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避難者通信 85 号 2020 年 7 月 27 日
―原爆７５周年とコロナ－

皆さん、お元気ですか？

コロナ感染者増加が再び深刻になっています。

コロナ禍中にあっても感染されないことを祈ります。しっかり自衛してください。

（１）原爆被害７５周年が近づいています。

75 年経っても未だに被爆者に認められていない人々が、被爆者として認められるこ
とを要求しての訴訟が絶えません。これらの方々は被爆時の体験とその後の生涯を

通じて現れる健康被害を、被曝したことによると確信しています。実際疫学調査な

どで確かめられています。

その考えは諸データから正しいと確信します。

長崎では，被爆体験者 670 人が第１陣、第２陣に分かれそれぞれ最高裁まで持ち上げ
ましたが、 2019 年 11 月に第２陣 161 名に対して上告棄却の判決が出されました。
１・２陣共に完璧な敗訴でした。670 人の内、既に 120 人の方が亡くなっております。
長崎では第２回目訴訟として命を賭けた訴訟が新たに立ち上がっています。

敗訴の背景には，科学的な評価が認められ難く，かつ科学的認識が、原子雲自体の

実際の姿の客観的認識が、欠損している状況でした。法律的にも科学的にも何の根

拠も無い「 100 ミリシーベルト以下は健康被害は無い」という，政府と御用たちが進
める、福島以来の日本の特殊に歪められた被曝防護のキャンペーンの影響を強く受

けていました。三権分立で保障される司法としての独立・見識はありませんでした。

高度４ km 付近に水平に円形に広がっていた原子雲は、きちんと認識されていません
でした。広島黒い雨の雨域の広さと時間変位を説明でき，長崎では半径 15km 程度ま
での放射能汚染を必然的なものとして認識させる事実です。

しかし，これは長崎被爆体験者訴訟では、全く判決判断の対象にもされませんでし

た。

広島では黒い雨に関する聞き取り調査が多面的に実施されています。その努力が報

いられることを願います。

広島黒い雨訴訟、原告 86 名、の地裁判決が明後日、７／２９になされます。
この勝訴を心から望んでいます。

皆さんも応援してください。

数週間前、原告であり、かつ黒い雨訴訟を支援する会の事務局長をしている高東征

二さんからメールが届きました。

「 6 月 5 日の金曜日の事でした。夜、 3 時ころまで胸が苦しくて眠れない。３日間も
続いたのです。コープ診療所の佐々木先生に診てもらおうと出かけました。心拍数

が 160 です。普通は 60 ぐらいですから 2 倍あります。いつも、小走りしてるような
ものですよ。・・・病院で、先生は「これは、心臓の４つの部屋の上の心房が小刻み

に震え、十分機能しなくなって、不整脈を起こしているのです」。

若いナースは無呼吸の時間があるので驚いていた。」

そんな高東さんが，自力で運転できなくなった身体で、原告のアンケートを取りに

回りました。

彼がアンケートを取りに出かけて，感服したことがあります。彼は、「驚いたのは、

病気だらけの人生をみんな一生懸命に明るく生きておられることです。甲状腺異常

・貧血・白内障・脳梗塞・心臓疾患・がん等々。通院するにも周りの人の助けが必

要です。「健康管理手当をもらえるものならもらいたい、周りの人に少しでもお返し

したい」との声が心に響きました。被爆者健康手帳も健康管理手当も、裁判にかか

わる私たちだけでなく新降雨図の内側で該当する人みんなに給付してほしい。」と語
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っています。

詳しいことは下記をご覧ください。

黒い雨訴訟を支援する会：

https://www.bing.com/search?q=%E9%BB%92%E3%81%84%E9%9B%A8%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%
94%AF%E6%8F%B4%E4%BC%9A&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=%E9%BB%92%E3%81%84%E9%9B%
A8%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BC%9
A&sc=0-8&sk=&cvid=9EF52F01C7484336A53A5DCEE820906F

2020 ヒバクシャ 高東征二さん 執念の「黒い雨」降雨図 遺志継ぐ via 毎日新聞
https://lucian.uchicago.edu/blogs/atomicage/2020/05/02/2020%e3%83%92%e3%83%90%e3%82%af%
e3%82%b7%e3%83%a3-%e9%ab%98%e6%9d%b1%e5%be%81%e4%ba%8c%e3%81%95%e3%82%93%e3%8
0%80%e5%9f%b7%e5%bf%b5%e3%81%ae%e3%80%8c%e9%bb%92%e3%81%84%e9%9b%a8%e3%80%8d
%e9%99%8d/

裁判の勝訴を心から望んでいます。

皆さんも応援してください。

（２）コロナ禍の諸問題

先日集会形式を取らない学習集会第 2 回目を撮影いたしました（ 7/16）。
第 1 回は 6 ／ 8 でした。これらの一部は
つなごう命の会 ～命どぅ宝～ - Home | Facebook
https://www.facebook.com/tsunagouinochi/
で見られます。

