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②チェルノブイリでは放射性セシウムによる増殖性の膀胱炎や膀胱がんが多発している。

福島昭治（大阪市立大学大学院教授）によると、ウクライナでは特異な”チェルノブイリ膀胱炎”

が多発し、2001 年には、チェルノブイリ事故後の 15 年間で、膀胱がんが 65 ％も増加している(下表、

資料 A,B 参照）。

③チェルノブイリ膀胱炎の原因は体内でのセシウム再吸収による被ばく

セシウムとカリウムは同じアルカリ金属類であるが、生物学的性質が異なる。セシウムの体内での

動きの特徴は、腎臓からいったん出て尿中に入るが、尿細管で再吸収され、排泄されるまでに 100 回

以上も循環することにある＊。その結果、セシウム 137 は生物的半減期も 100 日と長く体内に滞留する。

放射性カリウムではそれほど発症しない増殖性の膀胱炎や膀胱がんが、チェルノブイリで多発したの

は、尿管や膀胱の上皮が放射性セシウムにより何度も被ばくし、慢性の刺激を受け、炎症が長く続い

たことによると考えられる＊＊。

＊「低線量被ばくのモラル」河出書房新社 p325 児玉龍彦 ＊＊児玉著｢内部被ばくの真実｣幻冬舎新書

④放射性セシウムは多臓器に蓄積し、被ばくする 子どもは大人の 2~3 倍蓄積

セシウムは、これまでは筋肉に集まるとされていたが、ベラルーシでの死亡患者の解剖から、心臓

や腎臓をはじめ多臓器にも多く集まることが明らかにされた。これにより、ガンだけでなく、免疫疾

患による感染症、心臓病や腎炎、膀胱炎など多臓器でのさまざまな病気を引き起こすことが分かって

きている。

●右図は、ベラルーシでの子どもの臓器

別セシウム蓄積量である。甲状腺が最大

で、甲状腺、心筋に於いて大人の約 3 倍、

他臓器では約 2 倍になっている。（バンダ

ジェフスキー「放射性セシウムが人体に与える

医学的生物学的影響」合同出版）

⑤乳幼児の放射線の影響は大人の数倍

乳幼児は細胞分裂を短時間で繰り返す

ため放射線による DNA 変異が起きやす

ので、大人と比べ、放射線の影響を数倍

受けやすく、低線量被ばくの影響が大人

に比べて早く出る＊。

＊ガン死は 0 歳児で大人の 4~5 倍、早ければ２，３年後には影響が出る。（「原発・放射能子どもが危ない」文春新書 p25、

p65 小出、黒部）



- 8 -

2）福島市の子どもの尿中放射性セシウム濃度から

甲状腺ガン以外の疾病も対象とした検査・調査が不可欠

①子どもの尿からセシウム検出

右図は、「福島老朽原発を考える

会」が仏の NGO の協力を得て行な

った延べ 66 回、52 名の放射能分

析結果である。

それによると、

①放射性セシウムが北は岩手県、

南は千葉県まで広範囲に検出され

た。

②その被ばく値~5Bq/ℓは、チェル

ノブイリで増殖性膀胱炎や膀胱が

んが発生しているレベルである（p7

の表参照）。

③去年と今年で被ばく値の減少は

見られない。

④下図では、継続して検査してい

る子どもの場合、明確に減少して

いる。これは食べるものに気をつ

けた結果である。他には、県外に

避難した子どもの場合も減少して

いる＊。

＊「福島老朽原発を考える会」発行パンフレット「続・子どもたちの尿検査から見えてきたもの」

② 子どもたちの尿中放射性セシウム濃度で、

”チェルノブイリ膀胱炎”、膀胱がん

福島市の子どもたちの尿中放射性セシウム

濃度は、ウクライナの年１ mSv 以下の中間的

な放射線地域（0.5~5Ci/m
2
＝ 1.85~18.5 万ベク

レル/m
2
）での尿中セシウム濃度の平均値 1.23

ベクレル/ℓに相当する。

腎臓に集まり尿中に排出されたセシウム

は、尿管や膀胱で 100 回以上も繰り返し再吸

収されることにより、腎臓や膀胱を常に被ば

くし、炎症を起こし、ガンを発症させる。

③低線量内部被ばくで起きる多臓器でのがん・疾患、免疫力低下

ーーー 甲状腺ガン以外の疾病に対応した検査・調査が緊要

福島県健康管理調査では、特別な健康検診を子どもの甲状腺がんのみに限定している。しかしなが

ら、この間、年間数 mSv の低線量被ばくで、心臓をはじめ多臓器での疾患や免疫力低下による疾病等、

深刻な健康破壊が起きていることが、チェルノブイリ原発事故後の解剖や疫学調査の結果明らかにな
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っている。

