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１０月２６日（土）  広島なぎさ中学校高等学校 

参加 ： 堀内 脇田 山口 木本 坂本 塚本 田中  

 

１．福島第一原発事故と放射性物質（放射能）の問題                  脇田さん 

  

 ピースナビゲーターとして活動しておられる脇田さんの報告です。ピースナビゲーターは平和公

園を中心に 100 以上ある原爆犠牲者の碑や被爆遺跡を案内し、その由来などを説明する「語り部」。

修学旅行での依頼が圧倒的に多いようです。束ねているのは広島県被団協。 

 以下、脇田さんによる通信のためのの集約原稿です。 

 

Ⅰ．はじめに 

福島第 1 原発事故が 2011 年 3 月に起きて、現在 8 年が過ぎ

ました。現在大きな問題になっている１つが、福島で多発する

甲状腺がんです。 

この甲状腺がんは、放射性物質である「ヨウ素 131」が、のど

にたまることが原因で起きます。この、ヨウ素 131 は、半減期が

8 日という短い期間のため、確認が難しいというものです。自然

界にある放射能のもとでは、甲状腺がんになるのは、100 万人

に1～2人といわれています。また、1986年に起きたチェルノブ

イリ原発事故の場合、10 万人に対して何人かというレベルでし

た。 

Ⅱ．福島での小児甲状腺がんの実態 

2011 年 6 月から、福島県は 18 歳以下の子どもたちののどの検査を「県民健康管理調査」として

実施し、「県民健康調査検討委員会」が発表しています。 

⓵2012 年に福島県で見つかった小児甲状腺がん患者数は、男子 21 人女子 35 人の合計 56 人

です。しかし、当時の検討委員会の座長山下俊一氏（福島県立医科大学副学長）は、この子ども
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達の甲状腺がんの急増を目の当たりにしても「福島県の子どもたち全員を対象にスクリーニング検

査を実施したので、将来甲状腺がんになる患者を早めに発見できた。（だから小児甲状腺がんは

増えていない）」と、福島原発事故との因果関係を全面否定しています。〔１〕 

➁2018 年 9 月 30 日現在、小児甲状腺がん及び疑いは 206 人で、そのうち 166 人が手術を終え

ています。検査受診者は 30 万 478 人ですから、1458 人に 1 人が発症していることになります。福

島原発事故前の日本における小児甲状腺がんは、100 万人に 0～3 人でしたから、福島県の実態

は 100 倍を超える小児甲状腺がんが見つかっていることになります。それでも、「県民健康調査検

討委員会」は、甲状腺がんの増加は「福島第 1 原発事故によるものとは考えにくい」といいます。

〔２〕 

 ➂福島県は、2015 年から、医療費を援助する「県民健康調査甲状腺検査サポート事業」を始めま

した。2019 年 2 月 7 日現在では、この「サポート事業」と、「県民健康管理調査」のデータとを合算

すると、少なくとも 273 人の小児甲状腺がん患者がいることが明らかになり、これまで公表されてい

た人数を大幅に上回ることになりました。〔３〕 

 ④さらに、民間の団体〔４〕が調査した結果、小児甲状腺がん患者は 300 人にもなるといわれます。

〔５〕 

 ＊3・11 以後、これほどまでに増えている小児甲状腺がんの原因が何かを、当局は発表する必要

があるのではないでしょうか。〔６〕 

Ⅲ．民間基金による支援 

   2016 年７月に、「「NPO 法人３・１１甲状腺がん子ども基金」 が発足しました。 

この子ども基金は、震災時に東北から東海地方にかけて１６都県に居住していた小児甲状腺がん

患者を対象に、一人あたり１０万円以上の療養費を給付しています。2017 年１２月～2018 年９月ま

での計１０回の給付で、申請のあった１００人と特例の患者２人に対し、総額１,２１０万円の療養費

を給付しています。 

自覚症状などがでて診察を受けた患者や独自に甲状腺検査をしてがんが見つかった患者を

含め、再発して「再手術」を受けた人、また他の部位に転移している人など、深刻な実態も明らか

になりました。〔６〕 

Ⅳ．被曝の状況を少なくしようとする当局 

  本来、甲状腺がんは大人がかかるものです〔７〕。小児甲状腺がんが多発する今、「福島第 1 原発

事故により多くの人が被曝した」ことを前提に、福島県だけにとどめず、すべての地域で公的な機

関による診断と治療が子どもたちに行われるべきです。チェルノブイリでは、原発事故 8 年後には、

大人の甲状腺がんが 3 倍になったという報告もあります。〔８〕従って、日本でも診断と治療を大人

にまで広げ、甲状腺だけにとどめず、他の内臓の検診を実施するのが、被曝された方へのせめて
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もの、国の取るべき責任ある態度ではないでしょうか。しかし、福島県を取り巻く状況は、「県民健