話の全容は添付ファイルに示しますのでご覧ください（２回とも）。

沖縄に於いてはしばらく新規感染者ゼロが続き安堵していたところ，米軍で集団感

染が生じ（現在 236 人）それと期を合わせて県内にも感染が広まりました（本日：新
規 6 人、累計 192 人）。米軍からの情報提供が誠実でなく，かつ陽性者管理がずさん
であります。コロナ禍であっても米軍人は出入国の制限は無い。日米地位協定で，

県民の生命保護は軽んじられる。日本政府の主権国家を騙る対米従属対応は日本市

民を保護しない。琉球新報は社説で「全ての米軍基地を封鎖せよ」と謳った（ 7 月 12
日）。

住民の命を守るために，コロナを蔓延を最小限に抑えるには，①接触を可能な限り

断つ、②検査体制を拡充して 人にうつす前に陰性 /陽性を識別して感染拡大を防ぐこ
と。この基盤には医療体制への国の責任として，財政補助、機材の確保，人件費確

保が必須です。陽性者の隔離手段も政府責任です。

市民の自粛で一旦は事態が収拾したかに見えました。しかし政府の責任は何も果さ

れてきませんでした。

日本政府の異常な施策は、福島事故では「測定しないことが『健康被害無し』の条

件であるとされました（いったい日本は文化国家でしょうか？）

コロナでは感染が拡大している理由に「検査が拡大しているから陽性者数が増えて

いる（小池東京都知事）ととんでもないことが発言されています。

医療崩壊を防ぐために PCR 検査はしない方が良い，あるいは、検査精度が悪いなど
と， PCR 検査を否定する考えがありますが、とんでもないことです。
今までと今でも、検査と医療体制についての政府の責任が全く果されていません。

これが最も危惧されるところです。

矢ヶ﨑克馬



講師紹介：矢ヶ﨑克馬
1974年 琉球大学赴任 教育研究の基盤整備

物性物理学 基礎研究
1991年 極低温センター開設（琉球大学共同利用研究施設）

2001年 別冊宝島 理科系編 物性物理学分野
大学ランキング・ベスト１０ （実績・教育内容）

1997年 鳥島劣化ウラン弾投爆 1520発 発覚
米軍第一声：劣化ウランは放射能では無い⇒物理学者として否定

2003年 原爆症認定集団訴訟 内部被曝証言
～2009年 学生部長、理学部長等を経て退職

琉球大学名誉教授
2011年 福島全域測定、モニタリングポスト検証
2011年 衆院＆参院 参考人招致、
2012年 久保医療文化賞受賞
著書： 力学入門、隠された被曝、内部被曝等々