福島では日常的な呼吸や食事による内部被ばくが続いていおり、汚染地域に住み続けることで、チ

ェルノブイリ膀胱炎のような症例、多臓器でのガンや疾患、免疫力低下による様々な疾病が出てくる

ことが予想され、これに対応した心電図をはじめとする検査や健康調査が緊要となっている。子ども

たちには、生涯、無償で適切な検査と医療が保障されなければならない。

●スウェーデンでは、1986 年のチェルノブイリ原発事故の後、0 ～ 60 歳の約 114 万人を対象に、88

～ 96 年の 9 年間に及ぶ追跡調査を行った結果、「土壌のセシウム沈着量が多い地域に住む人ほど、汚

染のない地域に住む人に比べ、がんの発生率が高まる」こと、0.5mSv/年に相当する 100 キロベクレル/m2

のセシウム 137 の汚染があった場合、汚染がない場合と比べてがんの発生率が 11 ％高まることが、統

計学的に明らかになった。大人の場合、通常ガンは被ばく後 10 年以降に表れる。

●ゴメリでは、1mSv/年以下の「汚染地区」の子どもに心電図異常が高頻度(56~98%)で認められた。

心臓は細胞の増殖がほとんどなく、放射線による細胞死は心臓の機能を失わせる。2008 年における

ベラルーシでの死因では心臓病が 52.7 ％と半分を超え異常に多い。原発から 130km 離れたベラルーシ

のｺﾞﾒﾘでは、突然死の 99 ％に心筋異常が、90 ％に腎臓破壊が存在した。腎臓がんの発症率が、事故 10

年後の 1995 年で既に 1976 年に比べ男性で 5 倍、女性で 3.76 倍にもなっている。（バンダジェフスキ

ー「放射性セシウムが人体に与える医学的生物学的影響」合同出版 p17~p50）

●資料

○南相馬市の子どもの体内からセシウム 137 検出

南相馬市の小中学生のホールボディカウンターによる内部被ばくの検査ではセシウム 137 による線

量が平均で体重 1 ｋｇあたり 7 ベクレルだった。527 人中約半数の 268 人から検出され、20 ベクレル

以上が 9 人、内 40 ベクレル以上が 2 人だった。（朝日新聞 2011 年 10 月 29 日）＊

＊子どもは体重 1kg あたり 70 ベクレルが危険レベル。20 ベクレルが要監視レベル。(ベラルーシ・ベ

ラルド放射能安全研究所「自分と子どもを放射能から守るには」p45）

○福島で母乳からセシウム検出

福島原発事故を受け、厚生労働省が５月から６月に行った母乳の放射性物質調査では、福島、二本

松、相馬、いわき各市の女性７人から１リットル当たり 1.9 ～ 13.1 ベクレルのセシウムを検出。同省

は「乳児が飲み続けても健康に影響はない」との見解を出したものの、ウクライナの尿中のセシウム

と近いレベルとあって、危惧する研究者も少なくない。

○ 福島以外でも母乳から茨城、千葉からヨウ素 131、茨城、東京からセシウム検出

市民団体「母乳調査・母子支援ネットワーク」は 5 月 18 日、厚生労働省で記者会見をし、独自に母

乳を民間放射線測定会社に送り分析した結果、福島、 茨城、千葉在住の５人の母乳からヨウ素が、ま

た、福島、茨城、東京在住の４人からセシウムが検出されたと、データを公表。国や自治体に対し、

全数調査を行うように訴えた。

母乳の検査は、前回４月２１日に公表した９人に加え、新たに福島県、茨城県、千葉県、栃木県、

東京都在住の母親計 40 名から母乳の提供を受け検査をした。

検査の結果、茨城県土浦市在住の母親からは、1 キログラムあたり、 セシウム 137 が 8 ベクレル。

福島県福島市の母親の母乳からは、セシウム 134 が 5.1 ベクレル、福島県西白河郡の母親からは、セ

シウム 134 が 4.8 ベクレル、セシウム 137 が 5.7 ベクレル。福島県いわき市の母親からは、ヨウ素 131

が 5.5 ベクレル。東京都三鷹の母親から、セシウム 137 を 4.8 ベクレル検出した。
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３ これ以上の被ばくをどう防ぐか

