画的避難区域が指定）。

放射能による健康への影響（リスク評価）については、広島、長崎の原爆被爆者デ

ー夕、 UNSCEARの科学的知見に加えて、 IAEAやWHOのガイドラインに基づいて当初

から説明をしている。

また、急性一過性被ぱくの原爆被爆者と、チェルノブイリ原発事故の健康影響に対

する国際的、科学的コンセンサスを得た放射線健康リスクに基づき説明をし、同時に、

原発事故後の非常事態対応時の線量限度に沿った説明を行なっている。

各所で、関かれた講演会で、は聴講者の質問などに極力丁寧に答えたが、もともとの

聴衆聞の知識量に大きな差があるうえ時間的な制約があるなかで、は、「一度の被ばく
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による線量Jと「長期にわたって被ばくしたときの積算線量Jの身体影響の違い5などを

正確に理解させることは難しく、新聞やテレどなどで伝えられる、放射能に関わるさま

ざまな単位の違いやその数値の意味について理解を促すことも困難な状況であった。

そのような中で、はあったが、福島県立医科大学を通じて、後方支援体制を構築し、同

時に放射線リスクに関する情報発信を実施し、政府の方針とも髄蹄のない放射線健康

リスクに関する説明を続けてきている。

6一過性の放射線被ばくと慢性の放射線被ぱくの健康影響についての考え方の相違
同じ線量を被ばくする場合、生物学的には、一度に瞬時に被ばくする場合と、ゆっくり時間をかけて被ばくする

場合とでは、単位時間あたりの遺伝子損傷や修復の進み具合、そして細胞即芯、その結果引き起こされる健康
影響は大きく具なる。例えば、 lmSvを瞬時に被ばくした場合に引き起こされる遺伝子損傷は、 一日あたり、生体
内の新陳代謝の結果生じる活性酸素による遺伝子損傷よりもすでに低いレベルだが、 年間lmSvの揚合は、そ
の値をさらに365日で割ることになるので、普段の生活の中で自然に生じている遺伝子損傷のレベルと比較する
と、はるかに低し、レベル品、うことができる。では、私たちの体の一個の細胞に日々 引き起こされているこれらエネ
ノレギー代鮒、すなわち新陳代謝で生じる細胞内の遺伝子爆傷はどの程度なのか。実験的に観察される遺伝子
損信の数から推定すると、低く見積つでも年間約 lOOmSv程度を被ばくしたのと間程度の損傷数となる。これは、
おおよそ1時間当たり lOμSv程度と換算される。その為に、例えば、年間20mSv程度の積算被ぱく線盆であっ
ても、各麟告患の個々 の細胞内での新陳代謝の影響に埋没してしまい、健康彫響が放射線被ぱくのせいなのかど
うか検知できないことになる。
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なお、日本医師会座談会（2011年4月）、福島県医師会報誌（2011年4・5月号）や日

本防火・危機管理促進協会での自治体職員への講演会（2011年4月）などでは、

UNSCEARの科学的な「放射線健康影響線量JとICRPの政策的提言の「放射線防護

線量Jの考え方の違いを中心に説明している。非常事態においては、短期間での避

難や屋内退遊が放射線防護上求められるが、その上でICRPも住民の被ばく線量は、

年間lOOmSvを超えない範囲で線量の低減に向けた努力を勧告している。しかし、平

時の年間lmSvとの公衆に対する追加参考レベルに対して、突然の非常事態では

lOOmSvの参考レベルを基にして説明し、すでに避難された福島県の一般住民は誰も

このレベルにははるかに届かない被ぱく線量であろうことを、その安全材料のーっとし

て説明したが、理解は困難で、あったと考えられる6。政府からの住民の安全確保に関す

る年間20mSvの避難指示基準が出される前までは、ICRP勧告に沿った説明を当初か

ら実施してきた。4月中旬以降は、原発事故が発生し「覆水盆に返らずJの状況のなか

で、それを乗り越えて復興に向かう際の環境汚染に伴う公衆の被ばくリスクの説明を行

い、計画的避難区域の指定後からは、 ICRPとIAEAの現存被ばく状況における放射線

防護の基準値を考慮して活動してきた。さらに、学校での線量限度から、できるだけ早

く余分な積算被ぱく線量をlmSv／年以下に近づけるという政府指示に従って行動して

いる。

また、結果としてみても、ICRP103勧告書に準拠して説明しているので、国際的コン

センサスに沿っている。私自身は、放射線健康リスク管理アドバイザーの立場で、主と

6非常時の lOOmSvと平常時の lmSvの隙間（つなぎ）の考え方（線量レベノレと健康影響の関わり）
JCRPでは、 UNSCEARの科学的エビデンスを基本に、国際的な専門家のコンセンサスを受けて、各国に防護

