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映画『A2-B-C』上映に向けての学習会記録� ２０１４ 年 10 月 ７ 日

入江紀夫先生による学習会
〜『A2-B-C』が意味するもの〜

日　時：2014 年 10 月 7 日
場　所：奈良・市民放射能測定所
講　師：入江紀夫先生（入江診療所長）
出席者：測定所スタッフ A、B、C、D（以上４名は避難者）、E、F、G、H

映画「A2-B-C」について、入江先生に、測定所スタッフより以下の質問をして、その回答としてまとめ
てくださった資料を示しながら話していただきました。途中、随時スタッフから質問し、お答えいただきな
がらお話をすすめていただいています。

※質問事項は以下のとおりです。
　・「A2-B-C」とは何を表しているのか
　・福島の事故の後、ほんとうに疾患が増えているのか
　・普通（一般的に）、子どもに A2 などが見つかるのか
　・福島における、甲状腺がんの発現数は？
　・現時点の状況はどうなっているか（映画は 2 年前）

（スタッフ E）映画の中で空間線量を測っていて、40µSv/h、50、と上がっていく場面がありましたが、
チェルノブイリでは 0.5µSv/h の場所が廃村になっています。その地域の子どもたちが事故後５年後くらい
に目が見えなくなるなどのことが起きたためですね。福島ではそのレベルをすでに超えているのではないで
しょうか。時間の問題？
（入江 Dr）もう時間は来ていますよ。
（E）伊達市がこんなことになっているなんて知らなかった……。飯館村が大変だというイメージはあっ

たけれど。伊達がこんな……。
（入江 Dr）ぼくはこれ１回見たんですね、ドイツ視察旅行にいったときに現地で。向こうの人に見てもら

ったら、びっくりしておられました。そのときはもう疲れきっていてあまり記憶にないんだけれど、帰国後
もう一度改めて見て、大分勉強になりました。

【『A2-B-C』の印象に残った点】

この映画はやっぱり、大事なところを記録していますよね。（原発事故後の）初期のね。ひとつは、あん
なところで子どもが遊んでいて……。あの風の強さ。あれは危ないな。あんなに風が吹いたらまたいっぺん
に、放射性物質、土に沈着したのが、一度落ち着いたものがまた増える。除染の場面がありましたが、あれ
も危ないな。子どもがマスクをせずに校庭で遊んでいるところが実録で残っている、あんなのを見るとぞっ
としますね。あとは、山下俊一氏が出てきてコメントしているところ。東大の先生が来て、子どもたちを前
に 「危なくないよ」ということを言っていますが。今年８月半ばに全国紙の新聞広告で、同じことを言って
いましたね。変わってない。（後で触れる）

では、映画の話に関連することを質問事項に沿って、簡単に報告します。
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【福島県での 18 歳以下の甲状腺検診�「発生するはずはないが不安をなくすため」に始めた】

まず「『A2-B-C』とは何を意味するのか？」について。
これはエコーの診断の基準なんですよね。福島の 18 歳以下

の子ども 30 万人を対象に、全員の甲状腺検査をすると。こう
いうふうに小学校を回って一列に並べて１人３分くらいでバー
っとやるんですよ。これは中学校、体育館で。衝立を立ててそ
の向こうで。そのくらいでやらないと 30 万人なんてはけない。

これは、もともと山下さんが「甲状腺がんなんて発生するは
ずがないから安心させるために」と始めたものです。

【甲状腺エコー　のう胞、結節、がん】

次は、甲状腺の位置する場所とエコー検査の画像です。
甲状腺は、ものすごく小さい、20g くらいの固まりです。だ

から子どもだと５g か６g。小さな臓器なんですけど、栄養と
してヨウ素を取り入れるので、ヨウ素が甲状腺ホルモンの材料
になるんですね、だからどんどんヨウ素を取り込みます。ヨウ
素が体に入るとここに濃縮されるわけですね。

甲状腺のエコー検査はこうやります。器具を喉に当てて、画
像で見ます。これは気管支ですね。この上に、甲状腺がありま
す。

いろんな画像が撮れます、この黒い袋が「嚢
のう

胞
ほう

」といいます。塊で見えるものが、結節です。そういう検
査をやって、基準をつけるわけですね。

【判定基準】

「A 判定」というのは、「そんなに問題がないだろう」という
ところで二つに分けて、変化が見られなかったのを「A1」。こ
れは異常なし、まったく放置。

それから「A2」が出てきましたね、これは結節、塊につい
ては５ミリ以下、嚢胞については 20 ミリだから 2 センチ。そ
こそこ大きいですね。そういう袋を認めた場合は A2、これに
ついては「まったく何もないことはない、怪しい」というこ
と。A2 については、まったく何もないということはなく、ち
ょっと間を空けて経過観察で、３カ月とか 6 カ月おきに検査
します。
「B」については結節は５ミリ以上。ちょっと大きい。嚢胞も 2 センチ以上。大きいから異常だというほ

うに入れて、二次検査に回します。
「C」については初めから「これは危ないな」というようなものです。
このように、一次検査で判定をするのが A2、B、C ですね。

【甲状腺検査の流れ】

そういう一つのシステムを作っています。18 歳以下も 30 万人を超音波検査で判定をして、より分ける
のですね。これをスクリーニングといいます。

エコー検査はまったく痛くないし、害はない。被曝もしない。簡単で、機械が良くなってますから細かい
ところまでよくわかる優れた検査ではあるんですが。

甲状腺エコー のう胞 結節 がん 
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一次検査で怪しいものについては、今度はそんな簡単な検査ではなくて、針で刺すんですね。あの小さな
甲状腺に、子どもだからもっと小さいですね、高校生くらいだ
と 20 ミリぐらいになるけど、小学生は５g しかない小さな甲
状腺に、大きな太い針をぶすっと刺すわけで。甲状腺は大きな
血管が流れてますから当たったりしたらそれこそ命にかかわる
くらいの危険な検査で。