１）避難基準の 20mSv、新食品基準の１ mSv の危険性についてどう考えるか。

①避難基準 20 ｍ Sv（ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ）は不当に高い、1mSv 以上の汚染地の子どもを即刻疎開させるべき

福島原発事故が起きる前、政府は一般成人の年間の被曝線量の限度を 1mSv（ミリシーベルト）と

していた。ところが、事故後、この基準値が何の科学的根拠もなく、外部被ばく線量だけで年間 20mSv

まで引き上げられた。福島では 20mSv 未満の区域では避難する権利を与えられていない。放射線に対

する感受性の高い子供も 20mSv の外部被曝を強要されている。｢避難の権利｣を認めない「除染」は子

どもたちに被ばくを強要するものに他ならない。森林が多い福島では除染してもその効果は少なく、

一時的なものに過ぎない。チェルノブイリ事故後の「移住の権利ゾーン」にあたる年間 1mSv 以上の

汚染地の子どもを即刻疎開させるべきである。避難、疎開抜きの除染は被ばくの強要にほかならない。

②食品による改定内部被ばく基準値１ mSv は不当に高い。内部被ばく 0.1 ｍ Sv 以下に下げよ。

厚労省は 4 月から食品に含まれる放射性セシウムの改定基準値を決めた（一般食品 100、飲料水 10、

牛乳、乳児用食品 50 単位ベクレル/kg）。厚労省は食品による年間内部被ばく線量を暫定基準値の

5mSv から 1mSv に「厳格化」したことによるとしている。ドイツでは、主食のパンの限度値を８ベク

レル/kg、子どもが 4 ベクレル/kg にしている。ドイツ放射線防護協会の「日本における放射線リスク

最小化のための提言」によると、乳児・子ども・青少年は、１ kg あたり４ベクレル以上、成人は、１ kg

あたり８ベクレル以上のセシウム１３７を 含む飲食物を摂取しないことが推奨されている。これに比

べ、一般食品 100 ベクレル/kg、牛乳、乳幼児食品 50 ベクレル/kg は高すぎる。

ECRR（欧州放射線リスク委員会）は、ICRP による内部被ばく線量の評価は不当に低く、内部被ば

く含む被ばく線量の限度を 0.1mSV に引き下げることを提唱している。外部被ばく限度 20mSv に加え、

食品だけによる内部被ばく 1mSv は子どもにとって極めて危険であり、さらに引き下げる必要がある。

外部被ばくが 1mSv 以下の地域でも、今後ガンだけでなく心臓病をはじめ多臓器にわたるさまざま

な病気が発生するのは避けられない。それをいかにして最小限にとどめることができるかは、呼吸や

飲食物を通じた内部被ばくをどれだけ避けることができるかにかかっている。

③学校が子どもの健康破壊に手を貸してはならない。できるだけ放射性物質の少ない食べものを。

内部被ばくの危険性が軽視されている。内部被ばくを下げるために、できるだけ放射性物質の少な

いものを選んで食べなければならない。

右図は、ドイツのハンブルグの調査で、食べ物に

気をつけた人と、気をつけなかった人との間で、放

射性セシウムの体内蓄積量が 2 倍の差があった。

郡山市では給食に地元産のコメを使うなど、子ど

もより農家を守ることを優先させている。

子どもたちは放射線に関する正しい知識を身につ

けることができずにいる。県内避難した小中学生対

象の調査では、放射線を気にしていない子どもが 6

割を超える。このような状況下では、給食を食べず

に弁当を持参する子どもがいじめの対象となりかね

ない。このままでは、学校が、教員が子どもたちの

健康破壊に手を貸す加害者になりかねない。 (母と子のための被ばく知識 崎山 新水社）
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チェルノブイリ膀胱炎に関する資料

●資料 A 福島氏論文の Abstract(Latest report)

