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【放射性物質と化学物質の「複合汚染」】
野村大成（大阪大学名誉教授．放射線基礎医学）の1980－1990年代の研究

★嚢が放射纏に議書すると、突継喪具のみならず、がんや奇形までもが 
子細こ鶴舞され、その生着後魅の要具嬢決甚健三運転する㈹alure1990） 

★マウスの妊蝦中に低標章放射築くX線）をあて、その母から生まれた仔　－ 
マウスに置場後、覚ガン物質（ウレタン）を低用量与えると、放射継を 

あてない鶴纏から生まれた子どもに比べ、数倍の頼度でガンが織豊 
i⇒低線量の敲窮盟と砥用豊の蜜社化学勧賞に汚染すると、一方だけ（ 
’　ではガンが発生しなくても、相乗効果でガンが発生しやすくなる 

＝放射線と各種毒性化学勃震語義との大規模な

「多重複合汚染」が問題

艦覆長音怪 �∴＝綱島東民の健康管理は国の責任で行うべき 

漢霊園 �＼＋検診を保険診療とし、抗癌剤不要の治療で 　治癒を目指すべき 

知るべき抗癌剤治轟の知識

櫨病が湘失すれば「番効」
教書が50鱒組小で「有効」

5韓の緯小で効案判定は『有効歴

「薯効」＋「有効」＝「奏功率」

章血罵がん以外は「着想」は青
書置嘉の組小と分霊は割田題
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★抗 �露網の実網義 �は電離の′やターの打事と同じlll 

がん羅患率（対人口10万人）
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5倍と跨っているIll 

生活瑞境の変化 ・放射鶴 ・慮薫・化掌物質 

2016年の種患者数

予測は約101万人

・遺伝手綱職擁え食品
・和しモシ蹟蹟
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2010年にがんが世病の死亡簾田の1位と掌る　　i

生命を脅かすTPPの2つの大きな問題 

【巨額問題と食物問題】 
i★轟運慶女棲ホルモンが真書する生肉 
l女性ホルモン入り鱒で生産性が1割喜　　　　　　　　　　一 

⇒米国牛肉の消費量と発がんが相関し5倍増

（前立腺癌、乳癌、郭巣箱、子宮体癌）
★耐性言に汚染された豚肉

（米食品医薬品局報告69縮ま抗生物質耐性菌に汚染されている）
（2帥3年9月米疾病対策センター報告：米国国内で2百万人が
抗生観賞耐性菌に感染し、年間2万3千人が死亡している）
＝霧桑壷に封する治簾に支陣

★縞和される褒宙農薬による健康被害
（除草剤、対二つナノイド系農薬、ポストハーベスト農薬）

★GM（遺伝子組み換え）作物
（大豆、トウモロコシ、小麦など）　　　一一＿（アスパルテーム）
コーンスターチ餌勤）として多くの食品製造の果樹

」型と些聖二シは中性磨喧些喧皇室

★人工甘味料

部位別がん瞳の臨床進行期別5年生存率

l l ��，′掃鵜臆臆書出 ��������全体． �手術 症例 �� 
1 ��Ⅱ ��Ⅲ ��Ⅳ 

食，it ��64．1曽 ��36－9嶋 ��15．4鴨 ��4．811 ��29＿7為 �35＿81 

細 ��05 �†ヽ �62 �7ち �38．9も ��7 8 6 8 2 2 0 54 3 15 �5嶋 7X o払 0為 5，； 9％ �68．0年 �73，6も 

i緒論 出藍 ��98 94 96 29 53 �615 1宵 8鱒 3為 6●る �85 83 84 18 20 �2嶋 3鱒 4嶋 9㌶ 6嶋 2鱒 0年 4購 5嶋 �74 63 69 9 8 �8ち 0亀 6為 8％ 6尊 1ヽ 0年 l鱒 8鴬 ���70．6為 68．5亀 68．8亀 15．3亀 19．7？； �72．0号 682，l 70＿4ll 29．8も 32．2！： 

