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【東神戸診療所長郷地秀夫さん反対尋問を終えて】

発言者名は敬称略です。要約などの文責：徳井（西日本）

●今日は50点。形式的な質問で逃げられた

片岡（司会）：今日は郷地先生に神戸から来ていただ

きました。たいへんなご苦労を、まず感謝したいと

思います。ありがとうございます。（拍手）

また、郷地先生と一緒に看護

師さんがおいでです。松浦さん、

どうぞ、皆さんにお顔を見せて

ください。

松浦：神戸から来ました。先生

と同じ東神戸診療所の…こう見

えても師長なんです。たいへん

勉強になりました。ありがとう

ございます。

片岡：聞くところによると、今日の国側からの尋問

に備えて、シミュレーションをしっかりしてくださ

ったということです。ありがとうございました。

では、郷地先生、今日の感想、「もう少し言いたい」

ということなどを言っていただけますか。

郷地：今日の自己採点は50点ぐらいです。原爆症

の裁判で10数回の証言に立っているのですけれど、

今日、一番できが悪かった。普通は、代理人は（医

学や放射線の）素人で、間違ったことを言うので、

「質問自体が間違っていますね」ということで証言

を始めるのです。今日の代理人は専門的なことを避

けて、間違ったことを言わなかった。こちらは、専

門的なことを準備していたのに、間違ってくれない

ので、「はい」、「いいえ」しか言えなかったです。言

いそびれたことを言いだすと持ち時間が終わってし

まいますので、ご質問を受けさせていただきます。

よろしくお願いします。

●とんでもないヨウ素被ばくの可能性も…

井戸弁護士：本来は、反対尋問は主尋問の範囲内、

再主尋問は反対尋問の範囲内なのです。こちらは主

尋問を終わっているので、反対尋問からはみ出すこ

とを再主尋問ではできないのです。だけど、どうし

てもお話しいただきたいことがあるので、まあ、今

日、時間は有ったので、「主尋問の補充ということで

再主尋問をやれば、裁判所も認めるのではないか」
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と、ちょっと甘い見通しだったのです。

さすがに、被告の代理人から「これは反対尋問の

範囲を超えている」と言われると、裁判所も制限せ

ざるを得なかったみたいです。結局、半分ぐらいし

かお話しいただけませんでした。だから、郷地先生

が「50点ぐらい」とおっしゃるのは、私の見通しの

甘さがあったなあと反省しています。

今日、法廷でお話しいただきたいと思っていたの

は3つです。①セシウムの内部被ばくが仮にlmSv

有ったとすると、ヨウ素の内部被ばくはその100倍

ぐらいは有るはずだ。②それは安定ヨウ素剤を飲ん

でいた原発労働者のデータなので、一般の人はその

3倍ぐらいは被ばくしているかもしれない。③子ど

もの場合は大人よりもだいぶ多くなりそうだ。ICRP

が決めている実効線量係数を使うとそうなる。

ようするに、安定ヨウ素剤を飲んでいない子ども

というのはどれだけの披ぱくをしたのか。とんでも

ない被ばくをした可能性があるというお話をしてい

ただこうと思っていました。

国は「20mSv通知を出した時に、あれは外部被ば

くだけを評価したのではない。内部被ばくも評価し

た」と言うけれど、内部被ばくは全体の2％です。

98％が外部被ばくで2％が内部被ばくで、トータル

で年間20mSvという数字を出したというふうに主

張しています。根拠として、2011年の6月から10

月、住民に対してホールボディカウンター（以下、

WBC）で内部被ばく調査をしたら大半が20mSv以

下だったと測定値の表も出してきています。

ここらを郷地先生に厳しくお話しいただこうと思

っていたのですが、できなかったのです。これは、

新準備書面を出しますけれど、この場でちょっとお

話しいただけますか。

●WBCデータをセシウム線量でごまかし

郷地：事故当時に精密なWBCで測った原発労働者

で、高い人が600mSvでした。600mSvの人の被ば

くがどういう内訳か、いろんな放射性物質の合計で

600mSv　なので

す。その人のセシ

ウム137による

被ばく線量を測

って　3．2mSv　で
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す。セシウム134を含めるとだいたい2倍で6mSv

です。600mSvの被ばくをしていることは間違いが

ない。そのうちセシウムによる被ばくは6mSv。あ

とは何だということになります。

それは放射性ヨウ素です。そのうち1131による

被ばくは590mSvです。これに加えてI131よりも

半減期がもっと短い1132、1135などがあります。

それらを合わせると約594mSv。つまり600mSvの

被ばくをしていても、セシウムによる被ばくは

6mSvだけで、594mSvは放射性ヨウ素による被ば

くなのです。つまり、セシウムによる被ばくの100

倍の被ばくをしている可能性があるわけです。
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C5－137の全身の摂取放射能重くBQ）
狐11年3月Ii郎こ1回摂敢義として計算

