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国や福島県は、小児甲状腺がんを除き健康調査を全くしてこなかった。ところが南相馬市議会議員の

大山弘一氏が南相馬市立総合病院（資料１）から病名ごとの患者推移データの提供を受けた。その数は

衝撃的な内容であった。

これが傷病名と倍率である。（資料２）

原発過酷事故の前年 2010 年（平成 22 年）と７年

後の 2017 年（平成 29 年）の対比では、原発事故に

より放射線被ばくの影響との関連性が強いとされ

る。甲状腺がん（成人）が事故前の 2010 年には１

人だったのが、７年後の 2017 年には 29 倍になっ

ている。

更に、白血病は 10.8 倍、肺ガン 4.2 倍、小児が

んは４倍、肺炎 3.98 倍、心筋梗塞 3.97 倍、肝臓

がん 3.92 倍、大腸がん 2.99 倍、胃がん 2.27 倍に

なっている。表にはないが脳卒中が 3.52 倍であ

る。（その他の傷病名は割愛）

確かにデータ数は多くなく、一病院のデータだ

けから同市全体の傾向に短絡するのは注意が必要

である。

同市は 3.11 大震災での直接死や関連死がもっ

とも犠牲の多かった地域であり、周辺の医療機関

の閉鎖や規模の縮小、住民の高齢化、津波や原発

事故に伴う心身の疲れや精神的なストレスなどの

影響も検討すべきである。

しかし、同病院の外来患者数は 2010 年の 82,954

人と比較し、2017 年には 81,812 人と 1,142 人の

減少、また 65 歳以上の患者数は 2010 年 18,809

人、2017 年 18,452 人と 357 人減っている

同市の 65 歳以上の人口は 2010 年１月１日時点

で 18,766 人であったのに対し、2017 年１月１日

では 18,819 人と若干増えている。

このような地域でありながら驚くほどの倍率で

ある。 そこで次頁で年度別の推移を見てみよう。

3.11原発過酷事故から７年目

南相馬市立総合病院 白血病１０.８倍に増加！

（資料１） 南相馬市立総合病院の全景

（資料2） 白血病は 10.8 倍の高い確率となっている
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それが上のグラフである。（資料３）この数字は同

病院の医事会計システム上、その年度において「治療中」

と把握されている患者の数であると言う。

公害訴訟などで因果関係を立証する意見書を多

数提出してきた環境医学が専門の岡山大学の津田

教授は「有病数だとしても、大きな増加だと思う。

患者が増えれば有病数は変化しない。従ってこの

データは、年々、新規の患者が増えていることを

意味し、被ばくによる健康影響が否定できないこ

とを意味している」更に、データの公開を望んで

いる。

（資料４）の原発過酷事故により東日本全体に広

がった 16 日の放射能の状況を見てみよう。

（資料５）は 12 日の１号機の水素爆発、13 日の３

号機メルトダウン、14 日の３号機の水素爆発、15

日の２～３号機の格納容器破損により 1 千兆ﾍﾞｸﾚ

ﾙ／時に近づく放射能が連続して放出され続けた

ことを表している。

既報Ｎｏ 201 で取り上げたように福島県の小児

甲状腺がんの悪性確定が 175 人、同疑いが 213 人

となっている。福島県議会で古市三久議員（いわ

き市選挙区）の質問に、県当局も大幅に増加してい

る事実を認めている。そうであれば福島県内の疾

病罹患状況を早急に調査し、公表しなければなら

ないはずである。それを県民の多くは強く望んで

いる。

（資料３） 白血病・甲状腺がん・小児がんの患者数の推移

（資料４） 2011 年３月 16 日の放射能の流れ

（資料５） ３月 16 日の放射性物質の放出量
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東電社員や津波の専門家など 21 名の証人尋問に続いて、旧経営陣３人の被告人質問がいよいよ始まっ