i〈∴i降 噌i頭 重徴著、舶 ！∴∴筆L 享子容顔 ��29 93 69 93 9 �6！i 9ヽ 3亀 5鱒 3X 4嶋 �11 63 31 85 ��3 53 16 53 ���gll lも 7亀 6年 Sも 4嶋 �●＼9ll 71＿9嶋 33．2亀 80．4鱒 �11 66 57 82 �1亀 3㌔ 8ヽ 8ち 2着 8亀 

l i �子宮休 �1 94 ��63 84 �7曽 2嶋 �50 55 �0年 6亀 �16 14 ��73．6鷺 83．1鱒 �84 85 

！卵集 ！前立腺 ��84 93 �6為 09i �63 10o �2亀 0年 �25 95 �．2記 6年 �19 3 �5！i 8●’ �51－71i �56 �8！i 

；嘗・！東義 幸腹膜！ ）甲状膿 ��91 81 �3嶋 1●i �76 78 100 �4亀 9嶋 �51 32 �8着 3嶋 �7 13 15 52 �？● 8翰 61ら �84．4も 62．8嶋 70－3嶋 90、9ti �100 73 72 �0嶋 0㌦ 1亀 6年 
■● 100．0も ���0亀 �94、2乞 ���．8鴨 ��93 

日暮：の主な抗餓んi軸の葉蘭i（1カ月あたり）
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現在でもセシウムを含んだ放射憧微粒子が大気中に浮遊 

南柏喜市立石柵第2 �小学校（腰細区）前（2013［7／26－10日間） 
吸引（約7200m3））したハイポリュ差ムダストサンプラ頼（纏上1m）を策定 

塵三豊 �●● 　●裏 書i �‘日 
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で抹細事高砂弓でも不輸出　イメ→ンダブトトの蘭）曇髭主謀110

l l l ��早慧驚誓－ 
l ∴二一三一 （野 ��I‾0°5～2部m以下では肺胞に吸入され付着⇒表情 
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、裏書〃手 （o＿1着l） ��『長寿命放射性元素体内取込み症候群』 

★核実験や烏爆投下による被ばくは全身被ばくによる評価
★内部被ばくも全身化換算の手法で評価することが間違い

詰臨席11㌦ 
人体影響はBq〃GyiSvだけでは判断できない
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惇銅賞（どんな放射線か？）　　書紀憲はどこか？（体外・体内）

車エネルギーの大きさ　　　莞どのくらい体内に富まるか？
序繊量分布は？　　　　　　＊被ばく体積は？

lCRPの放射線防護物語の問題点 

，巨「気体」の時の放射線量を測定し理論を構築！ 
微粒子としての存在は想定せず考慮外

程雪雲　7：叩
集書冊 e巾

新高「∴∴噂中型車　暮

＋基本的に被ばくした部位のみ影筈を受ける
⇒仮想係数で補正し、全身換算化したSv

では人体影響を正しく評価できない

（①線量分布の軽視，無視、②線量評価の誤魔化し）

圏 原繁事故7年′′槌の放射性粒子′′徐々に相調

原発事故の直後に飛舶
「水に溶けない」その懸賞は
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Q 市民のためのがん瀞簾の会　博n：／／www．00m高く0．0惟／

重量馨ズ視軸据　曹操精諾犠訂後
http：〟www．com・info、orgIimaJima＿20160126＿nishio、htmI

http：〝MM・∞ln一面0．org／imaJima＿20160202＿nishio．hmI

先行捜査で発見された甲状譲癌は放射線誘発癌ではない根拠

◆日本の食生活ではヨウ意は充分に震灘ヨウ意の摂取は少ない
◆福青書故のト131の放出後はチ重ん／ナ
◆厳粛後続美田駄賃纏は内部強ぱくが原因であり筆書後置も櫓績しない
◆がんのna両8出isloryを育種すべき

章1cm3の営農は釣10備後の持越築く録鴨競・倍加峰競・強着分繭）
章甲状購乳黄葉は最も機種な絶後の築くI持・Ⅱ持しかない）
章照紬ノンパ動転鵜も内管糠と外刷糠を区別すべき

◆鑓青葉賞農鯵噺の意裏白上
◆乳麟雛の書籍期間を20年とし手動徽章雷競からの継足⇒1／350人保有
◆書籍書簾と裏書簾富強を比厳し輸ずるのは蘭遭い　　　食