緊急事態宣言
政府は：法律を守れ！生存権を守れ！

火事場泥棒的なことはするな!
2020年6月7日

つなごう命の会
第４０回学習会

矢ヶ﨑克馬

放射能公害被災者に人権の光を！



人権を一顧だにしない国家主義？
アベ語録
（横田滋さん逝去） 拉致被害者問題の放置
「断腸の思いで、本当に申し訳ない思いでいっぱいだ」

本当ですか？

「政府として様々な動きを見逃すことなく、チャンスを捉えて果断に行動して実現し
ていきたい」

今更？ 本当ならば、やり遂げてみよ

（後藤健二さん（２０１５年、ISに殺害））
「テロと一切の妥協をしない」安倍首相は見殺しにした

コロナウィルス ？
絶好のチャンス政治の私物化、利権あさり、戦争の出来る国

拉致問題の1根源は日本の朝鮮植民地化と覇権主義にあり
⇒人道的に対応すべき ⇔ 国家・覇権主義では解決しない



（１） 新型インフルエンザ等
対策特別措置法

コロナ／緊急事態宣言
利権の道具？

マスク委託費：委託先？総計金額無し
持続化給付金：中抜き？：幽霊会社

入札書類黒塗り
巨額な予備費の使途？



①コロナの蔓延を防止⇒科学的に必然的な施策に限定すること

②自由を制限する「要請」⇒必ず補償を！

③住民の命も保証し、暮らしもきちんと補償すること

④政府は誠意を持って謙虚に、義務を実行すること

⑤今まで、日本住民の優れた自粛協力で、コロナの蔓延を防止した

⑥それに対して、政府責任は果されていない

PCR検査態勢・陽性者の隔離と治療体制・医療支援
抜本的確立 ⇔ 緊急事態宣言を出した政府の責任

⑦日本住民の社会的目的のための優れた協力能力を、
「戦争が出来る美しい国」 の為への利用を許してはならない

⑧主権者が自ら主権を守ることが出来る日本と世界の確立
すべての人が等しく人間として尊重されること

生存権・人格権・思想信条表現学問の自由・三権分立・

決して個人の自由・財産・私生活不介入原則を崩すなかれ！

⑨Black lives Matter    香港「国家安全法」 貧困者難民にコロナ危機



コロナ／緊急事態宣言の陰に

（１）違法な「要請」：小中高校の休校
①都道府県の教育行政⇔あまりにも「従順」

政府／文科省の言うがままの姿⇔怖い！！

②科学的検討／周囲の行政的段取り／学習権／
教育権／生存権⇔考慮・対応無し

（２）非科学性

①アベのマスク⇒未だ配布し切れていない

②検査・医療体制の確立⇔意図的怠慢

（３）私物化モリ・カケ、桜、検察庁法、持続化給付金

（４）どさくさ火事場泥棒改憲、トリチウム水、六ヶ所村、

除染無き避難指示解除 利権アサリ





（重要）公立学校の隠蔽体質
命を絶つ児童生徒に向き合わないで切り捨てて

文科省の評価を気にする
何と

全生徒数11％で，89％（文科省調査）の1.5倍の自殺者が
あることになる



主権者が自ら主権を守ることが出来る
日本の建設

⇔子どもの人格を守れる教育行政か？
競争的環境をやめ：受験勉強をやめ

少人数教育を確立し

学ぶ者が納得できる知識の獲得

よく考え 豊かに感じ 自発的に行動する

人間性あふれる児童生徒の育成

民主主義市民の素養
①客観的に／科学的に／人道的に 見ることが出来る

②自ら判断できる

③判断したことを実践できる



新しい行動パターン
⇒失われた労働者人権と社会保障を取り戻す

新自由主義（規制緩和と自己責任）の
資本主義の新搾取方法と思想支配を脱却！

市民の意思表示しかない

①医療体制、保健所

②少人数教育 ⇔ 欧米は１クラス １０人台

多人数教育は「服従訓練」に不可欠

③気象観測網、国土管理（山林、河川）

④避難態勢（欧米はエアコン付きの個別テント）



（２） 原子力緊急事態宣言で
市民は守られたか⇒とんでもない！

原子力災害対策特別措置法

原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保
護することを目的とする

原子力緊急事態宣言は

法律に定められた手順・方法に従わなかった

法定の避難訓練手順を全く無視

⇔住民の命と財産を保護することの逆の実態が進
行した

どの専門家が本質を語ってくれたか？
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• 被曝制限を年間1ｍＳｖから20ｍＳｖへの変更
• ＳＰＥＥＤＩ情報を公開せず（福島県が拒否）
• 安定ヨウ素剤を配布せず（福島県が拒否）

• 広報は現地対策本部の報道担当者が行うべき⇔枝野官房長官
が行う。

• ＥＰＺ（Emergency Planning Zone）として定められている
緊急時避難ゾーンは8～10ｋｍであるにもかかわらず
菅首相は３ｋｍを避難区域とした

• 福島県災害対策本部長の佐藤雄平知事は県内５９市町村に緊急
事態宣言の通知をせず、災害対策会議を招集せず。

• 政府現地対策本部長が会議を経て住民避難、屋内退避措置など
を決定すべきところ、
官邸だけで決めて混乱と犠牲を増幅。

• 福島県はスクリーニング基準を４万ｃｐｍと設定されているところ、
勝手に１０万ｃｐｍに変更。

• メルトダウンという事態を２ヶ月も経過して公表する情報操作
• 野田首相（２０１１年９月２日～２０１２年１月１３日）は

現実を確かめず、会議など経ず、突然
２０１１年１２月１６日に「事故収束宣言」を発した。



チェルノブイリでは居住禁止
日本では居住・生産

⇓
その悲劇は？
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子ども被災者支援法：居住は自らの意思によって行うことができるよう
⇔ 2016年住宅無償提供終了 2019 福島県「避難者提訴」





放射線管理区域：4万ベクレル/ｍ2

放射線管理区域の管理内容

①一般人は立ち入るとが
出来ない

②飲食禁止
③睡眠・排泄不許可
④出るときは汚染検査

（手足、身体、衣服）
⑤4万ベクレル/ｍ2以上汚染
⇒衣服等一切持ち出し禁止

http://www.radiationexposuresociety.com/wp-content/uploads/2015/06/bbec70a61d3b7e6d1753e5a5c3a04e32.jpg


１６１／１６２が
放射線管理区域

相当

国見町、

伊達市、福島市、
桑折町

ぶどう、
さくらんぼ、 ⇒

杏、
桃、

リンゴ、
柿、
梨



チェルノブイリではありえなかった被害

チェルノブイリ「居住禁止とされたゾーン」 で
２０ｍＳｖ/年 までに居住する福島県民は

１００万人オーダー
⇓
生産 米・野菜・果物・・・
⇓
全国へ流通 「食べて応援」⇒内部被曝
⇓
７年間で ２７万６千人の死亡者の異常増加

同程度の 出生数の異常減少
（厚労省人口動態調査を分析)