康調査検討委員会」や多くの専門家は、「小児甲状腺がんの多発は、原発事故によるとは考えに

くい」という姿勢をくずしません。そして、小児甲状腺がんが発症してもその数を減らしたり、隠ぺい

しようとしています。〔９〕 

 ⓵2016 年 12 月、 検討委員会で、座長の星北斗が突然「国際的で科学的な第三者機関の設置」

を打ち出しました。それを受け、ＷＨＯ（世界保健機関）の専門機関であるＩＡＲＣ（国際がん研究

機関）が「国際専門家グループ」を立ち上げました。2018 年１月 11 日、専門家グループは福島の

甲状腺検査について、「過剰診断だ」としました。９月には提言を出し、「原子力事故後に甲状腺

スクリーニング（注：被曝者全員を対象とした検査）を実施することは推奨しない」と言いました。〝

国際的な権威〟で検査を打ち切ろうというのです。〔10〕 

 ➁甲状腺検査についての保護者への説明文を、検査を受けることのデメリットを書いたものに書き

換えて、〝検査辞退〟を増やし、甲状腺がんが発症しても隠ぺいしようというのです。〔10〕 

 

〔１〕〔２〕福島県の「県民健康調査検討委員会」の発表 

〔３〕小児甲状腺がん少なくとも２７３人〜福島サポート事業で判明。OurPlanet-TV： 12/14/2018  

〔４〕〔５〕NPO 法人 3・11 甲状腺がん子ども基金 

   「県民健康調査検討委員会」の発表は、福島県立医大からの報告で、他の病院で受診した人

もいると思われます。それを勘案して 300 人という数字になったようです。 

〔６〕NPO 法人 3・11 甲状腺がん子ども基金 の報告。OurPlanet-TV 白石草講演(2019.1.19) 

〔７〕甲状腺がんは、大人では、10 万人に 10 人、小児甲状腺がんは、世界的にもまれで、100 万人に

１人といわれるので、大人のがんだと判断。 

〔８〕ベラルーシにおけるチェルノブイリ原発事故後の小児甲状腺ガンの現状。菅谷 昭，ユーリ・Ｅ・

デミチク，エフゲニー・Ｐ・デミチク 国立甲状腺ガンセンター（ベラルーシ） 

〔９〕〔10〕週刊『前進』04 頁（3014 号 03 面 01）（2019/02/25） 

 

〇問題提起と要求としては、国が被ばくの実態を事実として認めなくてはいけないことと、被ばくさ

れた人に対する医療を充実させることのようです。国は現段階では、起きている体の異変を被ばく

のせいであるとは認めていません。例会では、問題提起や要求を上げるとき、客観的な公開されて

いるデータを示すなど、根拠をはっきりさせていくべきだという指摘がありました。（このまとめはそれ

が反映されています。） 

 また、低線量被ばくの場合、あらわれる異変は個人差が大きく、対処としては統計的な処理にもと

づくしか手がなくなるのだろうが、当の本人にとっては統計とは関係のない大問題である。せめて被
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ばく手帳をと要求しても通らないのがなさけない。統計処理する前のデータは公開されるべきだし、

訴える側も持っておくべきであるという意見も出ました。 

 これで片付いたというような話題ではないので、ことあるごとに声をあげる必要があります。 

 

２．エアホッケーをつくろう                                     田中さん 

 慣性の法則を学習するときに使えるグッズです。タピオカストロー、水風船、風船、ペットボトル、Ｃ

Ｄ又はＤＶＤで作ります。 
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 空気は呼気では入りません。空気つぎがいります。ゆっくり机上を滑らせるとなかなかいい感じで

した。ＨＰに動画があります。 

 

３．電池                                                    塚本 

 ことの発端は塩酸で亜鉛を溶かすとき、何が起きているかという学習内容でした。５％塩酸に新し

い華状亜鉛を入れるとぼちぼち水素が発生します。古い亜鉛はよく出ます。で、このとき、ステンレ

スのピンセットで亜鉛を取り出そうとしたら、①ピンセットが亜鉛に触れた瞬間に、ピンセットから盛ん

に水素が発生しました。ピンセットに電子が移動している証拠です。じゃあ、導線でもいくだろうと思

って②被覆をはがした線を入れて亜鉛に触ると盛んに泡が出ます。③導線の反対側を少しはがし

てループにすると、ちゃんと銅線中を電子が移動します。そこで、④その途中にモーターを入れて

みると、モーターが回ってくれました。動画はウェブで。 

 電池は金属が溶けるのがポイントだと思ったわけです。おしまい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．豚の胃と気管                                          山口さん  

