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　第24回「核戦争に反対し、核兵器の廃絶を求める

医師・医学者のつどい」（以下つどい）を2013年、北

海道で開催してほしいという要請を全国の反核医師

の会（PANW）常任世話人会から受け、本会は昨

年９月28日の運営委員会で受諾を決定しました（既

報）。

　昨年12月17日に準備会議を行い、１月26日には第

１回現地実行委員会を北海道民医連会館で開催、医

学生１名を含めた13名が参加しました。これには全

国の会から原和人代表世話人と宇都宮勉事務局員が

駆けつけました（写真）。

　３月10日現在で決まっていることとしては、開催

日時（９月21日午後１時から22日午後１時まで）

と会場（アスティホール、札幌全日空ホテル）、記

念講演の講師（村田光平さん＝元スイス大使）等で

すが、シンポジウムや分科会など、詳細はこれから

肉付けしていくことになります。

　2011、12年の「つどい」では原発事故がクローズ

アップされましたが、ICAN（核兵器廃絶国際キャ

ンペーン）運動に呼応して核兵器廃絶を正面にかか

げ、原発や憲法改悪に通底する安保体制の問題も取

り上げてはという声が上がっています。

　北海道では前回、2004年10月に「つどい」を開催

しており、このときは160人（うち道外からが半数）

が参加。医学生も13名が参加して、その後の医学生

部会の設立につながりました。今回の「つどい」も

学生や若手医師に広く呼びかけ、200人を超える参

加で大きく成功させようと実行委員会では確認して

います。 （事務局長　塩川哲男）

「反核医師のつどい2013 in 北海道」
を成功させよう

全国の会から実行委員会にかけつけた原代表世話人（立っ

ている人）と宇都宮事務局員（その右）＝１月26日，札幌市
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　ノルウエー政府が主催し、３月４日からオスロで