チェルノブイリ事故より初期死亡者が異常に多い



特に危険 淡水魚介類、山菜、野獣肉、
沿岸魚貝類、底物、回遊魚



魚屋で購入した
８尾

全部が
背骨湾曲

（小野寺晶氏提供）

イワシは
プランクトン食

プランクトンの
放射能汚染の

深刻さ！

背骨の曲がったイワシ
２０１８年７月３１日 気仙沼漁協水揚げ



死亡者の異常増加



出生数異常減少



人口異常減少



放射線危険の本質

Ｘ線撮影の原理と危険

身体のバランスと被曝の影響



放射能と放射線

放射能

放射性原子

放射線



核分裂（ウランやプルトニウム）



連鎖反応 核分裂 １：２ を維持



原発の核分裂ー制御棒 １：１ を維持



電離：放射線の危険の本質

放射線

吹き飛ばされる

電子放射線が身体に当
たる

⇒ミクロに見れば
１原子に当たる



水素原子 水素分子

化合： 電子どうしの結合

結合

原子の結合は電子対による


水素原子

水素分子

化合：　電子どうしの結合

結合



































電離と分子切断：放射線の危険の本質

ペア電子

放
射
線

電子

電離

分子

原子

（量子力学）



照射と吸収

骨折写真



何故透き通る写真ができるの？
10個切ったらエネルギーが無くなるとして

肉
→→X→→→→ X→→→→→X→ →→ X →→ →

骨
→X→X→X→→X→X→X→X→X→X→X→

切られることは ①からだの機能が失われる
②遺伝子が組み変えられる
③組織が弱くなる

フ
ィ
ル
ム



キューリー夫人1867年11月7日 - 1934年7月4日の手



人口１００万人当たりの
ＣＴ保有台数



心筋梗塞患者における

低線量X線被曝と発がんリスク



飲飲飲飲飲飲 飲飲飲飲飲飲

内部被曝







吉
川
敏
一

ＩＣＲＰ（国）の認知 は

ガンと少数の病変

のみ



放射線被曝⇒電離⇒分子切断

（最多数）水の分子切断⇒活性酸素

あらゆる健康不良・健康破壊

（最重要）ＤＮＡ切断・ミトコンドリアＤＮＡ切断

⇒異常接合、アポトーシス、エネルギー生成不調

（エネルギー系バランスの破壊）

（エネルギー生成系１）有酸素⇔ミトコンドリア

（エネルギー生成系２）嫌気性⇔解糖系

新陳代謝の無い臓器 脳・神経細胞 心臓



活性酸素による間接効果

水

放射線

細胞質

細胞核 ＤＮＡ

細胞

Ｈ
＋

ＯＨ
－

ＤＮＡ鎖切断

水の電離



動物細胞





アデノシン三リン酸



細胞核



核の

ＤＮＡ
の
染色





カリウム４０
自然カリウムの １．１７%

全ての細胞内に カリウムチャンネル

細胞内 カリウムは高濃度、ナトリウムは低濃度

大人 ４０００Ｂｑ ⇒ 毎秒１億３０００万個の分子切断

⇔ 瞬時にして修復する能力 （免疫力）

⇒ 異常ＤＮＡを抱えた大量の細胞

⇓
それらの活動を抑圧する免疫システム

⇔ 免疫力低下の時に一挙に発がん



免疫力と生体酵素

生体酵素

白血球

（好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球）

腸内フローラ

あらゆる生体酵素の活性化は

ミネラルを必要とする



一本切断 二本切断



DNAの
分子構造

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/DNA_chemical_structure.svg


と再結合

イオン化と再結合



安保徹：新がん革命

嫌気性・好気性 エネルギー生成系



安保徹：新がん革命



自律神経のバランス

安保徹：新がん革命



ICRPモデルの虚構



バイスタンダー効果

放射線

細胞質

細胞核 ＤＮＡ

近隣細胞

染色体異常
死滅



単一細胞レベルの被曝評価
（重要）

ＩＣＲＰ－２００７ （６２）がんのリスク

「単一細胞内でのＤＮＡ損傷反応過程が

放射線被曝後のがんの発生に

非常に重要である」

⇒細胞レベルでの被曝評価が必要

ICRP (臓器ごとの吸収線量)