の指針を提言している。ICRPは、人が受ける被ぱくを、被ぱく状況が管理できる計画被ばく状況、核テロや事故
等非常事態（緊急時被ばく状況）、そして事故後の回復や復旧の時期（現存被ばく状況）の3つに区分し、放射
線から人々 や環境を守る為に、参考－となる線量レベノレ（嶋）を示している。計画被ぱく状況では、身体的障害（通
常一度に500からlOOOmSv被ばくした場合の確定的影響；男IJ名組織反応）を起こす可能性のある被ばくは、絶対
にないように防護対策を計画する。その上で、将来起こるかもしれないがんのリスクの精力日もできるだけ低く抑え
ることを、放射線防護の目的としている。この考え方の基本は、高い線量を受けた場合、 lOOOmSv当たり 10略（瞬
時、短期間の被ばく）または5%（何年にもわたる被ばく）程度、がん発生率のt菌加があるとの疫学調査の結果に
基づく。なお、 lOOmSv 以下では、科学的には硲認されていないが、高線量被ぱくの場合と同じ~l合でがんの発
生率が増加（＝lOOmSvで1%または0.5%）する、と放射糠防護上想定している。そのため、放射線や放射性同位元
素を扱う場所の管理をすることにより、一般人の被ぱく線量は年間 lmSv以下になるようにしている（公衆の線食
限度）。また、放射線を扱う業務に従事し、被ばく線量を常時観測できる人には、5年間に lOOmSv（年間最大50
mSv）という被ぱく線量限度を定めている（職業被ぱくの線量限度）。一方、万一事故や核テロにより大廷の放射
性物質が環境に洩れるような非常事態が起こった揚合には、緊急時被ばく状況と定義して、《重大な身体的障害
を防ぐ》ことに主観をおいて対応する。
このため、事故が起きた場合には上記の線量限度は適用せず、一般人の場合、ICRP2007年勧告では、緊急

時被ばく状況において針商される最大残存線・盈の参考レベルについては、典型的には予測線量として20mSv

から lOOmSvの幅の中にあるとの見解が示されており、それ以下に被ぼく線量を抑えるように防護活動を実施す
る。また、緊急措置や人命救助に従事する人々 については、状況に応じて、500～lOOOmSvを制限の目安とする
こともあり得る。その後、回復・復旧の時期に入ると、住民の防護目安は、緊急時の目安線量よりは低く、平常時
の線量限度までの、年間 l～20mSvの聞に設定することになる。このように、 lOOmSv以下での放射線防護の考え
方は、実際の放射線の発がんリスクだけの問題だけではなく、事故後の避難やストレスその他の発がんリスク婆
因も加味して、総合的に現存被ばく状況下での線量管理の在り方について、被ばく線量の幅をもった参考レベ
ノレとして示されてb唱。
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して健康リスク評価に基づく放射線の健康影響についての話をしているが、それに影