開かれていた「核兵器の非人道性に関する国際会議」

は５日、核兵器使用による人道的危機に対処する手

段はないなどと指摘した議長総括を発表して、成功

裡に閉幕しました。

　国際司法裁判所が1996年、核兵器の使用は、国際

人道法の原則に一般に違反するとの判決をくだしま

したが、以後、核兵器の禁止条約は交渉のテーブル

に乗っていませんでした。

　昨年10月、国連総会第１委員会で発表された「核

軍縮の人道的側面に関する共同声明」は34カ国が賛

同しました（日本は加わらず）。

　今回の会議には、日本を含む127カ国の政府、国

連、赤十字、非政府組織（核戦争防止国際医師会議

＝ IPPNW など）の専門家らが参加しました。核兵

器を保有する国からは、インドとパキスタンだけが

代表を送りました。

　日本からは、長崎原爆病院長で、IPPNW 北アジ

ア地域副会長の朝長万左男氏と日本原水爆被害者団

体協議会の田中煕巳事務局長らが参加し、それぞれ

核兵器の非人道性を訴えました。日本では、ある程

度知られている被爆の凄惨な実相も、海外ではほと

んど知られていないのです。

　また、IPPNW 共同会長のアイラ・ヘルファンド

氏（米国）が ICAN（核兵器廃絶国際キャンペーン）

を代表して行った「もし核戦争が起こったら、限定

的なものでも、地球規模で気候が混乱し、10億もの

人々が飢饉の危険に陥

る」というインパクト

のある発表が注目を集

めました（写真）。

　国際赤十字・赤新月

の貢献も目を見張るも

のがあり、日本でも今

後、いっそうの共同が

重要と思われます。

　次回の会議はメキシ

コから立候補があり、

今年中あるいは来年

早々開かれるとのこと

です。生物兵器、化学

兵器、対人地雷、クラ

スター爆弾につづい

核兵器の非人道性に関するオスロ国際会議

核戦争の影響について発表するヘルファンド氏＝３月４日，オスロ

ICAN新パンフより

て、核兵器の禁止条約を締結させることは未来への

われわれの責任といえるでしょう。

ICAN 新パンフを発行

　全国反核医師の会では、核兵器廃絶日本 NGO 連

絡会と共同で、ICAN が企画し、IPPNW とピース

ボートが作成したパンフレット「壊滅的な人道的被

害（Catastrophic Humanitatian Harm）」の日本

語版を発行しました。同パンフは１冊60円、本会の

会員には ICAN の旧パンフ（ICAN 概要）ととも

に１冊ずつ贈呈いたします。

禁止された兵器

兵器の種類� 禁止された年

生物兵器� 1972

化学兵器� 1993

対人地雷� 1997

クラスター爆弾� 2008
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　日本科学者会議が編集・発行する雑誌「日本の科学者」は2013年１月号で「国際原子力ムラ　その

虚像と実像」を特集しています。「チェルノブイリの犯罪」など興味深い論文が並んでいますが、そ

のなかで本会代表委員の松崎道幸先生が「がんリスクは10ミリシーベルトでも有意に増加─日本の原

発労働者の疫学調査が ICRP のリスク評価の見直しを迫る」という論文を執筆されています。その筆

者要約をここにご紹介いたします。（編集部）

10ミリシーベルトでも
ガンのリスクが有意に増加

～日本の原発労働者の疫学調査が ICRPのリスク評価の見直しを迫る～

　日本政府は、1990年から「原子力発電施設等放射

線業務従事者等に係る疫学的調査」を継続している。

これまでの報告書はインターネットに公開されてい

る。５年毎に行われる調査の第Ⅳ期調査報告書（以

下報告書と略）が2010年３月に公表された。下に調

査結果の概要を示す。

第Ⅳ期調査報告書概要

１．対象：男性203,904人（観察人年222.7万人年）

２．平均観察期間10.9年、解析対象者の平均年

齢54歳

３．観察期間内の死亡数14,224人、うちガン死

亡5,711人（肺ガン1208人、肝ガン938人等）

４．平均累積線量は13.3mSv

５．全ガンの SMR（標準化死亡比）は1.04（95％

信頼区間1.01-1.07）、肝、肺ガンの SMR は、

1.13（1.06-1.21）、1.08（1.02-1.14） で、 一

般男性の死亡率に比べ有意に増加。

松崎 道幸（深川市立病院内科）

　下グラフは、全死因、全ガン死および全非ガン性

疾患死について４回の疫学調査の SMR（標準化死

亡比）をプロットしたものである。20年前、原発労

働者の死亡率は一般国民より有意に低かったが、そ

の後徐々に増加し、2009年の調査では、ついに全ガ

ン死が一般国民よりも４％有意に多くなった。この

【要旨】日本の原発労働者疫学調査で13.3ミリシーベルト（mSv）の累

積被曝線量で全ガン、肝ガン、肺ガン死の有意な増加が示された（それ

ぞれ＋４％、＋13％、＋８％）。これは医療被曝10mSv 毎に３％ガンリ

スクが増加するとの最近の研究結果と合致する。飲酒・喫煙の交絡とす

る政府の主張は根拠がない。この知見は従来の ICRP（国際放射線防護

委員会）の被曝リスク評価と、原発事故被害地域からの避難基準の大幅

な見直しの必要性を示す。すでに福島市・郡山市の累積線量が10mSvを

大きく超えたからである。
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右肩上がりのトレンドは、今後も続いて非ガン性疾

