ご希望の方は毎月1回
「パルシステム放射能レポート」を配付いたします

2018年2月1回

左記の6ケタ注文番号で
お申し込みください。

190888
Radioactivit y report

未 来 に 向 けて 、できることを

放 射 能から
子どもを守る。
東京電力の原発事故後、
広範囲に放射性物質は広がりました。
子どもの甲状腺をはじめ、
原発事故による健康への影響はどうなのか――、
そんな不安を抱えているお母さんたちが多くいます。
こうした声にこたえて、
福島県内外で
「甲状腺エコー検診」
を行ってきた、
さがみ生協病院
（神奈川県）
の内科医・牛山元美さんにお話をうかがいました。

医師として、二児の母親として、
放射能への不安に寄り添う
原発事故後、東日本各地で甲状腺検診を実施している内科医の牛山元美さん。
医師として、また二児の母親として、検診に訪れる人たちの不安に耳を傾けてきま

教えて ！
ました
いただき

医師

もと み

牛山 元美 さん

さがみ生協病院内科部長、島根大学
医学部臨床教授。二男の母。原発事
故後、被ばくによる健康影響を心配す
る人たちの声にこたえ、関東や福島県
で甲状腺エコー検診を実施。パルシ
ステム神奈川ゆめコープの甲状腺検
診にもボランティアで協力している。
「3・
11甲状腺がん子ども基金」顧問。

自分たちで調べて、行動することで、
被ばくの不安は減らしていける
「事故のあと、
『ただちに健康に影響はない』と国はさかんに発表しましたが、じゃあ
『ただちに』じゃなくて『数年後』はどうなの？ と思いませんでしたか。どんな影響

した。

があるのか、きちんと検査をしてデータを残していかないとわかりません。甲状腺

「私自身、原発事故のあとに子どもたちを避難させるかどうかで悩みました。当時

検査を行うことで不安を助長するんじゃないか、という意見もあります。でも、本当

は、小学3年生と中学2年生。
『春休みの間だけでも』と考えて、九州へ避難させま

にそうでしょうか。検査をして大丈夫だとわかれば、安心感を得ることができます。

したが、4月から学校が始まったため、心配で学校の土壌を測定してもらうと、思っ

もし甲状腺がんが見つかれば、早期治療につなげることができるのです」

たより高いセシウム137が検出されて……どうしていいかわからなかった。そこか
ら真剣に放射能汚染について勉強し始めたのです」
以前から医療被ばくに関心をもっていた牛山さんでしたが、たとえ低線量であっ

検査や相談を通じて多くの人たちに向き合うなかで、牛山さんは「放射能への不
安を話せる相手が周囲にいない」という声を何度も聞いてきました。
「もっと本音が言えて、それが否定されない環境や社会を作らないといけないです

ても発がんのリスクが高まることは医学では定説だったと言います。

よね。被ばくを減らすことも大事ですが、不安になりすぎるのも健康によくありませ

「医療のための放射線照射では、放射線のリスクと、検査や治療によるメリットを

ん。不安を減らすためには、誰かと話し合い、聞き合える関係をもつこと。孤独に

天秤にかけて、判断していくことになりますが、被ばくはできるだけ少ない方がい

ならず、社会とつながりながら解決策を考えていくことです」

いと考えるのが医学の原則です」

また、体の免疫力を上げていくために、充分な睡眠をとり、運動をするなどの健

チェルノブイリ原発事故の事例では、放射性ヨウ素による内部被ばくの影響で子

康的な生活習慣をつけることもすすめています。

どもの甲状腺がんが増加したことが報告されています。一方、福島県では、事故当

「たとえば、子どもにとっては外で思い切り遊ぶことも必要なことです。放射能汚

時18歳以下だった福島県民約38万人を対象に甲状腺検査が行われ、これまでに

染が気になる場所があるなら、測定を行っている民間団体に調べてもらうこともで

計194人が「悪性ないし悪性疑い」と診断されました。

きます。食べ物も、きちんと検査をしているところから買う。そうやって正しい知識

「事故直後は『異常なし』と診断されていても、2年後の検査で悪性に変わった人

をもって対策をとることで、不安を減らしていくことができるのです」と牛山さんは

も多くいます。なぜなのかしっかり調べる必要があります。それに、健康調査が福

話します。

島県民に限定されていることにも疑問があります。放射性ヨウ素が事故によって広

「何より大事なのは、一人ひとりが前向きに幸せに生きていくこと。未来を担う子ど

がったのは、福島県だけではないのですから」

もたちの健康を守るために、いっしょにできることをしていきましょう。過去は変え
られないけれど、未来に向けてできることはあります」

201７年11月26日（日）
、甲状腺検診キックオ
フ学習会「
『いま』改めて考える放射能とその
影響」をパルシステム東京新宿本部で開催。
牛山元美さんを講師に迎え、放射能の影響
や甲状腺検診の意義について、組合員ら、69
名が学びました。
※本記事は講演内容を基に構成しています。