それで、細胞をとってきて顕微鏡で見て、怪しいものを「が
ん疑い」とします。そうやって取ってきた中にがん細胞があっ
たら、ほとんどそれは「がん」ということになります。それが
9 割以上なんですが。発表された数字は、ほとんどがんです
ね。

そういうふうにして、本当に危ないものは、手術して取ります。

【福島県の検査実施自治体の検査年度別色分け】

ここに原発があって、事故が起こりましたね。こちらが飯館
村、栃木県、茨城県と風が吹いて放射性物質がこう回った。順
番として汚染の強いところから、浜通り、中通り、それから会
津。事故後半年の平成 23 年 9 月から始めて、それらの地域を
３年かけてやってます。それがこの結果ですね。３カ月おきに
１回検討委員会が開かれて、発表していくわけですね。

【福島県小児甲状腺がん公表の推移】

あの映画は、1 年半後でしたね。だから 2012 年の時期を撮って
いるわけです。このときの発表ではまだそれほどがんは出ていな
い。だからあの人たちは、まだ、「ただちに健康に被害はない」と
いうあたりで、心配しておられたわけで。それから、「将来がんに
なったらどうするんだ」っていうようなことを言っていましたよね。
2 年、3 年後のこの辺の数字が出ていたらそれこそみんな飛び上が
っていたと思いますね。じわじわと上がっていったわけですから。

2012 年９月にひとり、映画を撮ったときに「悪性もしくは疑い」
が出ていますね。だから高校生の女の子に聞いていましたね、「が
んが出ているけどどう思うか」と。

そのころ、この１名が出たときはマスコミは騒いだんですけど、「出たか」という感じではあったんです
が、因果関係については難しいですね。100 万人にひとり出るものが、１万人検査した中でひとり出たか
らといって大騒ぎしていたんですけど、理屈上、非常に困難。ところが、この頃、2013 年６月に 28 名出
てきたときには、そろそろ、「おかしい」と。「普通の数字じゃない」と。いろいろ我々も調べたり、岡山大
学の津田先生※はこの数字で「多発性」と言われています。疫学的にこれは異常だと。

その後、３カ月おきに検討委員会を行って、2014 年 8 月現在 104 名。ひとりは良性ですから 103 名。
３桁になっています。

あともうひとつ今回大事なのは、58 名が手術していますね、この手術は今まで「やりすぎじゃないか」
と言われていたんです。あとで触れますが、山下さんや、福島医大が言っているんですが。

※津田敏秀氏。岡山大学大学院環境生命科学研究科教授。DAYS JAPAN 2014 年 10 月号に広河隆一氏によるインタビュー『特集 
100 ミリシーベルトのウソ』を掲載。

福島県小児甲状腺がん公表の推移 



- 4 -

【甲状腺検査─がん103 例　2014 年 8月24日公表】

これが現在公表された、103 名のがんの例の分布です。
1 年目が浜通りで行った検査、２年目が中通り、３年目が会

津地方。これが最新の検査結果で、2014 年 8 月 24 日に明ら
かになっています。4 万 7000 名中 15 名、というような数字
ですね。これがどれくらいの大きさなのかというのは、比較し
ないといけないんですね。この 15 名が多いのか少ないのか。

【放射線の影響を否定する「専門家？」たちは】

山下さんとか、中川さん（後出）、あるいは福島県立医大
の人たちがこの数字をどのように見てきたかというと、チ
ェルノブイリでは甲状腺がんは 5、6 年たってからブワッと増
えたんですね。だから２年くらいで出てきているこの数字
は、放射能と関係ないというようなことを言っています。

それから、大人では甲状腺がんは割とありふれているん
ですね。たくさんあっても、何も悪さはしないものだから
みんな知らないで持っているようなものもたくさんあるん
です。そういうものを 30 万人、なんの症状もないのに検
査をしたものだから、それでたくさん見つかったのではないかと。それが山下さんなんかの言われる「スク
リーニング効果」というわけですね。検査したから出てきたのだと。

否定する側の論理はだいたい同じです。この広島の先生（西 美和氏）は岡山大学の新入生を 2500 名検
査したら３名がんが出たと。福島の検査と比べたらこれは同じだ、ということを主張されていますが、本当
にそうなのか。マスコミなんかはそういう論理を張られると、福島は異常だというようなことを言いにくい
ですね。

【甲状腺がんの分布】

ひとつ知っておいてもらいたいのは、日本の甲状腺がんの年齢分
布図なんです。今検査しているのは、19 歳までのこの辺なんです
が、20 歳過ぎるとぐーっとこんなに増えていくんですよ。だいた
い 30、50 歳くらいまで増え続ける。ものすごく、ありふれている
んです。人口 10 万人あたり 15 名、そんな数字なんですね。

今、福島の子どもたちというのは 19 歳以下です。ここを見てほ
しいんですね。先ほど岡山大学の学生の検査でたくさん出た、とい
うのは、20 歳くらい、このへんなんですよ。だから年齢の違う集
団同士を比べるには、ちゃんと年齢の補正をしないといけない。そ
ういうのをせずに、ここでたくさん見つかっているから同じだ、と
いうことはできない。

それから先日（2014 年 8 月 17 日）、例の、中川恵一氏の政府広
報で新聞にどんっと全面広告が出たでしょう。彼が言うのは、韓国
で検査をしたら見つかったと。検査をすればするほど見つかると。
あれはね、韓国の人は乳がん検診のときのついでに甲状腺がんの検

甲状腺検査-がん１０３例 

地 域 18歳以下の
人口  

第一次検査
受診者 

第一次検診
陽性 

＝第二次 
検査対象者 

第二次 
検診結果 
確定者 

がん症例数
（手術例） 

2011年度 47,780 41,813 
(87.5%) 

