
 放射能に関する健康異変アンケート 
 

品川区東大井 2-1-3-703 

村上 花子 

090-3401-8653 
 

*******このアンケートの目的******* 
 

① 水素爆発以降に見られる例年にはない健康異変を、関係各所に報告する。 

② その上で、放射能被害から健康を守るための対策を講じて頂ける様にお願い

する。（予防・病気の早期発見のための対策など） 
 

• このアンケートの内容 

① 例年にはみられない健康異変 

② 水素爆発後の食生活について 

③ 水素爆発後の生活習慣について 

④ 普段の生活形態＆習慣 

• 記入方法 

1） 家族の人数分 

（ご家族の人数分・ 

 現在健康異変が現れていない場合でも、ご協力頂けると助かります） 

2） 複数回答のチェック方式。当てはまる欄に、全て○を付けて下さい。 

• 健康異変に追加が出た場合 

 “品川区健康調査アンケート”とタイトルに入れて、氏名・症状・連絡先を書い

て下記アドレスにメールを下されば、私が追記して履歴を更新します。 

samezu-murakami@u01.gate01.com 

• アンケートの活用方法 

このアンケートは、区役所・区議会・教育委員会・医師会など各機関・団体にデータ化して

配布する予定です。行政･医師会などには、コピーを配布する可能性もあります。その際に

は、住所･連絡先･名前は必ず伏せます。 個人名を伏せて（年齢・性別は開示する事もあ

ります）、インターネット上で症状などを公開する事もあります。より多くの方々に現状を知っ

て頂き、健康異変に気をつけて頂く為の手段として必要だからです。 

 

また、このアンケート用紙の管理は、 

村上 花子が責任を持って行います。 

mailto:samezu-murakami@u01.gate01.com�


＜ご理解頂きたい事＞ 
 

私が昨年個人的に実施したアンケートでも、例年には見られない健康

異変がすでに沢山出ています。その途中集計を“品川区の子どもたちを守る

会”に託した所、“守る会”が働きをして下さったお陰で、区議会議員さん達に

危機感を持ち始めて頂く事ができました。そして、区議会で放射性物質からの

被害に対する対策について、趣旨採択されました。 

健康異変・不安・要望などの“区民の生の声”が、区議会を動かした事

になります。１人では変えられない事も、大勢集まれば真摯に耳を傾けて頂け

るのです。（ご協力下さった皆様、本当にありがとうございました。） 

皆さん１人１人の健康異変を報告していく事が、更なる改善を生み出す

貴重な一歩になるのです。 
 

また、私が 10 月に主催したボランティア医師による“健康相談会”に於

いて。医師に勧められて専門病院で検査を受けた品川区在住の 5 歳児に“腺

腫様甲状腺腫”という甲状腺の病気が発覚しました。 

チェルノブイリ事故の被害は、甲状腺ガンを始めとするガンや白血病だ

けが日本では有名になっています。しかし、鼻血・甲状腺の病気・心臓疾患・

排尿トラブルなど、他の健康異常や病気も多発していたとの事です（ベラルー

シの医師による報告）。そして、前回のアンケートなどで発覚した事ですが。悲

しい事に、品川区で発生している健康異変は、チェルノブイリ事故被害者の健

康異常と酷似しています。 

大変怖い事実ですが。“低線量被曝”の症状の内容・出方には、統一性

がありません。鼻血が 1 回だけだから大丈夫という事にはならないのです。 
 

現実に起きてしまった福島第一原子力発電所の水素爆発です。 
 

今、私達に出来る事は； 

• 私達が現状を知る事 

• 行政・医療機関等の方々に既に出ている健康異変を知って頂く事 

• 子ども達への被ばくを少しでも減らす為に対策を講じて行く事 

ではないでしょうか？ 
 

皆様のご理解とご協力に、心から感謝いたします。 



放射能に関する健康異変アンケート 
 

品川区東大井 2-1-3-703 

村上 花子 

090-3401-8653 
 

記入日：2012 年＿＿＿月＿＿＿日 
 

住所：東京都品川区＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（町名までは必ずご記入下さい） 

氏名（漢字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

氏名（読み仮名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

電話番号（携帯でも可）： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

メールアドレス：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

このデータを匿名でホームページ等への公開を：＜許可・不可＞ 

このデータを NPO もしくは専門機関に委託を：＜許可・拒否＞ 
 

性別：女性・男性 

年齢：＿＿＿歳（記入日時点） 

所属：未就園児・保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校・社会人 

その種別：公立・私立 
 

既往症：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿______ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿______ 
 

その他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 



 

放射能に関する健康異変アンケート 

 