患や全死因についても、一般国民を有意に上回るよ

うになると推測できる。

　最も注目すべき所見は、一般国民と比べて、原発

労働者（平均13.3mSv の累積放射線被曝）のガン

死全体、肝ガン死、肺ガン死がそれぞれ有意に多く

発生していた（＋４％、＋13％、＋８％）ことであ

る。これまで、政府は100mSv 以下の放射線被曝の

リスクはないか、あるとしても極めて小さいと主張

してきたが、本調査結果は、10mSv 程度の被曝で

数％オーダーのガンリスク増加を生ずることを明確

に立証した。

　ところが政府は、これらの結果が、原発労働者の

ライフスタイル、特に飲酒と喫煙の多いことに原因

があり、放射線被曝のためとは考えにくいとして、

事実上否定した。

　ところが政府報告書では、「飲酒者」の定義の違

うことを隠した表を示して、原発労働者が一般国民

より大幅に飲酒率が高いと述べていた。しかし飲酒

率の定義を等しくした場合、原発労働者と一般国民

の飲酒率の差はほとんどない（下グラフ）。せいぜ

い40代、50代で原発労働者の方が４％高い程度であ

り、60代以上では差はない。

　さらに詳しく解析した結果、飲酒率のわずかの差

で、原発労働者の肝ガン死が有意に多いことを説明

することはできなかった。

小括

１．原発労働者と一般国民の飲酒率の差はほと

んどない。

２．被曝線量別に見ても、飲酒率の差はまった

くない。

３．高線量群で若干飲酒量が多かったが、内部

比較調査が示す肝ガンリスク増加を説明で

きる大きさではない。

４．原発労働者の肝臓ガン死亡率が一般国民よ

り有意に高いことを飲酒習慣の違いで説明

することはできない。

　次に原発労働者の喫煙率が被曝線量増に伴って若

干増加していることが肺ガンの有意増加と関連して

いるかどうかを検討した結果、以下の結論を得た。

小括

１．原発労働者と一般国民の喫煙率の差はほと

んどない。

２．被曝線量が10mSv 増す毎に喫煙率は１％

増加していた。

３．日本人男性の喫煙による肺ガンリスク増加

度から計算すると、喫煙率が１％増加する

と肺ガンが約１％増加するにとどまるた

め、10mSv で６％肺ガンが増加するとい

う知見を否定する根拠とはなりえない。

４．高線量群で総喫煙量が若干増加している

が、肺ガンが30％増加させるには遠く及ば

ないレベルである。

５．以上より、日本の原発労働者の肺ガンと被

曝線量の関連が喫煙状態の交絡によるとす

る推論には根拠がない。

　さて、日本の原発労働者の全ガン死リスクが高々

10ミリシーベルト程度の被曝で数％有意に増加した

という知見は、偶然の産物なのだろうか？

　答は否である。10ミリシーベルト程度の被曝でが

んが有意に増加することは、医療被曝などに関する

最新の研究結果が示している。

　一例をあげれば、2011年に心筋梗塞時の CT 検査

などで被曝した患者を追跡した結果、被曝が10ミリ

シーベルト増す毎に発ガンリスクが３％ずつ有意に

増加するという論文が発表されている（Eisenberg 

MJ et al. : Cancer risk related to low-dose 

10ミリシーベルトでもガンのリスクが有意に増加 ～日本の原発労働者の疫学調査が ICRPのリスク評価の見直しを迫る～
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ionizing radiation from cardiac imaging in 

patients after acute myocardial infarction. 

CMAJ. 183:430-6（2011））。

　また、自然放射線被曝が数ミリグレイを越えると

小児白血病のリスクが有意に増えていたことも報

告されている（Kendall GM et al. A record-based 

case-control study of natural background 

radiation and the incidence of childhood 

leukaemia and other cancers in Great Britain 

during 1980-2006. Leukemia. 2012）。

　このほかに BRCA 変異を持つ女性の乳ガンリス

クもわずか数ミリシーベルトの被曝で有意に高まる

ことが示されている。下表はこのような研究のまと

めである。

10ミリシーベルトでもガンのリスクが有意に増加 ～日本の原発労働者の疫学調査が ICRPのリスク評価の見直しを迫る～

【結論】

　10ミリシーベルト程度の低線量被曝でガンリスクが有意に増加することが明らかになった今、放射

線防護学の基準の大幅な見直しが必要である。さらに、原発事故以後2年を経て、福島の中通地域に

住む人々の累積被曝量が20ミリシーベルトに近づきつつあるという事態は、これらの人々のガンのリ

スクが10％近く増加してしまったことを意味する。

　速やかに福島の汚染地域からの疎開、避難が必要であると言わざるを得ない。
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　福島第一原発事故以来、日本におけるがん発症率