221 
(0.5%) 

191  
(97.9%) 

15 (13) 

2012年度 161,144 139,209 
(86.4%) 

985 
(0.7%) 

864 
 (97.0%) 

54 (41) 

年度 158,783 115,004 
(71.4%) 

1,030 
(0.9%) 

793 
 (91.7%) 

35  (4) 

合計 367,707 296,026 
(80.5%) 

2,236 
(0.8%) 

1,848 
（94.7%） 

104(58) 

2014/8/24 
              公表 

放射線の影響を否定する「専門家？」たちは 

☆ 甲状腺がんは最短で４～５年で増加したというのがチェルノブ 
イリの知見。（事故後１年半から２年の）今の調査では、もともと 
あったがんを発見している 

鈴木真一 福島県立医科大学教授 
☆ 人数だけ見ると心配するかもしれない。しかし、２０～３０代でい 
ずれ見つかる可能性があった人が、前倒しで見つかった 

山下俊一 福島県アドバイザー 検討委元座長 
☆ 元来ある甲状腺がんを早期に発見した可能性がある 
福島よりも岡山大学新入生検診の方が発症頻度が高い
西 美和 広島赤十字・原爆病院小児科  

☆ 超音波検査の改良で微小がんがどんどん見つかる 
山本俊明 ジャーナリスト 雑誌「世界」 

甲状腺がんの分布 極めてまれな若年層で多発 
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査をするそうです。そういう世代なんです。30 代とか 40 代の人に検査をしたらブワーッと増えたんです
よ、この検査をやり始めたらね。で、福島の話をしている。それは間違いです。

- 5 -



- 6 -

【極めてまれな若年層で多発】

これは、「細胞診検査で悪性ないし悪性疑いであった 104 名の
年齢分布」です。14 歳以下は 17 名いるんですが、14 歳以下なん
てものすごく少なく、それこそ 100 万人にひとりです。それが 30
万人に 17 名出ている。

【年度別対象地域での甲状腺がん発生状況】

これは岡山大学の津田先生がまとめられたもの
ですが、各地域ごとに何名出たと、これは手術症
例ではっきりしたものです。これを、何名検査し
て何名出たというのを、こんどは比率で見ないと
いけませんからそうしてみると、10 万人あたり
これだけの数字になるわけですね。これが高いの
か低いのか、ということですが、比率でみると 
15 倍、40 倍、28 倍。非常に高い。特に、中通
り中地区、二本松市、本宮市という地域は非常に
高いんですね。このように、非常に地域のばらつ
きがみられる。

【福島はチェルノブイリの一部地域に匹敵　チェルノブイリ検診発見率と比較】

この数字をみると、チェルノブイリのときは、ベラルー
シのゴメリという町は原発のすぐ北側でものすごく汚染さ
れたところなんですけど、そこを除くほかの汚染地域とほ
ぼ同じです。10 万人に対する甲状腺がんの比率が、ほぼ
同じになっている。

甲状腺がんの分布 極めてまれな若年層で多発 

年度別対象地域での甲状腺がん
発生状況（岡山大学大学院 津田教授資料より） 

福島はチェルノブイリの一部地域に匹敵 
チェルノブイリ検診発見率と比較 

福島県発見率（対10万人） 山下ら超音波スクリ-ニング 
チェルノブイリ（1991-1996年） 

二次検査確定率 

（77％） 

 38.8 
(44.3) 

 33.5 
(38.7) 

198.4 

8.4 

21.7 

31.0 

39.7 

(88%) 

86% 

30.4 
（39.5） 
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【23・24 年度分でみられた有意な地域差】

最初の２年間、飯館と浜通り、中通りは、原発事故の粉
塵がブワーッと回ったところですね、この地域でがん症例
の発生率と検査した人数の比率が一番低かったところを１
とするとほかは何倍あるかという比率を比べたら、11 倍
も差があるんですね。

先ほど、30 万人をひとり数分で検査すると言いました
ね。技師さんの技術力も、判定の仕方も決まっているでし
ょう？　だからまったく一律でやっているから、例えば個
別の専門病院でやった場合とは違ってくる。東京なんかで
は、割としろうとの医者と専門病院では発見率が違うとい
う、そっちのばらつきがあるんですが、福島では同じやりかたで一律にやるので、そんなばらつきが出るは
ずはない。それが、汚染されたところでは非常に高くなっているというのは、地域の汚染の差によるという
ことになりますね。この 23 年度と 24 年度ではそれがはっきり出たんです。

【25 年度（事故後 3年目）会津分により全県（一部未）　地域差に縮小がみられる】

今回 8 月の、最後の、会津で調査したぶんですね。事
故後 3 年目。1 年目、2 年目と他の地方の検査が終わって、
会津地方のぶんが今年発表になったんです。

会津地方はほかと比べて汚染もそれほどでもないからも
っと地域差が広がるかもしれないと思っていたところが、
あけてみたら、会津はかなりがんの数が増えてるんです
ね。

それで比較してみると、やっぱり二本松市とかの汚染の
強かったところは２倍くらい高いんだけど、さっき 11 倍といいましたね、それが縮小している。地域差が
みられなくなってきている。それのひとつは会津が予想以上に汚染されているんじゃないか。すると福島県
内全域がかなり汚染が進んでいるということと、もうひとつは会津は３年間たってから出てきたというこ
と。

そうすると、小さながんは 1 年目では見つからないけれど２年、３年たってきたら大きくなるから、会
津は時間がたつにつれて見つかるものが増えているんじゃないかと。

そういうことを考えると、最初の１年目、ここで甲状腺がんの判定をやって異常なしとか A2 とか、経過
観察しようかという中からこのがんが出てきた可能性があるということを考えなくてはならない、というこ
となんです。