響を及ぼす外部被ぱくのみならず内部被ばくについても説明し、食の安全管理の話

にも言及した。より一層、食品の安全と安心を確保するため、国際的なコンセンサスを

得たチェノレノブ、イリでの内部被ばく』こ関する我々 の研究成果に基づき、食品から許容

することのできる放射性セシウムの線量が、年問5rnSvカhら年間lmSvに引き下げられた

ことの意味を解説し、現時点で

る。

3福島原発事故後の各局面における対応について

以下では、事故後の各局面における私の対応の概要、発言の趣旨等について述

べたい。

(1)2011年3月の原子力発電所事故直後、福島県から放射線健康リスク管理アドパイ

ザーを委嘱され、受諾した経過

3月15日夕方、文部科学省からの要請で福島県へ派遣していた長崎大学緊急被ば

く医療チームから、福島市内での放射性降下物の計測報告を受け、 17日には福島県

立医科大学（福島医大）と福島県からの招鴨要請を受け、福島医大と長崎大学の両

大学学長閑での支援協力の承認がなされたことにより、翌日日に福島医大への緊急

被ばく医療の対応支援と、放射線リスクについての医療関係者への説明を目的として

福島県に派遣されるととになった。

(2)2011年3月18日、福島県立医科大学教職員を対象とした講話について

県内医療の中核機関である福島医大が、病院インフラの重大な被害に加え、原発

事故と放射性物質に対する教職員らの未経験と不安等すから病院機能そのものの継続

が困難となり深刻な状況に陥っていた。

そのため、医大災害対策本部から依頼を受けて、放射線災害医療の専門家、そし

てチェルノプ、イリ原発事故後の医療協力の経験から、教職員を対象に直面している福

島原発事故の緊急時対応をどう考えればよいかについて、私と他の2名（高村、松田）

の長崎大学教授が講話を行った。

「放射線被ばくの直接影響と降下物による間接影響の違いの話J~r低線量被ばく

に伴う健康リスクの話jをし、事故後の被ばくでリスクが高いのは事故処理にあたって

いる現場での作業者や緊急事態対応者であること、その高度被ばく医療への対応が

医大で求められること、これに対して医大は原発から60km離れているので、計測され

ている環境放射能レベルで、はここにいる教職員らは自らの健康影響を懸念する必要

がないこと、医大としては長期にわたる県民への健康対応が求められるなどの趣旨の

話をした。
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(3)2011年3月19日、佐藤雄平県知事との面会について

福島医大から福島県への挨拶と災害対策本部の視察を依頼され、自治会館を訪問

し、県の関係職員と面談した。

その折、知事が居られたので初対面のご挨拶をした。短時間の面会で、はあったが、

知事を激励し、県民への健康リスク面では、情報が乏しい現場状況ではあるものの不

安や過度の心配、さらに混乱や低迷による他のリスクの方が、放射線リスクよりはるか

に大きいことを説明した。

その後、県の関係職員との面談の中で、高村教授と私が放射線健康リスクの専門

家として、「福島県放射線健康ジスク管理アドバイザーJへの就任を依頼され、承諾し

た。

(4)2011年3月19日、放射線健康リスク管理アドバイザーを受諾した直後の記者会見

について

19日夕方、県からの突然の記者会見の要請に応じ、記者の質問に答える形での会

見を行った。当日の福島市内での空間線量からは福島市内で、の健康影響は考えられ

ないというスタンスの発言を行った。

放射線健康リスク管理アドバイザーの立場で緊急事態のICRPの勧告に従い、避難

．指示である年間lOOmSvを超えてはならない参考レベルとして話をしている。国際的な

防護基準は、事故直後数日間そこに居続けるとlOmSvを超すと予想されると屋内退避、

50mSvを超すと予想されると避難指示であり、その後は緊急時の参考レベルとして年

間20からlOOmSvの幅（参考レベノレ文は拘束値）で、で、きるだ、け低い線量参考レベノレが

設定されるととになっている。事故後1週間の被ぱく線量が最も懸念され、一時的に高

い値を示したとしても、その後時間の経過とともに空間線量率は減衰、低減すると予想

されていた。

問答の詳細は記憶にないが、原発事故の状況から予断を許さないものの、不安と

恐怖の中で、あっても冷静な対応を呼びかけることを意識していた。

その中でヨウ素剤についての記者からの質問に対しては、 3月19目、すでに放射性

ヨワ素の最大放出は終了し、避難、屋内退避が完了後での安定ヨウ素剤の服用の意

味はないという趣旨の説明をした。放射性ヨウ棄の内部被ぱくを低減限止する甲状腺

ブロックの服用タイミングを逸した以上、申状腺被ばくの阻止効果が期待されない後追

い服用の副作用と混乱を防ぐ意味でも、その時点で、は服用する必要はないと考えて

いた。

また、当時、混乱の一因と考えられていた数値の意味、具体的には1ミリシ｝ベルト

や1マイクロ、ン」ベルト品、った数値がどのような意味をもつのかについて説明した。

私がアドバイザーを引き受けた理由は、第一に医学的な立場から放射線健康リスク
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管理に関する専門的なアドバイスをするもので、ある。恐怖と不安の渦中にいる福島県