吸収線量定義

ICRP1990
「吸収線量は

ある一点で規定できる
言い方で定義されているが、

１つの組織・臓器内の平均線量
を意味するものとして用いる」



ベータ線
飛程2mm （Cs： 0.5MeV 12,500個の電離）

・・・・

細胞 10μmφ 200個
1細胞あたり60個の電離

被曝細胞の 吸収線量

臓器単位で行う 吸収線量 の比較

Ｃ

吸収線量（シーベルト）
放射線で与えられたエネルギー（J)／質量（kg）



被曝細胞での評価

ベータ線：２ｍｍ

ICRPによる

臓器単位での
評価

⇐⇒

ICRP方式では電離密度の巨大さが

消し去られる

１兆倍の差

臓器⇒



放射性微粒子
の場合

1μmφで1兆個の原子

その5%だけが放射性
とすると

500億個の放射性原子

ICRPによる

臓器単位での
評価

⇒⇒

被曝領域
４mmφの球



食べ物と一緒に入った放射性埃
（１）沢山の放射性原子： ５００億個

（２）ベータ線：１本で～２ｍｍの飛程に１万個の切断
短半減期、
セシウム137：12万本/時間 切断280億個/日
ヨウ素： 5万本/秒 切断 40兆個/日

崩壊系列 Cs137 β → Ba 137 γ
（放射平衡） Sr90 β → Y90 β 

I131  β、γ → Xe 131 γ
（３）腸管に集中的分子切断→下痢

外部被曝（γ線）なら相当に大線量で

（４）ヨウ素1 週間 1000万分の1gで1Sv （全身被曝量）



国際原子力ロビー



核不拡散条約

（１）核拡散を抑止
第１条［核兵器国の不拡散義務］、
第２条［非核兵器国の拡散回避義務］）
第３条 ［転用防止のための保障措置］国際原子力機関

（２）原子力平和利用原発・核爆発
第4条［原子力平和利用の権利］
第5条［非核兵器国への核爆発の平和的応用の利益の提供］
①原子力の研究、生産及び利用⇒奪い得ない権利
②設備資材、科学的技術的情報⇒最大限度に交換
③非核兵器国の応用の発展に貢献

（３）核兵器の削減（第6条［核軍縮交渉］）
第７条 ［地域的非核化条約］

１



核兵器禁止条約と原発

「核兵器禁止条約 前文」

本条約は、締約諸国が一切の差別なく

平和目的での核エネルギーの研究と

生産、使用を進めるという譲れない権利に

悪影響を及ぼすとは解釈されないことを強調

商業原発を「平和利用」と規定

２



原発事故のどさくさに紛れた
「原子力基本法」改訂

（基本方針）

第二条 原子力利用は、平和の目的に限り、安全
の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的
にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで
国際協力に資するものとする。

２ 前項の安全の確保については、確立された国
際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産
の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に
資することを目的として、行うものとする。

（２０１２年 野田佳彦内閣）

３



密猟者と
猟場管理

人が
同一人物
の群れ

（ベーバーストッ
ク）



被曝防護から
防護せず住み続けさせるへ



汚染地での生産
⇓

日本全居住者被曝強制の体制へ

2011年後死者異常増⇒7年間で27.6万人

福島事故の対処原理
一方的に住民に被害を押し付ける原発維持の

帝国主義的開き直り

チェルノブイリ後放射線防護の実践哲学の逆転
防護から汚染地に居住させ続ける へ

⇓



防護哲学の天地を逆転
「防護」から「汚染地に永住させる」へ

IAEA 「チェルノブイリ事故から10年」 1996年
「住民は毎日の放射線リスクを受け入れる用意がある」

「介入という範疇で規制される古典的放射線防護は複雑な
社会的問題を解決するためには不十分である。住民が永久的
に汚染された地域に住み続けることを前提に心理学的な状況
にも責任を持つ、新しい枠組みを作り上げねばならない」