が、予想されていたよりもはるかに高くなる可能性

があることを核戦争防止国際医師会議（IPPNW）

ドイツ支部が３月７日、発表しました。「福島第一

原発事故による健康被害」と題した報告書による

と、原発事故による健康への影響は、事故からわず

か２年後の今でも科学的に証明されるといいます。

IPPNW ドイツ支部のヘンリーク・パウリッツ氏は、

３つの異なる推計と最新の知見により、「外部被ば

くだけでも４万～８万件のがん症例が増えるはず

だ」と語りました。

　小児および青少年における甲状腺異常の数に影響

が顕著に表れています。福島県だけで０～ 18歳の

40％以上（５万5592人）に甲状腺異常、特にのう胞

がみつかった。子どもののう胞やしこり（結節）は

大人のとは異なり、がんの前兆といわれます。

　さらに、報告書の中では乳幼児の死亡率の増加が

示唆されています。０歳児が、統計的に予想される

予想よりもはるかに高いがん発症率

出生率が4.7％減少

よりも75人多く死亡しました。チェルノブイリ原発

事故後も同様の事例が報告されました。

　また、原発事故９か月後の出生率が日本全国で

4.7％減少、それは、約4300人の子どもの不足を意

味します。福島県内での出生率は15％減少しました。

　最新の知見によると、外部被ばくによって予想さ

れる発がん件数は３万7899 ～８万2606件、食品摂

取によって予想される発がん件数は３万7266件。

　一方、世界保健機関（WHO）も２月28日、福島

原発事故の被ばくによる「健康リスク評価」に関す

る報告書を発表しました。報告書では、「日本国内

外の一般の人々に対する健康のリスクは低く、発が

んリスク増加の可能性は低い」と結論付けています。

　これに対して、IPPNW ドイツ支部のアレックス・

ローゼン博士は、次のような諸点から批判を展開し

ています。

外部被ばくによる
発がん症例が４万～８万件増加

WHOリスク評価に対する批判的分析

表１．１：すでに発生したか、これから予想されるフクシマ原発事故による健康被害一覧

数（人） 出　　典

出生児の減少、2011年のデータから 4,362 ケアブライン、2013年

乳児死亡者の増加、2011年のデータから 75 ケアブライン、2013年

福島県のこどもの甲状腺ののう胞としこり（結節） 55,592 福島県、2013年

外部被曝によって予想される発ガン件数 18,950－41,303 IPPNW、2013年

食品摂取によって予想される発ガン件数 18,633 IPPNW、2013年

2011年に事故原発で働いていた東電作業員に予想

される発ガン件数
17,715 IPPNW、2013年

表１．２：新しい知見に従うリスク係数を使った場合の外部被曝と内部被曝によって予想される発ガン

件数（罹患数）

数 出　　典

外部被曝によって予想される発ガン件数 37,899－82,606 IPPNW、2013年

食品摂取によって予想される発ガン件数 37,266 IPPNW、2013年

ドイツ IPPNW支部、福島原発事故による
健康被害についての報告書を発表

─WHO報告書を批判
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　①報告書は間違った推定を基盤にしている