民に対して正確な放射線情報が乏しい状況下で、国際的なコンセンサスに基づいて

回答したものである。

(5)2011年3月20日、いわき市で、行った講演について

県からの依頼により、いわき市平体育館で、長崎大学の高村昇教授とともに放射能

と放射線の違い、大量被ばくと低線量被ばくの健康影響の違い、さらに放射性降下物

を浴びた場合の健康影響などについて、原爆医学調査研究や、チェルノブイリ原発事

故後の医療協力と国際機関での活動経験をべ」スに説明した。

原発事故による放射能を火山の爆発の灰に例えて説明し、火山の近くにいると火

砕流で火傷や重傷を負うが、離れていると火の粉、もっと離れると灰と同じなので、洗い

蕗とせるという例を用いて、いわき市の放射諌リスクの現状について説明しだ。

すで、に危険な地域の原発周辺住民に対しては、避難と屋内退避指示が出され、 3

月20日のいわき市の平体育館での説明会と質疑応答は、その場におられた避難者が

対象であり、発言の一部が誇張され、後日非難の対象となる誤りは、その場の状況と

全体の流れを正しく理解していないことによる。原発事故から1週間を経過して1;＼る中

で、放射線被ばくによる直接リスクは、避難等により最小限に抑えられていると判断し

ていた。

(6)2011年3月21目、福島市で行った講演について

県からの依頼により、福島テノレサで、講演をした。

異様な雰囲気の中eで大勢の市民の前で、の初めての講演と質疑応答であり、緊迫し

た中で住民のリラックスを図る意図での発言内容で、事故から10日目であり、測定す

れば値が計れる放射能の特徴や放射線のことを伝えている。その数値の読み方によ

る混乱を避ける為lこ、平時と異なる非常事態の線量基準について言及した。環境放

射能モニタリング、のデータがその後広く周知される事を予見し（爆発による一過性の空

間線量増加であり、着実に減少している事実を踏まえて）、発言している。

また、突然の原発事故により福島市にも放射能が降り注いだが、被ばくには外部被

ばくと内部被ばく、そして汚染があること、チェノレノフマイリの経験から特に汚染したミルク

や食物を避けること、現在の福島市の放射能レベルから急性放射線障害はないこと、

過度の不安や精神心理的影響の方が将来の健康リスクが大きいこと、冷静沈着な行

動が大切なこどなどの趣旨の話をした。

それに加えて、復興を視野に入れて発言し、長期戦となる原発事故後の取組とこれ

からの課題については、原爆医療やチェルノブ、イリでの自らの経験を元に話をしたも

のである。心の在り方次第で、将来の自立自活、尊厳ある復興を目指すための力の源

についての発言で、自の前の最大の危機を乗り越えるためのエーノレを届ける趣旨で、
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広島、長崎からの応援団という発言もした。

これらの原発事故直後の講演を行った当時、福島市の対象住民への放射線被ばく

による直接リスクは、避難等により最小限に抑えられていると判断していた。国際的な

コンセンサスに沿った適切な避難指示がなされ、食の安全管理措置が講じられること

などにより、福島市での放射線健康リスクは他の生命リスクと比較して町も、極めて低く押

さえることができ、 むしろ放射能や放射線に対する理解不足や、恐怖心に囚われ続

けることによる二次的なリスクのほうが大きいことが懸念されると考えていた。

福島県全体での原発事故初期対応では、 二次的な健康リスクの回避、すなわち急

性期を過ぎた後の復興期における精神心理的影響の甚大さも含めて説明する必要が

あると判断せざるを得ない緊迫した状況で、あった。

まずは落ち着いて行動することの大切さと、正確な情報を入手し、冷静に判断する

ことの必要性を大きな柱に説明したうえで、職講者からの質問にも極力丁寧にお答え

した。

こうした講演会での説明の根拠は、科学的な根拠に基づく研究成果と国際機関に

よるガイドラインであり、非常事態での健康リスクはどこまで許容されるかを前提とした

国際的なコンセンサスで、あった。具体的には、「ICRP109（参考4）と111勧告書（参考5)J 

が“最新の基準”であった。

すでに危険な地域の原発周辺住民に対しては、避難と屋内退避指示が出されてお

り、 21日は福島市内の緊迫した状況下で、の市民への現場説明会で、あった。私の発言

の一部が誇張され、後日非難の対象となっていることは承知しているが、その誤りは、

全体の流れを正しく理解していないことによると思われる。

(7) 2011年5月3目、二本松市で行った講演について

5月3日の講演では、すでに放射線の直接的な健康影響がない、あるいは検出でき

ない状況下で、避難に伴う種々のストレスや社会経済的問題などが大きく、その一例と

して、家族の問題や経済的問題に言及している。当初の緊迫したクライシスコミュニケ

｝ションの時期から、双方が理解を深めるポストクライシス期の放射線リスクコミュニケ

ーションへと時間の経緯とともに状況が変化していることも考慮して、当然アドバイザ）

の役目もリスク・ベネフィットを総合的に考えた復興支援に重きを置いて説明していた。

混乱の中であればこそ、自己責任下での適切な行動が必要であるとの趣旨の発言を

した。

リスクゼロの世界はないのと同様に、生病老死も避けられない。事故を起こした当事

者は当然責任があるが、責任論だけに終始していては、被災者の自立自活、自尊の

精神が損なわれてしまう危倶があった。県民が大変な状況である事は十二分に承知し

ているが、訴訟の問題だけでは済まされず、被災者の安寧と自立自活した頑張りを基

本としないと、噂厳の回復は生まれないとの趣旨で説明をした。
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当時の空間線量の推移からも安全であるとの認識のー下で、怒号と非難の中で市民