【福島県の手術実施率は極めて高い】

もう一つ、今回初めて明らかになったことがある。「ス
クリーニングをして、しなくてもよい検査までも一所懸命
したために、見つからなくてよいがんが見つかった」と山
下さんたちは言っていますが、そして専門家の中からは

「やりすぎではないか」と。手術するのも、針で刺して検
査するのも含めてね。

いや、それがそんなことはなくて、実は見つかったがん
は 非常に重いものなんです。

確かにものすごい数を手術しています。それをどういう
ふうに見るかというと、本当に手術のやり過ぎなのかどう

**二次検査受診割合 
７０％以上の市町村 

津田敏秀氏（岡山大学大学院）作成資料を一部改訂 

２３・２４年度分でみられた 
有意な地域差 

POR*（Prevalence Odds Ratio）*＝有病オッズ比 
(95% C.I.) *＝（95%信頼区間）  

がん 
症例数 

一次検診
受診者数 POR* (95% C.I.) 

* 
①2011年度地域 (近い地域 ) 14 41,981 6.11 (1.08-130.53) 

②北（福島市・桑折町ほか） 12 50,774 4.33 (0.75-93.48) 

③中（二本松市・本宮市ほか） 11 17,969 11.22 (1.92-243.83) 

④郡山市 23 54,951 7.67 (1.43-179.76) 

⑤南（白河市・西郷町ほか） 8 16,912 8.67 (1.39-194.01) 

⑥いわき市 14 47,519 5.40 (0.96-115.31) 

⑦いわき市を除く東地区** 6 25,876 4.25 （0.63-98.45） 

⑧会津若松市を除くH25年度
残り地区** 

1 18,327 1 

１．会津もかなり汚染されている 県外での発生 
２．検診時期が経つとがんが進展 経過観察 

２５年度（事故３年目）会津分により全県（一部未） 

地域差に縮小がみられる  

福島県の手術実施率は極めて高い 

3.48(4.52) 

＊ 国立がんセンタ-、甲状腺がんの年次別、年齢別、性別の１０万人当たりの発生数から 
日本全国の推定甲状腺がん発生率（１５―１９歳における年間１０万人中１.１２例    ２０１０年）  

手術実施率＝手術患者数/一次検診受診者数*10
万人 

がんセンター

２５年度

２４年度

２３年度

13/41,813 

41/139,209 

10.36 

1.12 

9.82 

1.15 
4/115,004 
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かということを全国と比べてみたらいいんですね。
全国と比べるときは、国立がんセンターの同じ年代で、いったいどのくらい手術をしているのかを見る

と。だいたい 10 万人にひとりくらい手術しています。ところがその年代で福島ではどのくらい手術して
いるのかというと、10 万人に 10 人です。この２年間で。まだこれから増えるのだと思います。10 万人に
10 人ということは、例えば奈良市では 19 歳未満はだいたい６万人いますね。そうすると甲状腺で手術を
するのは年にひとりいるかいないかくらい。というぐらいのところが、毎年６名７名の手術をやり始めた、
ということになる。それは異常ではないか、何か原因があるはずではないかという。

【58 例の手術の適応症例について】

この、「しなくてもよい手術をしているのではないか」
という批判については、福島医大からの発表があります。
しなければならない手術しかしていないと。そういうが
んというのは、10 ミリ、１センチ以上の大きさがあって、
リンパ節のような周りに転移していると。19 歳未満の人
でですね。それから、甲状腺の膜を破って外に出ていて、
その周りの神経を侵す可能性がある。肺に飛んでいる。こ
れは、悪性ですね。そういうものしか手術していないとい
うことなんです。そうすると、スクリーニング説ではない
ですね。極めて危ないものをみつけているということで、
たまたまみつかったものではない。手術しなくてはならない症例が、103 名のうち 58 名出ている。もう過
半数を占めているというようながんなんですね。
（D）先生これは、A2、B、C で言ったらもう確実に最初から C 判定が出ている人、ということなんです

か？
（入江 Dr）A2、あるいは B で判定された人の中から精密検査をして、針で突いて細胞をとってみないと

いけない、やはり手術をしなければいけない、というふうに絞り込んでいった人ですね。だから、A2 の人
からは少ないかもしれない。そういうふうに、二次検査した人の中から絞り込まれた、最終的なものです
ね。
（F）会津では３年目に検査をしていますね。では、初めて受ける検査が、被曝から３年目のものだった

ということですか？
（入江 Dr）３年目で会津の人たちの検査の順番が回ってきたということですね。
（F）３年たったから、数がこれだけいたということでしょうか。
（入江 Dr）１年目だともう少し少なかったかもしれませんね。見つからないくらい、まだ小さかったか。
（E）早めに検査をした場所の人も危ないですね。
（入江 Dr）そうですよね。今、A1 だったから良かったとは言いにくいんです。きちんと、フォローして

いかないと。経緯観察が必要です。もっと増える可能性があります。そういうことで、これが初めて、手術
する理由を公表したんです。これは大きい。スクリーニング説が、崩れてきたんですね。福島医大の発表に
よって。

【甲状腺以外にも多様な健康被害が発生】

甲状腺については映画のタイトルにもなっていますが、映画の中ではいろんなことを言っていましたよ
ね。鼻血とか。だからね、そういう意味であの映画はすごく貴重な記録映画なんですよ。初期の、原発事故
から１年半ぐらいの当時。甲状腺のこうした状況がまだわからないときに、鼻血などのいろんな健康被害を
聴き取っている。

これは岡山大学の津田先生が、双葉町の町長さんから依頼を受けて検査していますね。いろんな症状につ
いてのアンケートです。宮城県丸森町、福島第一原発のすぐ北側ですね。それからこれは、滋賀県木之本
町。琵琶湖の近くですね。場所はどこでもよく、汚染のないところを選んだということですね。汚染のきつ