ICRP 「2007年勧告」 大量被曝強制を体系化

⇓
フクシマに適用/虚偽を基にした棄民政策

住民犠牲の大実験が行われている



ＩＣＲＰ２００７年勧告

被ばく状況 内容

計画被曝 線源の計画的な導入と操業に伴う状況
線量限度
年間１ミリシーベルト

緊急時被
曝

至急の注意を要する予期せぬ状況
参考レベル
年間20ミリシーベルト～１００ミリシーベルトの

範囲で国が指定
現存被曝 管理に関する決定をしなければならない時点で

既に存在する被ばく状況



福一原発事故管理

日本特有の功利主義・軍事力主義復活美しい国

（３） 棄民策が「田畑を維持したい」＝人格権を悪用

⇒全官庁+民間

「健康被害は無い」「風評被害」「食べて応援」

（４）東京オリンピック招致 ⇒見せ掛けの復興

⇒ 放射能のおもてなし

（１）国際原子力ロビーが

原発産業の死活にかけて 核体制防護

準備万端待ち構える 中で生じた事故

（２）法律無視 ⇒ 原子力緊急事態宣言



放射線防護を止めて
高線量地域に居住させっぱなしにする

①従来の法律を無視 (1mSv/y⇒20mSv/y)
なぜ法律無視ができたのか？

⇒ 原子力緊急事態宣言

② ＩＡＥＡの言う「心理学的ケア」

国際常識すら無視する嘘宣伝（情報操作）

風評被害 100ベクレル以下は安全 １００ｍＳｖ以下の被害は無い

嘘 健康被害はありません（安倍首相）

嘘 笑っていれば放射能は通り過ぎる （山下俊一等）

嘘 小・中・高校「放射線読本」 環境省「放射線のホント」

③物理量の意図的変換⇒ 被曝量低減化（環境量⇒生活量） ＭＰ

④測定手段の意図的誤適用⇔フィルムバッジ



汚染の現状



モニタリングポ
スト（除染なし）

モニタリングポ
スト（除染あり）

住民被ばく量
矢ヶ﨑測定

真
値
の
半
分
し
か
示
さ
な
い
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト



魚屋で購入した
８尾

全部が
背骨湾曲

（小野寺晶氏提供）

原因は何だ
ろう？

背骨の曲がったイワシ
２０１８年７月３１日 気仙沼漁協水揚げ



最近の放射能汚染状況（一例）

①きのこ出荷制限山梨県 福一から３００㎞

２０１９年１０月４～７日と１０～１９日

野生キノコ２６検体採取中食用キノコ２１検体から

から基準値を上回る放射性セシウム１３７が検出

富士河口湖町で採取したショウゲンジ

６７０ベクレル

②過去最高のストロンチウム９０ 福島沖 クロダイ

30Bq/kg 2017年
③白メバルの出荷自主制限 57Bq/kg 2019年11月



１００ベクレル/ｋｇ以下は安全か

とんでもない嘘です

放射線被曝はゼロが原則
放射線で組織が切断されます

流通上数値制限はやむを得ませんが、
リスクはあります。

弱者にはすぐ体調不良が現れ、
場合によっては命に係わります。

どうぞ覚悟してお召し上がりください。
が正しい表現



事故前（２００８年時点）の

食品の放射能汚染状況（セシウム１３７の濃度）
日本分析センター平成２０年度事業報告書

種類 数値 単位

上水 0.00004 Bq/L

米 0.012 Bq/kg

根菜 0.008 Bq/kg

牛乳 0.012 Bq/L

魚類 0.091 Bq/kg



死亡増加⇐食べて被曝
残念ながら

たいがいの市民の方は
内部被曝が死亡の異常増加の原因と聞いても

ピンとこない
⇓

毎日の食事によって命が蝕まれている
⇓

「内部被曝」をどう排除するか
⇓

食材、産地の選択



厚労省人口動態調査を
分析する

人口急減量の

4分の1は
福島事故以降の異常



社会増が
2011年で
急変した
理由は？

⇓
放射能放出
に対する

諸外国の対応

２０１１年以降の人口急減
４分の１は死亡者の異常増加と出生数の異常減少

４分の３は少子高齢化
⇓

①人口 ⇐ 自然増減 ＋ 社会増減
② ２０１１で急減する理由：社会増減の急減＋死亡異常増と出生異常減



全国7年間で28万人
福島異常死亡増加率が高い



自然増減

①大雑把
に直線的
に変化

②2005年
で負に転

化
③2011年
で急減



1986年境界に出生数・自然増減が急減



1986年境界に出生数・自然増減が急減





社会増が
2011年で
急変した
理由は？

⇓
放射能放出
に対する

諸外国の対応

日本の人口 と 自然増減の積算
①自然増減積算は2005年を頂点、なだらかな急減
②人口は2010年まで増加 2011年以降急減

⇒分かったこと
①「社会増減」2010年まで増加 2011年からほぼ一定
②2010年までは「社会増」が主/2010年以降は自然減が主



自然増減中の異常値の定量

①死亡者異常増加

②出生者異常減少

⇓
両者の異常の合計

⇓
自然増減を分解

①少子高齢化 成分 と

②異常死亡数増加＋異常出生数減少 の成分



自然増減ー死亡数を分析する
2011年以降の異常を特定する



20年単位での直線近似
⇒少子高齢化傾向



全国7年間で27.6万人
福島 異常死亡増加率が高い



県別の異常死亡率増加
福島が最大



南相馬市の住民票数と死亡者数
2015年から人口が急減するが死亡者数も急増する。
死亡率の急増は人口減による見かけのものではない。



20年間規模での直線近似は困難
せいぜい5~6年か

自然増減分析ー出生数を分析する
2011年以降の異常を特定できるか？



特殊出生率（母：１５才～４９才）
１０数年前に急変の可能性



出生数 ２０１１以降を比較するのに
意味ある標準期間は２００６年―２０１０年



最近の出生数
やはり2011年から急減少か？

2011年～の7年間を直前５年間に比較



少子高齢化の値の推測方法
直線近似部分死亡・出生：黒い線

それぞれの線からはみ出した分が異常増減





自然減少
ほぼ 3/4が少子高齢化・1/4が異常減少



１ 放射線被曝防護体系の大変換
「被曝防護」から（1ｍＳｖ/年～防護、５ｍＳｖ/年～移住）
「高汚染地域に住まわせ続けて防護せず」へ

（２０ｍＳｖ/年まで住み続けさせる）

２ チェルノブイリでは無かった被曝
５～２０ｍＳｖ／年汚染地域生産⇒全国的内部被曝

３ 人口激減
①２０１１以降非常に強い蓋然性をもって放射線被曝

が人口激減要因となったといえる

②人口激減原因の３/４ 少子高齢化
１/４ 死亡者異常増加

＋ 出生者異常減少



国際的核推進体系
放射線防護から被曝強制へ

悲しいかな！
犠牲が現れてから初めて事実を

告発することしかできない。
この悔しさ、この怒り！

人権(命）を大切にする政治に変えよう！
国際的放射線防護を被曝防護へ変えよう

棄民から救民へ！



功利主義（被曝強制）を
民主主義（被曝防護）に変換させる

（１）復興を急ぐな
（２）避難の権利を認めよ
（３）放射性物質内部被曝防護体制
（４）予防医学的処置・健康診断
（５）核兵器禁止、原発廃絶

棄民から救民へ！



沖縄の内部被曝の原因？

福島県産米（２０１２年産）

都道府県 年間消費量 人口 一人当たり

順位 トン 千人 消費量

1.  東京 46,097 13,515 3.41kg
2．兵庫 15,081 5,534 2.73
3．沖縄 3,300 1,433 2.30
4．大阪 2,741  8,839 0.31