  2 年生の学習で使った残り？を持参。問題は、胃は見た気がしな 

いがなんか見どころはないのか。みんなはどうしているのかいなという 

ことでした。気管の方は食道や気管支、心臓の一部などが合体して 

おり、見どころがあるのですが、胃は「これ」でおしまい。内側にひだ 

がありますが、それとてもあまり感動的？ではありません。みんなで 

あれこれ意見交換しましたが、妙案は出ませんでした。 

 豚の内臓は広島食肉センター 082-276-2903 で手に入ります。 

電話すると女性が出ます。で、これこれこういうわけでこんなものが 
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欲しいのですが、というと対応してもらえます。 

○○に使うのでそのまま、というと割いてない腸ももらえますが、検査のため肺は一部切除されます。

心臓は割られます。豚の頭骨は半分に鋸が入る前のものがもらえるそうです。氷はふんだんにもら

えるので、発泡スチロールの箱を持参すると〇です。 

 

５．アンモニアの噴水                                       木本さん 

  加熱せずにやりたかったので、水酸化ナトリウムと塩化アンモニウムの反応になりました。試験管

にこれらを約３ｇずつ入れて、少量の水（数ｍｌ）を入れて５００の丸底フラスコをかぶせます。激しく反

応してアンモニアが発生、フラスコにたまります。手軽です。 

 フェノールフタレイン入りの水をセットすると噴水が完成。ゴム管の中の水を押し出すようにすると

調子がいいとのこと。あらかじめガラス管に水で湿らせたろ紙をまいておくのがポイントです。この水

にアンモニアが吸収されてフラスコ内が減圧され噴水がスタートします。 

 ガラス管はピペットを流用するのがよさそうでした。 

 

 今から水を入れるところで す 。

この後、フラスコをかぶせて 待

つと激しく反応してアンモニ ア

がフラスコにたまります。フラ ス

コは水滴で濡れますが、アン モ

ニアは十分たまるようでした。 

 水酸化ナトリウムが水に溶 け

るときの熱で反応が始まると の

ことで、加熱は必要ありませ

ん。 

 反応式はそのままです。ア ン

モニアと水と塩化ナトリウムが で

きます。 

 右の写真のフラスコ内に巻いていたろ紙が見えますね。 

 

 

 

６．合宿 
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以下のようにほぼ決定しました。 

（１）目的   地質学について学習を深める。地学単元の進め方を学ぶ。仲間の絆を深める。 

心身をリフレッシュする。 

（２）期日   ３月１４日（土）～１５日（日） 

（３）宿泊   ペンションほっとビレッジ美東  美祢市美東町赤 3043-1 08396-2-2285 

（４）日程  

３月１４日                               ３月１５日 

9：00 集合（戸河内 IC を出た所）車で移動        10：00 化石館見学 

12：00 須佐ホルンフェルス見学               12：30 化石採集 

     昼食                                昼食 

17：00 美祢博物館                            帰宅 夕方？ 

     レポート討議 天体観測 ものづくり 

     夕食 交流会 

（５）学習   美祢民族資料館館長さんの講話 

         ２月例会で事前学習をします。講師は森さん。 

（６）準備物  宿泊に必要な物・防寒具・双眼鏡・筆記用具・ハンマー・タガネ・新聞紙 

ビニール袋・帽子（ヘルメット）・軍手・マジック 

（７）配車    未定 

 

 

７．東区子ども会連合会主催の「こどもフェスティバル かがくと遊ぼう 」 

 日時   １１月１７日（日） １３時半～１５時半 

 会場   牛田公民館  １階ホール 

 内容   回転舞踏会（木本）  偏光万華鏡（浜崎）  ブーブー風船（塚本） 

 スタッフ 木本 浜崎 塚本 山口克雪 山崎 

 参加   ５０人程度 

 

８．連絡 

★今後の予定★ 

    １１月２３日（土） 例会       13 時～    観音中 

 

    １２月２１日（土） 例会       13 時～    観音中 
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              忘年会      例会後    市内のどこか 

    １２月２６～２７日 中国大会            宇部市 

 

例会の様子はウェブにもあります。 

   http://www43.tok2.com/home/gutti63/index.html 

 

【お願い】 

 会費（１年間で２０００円）を払ってください。サークルは会費で運営されています。会

費以外に本部からの活動補助費もありますが、とうてい支出はまかなえません。今活動でき

ているのは、かつて馬やブタの頭骨標本をつくって得た収入などがあるからですが、そうい

う活動はできなくなったので、今は当時のたくわえでなんとかなっています。 

 諸事情で参加が難しい場合は８４円切手を適当な枚数で事務局宛に送ってくださっても

かまいませんが、集まって話すのがメインの研究集団ですから万障繰り合わせの上（古いね）

ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山口さんの内臓説明。ガリ、ハツ、ヤオギモとか理科ではない単語を使う人が出てきて、

まあそのなんというか。。。このあとこの「肉」はどうなったのでしょうね。 

楽しそうでしょ。ぜひご参加を。 