悪性度の高いものが半数以上 

５８例の手術の適応症例について 
• 絶対的手術適応 （甲状腺癌が疑われた場合） 

術前腫瘍径10㎜以上、 
                                リンパ節転移、 
                               甲状腺被膜外浸潤、 
                               遠隔転移など 
• １０ミリ以下はいわゆる微小癌であり成人では経過観察される場
合もある。しかし微小癌でもリンパ節転移や遠隔転移、甲状腺被
膜外浸潤、反回神経や気管に近接している場合 
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いところ・少しあるところ・ほとんどないところを選んだということでしょうね。汚染のないところを１に
して、症状の統計を比べてみると。この数字が１を超えているところが、明らかに数字が意味を持っている
んですね。

心臓の、これはセシウムの影響とよく言われる心筋の病気ですが、これは丸森町でも双葉町でも高い。
これが鼻血とか、呼吸器の症状ですね。咳とか。こうい

うのがやはり、２倍、４倍、というふうに。１を超えてい
るところが明らかに汚染のためではないか、という統計の
ひとつの見方です。
（E）肥満度が、双葉町では木之本町の 1 に比べて 17、

と高いですが、これはいかがですか？
（F）事故のために外に出なくなったから運動不足でし

ょうか？
（入江 Dr）これはいろんなものがからんでいるんでしょ

うね。
呼吸器の症状についても、アレルギー性鼻炎ではなくてくしゃみ、水っぱなが止まらなくなったのを汚染

のためだと思い込んだのだ、とする人はいっぱいいると思います。そういうふうに、いろんな症状が出てい
ます。発疹が出たとかいうのもね、当たり前だと思うんですよ。

【4月10日　宇都宮市開業医撮影の写真】

それはなぜかということを説明します。
これは宇都宮市の診療所で撮影されたものです。見たことはあり

ますか？　ない？
レントゲンを撮るためのフィルムを保管してあるところから取り

出して、患者さんを撮りました。するとこんな変なものが写ってい
る。黒い点。こんなものは普通ない。これはごみ、汚れです。この
人の中についていたものではないんですね。この人は何もないんだ
けど、フィルムに汚れがついていたものだから、見たときにあれっ
と思って。

それはこの宇都宮の病院だけじゃなく、福島、北関東、千葉、そ
ういう汚染された地域の病院の技師さんから富士フイルム社に問い
合わせがあったんです。何かで汚れてると。

その時期、そしてこの点のつきかたからして、これは放射性物質
というふうに富士フイルムから正式見解が出ています。富士フイル
ム、キヤノンのホームページに出ています。「黒点　フィルム」で
検索すればこの写真も出ます。

これはね、どういうことかというと。
これは東京の、大学病院のレントゲン室でもあったんです。とい

うことは、そこまで何か放射性物質がずーっと漂ってきて、フィル
ムについたわけです。それぐらいの大気が、東京都内、千葉でみんなそうだったんですね。

【気象研究所（筑波、Nature2013）】

そのことをいくつか証明しているのが、茨城県つくば市にある気象研究所が観測したものです。この黒い
点はみんな一緒です、放射性物質がフィルムに当たって、焼き付けたわけです。こんなふうにつくばでは観
測されている。この数を数えたら、3 月 14 日から 15 日に 10 倍、100 倍と、ぴょんと上がっていますね。
その次に一度収まって、また 21 日にボーンとこんなになっている。15 日のものと少し違っていますね、
これは粒子が違っているのだと思います。ヨウ素なんかはこのとき、半減期で増えたり減ったりしますから

甲状腺がん以外にも多様な健康障害が発生 
地域対照を用いたアンケート調査 

２０１１年１１月 ２０歳以上 ８０００人 （岡山大学津田教授） 

最初に報告があったのは、原子炉建屋が水素爆発を起こした翌日の３月１４
日、福島県内の病院からで、その後、東北のほか北関東三県と千葉・東京都内
など関東近郊の医療機関から 件ほどの問い合わせが富士フィルムにあった。
３月１７日から２７日は特に顕著であった。４月４日頃から黒点は減少してほと
んど写らないが、風の強い日には再び黒点が写ったという。

気象研究所（筑波、Ｎａｔｕｒｅ２０１３） ４月１０日 宇都宮市開業医撮影

←

←
←

←←

←

最初に報告があったのは、原子炉建屋が
水素爆発を起こした翌日の 3月 14 日、福
島県内の病院からで、その後、東北のほ
か北関東 3県と千葉・東京都内など関東
近郊の医療機関から 50 件ほどの問い合わ
せが富士フイルムにあった。3月 17 日か
ら 27 日は特に顕著であった。4月 4 日頃
から黒点は減少してほとんど写らないが、、
風の強い日には再び黒点が写ったという。
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ね。いろんな放射性物質が出ています。
（E）レントゲンのフィルムというのは、どんな場所で保管されてい

るんですか？
（入江 Dr）ものすごく厳重に密閉されていますよ。少しでも光が入っ

たら感光するわけですから。真っ暗闇で、鉛やアルミで遮蔽していま
す。そうしないと、光なんてどこでも漏れますから。それと同じくらい
大気も漏れて入ってきてるわけで、粒子が表面に沈着するわけです。

スモッグや排気ガスが部屋の中にも漏れてくるのも同じです。そうい
うふうに、目に見えない小さな微粒子だけど、放射線をブワーッと出し
ているから、この範囲に見えるくらいに大きくなって写るわけです。粒
子そのものは、顕微鏡で見たって見えないぐらいに小さい。でもそこか
ら放射線が出ていて、その範囲は焼き付けられるから、こんなものがいっぱいついたわけですね。