表：福島県が実施している「県民健康調査」での甲状腺検査結果
甲状腺
検査結果

1 巡目

2 巡目

3 巡目

合計

実施年度

平成23～25年度

平成26～27年度

平成28～29年度

2 017年６月30日時点

受診者数

-

300,476人

270,516人

138,422人

受診率

81.7％

71％

41.1％

-

悪性ないし悪性疑い

116人

71人※

7人

194人

甲状腺癌確定

101人

50人

3人

154人

県は甲状腺がんと放射能の関連には否定的だが、牛山さんのように疑問をもつ医師もいる。
※71人のうち、65人は前回の検査で「異常なし」と判定されていた。

小児甲状腺がんと告知された子どもと家族は、地域での孤立、診察

パ ルシステムも
応援しています！
特定非営利活動法人

3.11甲状腺がん
子ども基金

行っています。

や通院費用による経済的困窮といった問題を抱えがちです。進学、就

支援の対象者は、2011年の原発事故以降に甲状腺がんの手術を受

職、結婚、出産などで壁にぶつかる人もいれば、再発や転移により、一

けた人および、甲状腺がんまたはその疑いと診断された25才以下の人
で、東日本の１都15県に居住していた人（※）を対象にしています。

生、治療と向き合うようなケースも出ています。
しかし、こうした現状に対して、政府による包括的な支援策はいまだ

「3.11甲状腺がん子ども基金」は、牛山元美さんが顧問を務め、1月1

講じられていないため、民間レベルでの支援が求められていました。

回「放射能レポート」に登場した映画監督・鎌仲ひとみさんら多数の有

「3.11甲状腺がん子ども基金」では、子どもや家族への経済的支援は

識者や著名人が呼びかけ人を務めています。

もちろん、原発事故による健康影響の状況調査も視野に入れた活動を
※穿刺細胞診で診断された人。居住地域：岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福
島県、新潟県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、
静岡県、山梨県、長野県。年齢は2017年4月1日時点。

【問い合わせ】 TEL

0120-966-544

ホームページ http://www.311kikin.org/
※ホームページに問い合わせフォーム有り

Radioactivit y report
有機農法ギルド（茨城県）で行われた放射能対策。

放射能検査状況について

畑を耕し、天地返しをする

パルシステム自主検査の報告

〈 2017年度の検査数
（カッコ内は検出件数）〉

青果

437

2017年12月15日現在

牛乳・乳製品

35

飲料水・飲料

80

その他（加工）食品 1502
（1）

しいたけ

52

肉類・卵

きのこ類

71

魚介類

233

米

69

乳幼児用食品

203

（29）

（しいたけ除く）

（1）

（2）

不検出率：98.7%

73

総計

2755

（34）

（1）

〈 検査結果：2017年12月15日現在 〉 ※乳幼児用食品のみ検出下限値1Bq/kg、その他は検出下限値3Bq/kg。
青果

今年度は、
放射能の検出はありません。

しいたけ

生しいたけ（3.1 ～16Bq/kg）で放射能が
自主基準内で検出されました。

他の
きのこ類

お料理セットのまいたけ水煮（3.3Bq/kg）
から自主基準内ですが検出されました。
2017 年産米の検査は27 産地69 検体の検
査を行いました。
日本の稲作を守る会の
栃木こしひかり（玄米）
を検査したところ、
2 件（3.1、
4.8Bq/kg）
の検出がありました。
検出された玄米を白米で再度検査した結
果、
検出はありませんでした。

米

牛乳、
肉、
卵

産地ごとに定期的に検査しており、
今年度放射能
は検出されていません。

魚介類

魚介類で放射能は検出されていません。

乳幼児用食品

検出下限値1Bq/kg で検査を行い、冷凍さつまいもス
ティック（1.3Bq/kg）
から自主基準内で検出されました。

菌茸類については定期的に検査を行っており、
し
いたけおよびしいたけ水煮（3.1 ～8.2Bq/kg）
、
ま
その他食品
いたけおよびまいたけ水煮（3.3Bq/kg）
から自主
その他のお料理
〈お料理セット〉 基準内ですが検出されています。
セットで使用されています菌茸類（えのき茸、
マッ
シュルーム、
ぶなしめじ）
からの検出はありません。
豆腐、
納豆、
味噌、
醤油など大豆加工品は、
2015 年