うつくしま・ちゅらしま交流宣言（２００３）
「食べて応援」大キャンペーン（２０１１）



生活上の注意
現在：自己防護しかない

食べて応援を避ける⇔本質的応援を
（１）汚染地域の食材を避ける（多くは低汚染に）

沖縄産 地産地消

名護市方式 ①県内、②九州、③西日本

（２）魚 近海漁は「より安全」 回遊魚は避ける

淡水物は避ける

きのこ類 沖縄産菌床栽培

山菜 木の実 木の葉 関東以北は避ける

米 毎日食べるものは特に注意

お茶 沖縄茶

（３）木材、米ぬか



オリンピックをやるような環境
ではない

この食糧汚染の現状を見てください
⇓

①生産者対消費者の対立か？（否）
②「健康被害ゼロ」を現実だと見せかける

嘘の政治⇒棄民政治
に対する人権主張か？

③汚染地帯内外で連帯して
「放射能公害被災者に人権の光を！」



死産（自然死産、人口死産）



死産 総数 自然死産 人工死産
2011年から異常増加傾向

少子高齢化に直接は関係しない



乳児死亡と新生児死亡
2011年から増加

少子高齢化に直接は関係しない



障害学生数
３年遅れで急増か？



発達障害・脳の機能障害受診者数
３年遅れ？で急増





原発事故後増える特別支援児童数



アルツハイマー死亡率
２０１１年から増加



認知症死亡率
平均２０１１年から増加



精神および行動の障害
平均２０１１年から増加



老衰による死亡
平均２０１１年から増加



鹿児島県
平均２０１１年から増加



福岡県
平均２０１１年から増加



沖縄における老衰死亡率
変化率１０倍以上



沖縄における総死亡率の経年変化



沖縄における神経系疾患等の
死亡率



沖縄における高血圧性疾患の死亡率



沖縄の内部被曝の原因？

福島県産米（２０１２年産）

都道府県 年間消費量 人口 一人当たり

順位 トン 千人 消費量

1.  東京 46,097 13,515 3.41kg
2．兵庫 15,081 5,534 2.73
3．沖縄 3,300 1,433 2.30
4．大阪 2,741  8,839 0.31

沖縄は4位の大阪より一桁多い住民消費量！



身体に異変が起こっている
運転の中断および事故

2014年から急増



難病患者数



タイヤパンク件数
放射線の分子切断に対して 人間は修復力を持っている。

タイヤ素材は修復力を持っていない





第41回
コロナウィルス問題

つなごう命の会

矢ヶ﨑克馬

豪雨災害被災者の方々に
心からお見舞い申し上げます。
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感染拡大防止に必要
情報が得られない
＊感染者の行動履
歴・プロフィル
＊感染者・濃厚接触
者の措置状況

＊米軍は基地や部隊
ごとのコロナ情報を
発表しない

↓
全ての

在沖米軍基地を
ロックダウン

すべき



新型コロナに対する政府の政策は
正しくなかった
医療問題研究会

①PCR検査少なすぎ クラスターを作らない早期発見、周辺の検査
が出来ていない

②休校は間違い 科学的根拠無し､権限逸脱・法律違反 教育権・
学習権・生活権の破壊､ 権限を持つ地方自治体が無批判に盲従

③緊急事態宣言⇒民主的で効果的な方針を
3／27ピーク、4／7（7都道府県）（1／2に）、

4／16（全国） （1／4に）
医療機関に物資供給極貧、多大な市民犠牲に対する補償極貧

④医療崩壊 公的・公立病院合理化（統廃合）方針を廃止、
保健所充実

儲ける医療では無く市民の健康を守る医療への転換
⑤薬務行政の破壊 アベガンならぬアビガン無茶適用をやめ科学性を
⑥スマホアプリ・GPS 産業利潤に奉仕？公衆衛生現場の強化を！



火事場泥棒的施策
＊不透明財政 掴み金的な予備費
＊専守防衛を踏み破る 敵基地攻撃能力

攻撃的専守防衛？
＊利権誘導的 持続化給付金 中抜き 幽霊会社？

入札書類黒塗り
＊憲法改正論議

Ｘ 要請するが 補償せず
Ｘ 医療現場の逼迫を救わず
Ｘ 公的医療施設 統廃合 強行



BCG接種国 現在BCG非接種国
以前接種 一貫して非接種
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https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201509/3.html