これが、ごく普通の東京都内の住宅街でついたわけです。それを観測していたのが、茨城県つくば市。

【多数の粒子状放射性物質を観測】

もうひとつ、群馬県高崎市にある、これは
非常に特殊な観測所で、核実験を監視・モニ
ターするところです。CTBT（包括的核実験
禁止条約）高崎観測所。世界中に 50 カ所く
らいある国際機関で、日本では、沖縄と高崎
にあります。イランなど全世界で行われる核
実験を監視しています。

ここの違いは、粒子をすべて物質にわけて
カウントしているところですね。線量計で何
マイクロ、とかそういうのではない。粒子そ
のものをとって、そこから何ベクレル出てい
るかを調べます。あらゆる放射性物質の粒子
の数が、つくばと同じように跳ね上がってい
る。15 日、20 日、そして 29 日にボーンと。東京都内に漂ってきたときに観測しているわけですね。

こういう状況が、事故後起こったわけです。
セシウム 134、137、138。こういったものを全部観測しています。一時期、フィルターが壊れたそうで

す。あまりにも放射性物質が多いので。
ここは時々、北朝鮮が核実験をやったのではないか、などと観測して報道に出てくるところですが、その

くらいの汚染を観測しているところでこんなことになった。これも非常に大切なデータだと思います。
何が起こったのか、ということですよね。
だからこの映画で、福島でグラウンドで子どもたちが遊んでいて風が吹いていることが気になります。こ

のデータでも、いっぺんは放射性物質の数が落ち着いている。14 日、15 日にそれがまた増えているんです
ね。それは、春一番で強風が吹いて土に沈着したものが舞い上げられたということ。東京都内でもそれが起
こった。

【東北から北関東一円が汚染】

福島で今、復興の話が進んでいますが、会津で甲状腺がんがかなり出ているということは。会津と同じく
らいの汚染の地域はいっぱいあるんです。栃木、千葉。だからおそらく、ちゃんと検査したら会津と同じく
らいの数の甲状腺がんが出てくる可能性がある。もう、そういう状況に入ってきてるんです。103 名も出
てきて。早くキャッチして対策をたてないと、それこそ大変なことになる。

甲状腺がんは、悪さをしない、おとなしいがんです。だけど、小さい子の場合は進行が速いし、悪性度が

最初に報告があったのは、原子炉建屋が水素爆発を起こした翌日の３月１４
日、福島県内の病院からで、その後、東北のほか北関東三県と千葉・東京都内
など関東近郊の医療機関から 件ほどの問い合わせが富士フィルムにあった。
３月１７日から２７日は特に顕著であった。４月４日頃から黒点は減少してほと
んど写らないが、風の強い日には再び黒点が写ったという。

気象研究所（筑波、Ｎａｔｕｒｅ２０１３） ４月１０日 宇都宮市開業医撮影

←

←
←

←←

←

多数の粒子状放射性核種を観測（包括的核実験防止条約高崎観測所） 
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高いから、早く手術しなければならない。さもないと、置いておくと命にかかわることだって起こり得ま
す。

転移もあります。詳しいことはまだはっきりわかりませんが。
あの映画のその後、どんどん事態は明らかになってきている。しか

し、それを口が裂けても言わないのが福島医大です。そういう状況のな
かで、実は専門家の中からも意見が出てきています。こんなことをして
いたらいけない、甲状腺がんだけではなくいろんな健康被害について、
心配している人については検査をやるべきだというようなこと。

だから、放射性物質というのは閉じ込めないといけないんです。遠ざ
かるということ、逃げたい人は逃げる権利を認めるべきだということだ
と思いますね。

（資料の説明終わり）

　　　◇　　　◇　　　◇

（入江 Dr）よけいに気持ちが重くなられたかもしれませんね。でもね、本当のことを知っておかないと。
あの状況で何も起こらないことはやっぱり、ないということです。チェルノブイリもそうですが、放射性物
質が散らばった、拡散した、ということが、原発事故は放射能問題の中でもちょっと違うんですね。

【政府による新聞広告】

2014 年 8 月１７日に IAEA の新聞広告が出ましたね。どの新聞にも、朝日、毎日、読売、ぜんぶ。1 ペ
ージ。これは、政府公報です。地方紙に載ったかはわかりません。

→この広告が掲載されたのは、8 月 17 日の読売、朝日、毎日、産経、日本経済、福島民報、福島民友と、8 月 18 日の夕刊フジ

いくつか、とんでもないことを言っています。中川恵一氏、あの人は放射線のがん治療の専門家です。そ
の専門家としてあっちこっちで出てきます。

これを読んでいて私が思ったのは、彼は 30 年間、強力ながん治療をしてきて、喉頭がんという喉のがん
に放射線を当てるということをしてきた。それで鼻血が出たことは一度もないと。だけど彼がやってたの
は、ちゃんとした治療室の中で、ビームで 70 シーベルトというものすごい強力な放射線をがんに照射する
わけです。そんなのを浴びたら人間はいっぺんに死んでしまうので、ほかに当たらないようにするのがもち
ろん彼らの専門です。それで治療中に鼻血が出たことは一度もないと。だけど、ぜんぜん違うでしょう。さ
っきの、見えない微粒子がいろんな種類の放射線をずっと出しているわけですね、あれは目にも付くし鼻に
も付く、体の表面にぜんぶ付きます。粘膜、気管にも。体の中に入るのはそれからです。それこそホコリを
浴びたのといっしょ。ここでたとえばセシウムが付いたら。ベータ線というのは火傷するんですね。アルフ
ァ線はあまりにも大きいから体にほとんど影響はないですが、ベータ線はちょっと体に入るから。だから事
故が起こって、作業員の人が火傷をしたでしょう。長靴を履いていなくて。あれはベータ線なんですよ。火
傷をするようなものが鼻について鼻血がでないというのは考えられない。