その他食品
産および2016 年産原料で検査を行っているもの
製品で検査を行っているものとがありますが、
〈大豆加工品〉 と、
放射能は検出されていません。

※放射能の多くはぬか部分に蓄積します。
検出さ

れました栃木こしひかりは、
白米でのお届けとなり

その他食品

ます。

パルシステムの
自主基準
（独自ガイドライン）
と
検出限界について

サプリメントのブルベリー＆ルテイン（8.2Bq/kg）
から自主基準内で検出されました。

パルシステムでは食品の残留放射能について自主基準
(独自ガイドライン)を設定しています。放射線にはこれ

準を超えるものについては供給いたしません。また、自主

自主基準（独自ガイドライン）
（セシウム134,137の合計）
2014年10月より現行基準（単位Bq/kg）
水、
飲料、
牛乳、
乳製品、
米、
乳幼児用食品

10

青果類（きのこ類除く）
、
肉類、
卵、
魚介類、
海藻類、
その他食品、
きのこ類（しいたけ除く）

25

国の規格基準
水、
飲料茶

10

乳児用食品､ 牛乳

50

一般食品

100

しいたけ

1

水、飲 料、牛 乳、乳 製 品、米、
青 果 類、肉 類、卵、魚 介 類、
その他食品

3

農畜産物と 北海道を除く東日本産
その加工品 （新潟･ 長野･ 静岡以東の本州産）
水産物と
その加工品

パルシステム
問合せセンター

日本沿岸･ 近海・一部の北太平洋・
淡水産水産物

●青
 果は、北海道を除く東日本（新潟県・長野県・静岡県以東
の本州17都県）のカタログ掲載産地において、分類ごとに
一品目以上検査をしています。注文時にあわせて公開して
いるオンラインの自主検査結果に検査が間に合わない品目

●フルーツyumyumセットにセットさ

については、供給前までには放射能検査を実施します。

れている果物は、検出下限値1Bq/kg

●水
 産は、北海道から関東の沿岸近海のエリアを重点地域と

で検査を行っています。

して、原料切り替わりをした月に検査を行っています。
●検
 査は、ご注文にあわせて実施していますが、冷蔵・冷凍・

※乾燥食品は生原料や摂食状態で検査します。
※乳幼児用食品は「yumyum」掲載商品とインターネットの「赤ちゃん・キッズOK食材」掲載商品。

●週次の「放射能関係のお知らせ」はホーム
ページで掲載しています。
●インターネットから見られない方はこちらに
お問い合わせをお願いします。

み、外部の放射線の影響を受けないように厚い鉛の容器で

放射能検査の対象範囲について

乳幼児用食品

100

細かく切るなど下処理をして、測定容器にできるだけ詰め込
遮断して、精密な測定を行います。

検出限界（ヨウ素131、
セシウム134､137それぞれ）
2016年4月1日から
新基準に変更（単位Bq/kg）

以下なら安全という
「しきい値」がないので、基準以下で

検出器」2台を使用しています。食べられる部分を取り出し、

測定方法に
ついて

検出限界値

あっても、放射能低減を追求します。検査の結果、自主基
基準（独自ガイドライン）は継続的に見直しを行います。

パルシステムでは、検出数値が正確な「ゲルマニウム半導体

常温の各加工品は年１回計測しています。

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、通話の内容を録音しております。

※センターによって、携帯電話からはご利用できない場合があります。

『のんびる』

3月号
あの日がターニングポイント

再び動き出すチカラを、人はどこから得るのか

あの日を忘れないために、
当事者や支援者からききました。
コトコト・きなり

●“差別と格差”

の社会が生み出す原発に、40年対峙して――
（生活協同組合あいコープみやぎ・事業本部長 多々良哲さん）

●突
 然奪われた故郷、水爆の後遺症
多々良哲さん。

190608

『のんびる』
2018年3月号

ビキニの40年ふくしまのこれから「ビキニふくしまプロジェクト」

300円（税込324円）

※今回ご注文いただくと、3月号から毎月お届
けします。3月号のお届けは、2月19日
（月）
～
23日
（金）
です。※内容の一部が予告なく変更
になる場合があります。ご了承ください。

のんびる

検 索

