三年の時に幸作に異境蓬莱−一て 援

コロナ特措法に基づく緊急
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一名︑モ︶二一度﹂に匝⁚任す互くて主kL

ている︒

円︵税別︶︒全国の書店で扱っ

えなかった︒
休止が相次ぐ申︑前出の
千葉さんは﹁なし崩し的に
甲状腺がんの検査がとりや
に休止した﹂と説明する︒

めにならないか︒検査の縮

福島県も対象となった新型
事態宣言は十四日に解除さ

夏休みを挟んで二学期以降
に再開することにした﹂︒

身近な学校で実施する検

の縮小を求める声が上がっ

や専門部会では再三︑検査

る県民健康調査検討委員会

対象者は二十市町村の二万
一千人に上る︒その一方
で︑検査自体は県立医科大

となしく︑死ぬまで悪さを
しない﹂という前提に基づ

てきた︒﹁甲状腺がんはお

が協定を結ぶ約二百カ所の
医療機関や各地の公共施設

き︑﹁見つけなくてもよい
がん﹂を検査で見つけた結

討委と部会に名を連ねた大

急難鍵は昨年七月まで検

えたり︑やらなくていい手

術で合併症に悩まされたり

果︑子どもたちに不安を与
ただ県によると︑医療機
関の中には新型コロナの影
響で検査を休止にするケー

してしまうと展開する︒

たか︑県医大に尋ねだが︑

くいため強制力を持つ﹂﹁や
めた方がいい﹂と主張︒不

教室にぽつんと残される﹂
﹁検査拒否の意思を志しに

が︑多くの子どもが受診す
る学校検査だった︒同氏は
﹁検査を受けない子どもは

学︶︒ターゲットにしたの

阪大の高野徹講師︵甲状腺

や掲載ページは示してもら

お知らせしております﹂と
答えるのみで︑具体的な数

ールで﹁休止車の医療機関
についてはホームページで

広報担当の戸井田淳氏はメ

けの医療機関が休止になっ

スがある︒これまでどれだ

らでも受診できる︒

などでも行っており︑それ

査が休止となると︑その影
響は大きい︒今回の休止の

す
る
︒
検査結果について議論す

にくい︒一学期は見送り︑

必要だ﹂と感じ︑六十一歳のと

ロナと無縁ではいられず︑

れたが﹁今後の状況は読み

遠州弁で何でもやってやろうを

三月からは休止に︒再開は

小を訴えてきた人もいるか
ら︒特に学校検査はターゲ
ットにされてきた﹂と懸念

以来︑支援に関わる東京都狛江 支
市の高校一年畑山智哉さん︵一も
は﹁漫画を読み︑改めて秀子さ

として行う甲状腺がんの検
査のことだ︒事故当時十八
歳以下の県民約四十万人が

姦

同県の県民健康調査課の

もたち＝2011年10月、福島市内で

き︑巌さんと同居するためのマ
ンションを建てた︒その願いが
かなったのは二十年後だ︒

悪さしないがん発見不安に」
「拒否しにくく強制力持つ」

意味する﹁やらまいか精神﹂が
旺盛な姉御肌で︑素直で話とな
しい巌さんの面倒をよくみた︒

星田ナ掴菅田部休止
る﹁あじさいの会﹂の千葉
親子事務局長︵七二︶＝福島県

会津坂下町＝はそう語る︒

は﹁学校検査﹂と呼ばれ︑
それぞれの学校に通う児童
生徒が受診できる︒市町村
側から﹁受診しやすい環境

対象で︑二〇二年十月に

九月以降になるという︒

千葉さんが言う﹁検査﹂
は県が県民燵康調査の一環

始まった︒子どもたちは最
初の三年間で一度受け︑以

臨時休校となり︑検査会場

二階堂一広主幹は﹁各校が

施している︒しかし新型コ

後は二年おきに受診する︒
この検査のうち︑県内の

として使えなくなったため

甲状腺がんの検査会場に向かう子と

澗圃

の整備を﹂と要望があった
ため︑授業晴間を使って実

小中高校を巡回して行う分
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﹁世間の状況を考えると

検査の休止はやむを得な
い︒簡単に割り切れないげ
と﹂︒事故後に甲状腺がん

となった子ともらを支援す
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新型∃臼ナウイルスの影響は東京国力福島第一原発事故の被災
地にも及んだ。福毘県が行う甲状腺がんの検査も学校を会場とす
る分が当面休止となった。ここで懸念されるのか、なし崩し的に
検査が縮小されないかという点だ。検査を巡ってほ「不安を与え
るだけ」と不利益を強調する声があり、それを追認する国際機関
もある。しかし今考えるべきは新たな災禍がある中でも「人災」
の被災番をどう支え続けるかという点ではないか。（榊原崇仁）