た。初日に法廷に立ったのは３人の被告の中でキーマンとされる武藤元副社長だった。

午前１０時に始まった裁判。３人の被告は一礼

して法廷に入り硬い表情で席に座った。武藤元副

社長は、冒頭で弁護士から原発事故の思いを問わ

れると「今回の事故で亡くなられた、ご遺族、ふ

るさとを追われた多くの方々などに、とても言葉

では表せないご迷惑をおかけして、当事者として

深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ありません

でした」と謝罪し頭を下げた。ところが証言され

た事実は一転して全面否定！

焦点１ 事故の３年前、2008

年（平成 20 年）２月 16 日“御前

会議”で何が…。

御前会議とは勝俣会長が東電

内部で「天皇」と呼ばれていた

ことから、東電の経営事項全般

を了承する会議だった。

そこで「政府の地震調査研究

推進本部」で「長期評価」に対

して、新たな対策が必要と報告

され了承された。これに対し武

藤元副社長は「常務会や取締役

会と違い何かを決定する場では

なかった。津波の説明も受けな

かった」と全面否定。

焦点２ 2008 年（平成 20 年）年６月 10 日 巨

大津波の想定を知った日…。

“御前会議”から４ヶ月後の 2008 年６月 10 日

武藤元副社長は部下から長期評価をもたらした詳

細な計算を行った結果、津波の高さは最大 15.7

㍍になるとの説明を受けた。これに対し武藤元副

社長は「津波対策を取り入れることは難しいとい

うか…出来ないと思った」と語り、質問が「津波

の高さの数値をもっと下げられないかと部下に言

っているが？」には「私から想定の数値を下げろ

とは絶対に言わない」と、これも全面否定。

焦点３ 2008 年（平成 20 年）年７月 31 日“対策保

留決定”の理由は…。

武藤副社長は津波対策について２回目の報告を

受け、沖合に防潮堤を設置した場合、数百億円規

模の工事費がかかることや、工事期間はおよそ４

年かかることが説明された。その結果、津波対策

を保留し、専門家でつくる“土木学会”に検討を

依頼することを指示した。報告した社員の一人は

「津波対策を進めていくと思っていたので予想外

で力が抜けた」と証言している。

焦点４ 経営状況が判断に影

響を与えた影響は…。

この問題も注目された。審理

の過程で元幹部社員は「地震の

影響で柏崎刈羽も停止し会社の

収支が悪化していた。更に、対

策工事を行えば国や地元から運

転を停止するよう求められる可

能性があった。福島第一原発が

停止に追い込まれたら莫大なコ

ストが発生するため東電として

は出来るだけ原発を止めたくな

かった」と供述している。

これに対し武藤副社長は「柏崎刈羽原発の停止

は経営上の課題だったが、どこでも止まれば収支

に影響は出る。特段、福島だけが心配だったと言

うことはない」とこれも全面否定。

翌 17 日の 31 回公判では第一原発の「バックチ

ャック」（地震対策をさかのぼって調査、再評価すること）

供述調査で元社員は「武藤元副社長からバックチ

ェツク審査に関われるような有力な学者に了解を

もらえるよう“根回し”を指示されたと証言して

いた。武藤元副社長はこれも否定した。

謝罪から一転“全面否定”の数々であった。

第30～31回 東電旧経営陣 公判

裁判最大の山場 被告人質問始まる！

（資料６）キーマンの武藤元副社長
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「トリチウムを海に捨てていいのか？」が最大の争点になり３カ所（富岡町・郡山市･東京都）で行われ

た公聴会は市民の圧倒的な反対にあった。国（原子力規制委員会）と東電の嘘から始まった顛末を見る。

溶け出して原子炉建屋に落ちた 880 トンの「溶

融核燃料魂デブリ」からは毎日 400 ㌧、の核種

が生まれる。（資料７）この世界最大の毒物を「多

核種除去装置 ALPS ７系統」（資料８）で処理して

タンクに収める作業を事故の翌年からえんえんと

続けてきた。

ところが「タンク」が限界に近づいたため国と

東電は「水と同一で害が少ないから薄めて海に捨

てる！」と言い出したのがトリチウム問題である。

ところが「約８割の基準値超があり再浄化が必

要だ！」と言い出した。（資料９）

そして、今度は「ヨウ素 129 やルテニウム 106

など含まれても再除は染必要なし、海洋放出が合

理的！」と国の更田規制委員長が言い始めた。
ふ け た

高性能 ALPS は、わずか 48 時間で効果が急激

に低下することは 2012 年の基礎実験で分かって

いた。ようするに吸着材を適切に「交換・管理し

ないと頻繁に２日～ 14 日間も ALPS を止めなけ

ればならなくなる」だから嘘を言い、止めずにヨ

ウ素 129 やルテニウム 106、トリチウムも基準値

超にしてタンクに収めてきたのだ。（注１）

これだけではない。「ALPS での汚染水処理を

基準値未満を目指すのが目的ではなく敷地境界の

線量を年間１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満となることを優先して

行ってきた」と言うのだ。６年前にすでに ALPS

の限界を知りながら東電は膨大量の HP でチラリ

と言及し後は「高性能 ALPS」と言ってきたのだ。

高性能ALPSはとんでもない代物！

（資料７）溶融燃料魂デブリから生まれた62の核種

（資料８） 多核種除去装置 ALPS ７系統

（資料９） 80 ％しか除去できない ALPS
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前回まで「原子炉の基礎版を－ 1.32 ㍍の地下に造ったことが問題なのだ！」と述べた。