ウクライナのチェルノブイリ原発事故後、周辺汚染地域では過去 15 年間で膀胱癌の発生頻度が約 1.6

倍に上昇したと報告されている。その原因として現在も土壌中に残存する低レベル Cs137 の長期間暴

露が考えられる。我々は臨床的に膀胱がん症状のない汚染地域住民の膀胱粘膜に、上皮異形成や上皮

内がんを含む膀胱がんの発生率が、汚染地域住民の 24 時間尿における Cs137 レベルにほぼ比例して

上昇していることを見いだした。我々はまた、汚染地域住民の膀胱に上皮異形成や粘膜内癌を高頻度

に伴う特異的な慢性増殖性膀胱炎を見いだしチェルノブイリ膀胱炎と命名した。その膀胱病変におい

ては p53,p21,サイクリン D1 等、様々な癌関連遺伝子が異常発現していると共に iNOS, COX2 なども異

常発現しており、この地域の膀胱病変発生には酸化的ストレス傷害が深く関与することを証明した。

さらに、原発事故後に認められた膀胱癌が事故前に同地域で得られた膀胱癌と比べ p53 遺伝子変異頻

度が有意に低く、この地域の膀胱癌発生のメカニズムが一般的な膀胱発癌と異なった経路で発症する

可能性が示唆されたため、近年その異常発現がヒト膀胱発癌に深く関与すると考えられている growth

factor receptor の発現を免疫組織学的に検索した。その結果、抗 FGF-R3、抗 EGF-R1、抗 EGF-R2 抗体

について汚染地域の症例は非汚染地域症例に比べ有意に高い染色性を示し、汚染地域住民の膀胱粘膜

病変の発生にはこれら growth factor receptor の発現も関与していることが判明した。以上、これまで

の研究によりチェルノブイリ原発事故後の周辺汚染地域住民には膀胱癌が多発する傾向にあり、また

その発生原因に関しては現在一般的に考えられている膀胱発癌経路と異なった経路で発生する可能性

があることが示された。

●資料 B

・チェルノブイリ膀胱炎 ① （ 東京新聞 ９月１４日）

---- 福島でも影響懸念 防御と除染急務、ガン発症の恐れも

福島市の市民団体「福島老朽原発を考える会」も、チェルノブイリ膀胱炎の研究報告に着目する。５月下

旬、福島市の６～１６歳の子ども男女１０人の尿に含まれる放射性物質を採取し、フランスの放射線測定

機関に検査を依頼。さらに７月下旬には追跡調査のため、この１０人を再検査した。このうち９人からは

再検査の時点で県外に避難しており、５月の検査に比べて尿中のセシウム濃度は２０～７０％減少した。

逆に、福島市に残っていた一人は、セシウム 137 が１１％増の１リットル当たり 0.87 ベクレルを検出した。

新たに県内の１０代男女５人を検査すると、一人はセシウム 134 が同 1.8 ベクレルと、これまでで最高の

値を記録した。

同会は７日、都内で尿検査の結果を発表した。坂上代表は、「福島では日常的な呼吸や食事により、内部

被ばくが続いている可能性が高い。汚染地域に住み続けることで、チェルノブイリ膀胱炎のような症例が

起きかねない」ことを指摘し、「より精度の高い検査を導入すべきだ。」と改善を求めた。

土壌汚染の程度については、ウクライナと福島県を比較すると、ウクライナの高線量地域は、キューリ

ーからベクレル換算で、１キログラム当たり、約１３万８０００～２万３０００ベクレル。中間的線量地

域では２万３０００～２０００ベクレル。福島市などは、この中間的線量地域に近い数値だ。

同様の線量の南相馬市で除染活動に携わる東大アイソトープ総合センター長の児玉龍彦教授は「すでに

膀胱がんなどのリスクが増加する可能性のある段階と見るべきだ。一刻も早い除染が必要」と軽傷を鳴ら

す。

原発被災地の住民の間では、尿中の放射線量に対する関心も高まっている。南相馬市は１５日から、こ

れまで対象外だった７歳未満の未就学児のヨウ検査を無料で始める。同市が内部被ばくを検査するホール

ボディカウンターは、測定に３分ほどの制止が求められ、体格も合わない未就学児童を除外。市民から尿

検査の要望が寄せられて実現するものの、ここでも検出限界が２０ベクレルと高いのが難点だという。

チェルノブイリ周辺では、免疫力が低下し、各種の感染症が多発した。では、膀胱への内部被ばくを抑
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えるにはどんな対策を採ればいいのか。前出の福島氏は「尿をためないように、なるべくトイレに行くこ