さらに、お話ししてきた原発労働者は安定ヨウ素剤

を飲んでいます。事前にヨウ素剤を飲むと、やって

きたヨウ素の85％以上が排泄されて10％ぐらいし

か体に入りません。実際は飲むのが少し遅かったの

で、体に入ったのは1／3ぐらいです。ということ

は、安定ヨウ素剤を服用していない住民は、原発労

働者の3倍のヨウ素を取り込んでしまっている可能

性がある。

先ほど100倍の話でした。仮にセシウムlmSvな

らば、放射性物質全体で100mSvになります。とこ

ろが、ほとんどがヨウ素によるものなので、セシウ

ムlmSvの場合、さらに3倍、全体の被ばく量が

300mSvあるということになってしまうのです。

これは大人の話なのです。放射性ヨウ素1131を

吸うとして、年齢ごとに実効線量係数と呼吸量比か

ら計算したら、体に現れる影響は、1歳が一番高く

て約1．7倍、子どもで1．2倍～1．7倍という具合に影

響が大きくなります。ICRPがそう発表しています。

ということは、大人の場合は、セシウムでlmSvが

出たら総被ばく量は300mSvですけれども、1歳な

ら大人の1．7倍で500mSvの被ばくになるというこ

とです。

甲状腺の専門医の先生に言わせると、甲状腺がん

がこんなに出ていることについて、「甲状腺の被ばく

線量が20－30mSv、そんな少ない量では甲状腺がん

になりませんよ」と言って、それ以上の話をしてく

れないです。でも、そんな量ではないわけです。

じつは、精密なWBCを使って短期間は住民を測

っていました。その結果のデータを見ると、住民の

人でもセシウムが3mSvを超えている人が何人かい

ます。子どもでもlmSvを超えている人がいます。

そうすると、放射性ヨウ素による被ばくというのは、

数百mSvを超える量の被ばくをしている可能性が

あるわけです。

I131の半減期が8日ですから、2か月半も経っ

たら1000分の1で測りようがない。原発労働者に

ついては精密なWBCで測れていて、一部の地域、

旧警戒区域の住民もその機械で測っています。ただ、

セシウムのデータしか発表していない。おそらく、

I131ヨウ素のデータもあるはずです。

WBCというのは、使いようによってはすごく重

要な機械ですけれど、「今はもう問題が無い」と言う

て使って �� � � 
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ために、騙して

いる。内部被

うのがそうも

隠されている

たかったので

延ではできた

●大粒（数10LIm）土壌粒子のセシウムは血中に

もうひとつ、土壌の放射性セシウムについて国が

隠している怖い話があります。国は、「放射性セシウ

ムは土の中に混ざったら、そこに固着する」、「その

土を吸いこんで体に入っても、全部が便の中に出て

しまうから大丈夫だ」と言っています。じつは、そ

れが間違いだというのも言いたかったのです。

放射性セシウム微粒子は土の中で、例えば田んぼ

の中で、黒雲母という鉱物の中に選択的に集められ

て、鉱物の穴に入っていくとなかなか出ないことは

分かっています。セシウムボールというのはだいた
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い61lm、1000分の

6mmです。黒雲母の

鉱物は1000分の30

mm～50mmの大きさ、

その中にセシウムが

捕まるわけです。それ

が舞い上がって吸い込むと鼻とか喉で留まり、気管

などの洗浄液が出て、黒雲母粒子は食道に入って胃

に入って便で排泄される。そういう計算式でICRP

国内メンバーはやっていて、「排泄されて吸収されな

い」と書いているのです。

黒雲母セシウム吸着の研究を東大の先生がやって

います。黒雲母を水に浸けるとセシウムの2－3％が

水に溶け込む。ところが塩酸の中に浸けると、50％

のセシウムが溶出するという研究をしています。

圏l圏l圏案
風化黒雲母と4液での溶出結果「地球化学」2015論文 
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薄日

胃液は塩酸を出しています。セシウムを吸った黒

雲母が食道から胃に入ると、セシウムの50％が胃液

の中に溶け出して、それで、腸から吸収されてしま

う。それで、全身に回る。ですから、放射性粒子を

「吸っても体外に出る」というのは間違いです。そ

れは50％を吸収してセシウムが体の中に回るので

す。それをICRP国内メンバーは0％「血中には移

行しない」という計算で内部被ばく線量を計算して

います。

まとめると、放射性粒子の水に溶けにくいやつは、

体の臓器に沈着してそこを集中的に被ばくさせるし、

水に溶けるやつは、黒雲母の中に入って、それを摂

取すると胃液の塩酸で黒雲母から溶け出して、血中

に移行して全身を回る。この二つ、一番大事なこと
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が、国の内部被ばく線量