（資料10）は東電旧経営陣裁判で東電の内部資料に「津波の高さ Q.P.15.7m」（注２）があるように「敷地

高さ O.P,10m」に－ 1.32 ㍍ を掘り下げて原子炉の基礎版を造ったから 15.7 ㍍の津波に襲われたらひと

たまりもないことが分かる。こんな所に超危険な原発を造った東電と国の責任は極めて重い。

それだけではない「福島原子力発電所土木工事の概要（１）」には 45 年後（1966 年着工）、放射能汚染

水に悩まされ、とんでもない事態になることが予想される記述があったのである。

「原発の建設場所は固い岩盤の上に造られている」が原発 PR の決まり文句である。

「同概要（1）地質」には次のように書かれている。「当地域は相双丘陵地南部の海岸段丘地帯に位置

し、地質は富岡層に属するシルト岩（泥岩）および砂岩が主体であり、これらを不整合におおう段丘推

積層の砂レキから構成されている。…湿潤化した場合、泥土化してゆるくくずれやすくなる」…とある。

双葉地方原発反対同盟 結成46周年、脱原発情報200号記念

第３回 第一原発４０年間の軌跡を辿る！

（資料10） 東電旧経営陣裁判で東電の内部資料 （資料11） 2011 年３月 11 日第一原発を津波が襲う

（資料12） 海岸線から陸側に 170 ㍍削り、約 40 ㍍の断崖を崩し、131 ㍍の海を埋め立て第一原発は造られた
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既報Ｎｏ２０１に掲載した、県に対し提出されていた「住民監査請求」が９月１９日申立人の小池光

一氏のもとへ「却下」の通知が届いた。福島県の不透明性が益々明らかになって来ている。

その理由に

は「支出して

いる２億５千

万円の支払い

から１年を経

過した請求で

あり、１年後

の請求に正当

な理由はない」

というものだ。

その判断に

「情報公開請

求をすれば開

示される」という事だそうだ。

最高裁の判例から見ても誠におかしな誤った判

断の却下だという。県民健康調査は、東電第一原

発事故後、県民の健康状態、疾病の予防、早期発

見、早期治療につなげ、将来にわたる健康維持、

増進を図ることなどを、福島県立医大に委託して

いる事業なのだ。

経産省エネルギー庁が約７５０億、東電が２５

０億を拠出し１０００億円で実施されている。

２次検査を受診した患者の血液試料をマイナス

８０度で長期保存するため事業費から２億５千万

円を支出し、「自動検体システム」（注３）を購入し

たのは本来の目的から外れていると見なくてはな

らない。

このような形で医大の研究費や設備投資、人件

費等に、もし使われているとしたら、大規模な目

的外支出とならないかである。

「自動検体システム」は子ども達の血液試料を

ゲノムバンクに長期に保存し、国内外の研究者に

分譲するためで、県民健康調査事業と直接関係あ

るものではないはずだ。二次検査の子ども達の血

液試料が３０年間で７０万件も長期に保存され研

究のため活用されるという事は、検討委員会や検

査を受けた当事者にも説明をされず、何のために

使うのか不安が募るばかりである。

小池氏の記者会見に二人の県職員がメモを取り

ながら「見に来ただけ！」と言って立ち去ったと

聞く、何を物語っているのか。

今、福島県知事選挙が行われている。４名の

立候補者がいて現職の内堀雅雄氏が２期目に挑戦

し主要政党に加えて 140 の各種業界団体が再選出

馬を要請したと言う。世論調査によると 80 ％近

く「内堀氏を支持する」と答えていると言う。

これを見ていると“異様”に思える。

福島県は「県民のいのちと健康を守る立場に立

っていないのでないか」と思えるからだ。

特に、初期被ばく問題は徹底的に潰してきた経緯

がある。

隣の新潟県は「福島原発事故を検証する」とし

て安全に関する技術委員会を設置し、泉田裕彦元

知事以降３人の歴代知事が継続している。

原発過酷事故を経験した福島県だからこそ“検

証”を忘れてはならないはずである。

福 島 県

甲状腺検査の公平を求めた住民監査請求が却下！
千葉 親子
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（注１）東電・日立・東芝「高性能多核種除去設備の検討状況につ

いて」タスクフォース、第４回 2014.11.で言及していた。

（注２）O.P.は「小名浜港工事基準面」を意味し福島県小名浜港の

干潮海面水位を表す。

（注３）自動検体システムとは２次検査で血液検査を行なっており、

その検体をマイナス８０度で長期保存をするシステム。この時点で

県立医大はＤＮＡ，染色体等のデーターを取得する。

（資料11）

編集 後記