願蛙鰐の闇圏懸態

かねない学校検査は特に不

利益が大きい検査を強制し

要︑と言いたいらしい︒
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縮小論者が重きを置く文

ている︒民間団体の招きを
受け︑県内外で甲状腺がん
の検査を続けてきた﹁さが

はた子ども﹂とし﹁福島で

宵以上の甲状腺被ばくを受

本政府は事故後に適切に避

︵約四千万円︶に上る︒日

そもそも報告書の作成は
環境省が資金援助した︒関
連費用を含めて三十六万申

いる︒ただ﹁リスクが高い
人﹂は﹁一〇〇−五〇〇㍉

は早期の避難指示で住民の

難指示を出さずに被ばくを

強いて︑甲状腺がんをもだ

被ばくは大幅に低減され
た﹂ ﹁線量は低い﹂と記
す︒暗に﹁福轟でリスクが
高い人がいない﹂ ﹁検査は
不要﹂と訴えているのだ︒
擾応大の浜岡豊教授︵応
用統計学︶は﹁﹃リスクが
高い﹄というのを一〇〇㍉

どのようにして受診機会を

ではない︒先の牛山氏は

るだけ﹂ ︵浜岡氏︶︒
今必要なのは縮小の議論

らしだ責任を問われかねな

宵で線引きした理由が分か

提供するか考える必要があ
る︒いつまでも先送りでは

﹁コロナの問題がある申︑

い立場にある︒そこから出
たカネを原資にした報告書
は﹁日本政府を擁護してい

たちは線量が低いと言える

らない︒根拠が示されてい
ない﹂と指摘し﹁福藍の人
のか︒政府が甲状腺被ばく

いけない︒検査自体は︑の
どに検査器を当てるだけ︒

体液に触れないので感染リ

を測ったのは千八十人だ
け︒少なすぎる﹂と続け
︒
る

スクは低い﹂と語る︒

コロナ禍で浮き彫りにな
った課題は他にも透る︒検

甲状腺がんと診断された

査後の対応だ︒．

か︑改めて考えるべきだ﹂

支援するためにどうすべき

申︑被災した人たちを長く

療費や補償の問題も残る

調査も﹃少なくとも三十年
は継続﹄が前提だった︒医

なることもある︒県民健康

必要がある︒人によっては
何年もたってから︑がんに

射線の影響は長期的に見る

事へハ七︶はこう訴える︒﹁放

を受ける前後︑家族の見舞
いが制限されたり︑術後の
定期検査が先送りになった
りしたケースが猛った︒
新だな災害が起きれば今
回と同様の事態が起きかね
ないが︑吉田由希子専務理

都︶によると︑がんの手術

がん子ども基金﹂ ︵東京

NPO法人﹁391i甲状腺

子どもの療養費を支援する

嬢射線被害は大柴 農期某露が魅藁

書がある︒世界保健機関
︵WHO︶の専門機関﹁国
際がん研究機関﹂ ︵IAR

み生協病院﹂ ︵相模原市︶
の牛山元美医師︵六二〇も﹁子
とものがんば成長が速いた
め︑早期発見のメリットは

に﹁検査しなければ睾故後

確実にある﹂と述べ︑さら
に何が起きているか分から

ない︒放射線の影響も分析
できなくなる﹂と被災地で

実施する意義を強調する︒
IARCも験歪の利益を
全否定していないが︑論理

展開がどうもおかしい︒

報告書では︑被ばくによ
ってがんが発症するリスク
を認め︑そのリスクが高い

人は早期発見のため︑検査
を受けられるよう提言して

射線部門長＝2019年3月︑東京都千代田区で
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C︶が一八年九月に公表し

た報告書だ︒昨年二月の部
会では大阪大の租父江友孝
教授︵疫学︶が報告書に触
れた上で﹁検査の不利益が
利益を上回ると判断してい

る﹂と強調し︑国立がん研

究センターの津金喜一郎氏
も同年四月の検討委で﹁I
ARCの報告書は国際的な

第三者が評価した意味で非
常に大きい﹂と訴えた︒

実際に報告書を見ると
﹁被ばくの程度を問わず︑

積極的に希望者を募って検
査することば勧めない﹂と

ある︒検査をしても悪さを
しない腫瘍を多く見つける

可能性が高く︑早期発見に
よる死亡率の低下を見込み

にくいほか︑心理的な負担
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有用性指摘窃藩の
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や手術による合併症などの

しかし︑これをうのみに

問題が生じろると指摘す
︒
る
することばできない︒
検査は不利益ばかりでは

ない︒検討委では﹁早期発
見すれば甲状腺の羊蹄で済
む﹂ ﹁甲状腺がんでも転移

や再発がある﹂ ﹁放ってお
くと気管への出血で窒息死
が起こり得る﹂と指摘され
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