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放射線健康影響 (内 部被ぼ く線量)調 査の評価等について
平 成 24年 3月 2日
岩手県放射線内部被ば く
健康影響調査有識者会議
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今回の購査のF● について
(1)全 体的な評価について
放射性セシウムによる預託実効線量は、最大でも0.ONv未 満という結果であり、全員が1
鵬Vを はるかに下回つていることから、放射線による健康影響はきわめて小さいと考えられる。
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今後の対策について (調 査・検査の継続又は終了、調査対象者の拡大・縮小等)
今回の日査結果により放射性セシウムの内部被ぼくによる健康影響は極めて小さいレベルで
あることが明らかとなつたことからt田 査の継続は必要ないと考えられる。

今回の疇査対彙者に係る追加検壺の必要性について

(1)放 射性 ヨウ素による健康影響に係る甲状腺超音波検査の必要性
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放射性 ヨウ素による被ぼくの状況については測定値がないことか ら、今回の放射性セシウム
による内部被ぼくの調査結果や福島県における測定結果によ り推定するしかないが、それらを
勘案すると、本県の子どもの放射性 ヨウ素による内部被ぼくは極めて小さいと推定されること
から、甲状腺超音波検査の必要性lま ないと考えられる。
放射性セシ ウムによる内部被ばくに係るホール・ボデ ィ・カウンター検査の必要性
今回の出壺で放射性セシウムによる体内汚彙がごく低いレベルであることが明らかとなつた
ことか ら、ホ‐ル・ ボディ・ カウンターによ
いと考えられる。
上記以外の追加検査の必要性
必要がないと考えられる.

県民生活上の日意事項等について
1)飲 食物等による内部被ばくの防止に関する助言等
く
今回の調査錯果を踏まえると、 これまでと同様の食生活を構続 しても健康に影響が及ぶとは
考えにくい状況です。流通段階で検査が行われている (… 般的に市販されている)食 品につい
ては特段の心配は必要ないと考えられますが、空間線量の宙い地域の野生のきのこや山案を食
べる場合は、念のため汚彙 レベルを把楓する必要があると思われます。
また、地面か らの土ばこりや砂の舞い上が りを大量に吸入 しないようにして下さい。
②

空間放射線等 に よる外部被ば くの防止に関す る助 言等

現在、年同 1いヽ以下という目様で除彙等の放射線量低減作業が進められていますが、一部、
線量の高い場所 く
いわゆるマイクロホッ トスポット)が存在 している場合は、そ こに長く日ま
らないなど、できるだけ外部被ぼくを避けることが望ましいと考えられます。
(3)放 射性物質によるlat康 リスクや生活習慣等も含むがんの リスクに関する助言等
今回明らかとなつた放射線の内部被ばくによる発がんリスクは、喫燿はもちろん、自塩分食、
野菜不足等によるリスクに比べ極めて低いと考えられます。発がん リスクの低減には、低い リ
スクをゼロに近づけるよりも、食事を含む生活習慣の改善に努めることが効果的と考えられま
す。
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その他
。 今後 の対策について 、今回 の調査を継続す る必要性は く、追カ 査等
低
ロ
も必要ない との結論が得
検
へ
られたが、県民 のフ ォロー ア ップの観点 か ら継続調査が必 要 との意見 もあ つた。

〔
多考〕

O
・

第 2回 会議における主な意見 (抜 粋 )

行政 に向けて
農畜産物 の出荷段階 において計画的な測定 を実施 し、安全性 を確保する ことで内部被 ぼ くは軽減
も しくは防止で きる と考 えられます。 これ らのデー タを様 々な手段に よつて公表す ることにより、

県民の不安感 を払拭す るこ とが重要であると考えます。
放射性 セシ ウムの摂取経路は ほぼ 10o%食 事由来 の ものなので、陰膳方 式による食事 由来セシ ウ
ム摂取量 の調 査は内部被 ば くの実態把握 のために有意義です。
・ 放射線 に限 らず t基 準値 ではなくリス クで考えるコ ミュニケー シヨン (リ ス ク・ ベ ネ フ ィット)
を、一貫性 をもつて行 ってい く必要があると思われます。
・ 今回の調 査結果 をみる限 り内部被 ぼくは極めそ低 いので、相対的 に外部被 ばくの寄与が大き くな
・

ると考え られます。
県南地域では土壌 由来な どの環境放射線 量の詳細 な地図を作成 してそれ らの情報 を提供す ると
ともに、 レベ ル に応 じて必要な対策を明確 にし、放射線 に関す る正 しい知識 の普及を図ることが必
要 と考えられます。
・ 奥州、平 泉、一関の 3市 町が汚染状況重点調査地域に指定 された ことか ら、 これ らの地域では国
の方針に従 つて必要な措置 をとる必要があ ります。
・ 調査 の継続等 に関す る意 見は、 この調査結果 のみか ら判断 したものです。 よ り大きな リスク・ ベ
ネ フ ィッ ト/コ ス ト・ ベネ フ ィッ トの観点 か ら施策 を決定 してい くことも重要 であると考えます。
・ 被ばく影響 に対す る県民 の (心 理的な)不 安 に対処す るのであれば、長期経過観察 を前提 とした、
継続実現性 の ある施策 の実行 を望みます。

O

県民 に向けて
現在のわが国 における死亡原因の第一位 はがんであ り、これまで明 らかにされ てきた喫煙等 の リ
ス ク要因 を回避す る対策が重要です。
・ がんの要因の約60%は 喫煙 と食事 にあると考 えられてお り、現在 の岩手県民の被 ばく レベルでの
発 がん リス クは、喫煙はもちろん のこと、高塩分食 、野菜不足、高脂肪食、等 に比べ てもはるかに
低 い と考 えられます。
・ ゼ ロに近 い放射線 の リス クをさらにゼ ロに近づ けるよりも、食事を含む 生活 習慣 を改善する方が、
がんの予防 のためには るかに効果 が大きい と考 えられます。
・ 放射能の健康 リス クを知 ることによつて、他 の生活習慣 の リス クも見直 していただき、 トー タル
・

として健康増進 を図 つてい くことが大切 であると考 えられます
̀