と。マスクで防御し、安全な食材を選ぶこと。当時のウクライナは、食材を含め、日常生活の管理や指導

がしっかりされず、被害を広げた面もある。」

行政に対しては、定期的な長期の検査を求める。「がん細胞ができてから『がんです』と診断されるまで、

一般に２０年の期間がある。」適切な対応をとることで、正常に戻ることもある。

最後に福島氏は、こう強調した。「『福島膀胱炎』が起きないようにすることは十分できるはずだ。適切

な情報を得ることが安全安心を守ることについながる。風化させないよう、一人一人が意識を高めてほし

い。」

・チェルノブイリ膀胱炎 ② （ 東京新聞 ９月１４日）

--- ２０年で２倍 研究者の福島氏 危惧

福島第一原発事故から半年、子どもの尿から放射性セシウムが検出されるなど、福島県内では内部被ば

くの危険にさらされている。チェルノブイリ原発事故で、がん発症の因果関係が認められたのは小児甲状

腺がんのみだった。だが、土壌汚染地域からはセシウムの長期内部被ばくによる『チェルノブイリ膀胱炎』

という症例の報告もある。提唱者で医学博士の福島昭治・日本バイオアッセイ研究センター所長に話を聞

いた。「セシウム１３７は、膀胱にたまり、尿として排泄される。絶えず膀胱に尿がたまっている前立腺肥

大症の患者なら『影響が出やすいのでは』と思ったんです。」化学物質の健康被害を研究する同センター（神

奈川県秦野市）で、福島氏は研究に取り組むきっかけを振り返った。

１９８６年４月、旧ソ連、現ウクライナでチェルノブイリ原発事故が発生。１０年後の９６年、大阪市

立大学医学部第一病理教室教授だった福島氏は、ウィーンで開かれた WHO の会議に出席した。その際、

事故の健康被害を研究していたウクライナの教授らと意気投合し、共同研究を始めた。同国では、１０万

人当たりの膀胱がんの発症率が８６年に２６．２人だったのが、９６年には３６．１人と、約 1.3 倍に増加

していた。

原発事故で大量に放出されたセシウム１３７は土壌に付着し、放射能は３０年で半減する。汚染された

ほこりや食品などを口から体内に取り込むと、腎臓を通って尿から排泄されるのは４０日から９０日もか

かる。

「セシウムによる長期被ばくが原因ではないか？」そう考えて福島氏らは９４年から２００６年に、前

立腺肥大症の手術で、切除された膀胱の組織（１３１例）を分析し、その多くに異常な変化を見つけた。「顕

微鏡で組織を見て、すぐに『これは今までに経験のない病変だ』と驚いた」と福島氏。通常は同じ大きさ

に整然と並んでいるはずの上皮の細胞が不揃いな形に変化しており、上皮の下にある粘膜の層には液がし

み出して、線維と血液が増えていた。

福島氏らは、居住地別に患者を「高い放射線量地域」（一平方キロ当たり３０～５キュリー）、「中間的な

線量地域」（５～０．５キュリー）、「非汚染地域」の三つのグループに区分。高線量と中間的線量の地域の

約６割で、膀胱がんの前段階である「上皮内がん」を発見した。一方、非汚染地域での発症はなかった。

病変は、DNA でがんの発生を抑える「P ５３遺伝子」などが、セシウムのガンマ線などで変異して損傷

したのが原因と見られた。福島氏らは、「膀胱がん化する恐れが高い慢性の増殖性膀胱炎と結論づけ、２０

０４年に「チェルノブイリ膀胱炎」と命名した。その後、同国の膀胱がんの発症率は２００５年には５０．

３人と、２０年前の２倍近くにまで増加した。「長期にわたる疫学的な調査を実施していれば膀胱がんとの

因果関係も分かったはず。」と福島氏は力を込める。

日本でも、チェルノブイリ膀胱炎のような現象は起こるのだろうか。先の三グループの患者の尿中のセ

シウム濃度は、１リットル当たり平均で、高線量地域は約 6.47 ベクレル。中間的線量地域が、約 1.23 ベク

レル、非汚染地域が約 0.29 ベクレルだった。