への講演と質疑応答を行なった。身の危険さえも感じる具様な雰毘気の中で、県職員

に守られて退席したが、会場外ではピラが配布され、市民以外の参加者らのアジテ」

ションもあり、信頼関係を構築できるような会場の雰閥気で、はなかった。多種多様な価

値観をもっ聴衆に対して、放射線リスクの科学的根拠を正確に伝えることの難しさを痛

感した。

(8)2011年5月20日、東日本大震災復興支援第1回シンポジウム 講演「チエルノフ、イ

リ原発事故の教訓lから福島原発事』故の健康影響を考えるjで行った講演について

5月20日の東京の講演での発言は、長崎ヒバクシャ医療国際協力会（トJASHIM）主

催による3回シリーズの初回であり、被爆地長崎の専門家、そしてチェルノブイリ医療

協力の医師として、放射能や放射線、そして健康影響について科学的知見を紹介し

たものである。その目的と趣旨は、東京においても正しく放射能や放射線のことを理解

し、正しく恐れること、論理的に考えることの重要さを伝えることであり、「東北の復興無

くして、日本の復興無しJの強い思いから、福島への継続した応援の大切さについて

講演したものである。

(9）その他、福島県内での講演会について

4月から5月中旬にかけて、県からの依頼により、福島県内の様々な市町村において、

住民への原発事故後の放射線リスクの講演をした。

すでに住民の避難が完了している状況下であり、放射能や放射線の影響について、

原発から離れて居住している被災者に対する直接的な放射線健康リスクはなし℃と、

それよりも過度な不安や恐怖、心配等の精神的心理的影響が大きいことから、放射能

や放射線についての正しい情報と知識を得て、正しく怖がることが大切なこと、混乱と

混迷の中で、の前向きな考え方が必要であることなどについて話をした。（この間の質疑

応答内容の取りまとめが『正しく怖がる放射能』長崎文献社2011年6月25日初版（参考

6）。）

原発事故直後の講演会、4月から5月中旬にかけての講演会の説明内容は、今から

振り返ってみても、 fICRP109と111報告書Jに準拠して説明しており、国際的なコンセ

ンサスに沿っている。

4補足事項

以下、これまでに十分触れられなかった「福島県民健康調査の甲状腺検査」につい

て補足したい。

福島原発事故の混乱と混迷の時期に、チェルノブイリ原発事故の再来、さらに小児
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甲状腺がん増加への懸念と不安が蔓延し、とれらに対応するために長期にわたる健