　②報告書は福島県外の住民の健康リスクを無視し

ている

　③放射性物質の放出が続いていることが評価では

考慮されていない

　④報告書は胎児の放射線感受性が高くなっている

ことを無視している

　⑤最新の臨床所見を考慮しなかった

　⑥執筆者の中立性に疑いを持たなければならない

　結論として、ローゼン博士は、「フクシマ原発事

故に関する WHO の『健康リスク評価』は、医師

や将来の勧告を行う意思決定者が 利用できるよう

な科学的に中立で信頼できるデータを提供しない。

福島と日本の人々に関する真の健康リスクは今後、

原子力産業や原子力規制機関とのなれ合いや影響の

疑いのない独立した科学研究者によって評価されな

ければならない。WHO は放射線に関する健康リス

クを評価するに当たってはその独立性を取り戻し、

特殊な産業界の利益ではなく、人々の健康の関心だ

けに専心することの正当性を再確認しなければなら

ない」と述べています。

　IPPNW ドイツ支部の報告は以下の URL からダ

ウンロードできます（日本語の要旨）。→　http://

www.fukushima-disaster.de/fileadmin/user_

upload/pdf/japanisch/Health_consequences_

Fukushima_jp.pdf

　同様に、アレックス・ローゼン博士の「批判

的分析」は以下の URL から日本語訳がダウン

ロ ー ド 可 能 で す。 →　http://www.ippnw.de/

commonFiles/pdfs/Atomenergie/Fukushima/

WHO_Fukushima_Report2013_Criticism_jp.pdf

日本の食品はフクシマ原発事故によって、2011年から放射性物質で何倍にも汚染されている

写真：IPPNW

６月９日　　　核戦争に反対する医師の会（ＰＡＮＷ）全国世話人会　東京

６月下旬（予定）　本会総会

７月13―15日　近畿反核医師懇談会主催で韓国ツアー（放射能廃棄物処理施設見学や韓国反

核医師の会との交流）

８月２―９日（予定）　原水爆禁止2013年世界大会（広島、長崎　北海道代表団は原則として

長崎に参加）

８月６日　　　北海道原爆死没者追悼会（札幌）

９月21―22日　第24回核戦争に反対し、核兵器の廃絶を求める医師・医学者のつどい（札幌）

2013年３月以降の主なイベント
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　本会事務局には、全国各地からニュース・会報等が届きます。全国津々浦々で奮闘されている仲