【参考】日本における結核による死亡者・死亡率の推移



コロナウィルスを生み出す環境
（1）核実験・原発 ⇒環境放射能

⇒ウィルスの突然変異 ⇒被害も
（2）資本主義的生産 ⇒大気汚染・環境汚染
（3）大自然の利潤主義的開発

⇒未知のウィルスなどとの接触機会
（4）免疫系の攪乱
（5）生物兵器⇒軍事目的にコロナ開発？

（6）社会格差・新自由主義⇒労働・生活・住宅条件の悪化
（7）経済・社会のグローバル化
（8）途上国での覇権主義的搾取
（9）医療・製薬の独占支配



渡辺悦司氏提供



福島原発事故 高放射能汚染地域
福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・千葉・

神奈川

7月8日現在
コロナ 患者数 11,547人 57,7% 19,997人

死者数 564人 57,5% 981人

全人口比 35.7%



東京都の死亡数異常増加
（４月死亡数）

過去４年間の平均死亡数と比較

全死亡数増加 １０５６名 １１．７％増加

コロナ死亡者 １０４名

コロナ死亡者の１０倍以上の死亡者増加



Figure 1. Excess Deaths in the United States From March 1 Through May 30, 2020

■黒実線：総死亡者数
■ベージュエリア：公式発表のコロナ・肺炎・インフル死
亡者以外の死亡
■細いオレンジエリア：肺炎・インフルによる超過死亡分
■灰青エリア：公式発表コロナ死亡
■点線：平年死亡者数トレンド

図1．新型コロナによる超過死亡分析グラフ．2020年3～5月米国
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松崎道幸氏提供



心臓病 糖尿病

脳血管疾患 アルツハイマー型認知症

州別疾患別死亡率トレンド



州別EVALI入院数： CDC報告2020年2月現在
電子タバコあるいはベイピング製品使用関連肺障害

州別新型コロナ感染者数： CDC報告

色
が
濃
い
ほ
ど
数
が
多
い

（図1）
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松崎道幸氏提供





渡辺悦司



渡辺悦司氏提供



マスクを着けて運動

動脈血の酸素↓炭酸ガス↑
低酸素・呼吸性アシドーシス

末梢血管拡張

頭痛

免疫細胞↓ 筋力↓ 腎機能↓ 認知・運動機能↓ 心機能↓ 肝機能↓

意識障害倦怠感
易感染性不安
うつ状態

図1 運動時マスク装着がもたらす
病的変化（松崎改変） 松崎道幸氏提供



起 承 転 結
息を吸い込む筋肉
（呼吸筋）に負担が
かかる

酸素消費量が増
える 酸素欠乏状態 心不全のおそれ

炭酸ガスの混じった
呼気をまた吸い込む

炭酸ガスが体内
にたまる 血液が酸性化 呼吸性アシドー

シスのおそれ

高齢の方・心肺疾患のある方で留意すべき
マスクの副作用（松崎）

エクササイズをしなくとも、高齢の方、慢性
肺疾患、心臓病の方は、マスク装着で、心臓
や肺に相当負担がかかっている恐れがある



換気量少

換気量大

ウイルス含有飛沫

ウイルス含有飛沫

図1
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松崎道幸氏提供



文献[10]の説明：中華レストランでの空気感染クラスタ．テーブルAに発
端感染者A1着席.同席者とも、隣のBCテーブル客とも直接接触がなかった
が、テーブルABCの9人に感染した．エアコンでウイルスの混じったマイ
クロドロップレット含有空気をかきまわしていたと考えられた．

松崎道幸







一人一人が大切にされる社会目指して
一緒に力を合わせましょう！
コロナ禍で浮き彫りになった日本のゆがみ

（1）労働を巡る人権切り捨て 「規制緩和」、「自己責任」
⇔新自由主義

1997：467万円⇒2014：415万円 ー52万円
（2）健康を守る社会体制：病院・保健所 切り捨て
（3）治山治水：切り捨て一方 気象台：削減一方
（4）教育：競争的環境⇒強まる一方 服従訓練強化

文科省の支配体制（教員人事、教科書）⇒強化一方
不祥事隠し

（5）政治私物化⇔三権分立破壊⇔非論理・力の支配末期症状
（6）原発事故被害隠し：高汚染地帯に住み続けさす被曝強制
（7）大企業社内留保 400兆円



労働者平均年収 ＜ー52万円＞
467万円（1997）⇒415万円（2014）

一事が万事
社会保障、労働に関わる人権，医療
制度、気象観測システム、治山治水。
全て「安心して暮らせる社会資本」
が削られている。



国立病院機構八雲病院を廃止
• 北海道の函館に近い八雲という町にある国立病院機構八
雲病院を廃止して

• 重症心身障害者約200名の大半を 8月中に
• 札幌の北海道医療センターに転院させる

• 医療施設の合理化集中化などの理由

• とても重大な危険

• 感染症の最弱者である重症心身障害者、神経筋疾患患者
さんを、新型コロナの感染者のいない八雲から、やっと
クラスタ事例が終息したばかりの札幌の、新型コロナ患
者の対応病院である医療センターに転院させる。
無謀です。



ご静聴有り難うございました

一人一人が大切にされる社会を
作るため、

力を合わせましょう！
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