の中で計算されていない。

今回の裁判の中で言いた

かったです。（拍手）

井戸：それを言っていた

だきたかったのですけれ

ど、一部だけになってしまって、そこは大変、内心

唖梶（ないしんじくじ）たるものを感じております。

●α線を出す粒子は微小粒子が危険

質問1：法廷で「α線を浴びると細胞が死んでしま

うから癌にならない」と言われたのは違うと思いま

す。α線の放射線加重係数20倍と矛盾します。

懸地：1970年代半ばにある学者が「α線を出す微粒

子を摂取した場合に非常に危険がある」という論文

を出しました。その後、反論のために、プルトニウ

ムとかアメリシウムとかウランの粒子を動物に吸入

させて、どういう変化が起こるか調べています。

その実験に使った粒子がいずれも大きいので、肺

にそれが沈着すると、そこから短い期間に何十本か

のα線が出ます。α線1本でも当った細胞の1／2

か1／3は死にますから、何十本も当った細胞は全

部が死にます。その動物実験は、「がんが増えていな

い、死亡率も増えていない。ただ単にα線で死んだ

細胞がある」という結果でした。
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放射線加重係数というのは、まんべんなくα線が

出て臓器に当るようなモデルで計算しています。ウ

ランとかプルトニウムが水溶性で溶けて原子1個づ

つ在る場合、α線が1本出て、その1本に当ると細

胞は1．2グレイの被ばくをします。3つに1つぐら

いは死にます。生き残った細胞はがん化しやすく、

「狭い範囲で高濃度に被ばくするので危険だ」とし

て、γ線の20倍の危険度があるとしています。

ところが、粒子というのはα線を出す物質（沢山

の原子）の塊なので、肺に沈着した粒子からは沢山
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のα線が出ます。細胞は死んでしまうので、大きな

粒子を使った実験の結果は、危険性が低いのです。

原爆被爆者の体組織に有ったプルトニウム粒子と

いうのは、そんな大きな粒子ではなく、6か月で1

－2本しかα線が出ない小さい粒子です。当たった

細胞が死なず、がん化する可能性が高いです。

このように、粒子の大きさがまったく違うという

ことで、α線を出す粒子による被ばくがさほど癌を

発生しないという例が起きるのです。

●がん抑制遺伝子が壊されても発がんする

崖弁護士：郷地先生は、前回と今回の証言の中で大

事なお話をたくさん挙げられました。その1つに

P53遺伝子に詳しく触れられたお話があって、たい

へん良かったと思います。

・P53遺伝子というのは、がん抑制遺伝子です。が

ん細胞は遺伝子の異常で発生するのですが、P53遺

伝子の働きは、そういう遺伝子の異常を発見すると

遺伝子を修復すること、それと、修復できない場合

は、その細胞自体が自分で死ぬように導くための（ア

ポトーシス誘導の）P53たんばく質を作ることです。
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仮に、123例の甲状腺がんのもとになった遺伝子

の異常、それ自体が放射線の影響によって生じた異

常ではないと、すなわち、甲状腺の細胞に放射線以

外の化学物質や遺伝などの理由によって生じた遺伝

子の異常だと仮定します。それでも、P53遺伝子が

放射線によって機能障害に陥れば、当然、普通の（放

射線影響以外の）がんの発生を抑制できなくなるわ

けですから、普通のがんを発症してしまいます。

放射線による晋53遺伝子障害

◆放射線によって遺伝子は傷つき、P53遺伝子

も傷つくことが動物実験等で確認されている。

◆被爆者についてもP53遺伝子が傷つき、発癌

することが多くの研究で確認されている。

◆抗P53抗体値を検査することで、P53遺伝子

の損傷を推測でき、私が行った被爆者500人中

約15％に高値を認めた。

◆そこで、今回、福島原発被災者に抗P53抗体

検査を行った。 郷地証人スライドより

つまり、放射線以外の原因によって生じたがんで

あっても、それを抑えるP53遺伝子が放射線被ばく

によって働かないことによって、普通のがんが発生

したと考えるとしたら、鈴木さんの「123例は普通

のがん」、「がん細胞がチェルノブイリのとは違う」

というふうには言えない、「放射線によって生じたが

んだ」と言えるわけです。

今回の尋問の中で、入口のところまで郷地先生が

言ってくださったので、今後、良心のある学者たち

の研究によって、明らかになるのではないかと期待

それで、証言予定の鈴木眞一さんの書かれた論文

を見ますと、鈴木さんが2016年までに甲状腺がん

として手術した数は125例あるらしいです。現時点

（2019年）では200症例ぐらいあるでしょう。鈴

木さんはこの論文で「125例は過剰診断ではない」

と言っています。

そして、125例の大部分の123例は「がん細胞の

『細胞のつくり』がチェルノブイリの甲状腺がんと

違うので、たぶん、放射線の影響によって発症した

がんではないだろう」ということを言っています。

ところが、先ほどのP53遺伝子の話からすると、鈴

木さんの予想をくつがえすことができそうなのです。
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しています。そういう

ふうにして、福島の甲

状腺がんの実態が少

しづつ明らかになっ

ていくのではないか

と私はみています。
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福島原発被災者の抗P53抗体検査の陽性率 

その①陽性率は高かった 
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福島原発被災者の抗P53抗体検査の陽性率 

その②前半より後半が増加 
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