だから中川さんは、そんなことを想像もしていない。治療に使うのはエックス線やガンマ線だから。まっ
たく、ベータ線が鼻に付くような事態を理解していない。そんな人が福島に行って高校生に心配ない、と言
っています。
（E）しろうとの私たちが聞いても、「あ、そうか」と思うんですが……。
（入江 Dr）知らないはずはないと思います。だけど彼はそれを、自分のキャリアでもって、それを口が裂

けても言わないような役割を持っているんですね。
広告が新聞に出た、この日付を見てほしいんです。2014 年 8 月 17 日。これは 104 名の甲状腺がんの報

告が発表されるちょうど１週間前です。あれはたまたまなんかではありません。ものすごい発表で、みんな
が関心を持つのがわかってるから、その前にバンっとやったんです。日曜日、みんなが仕事を休んでゆっ
くりしている日に全国紙で。先に「大丈夫ですよ」と言っておいてから、１週間後に 104 名の発表をした。
宣伝ですね。

地表面１ｍの高
さの空間線量率
（μＳｖ/ｈｒ） 

2011.11.1（文部科
学省） 

東北から関東地方一
円が「放射線管理区
域」以上の汚染を受け、
その面積は２万平方
Km、人口は約１千万
人におよぶ 

健康被害の危険性は
福島県だけではない

食品流通、がれき、汚
染水による全国への
拡散

放射能への原則

閉じ込める！

遠ざかる！
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（G）（中川氏ががんに照射していた）70Sv/h というのは致死線量の 10 倍くらいですね。そのものすごい
放射線はビーム状に照射されると思うんですが、その幅はどのくらいなのでしょうか？
（入江 Dr）それはわからないが、副作用があると困るので、そこは技術で絞り込んでいくでしょうね。そ

のような照射と、回収もできない微粒子が粉塵として飛んで、病院のフィルムまで汚染するような事態と一
緒にしている。
（E）何も知識もなくこの新聞広告を読んだら、中川さんの言うことに納得してしまいそうな気がします

……。
（入江 Dr）そう、こんなに強い放射線であっても鼻血は出ないのだ、と。映画のなかで、「鼻血がものす

ごく出た」と言っていましたね。それは出ると思います。だからそれをちゃんと調査しないといけない。
（B）広告という手段で全国紙に載せるというのは……。
（入江 Dr）政府が金を出した、広報です。
それとちょうど同じように、その前の 2014 年 5 月の検討委員会で 90 名、がんが 89 名か、その数字で

もみんなびっくりしていたけれど、そのちょうど 10 日前に石原環境大臣が鼻血の件で漫画『美味しんぼ』
に対して「風評被害を生む、けしからん」と抗議を行った。その流れのときに甲状腺がんの数を公表した、
ということがありました。検討委員会のたびにそういうことを行っている。

だから、ある意味、そこまでしてでも隠したいというところまで来ているのかな、と思います。これから
先どんどん増えていくのに、毎回そんなことするわけがないと思うんだけど、確かにこの２回はそうでした
ね。１週間から 10 日前にやって、世論がわーっとなっているときに発表する。だからマスコミは検討委員
会の結果を載せない。載せたら、風評被害に加担しているようになるから。自粛しちゃうんですね。
（E）もう明らかに、汚染による人体への影響が出てきているのに……。
（入江 Dr）出てきていますね。甲状腺はやっぱりすごく敏感だから。
（E）日本全国がこれに気づいていくのは、いつなんでしょうね……。あまりみんなに気づかれないよう

にされていて。
（入江 Dr）だけどそれは、抑えられなくなってきているんです。こんなことをわざわざ金をかけてやらな

くてはならないくらいに。最初の、2012 年の 1 件、2013 年の 10 件のころは何もしていなかった。それ
が 2014 年の 90、2014 年の 104 になると、次はどんな数字になるんだとみんな関心を持つ。やっぱり増
えた、とみんなが思っていくから、やりかたもだんだん悪どく、変になっていく。

秘密保護法も施行されるから、そういう数字は国家機密だと言われるかもしれない。それは無理でしょう
が。
（E）そうなってからでは遅いですよね。
（入江 Dr）その数字はともかく、ほかのことはいっぱい隠しているからね。
（C）この検査は、福島県内だけでしか行っていないんですか？
（入江 Dr）福島県の人がほかの地域に避難しても検査を受けることはできます。決められた医療機関に限

られますが。大阪なら３カ所。奈良はないかな。そこに行くと無料で、福島の県民検査が受けられます。そ
の代わり、データはぜんぶ福島医大へもっていって向こうで A2、B、C の判定を行って数字が来るわけで
す。
（E）早い時期に検査して A2 くらいの判定が出て、よその地域に移っていった人たちが今どうなっている

のか、心配ですね。
（入江 Dr）そうです。１回だけ検査して軽い判定で、あとは知らないということになってしまうのはとん

でもない話で。汚染を受けたわけだからやっぱり危険、とみておかないと。
（F）関東では自治体によって検査をする、ということを始めているところがあるそうですね。
（入江 Dr）そう、そのへんをバラバラにするのではなく、国がちゃんと最終的にはセンターを作ってきち

んと分析しないといけないんです。先延ばしで、本当に大変なことになったと気づいたときぐらいでないと
動かないのか……。
（A）福島から避難してきた人で、住民票を移さないという人たちがいるんですね。なぜ移さないかとい

うと、福島に住民票があれば、検査などを受けられるからだそうです。そういう人がけっこういると聞いて
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います。奈良に住民票を移しても、奈良で検査を受けられるようになれば。
（入江 Dr）そのときにそこにいたというだけでちゃんと検査が受けられるようにしないといけません。被