康見守り事業を確立することを目的に、過去の原爆被爆者やチェノレノプイリの経験か

ら県民健康管理調査（のちに「県民健康調査jに名称変更）事業が立ち上がった。

その詳細調査のーっとして、甲状腺検査が開始された。そのスキ｝ムは、客観的か

っ論理的な手法を用いることで、長期にわたる子供達の健康見守り事業とすることで

あった。

甲状腺検査の中で、の先行検査はベースライン調査と位置付けられる。診断手法や

精度管理の標準化と検査者の技術向上を図り、大規模な甲状腺超音波集団検査の

日本初導入により、当初から甲状腺異常所見発見のスクリ｝ニング効果7やノ＼」ベスト

効果8を予測していた。

そのため、先行検査終了時点で、の評価は予想通りであり、学術論文としても公表し

た。県民健康調査検討会で、も先行調査での結果を評価しているが同様な見解であり、

その後の本格検査の結果からも、放射線被ぱくの影響を示唆する見解は得られてい

ない。

5 結語

複合災害である福島原発事故に遭遇し、長崎大学で、の原爆医療やチエノレノブ、イリ

医療を経験した放射線災害医療のー専門家として、発災後一週間目に福島に派遣さ

れた。その直後に福島県放射線健康リスク管理アドバイザ｝を拝命し、県民に対する

放射線健農リスクの説明の最前線に立った。その行動規範め拠り所は、 UNSCEAR、

IAEA、WHOそしてICRPなどの国際的なコンセンサスであり、医師としての倫理指針で

あった。

なかでもICRPでは、福島原発事故後直ぐに放射線防護の考え方を配信し、その後

いち早くタスクグループ84を立ち上げ、海外と日本の専門家が合同でこれまでの勧告

内容の検証作業に入り、従来の防護基準で、は公衆被ばく対応が困難で、あることから

18項目についての問題を提起している。その中で、防護線量の考え方は放射線防護

や管理には有効に使用されてきたが、一般公衆との意思疎通の目的には不向きであ

るためより簡易で理解しやすい量や単位の必要性が指摘されている。さらにICRPのタ

スクグループ93が立ち上がり、これまで、の防護基準で、あったfICRP109と111報告書」の

改訂作業が行われ、パブリック・コメントの手続も終了し最終報告書が取りまとめ中であ

る。これら事故後の参考レベノレの範囲内での復興の考え方からも事故当時の緊急被

ばく対応は理にかなっていたといえる。

原発事故に際しての避難や屋内退避に続く、ヨウ素の事故後の防護基準改定を例

7それまで検査をしていなかった方々に対して一気に幅広く大規模な検査を行うと、無症状で無自覚な病
気や有所見〈正常とは異なる所見〉が高い頻度で見つかること。

S 生涯にわたり臨床症状を示さない例も含めて、初回大婚摸検査時においては数多くを発見し、その後の
発見数を大幅に凌駕してしまうこと。
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に挙げると、 IAEAは福島原発事故を受けておS-GSR7の改訂版を2015年11月に公表

した。現在、この国際的なコンセンサスに従った原子力事故対応が標準化されつつあ

る。また、WHOで、は原発事故時のヨワ棄による甲状腺ブロックの改訂版を2017年に公

表した。福島原発直後の放射性ヨウ棄の甲状腺内部被ばく線量推計から考えても、当

時の対応についてはこれら国際機関のガイドラインとの矛盾や非合理性はない。

福島県放射線健康リスク管理アドバイザーとして、事故直後から常々 発言しているこ

とは、正しい知識により正しく放射線による健康リスクを理解すべき（正しく怖がる）：こと

の重要↑生である。その上で、守られ．るぐときは乳幼児・子ども、妊婦であり、長きにわたる

復興の困難さを視野に入れていた。もう一つが、チエノレノブ、イリと福島との異同であり、

被ばく線量の違いとその後の対応に大きな違いがあることで、ある。私は、福島県民に

対して、不安と不満、悲観論を増長させ、過度に危険な状況であると吹聴する誤った

見解には、批判を恐れず正しい主張、すなわち国際的なコンセンサスを得た健康影

響の基準や評価を元に、自立自活と復興支援を目指し、現場活動を継続している。）

過性の低線量被ばくや’慢性の微量被ばくによるリスク（年間2DmSv以下という現存被ば

く状況におけるリスク）は、ほぼ皆無で、無視できるものであるにもかかわらず、種々 の行

動制限や精神心理的な悪影響が大きな不利益と二次的な健康障害を人々に与える。

その事をチエノレノブ、イリで、も経験し、2011年4月以降県民健康（管理）調査事業の立ち

上げ準備を行った。その目的は県民の長期にわたる健康見守り事業で、あり、当事者が

困難を乗り越え、また多くの関係者が協力できる体制づ、くりである。

私は、これまで要請を受けた各種の説明会や講演会等において、放射線災害医療

の専門家として、科学的な根拠に裏打ちされた研究成果と国際機関によるガイドライ

ンに沿った説明を行ってきたものであり、科学的な妥当性を欠いたり、非人道的な説

明は一切していない。日本の専門家集団がいち早く、原発事故の健康リスクについて

最新の科学的知見を取りまとめた内容とも整合性がとれたもので、あった（参考7）。

私の原発事故前と後での一連の学術論文内容と私自身の発言に髄艇はなく、それ

ぞれの目的と対象に沿った科学的論拠と推論を提示している。福島県に招1害された
後も、科学的な分析から県下の状況を時々刻々と評価し対応し情報発信をしている。

私自身が政治的判断を下したことはなく、自主避難を妨害したり、そのような指示を

出した事も一度もない。この間、外部からの暴力的な言葉や態度での非難や中傷、煽

りなどには反論せず、粛々と真塾に県民の不安と恐怖に向き合い、事故後2年間は県

民健康見守り事業の立ち上げ運営に鋭意取り組んできた。
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