複数回答。当てはまる項目すべての( )内に○を記入して下さい。 
 

*******例年にはみられない健康異変******* 
 

症状が出ている場合、時期・期間などの詳細を記して下さい。 
 

11（  ）頭痛：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

21（  ）めまい：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

31（  ）鼻血：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

41（  ）鼻水：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

51（  ）首（付け根）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

52（  ）首（リンパ）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

53（  ）首（塊）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

54（  ）首（その他）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

61（  ）甲状腺の腫れ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

71（  ）口内炎：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

81（  ）喉（チクチク）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 

82（  ）喉（イガイガ）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 

83（  ）喉（ヒリヒリ）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____ 

84（  ）喉（赤くないのに痛い）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

85（  ）喉（その他）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

91（  ）リンパの腫れ（部位）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

101（  ）吐き気・嘔吐：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 

111（  ）むかつき：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

121（  ）不眠：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

131（  ）精神不安：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

141（  ）集中力がない：__＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_____ 

151（  ）記憶力低下：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

161（  ）頭がボーッとする：＿＿__＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿___ 

171（  ）突然の眠気：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

181（  ）突然の脱力：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



191（  ）抜け毛：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

201（  ）目（腫れ）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

202（  ）目（痒み）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

203（  ）目（ヒリヒリ）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

204（  ）目（熱くなる）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 

205（  ）目（その他）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

211（  ）耳鳴り：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

221（  ）目の下のクマ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

231（  ）咳（長く続く）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 

232（  ）咳（喘息様）：__＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

241（  ）タン：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

251（  ）腹痛：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

261（  ）下痢：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

271（  ）心臓痛：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

272（  ）胸部痛：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

281（  ）傷の治り遅：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

291（  ）アレルギーの悪化：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

301（  ）皮膚のトラブル：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 

311（  ）湿疹（新たに出現）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

321（  ）湿疹（消えない）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

331（  ）雪焼けの様な日焼け：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

341（  ）皮膚ヒリヒリ・突っ張る：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 

351（  ）服の上から日焼け：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

361（  ）関節痛：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

371（  ）排尿トラブル・膀胱炎：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____ 

381（  ）おねしょ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 

391（  ）紫斑：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

401（  ）高熱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

411（  ）微熱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

501（  ）生理不順・性器トラブル：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____ 

601（  ）その他： どの様な時にどの様な症状が出やすいか、など。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__    

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__ 

        ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



*******水素爆発後の食生活について******* 
 

（  ）＿＿月頃～飲料水を、水道水から市販のミネラルウォーターに換えた 

（  ）＿＿月頃～水以外の飲み物を、ペットボトルで販売されている物に換えた 

（  ）＿＿月頃～米を炊く際には、ミネラルウォーターを使用するようになった 

（  ）＿＿月頃～煮物などの料理には、ミネラルウォーターを使用するようになった 

（  ）＿＿月頃～肉の産地を選ぶようになった 

（  ）＿＿月頃～牛肉を食べる事を控えるようになった 

（  ）＿＿月頃～魚の産地を選ぶようになった 

（  ）＿＿月頃～魚の内臓や骨を食べないようになった 

（  ）＿＿月頃～魚介類を食べる事を控えるようになった 

（  ）＿＿月頃～野菜の産地を選ぶようになった 

（  ）＿＿月頃～きのこ類等<高ベクレルが報道された野菜>を食べなくなった 

（  ）＿＿月頃～酢漬けや塩漬けなど、除去に効果的な調理法に変えた 

（  ）＿＿月頃～卵の産地を選ぶようになった 

（  ）＿＿月頃～卵を食べなくなった 

（  ）＿＿月頃～22 年度産の米を購入して食べている 

（  ）＿＿月頃～新米は産地を選ぶようになった 

（  ）＿＿月頃～全国展開しているメーカーの牛乳の購入を控えるようになった 

（  ）＿＿月頃～牛乳を飲まなくなった 

（  ）＿＿月頃～全国展開しているメーカーの乳製品の購入を控えるようになった 

（  ）＿＿月頃～乳製品を食べなくなった 

（  ）＿＿月頃～粉ミルクのメーカー<生産国など>を選ぶようになった 

（  ）＿＿月頃～市販の離乳食のメーカーを選ぶようになった 

（  ）＿＿月頃～市販の離乳食を買わなくなった 

（  ）＿＿月頃～園･学校に、ミネラルウォーター等の水筒を持参させるようになった 

（  ）＿＿月頃～園・学校の牛乳を、子どもには飲ませないようになった 

（  ）＿＿月頃～園・学校の給食を止め、お弁当を持参させるようになった 

（  ）＿＿月頃～外食を控えるようになった 

（  ）特に気にせずに今まで通りの食生活 

（  ）その他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



*******水素爆発後の生活習慣について******* 

 

（  ）＿＿月頃～外出時に、常に子どもにマスクをさせるようになった 

（  ）＿＿月頃～外出時には、大人もマスクをするようになった 

（  ）＿＿月頃～風の強い日だけ、マスクをさせるようになった 

（  ）＿＿月頃～風向きを調べて、マスクをさせるようになった 

（  ）＿＿月頃～子どもに外遊びを控えさせるようになった 

（  ）＿＿月頃～雨や風の強い日は、外出を控えるようになった 

（  ）＿＿月頃～子どもに屋外での（時間･活動等）行動制限をさせるようになった 

（  ）＿＿月頃～園・学校での行事の内容によっては、行動制限をお願いしている 

  <その内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿> 

（  ）＿＿月頃～園・学校での行事の内容によっては、休ませている 

  <その内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿> 

（  ）＿＿月頃～洗濯物を外に干さなくなった 

（  ）＿＿月頃～布団を外に干さなくなった 

（  ）＿＿月頃～外出から帰宅した時に、洋服を着替えるようになった 

（  ）＿＿月頃～外出から帰宅した時に、頭・顔・体などを拭くようになった 

（  ）＿＿月頃～外出から帰宅した後に、シャワーや風呂に入るようになった 

（  ）＿＿月頃～掃除機やクイックルワイパーを以前より頻繁にするようになった 

（  ）＿＿月頃～水拭きを頻繁にするようになった 

（  ）＿＿月頃～窓を開けなくなった 

（  ）＿＿月頃～換気扇をなるべく使用しないようになった 

（  ）＿＿月頃～西へ保養旅行・帰省に出かけた 

（  ）特に気にせず今まで通りの生活 

（  ）その他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

******普段の生活形態＆習慣***** 
 

（  ）木造建て＿＿＿階に住んでいる 

（  ）コンクリート建て＿＿＿階に住んでいる 

（  ）毎日風呂に入る 

（  ）毎日髪の毛を洗う 

（  ）帰宅後、手洗い＆うがいをする 

（  ）玄関外で、マットで靴の裏の泥をとる 

（  ）その他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 