爆者手帳のような、どこに行っても、手帳を持っていれば医療を受けられるというシステムが手本としてあ
るわけだから、いくらでもやろうと思えばできると思います。
（E）チェルノブイリのように若者が健康でないために働けなくなり、日本は高齢化して子どもも生まれ

ない社会になっていくのでしょうか……。
（入江 Dr）除染に何百万もお金を使うなんて……。オリンピックもありますしね。東京も危ないと思いま

す。都内の土の放射線量を測った結果がそれを示していますね。土の粉塵は風で漂うわけで……。
（F）関東の自治体がやっている健康の検査が、例えば独自に公表されるようになって、その結果に福島

と同じような状況が出てくれば大きな問題になってきますよね。データはあるはずです。
（D）東京にいる私の夫のまわりには、食べ物について気にしている人はいないそうです……。
（入江 Dr）気にしていたら、生きていけない。だけどあの映画を見ていたら……。あんなところで子ども

が走り回ってて、かわいそうやわ。「ただちに健康に影響はない」と言っていたのが、実はただちに影響が
あったわけです、あのとき。鼻血とか。あのときは春だったから、いろんな症状を花粉症だと思い込んでい
た。ぼくらもそう思っていたんだけど、あのレントゲン写真に写っていた黒い点を見たときにね、これは花
粉じゃないわ、と思いました。放射線を出すものであって、PM2.5 とは違うんです。中国から来る、と言
われているけど。ああいうものが鼻についたら鼻をかめばきれいになるけれどね、たとえばずっとベータ線
を出しているとしたら。なんでもないことでも鼻血は出るでしょう？　僕らは、事故が起こって 1 カ月く
らいはそう思っていました。事故で鼻血を出したというのは言い過ぎだろうと思っていたんだけれど、あの
フィルムを見て、ああ、これは違うわ、と。こっち（放射性物質）だ、と思った。
（A）子どもが夜中に、クスンクスンいってるので見ると、鼻血なんです。今はもう大丈夫ですが……。
（入江 Dr）そんなの、普通はないですよ。しかも、それもちゃんと調査しないといけないんですが、東京

の練馬から避難してきた人が、ぜんぜん放射能のことは感じなかったんですが、子どもが鼻血を出したので
その日にすぐに避難した。ほかに何か気づいたことはないか聞いたら、子どもが行っていた保育所で、同じ
ように鼻血を出した子が２人いたと。普通ね、同じ時間帯に同じ場所で、３人が同時に鼻血を出すなんてな
いですね。ちょうど事故で放射性物質がブワッと飛んだあたりの日。敏感な子はそうなった。それでは鼻血
を出してない子は被害を受けていないのかというと、その子たちはそのまま吸い込んでいるわけですよ。鼻
血を出した子は、鼻にとどまったものを言ってみれば鼻血で洗い流して外へ出したことになる。防御反応で
すね。くしゃみであったり。そういう症状がなかったから安全かというとそんなことはない。

３人が同時に、というのは明らかにおかしい。そのへんのことを何か、いろんな記録に残せないかと思っ
ています。保育所の業務記録を一斉に調べたりしたら、何か出てくるかもしれない。集計できるくらいに。

保育園ごと、町ごと避難したところもありますね。双葉町のように。あのへんは、すごい考え方だと思い
ます。

【おわりに】

（H）この映画の見るべき点をまとめると、震災直後の貴重な映像が記録されているということ、でよろ
しいですか？
（入江 Dr）そうですね。この映画は震災直後１年半後の現実というか。でも、そのときに恐れていたこと

が、今はもう現実になってきているということを先ほど私から紹介しました。甲状腺のね。
（H）映画の題は『A2-B-C』にはなっていますが、甲状腺がんのことだけではなく、広い問題を扱った映

画だといえますね。
（入江 Dr）そうそう。あの映画で取り上げていた鼻血のこと、体の症状も。『美味しんぼ』は批判を受け

た事件になってしまったが、あれが単なる風評などではなく、映画に証拠が残っているということです。子
どもが、「白血病になるかもしれない」とか言っていたことが印象的ですね。笑いながら言っていたのが切
ないな。
（E）そこに住んでいては……。
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（入江 Dr）いけないな。やっぱり。
（D）結節とか嚢胞は、小さくなることはあるんですか？
（入江 Dr）あるある。消えたりね。だから、結節とか嚢胞については、あんな検査は今まで確かに子ども

にはしたことがないんですよ。だから、やったら案外、福島以外でもたくさん出たかもしれない。そのとき
にはそれみろと、放射線の影響ではないと言われましたが、だんだん甲状腺がんがぽつぽつ出てきたわけだ
から。
（H）結節や嚢胞が消えることがあるのなら、再検査で判定の程度が下がることはありますか？
（入江 Dr）あります。A2 の人が A1 になったりね。
（H）それならいったん悪い判定が出ても、安心することはできるでしょうか。
（入江 Dr）いやいや、それで安心してもしょうがないと思います。A1 から、時間がたてばがんになるこ

ともあるかもしれないから。
（H）では、小さい子は油断できませんね。
（D）影響がどのくらいあるかはまだわからないということですね。
（入江 Dr）まだまだ。それこそ、チェルノブイリでは 5 年目くらいからわっと増えた。日本ではまだその

時はきていません。3 年目でこれだから……。
（H）影響はまだまだわからないから、できる限り検査を受けておいたほうがいいということですね。
（入江 Dr）そうですね。ちゃんと、責任を持って。東電には発生源責任があります、被害を与えたという。

被害を与えた側は、少なくとも汚染された地域の住民に責任を取らなくてはいけません。日本中の、どこま
でになるかはわかりませんが。
（全員）今日はどうもありがとうございました。

（この記録は、入江先生のお話を、当測定所のスタッフが）文字起こし・文章構成したものです


