特集◎震災、その後。

◎連続掲載
した。しかしながら、日常でも私たちは
被ばくをしています。代表的なのがレン
トゲン写真です。Ｘ線が体を通過して写
真ができますが、このとき約 マイクロ
シーベルト被ばくしています。ＣＴ検査
では５ミリシーベルトから マイクロシ
ーベルトの外部被ばくとなります。
内部被ばくは、体の中から被ばくする
ことです。有名な例がチェルノブイリで
す。チェルノブイリは福島の 倍の放射
性物質を放出しました。主なものは福島
と同様にヨウ素とセシウムでした。ヨウ
素は水溶性のため、水に溶けて草が吸い
込みます。その草を牛が食べて内部被ば
くします。ヨウ素は牛乳に集まりやすい
性質があるため、その牛乳を飲んだ子ど
もの体の中に入ります。ヨウ素は甲状腺
に集まりガンマ線、ベータ線を出します。
これが内部被ばくです。
甲状腺は甲状腺ホルモンを作る臓器で
す。このホルモンはヨウ素から合成され
るため、ヨウ素が集まりやすいという性
質があります。
実は日本はヨウ素過剰国なのです。ヨ
ウ素は食べ物でいうと海藻類に多く含ま
れています。日本人は、ワカメや昆布を
今回の事故により、被ばくして将来、
ガンになるのか心配だと思います。しか
しながら詳しくは科学的に分かっていま
せん。例えば１ミリシーベルト被ばくし
たとすると、遺伝子の切断が起こります
が、人間には修復する力があります。仮
に１００ミリシーベルトの被ばくをした
とします。この場合、 の遺伝子は修復
しますが、残りの１つがエラーを起こす
ことにより、ガンのリスクが上がります。
現在、統計的には日本人千人のうち３
００人がガンで亡くなっていますが、こ
の千人すべてが１００ミリシーベルトの
被ばくを受けた場合、ガンで亡くなる人
は３０５人に増えます。しかし、１００
ミリシーベルト以下の被ばくについては、
ガンのリスクが上がるということは科学
では確認されていません。

放射線とガンの関係は
科学的にどのようなものか

放射線と
健康を考える。

なぜ放射性物質は
白河市まで飛ん で き た の か
３月 日に大地震があり、福島原発事
故により放射性物質が漏れ出しました。
風に乗った放射性物質は、白河市に飛び、
微量ですが私の住んでいる長崎県にも飛
んできました。
ではなぜ放射性物質が飛んできたのか
を説明したいと思います。漏れ出した放
射性物質のうち約 ％がヨウ素１３１、
残りの ％がセシウム１３７、１３４で
した。これらの放射性物質が風に乗るに
は条件があり、沸点が低く、密度が軽い
ものであることです。そのため、プルト
ニウムやストロンチウムは沸点が高く密
度が大きいため遠くには飛びません。風
に乗ったヨウ素やセシウムは風の方向や
地形などにより飛散する範囲が変わりま
すので、決して同心円状にはなりません。
ヨウ素やセシウムは、アルファ線やガ
ンマ線などの放射線を出します。こうし

た放射性物質から放射線を出す力を放射
能といい、放射線を出す能力を表す単位
をベクレル、放射線が人に与える影響を
表す単位をシーベルトといいます。ちな
みに、ミリシーベルトはシーベルトの千
分の１、マイクロシーベルトはミリシー
ベルトの千分の１になります。

常食とする民族であるため、すでにヨウ
素が満たされて、あまり甲状腺に吸収さ
れない性質があります。ロシア人は逆に
ヨウ素欠乏の民族のため甲状腺にたまり
やすかったといわれています。
チェルノブイリで甲状腺がんが増えた
要因は、汚染された食べ物、特に牛乳で
したが、当時のソビエト連邦は摂取制限
をしませんでした。それが内部被ばくを
助長してしまいました。その経験から暫
定基準値が作られました。福島でも最初
に放射性物質が確認されたのが牛乳でし
た。続いて青物野菜、次に出たのが水で
した。そのような内部被ばくを軽減する
ため国際基準に基づく国独自の暫定基準
値を作り、摂取制限をしたわけです。

なぜ年齢が高いほど
甲状腺ガンにかからないのか

疑問
⑤

なぜ放射線量の基準が
それぞれ違っているのか

ましたが、 ミリシーベルトではないの
かと思った方もいらっしゃると思います。
これは、放射線防護と健康レベルの話が
一緒になってしまっているためです。
国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）は
放射線防護の基準を作っています。平常
時の被ばくの基準は年間１ミリシーベル
ト、放射能事故が起きた段階で年間１０
０ミリシーベルト以内に、そこから収束
に向かう間は年間１００ミリシーベルト
から ミリシーベルトに抑えるようにＩ
ＣＲＰは勧告しています。文部科学省で
はこの勧告の最も低い ミリシーベルト
を基準としています。さらに事故が一旦
収束したら、 ミリシーベルトから１ミ
リシーベルトに抑え、最終的には１ミリ
シーベルト以下にしていきます。このよ
うに線量は時系列の中で動いていきます。
今後、収束した段階に入りますので、
ミリシーベルトから１ミリシーベルトの
中で基準を決めていきます。このように
基準は、健康に影響がでるレベルから幅
を持たせて決めているのです。

今、私は１００ミリシーベルトと話し

疑問
⑥
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なぜ放射性ヨウ素は
現在、確認さ れ な い の か
現在はセシウムが地面に落ちて土に付
着している状態です。以前は空気中でし
たが、今は地面から出ている放射線量を
測っています。ヨウ素はすでにほどんど
ない状態です。
放射性物質は不安定な物質で、放射線
を出すことによって安定化しようという
性質があります。放射性物質には半減期
があり、ヨウ素は８日間で２分の１にな
り、さらに８日間経つと４分の１になり
ます。セシウム１３４は半減期が２年、
セシウム１３７は 年程度です。
セシウムは土の表面に留まりやすい傾
向がありますので、学校の表土除去など
人為的に取り除くことにより放射線量は
劇的に減ります。体の中にセシウムが入
った場合、 年間留まっているのかとい
うとそうではありません。人間には代謝
する働きがあり、子どもであれば 日、
大人であれば 日くらいで半分になりま
す。これを生物学的半減期といいます。

なぜチェルノブイリ事 故 で は
甲状腺ガンを引き起 こ し た の か

１９８６年４月 日のチェルノブイリ
事故前に生まれた子と事故後に生まれた
子を検診した結果、１９８７年以降に生
まれた子どもにはいっさいガンは確認で
ませんでした。そのため事故の約７か月
経過後には存在しない物質によって甲状
腺ガンが引き起こされたという推測がな
されました。それが放射性ヨウ素でした。
チェルノブイリでは主に子どもが甲状
腺ガンになりました。後発は０歳から５
歳の子どもに発生しましたが、男性だと
歳、女性だと 歳を過ぎると後発は認
められませんでした。これを放射線に対
する感受性といいます。
これは活発な組織、臓器や個体にでや
すいことです。小さい子どもは成長期で
すから、放射線に対する感受性が高くな
ります。そのため、放射線に関する限り、
子どもや母親を優先的に守ることが必要
だと考えています。
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被ばくには、外部被ばくと内部被ばく
があります。例えば長崎に落とされた原
爆はガンマ線、中性子線という物質が千
ミリシーベルト降り注ぎ外部被ばくしま
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センタ
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お届け 容 を 抜 粋 高 村 氏 の
講演
して皆
します
さんに
。