間の活動の一端をご紹介します。

● 他都府県の会報から （2012年９月―2013年２月）

和歌山（ニュース第70号＝2012年９月30日、第71

号＝2013年２月10日）：核戦争防止和歌山県医師の

会は、昨年７月21日、第24回総会を開催し、ＩＣＡ

Ｎ（核兵器廃絶国際キャンペーン）の一層の広がり

と、北東アジア非核地帯化をめざす運動を進めるこ

とを確認しました。総会後、梅林宏道氏（長崎大学

核兵器廃絶センター長）が、「『核兵器のない世界』

への道を確実なものとするために」と題して講演、

40名が参加しました。

　特筆すべきこととして、４年がかりの運動で県下

30の全市町村が平和市長会議に加入したことが、71

号のトップで報じられています。

茨城（会報第26号、2012年10月20日）：核戦争を

防止し平和を求める茨城医療人の会は、１面で、オ

バマ政権が就任以来５回目の核実験を実施したこと

に対する抗議文を９月26日付けで米国大使館に送付

したことを全文とともに報道。

　また、昨年７月８日、土浦市内で第９回総会を開

き、記念講演は「被爆者医療からみた原発事故」と

題して、郷地秀夫氏（東神戸診療所所長）が講演し

ました。

大阪（NEWS 第６号、2012年10月25日）：大阪反核

平和医療人の会では、昨年６月16―17日に保険医協

会から５名、歯科保険医協会から２名、ほか市民な

ど計21名が、福井県大飯原発の視察とあわら市北部

のあわら北潟風力発電所を見学、17日午後からは大

飯原発再稼働反対の県民集会に参加し、全国から

2200人を超える参加者で公園の広場はいっぱいとな

りました。

　９月30日には、京都で第14回近畿反核医師懇談会

が開かれ、韓国東国大学教授で韓国の反原発医師会

代表の金益重医師を招いて、「韓国の核兵器廃絶運

動の現状と今後」をテーマに講演がありました。

愛知（反核医師ジャーナル第66号、2012年10月30

日）：核戦争に反対する医師の会・愛知は、昨年５月

19日、会結成30周年記念講演会を開催。被爆医師の

肥田舜太郎氏が「ヒロシマの『あの日』から『これ

から』を語る」と題して講演、医師や市民ら205人

の参加がありました。

　また、昨年６月東京で開かれた「反核医師のつど

い」に８人、８月の原水禁世界大会（広島）に２人、

同じく８月の核戦争防止国際医師会議世界大会（広

島）に７人が参加し、それぞれ臨場感あふれるレポ

ートが掲載されています。

千葉（ニュース第100号、2012年11月10日）：核戦

争防止千葉県医師の会のニュースが結成28年余りで

通算100号を迎え、１面で新たに代表世話人に選出

された川村実氏が巻頭言を書いています。原発問題

が焦点となった昨年のＩＰＰＮＷ（核戦争防止国際

医師会議）広島大会とそれに続いてＰＡＮＷ（全国

反核医師の会）が呼びかけて約40人の参加で実現し

た「福島視察」に参加しての感想が綴られています。

福岡（ニュースレター第78号、2012年11月15日）：

核戦争防止・核兵器廃絶を求める福岡県医師・歯科医

師の会では昨年９月１日に第24回総会を行い、核兵

器廃絶と脱原発の運動を続けることを確認。記念講

演は、今中哲二氏（京大原子炉実験所）が、「福島

原発事故とわたしたちの未来―原子力の過去、現在、

将来？」と題して講演され、120人の参加がありま

した。原発を動かすことは被曝を覚悟することであ

り、自分は原子力以外のエネルギーを選択すると述

べられました。

　また、2014年の「第25回反核医師のつどい」は福

岡で開催予定とのことです。

奈良（ニュース第11号、2012年11月15日）：核戦

争を防止し、核兵器の廃絶を求める奈良県医師の会

は、坪井裕志代表世話人が巻頭言で、昨年９月で結

成５周年となり、昨今の情勢を振り返ると日本政府

の消極的な姿勢が続いており、あらためて医師の立

場から核兵器廃絶を国内外に訴えていくという決意

が述べられています。

　10月28日には長崎県保険医協会会長の本田孝也氏

を招いて、市民公開講座「原爆の〝黒い雨〟の謎を

追って―低線量被ばくの人体影響」を開催し、約30
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人が熱心に聴講しました。

東京（ニュース第81号、2012年12月12日）：核兵

器廃絶・核戦争防止東京医師・歯科医師・医学者の会

のニュースは表紙の写真がいつもインパクトがあ

り、本号ではＩＰＰＮＷ広島世界大会に参加した医

学生と青年医師たちが紹介されています。彼らは長

崎から広島まで自転車によるバイクツアーを企画

し、核兵器廃絶をアピールしました。

　また、９月29日、東京保険医協会公害環境対策部

と合同で、連続講座「原発事故と健康」が長野県松

本市長で医師の菅
す げ

谷
の や

昭氏を講師に開催され、「内部

被曝と健康―これからの医療者の役割―チェルノブ

イリ原発事故医療支援の経験を通して」というテー

マで語られ、118人が参加しました。

新潟（ニュース第61号、2013年１月）：核兵器廃

絶をめざす新潟県医師・歯科医師の会では昨年９月

２日に2012年度総会を行い、記念講演は、野中昌法

氏（新潟大学教授、農学博士、土壌学が専門）が、

「福島第一原発事故…里山から農地まで汚染状況と

低減対策」と題して講演しました。「科学者が政治

的判断を考慮するようになったら科学の衰退」「農

家に寄り添い、農家とともに農の営みを復興させる

ことが本来の『農学』だ」と語りました。

　新潟のニュースは、以前から他県の活動をよく紹

介しており、今回も４頁にわたって、詳細な記事が

載っています（北海道の会報も詳しく紹介されてい

ます）。

● 他都府県の会報から

正面上から時計回りに、和歌山、茨城、大阪、愛知、千葉、福岡、奈良、東京、新潟
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「ヒロシマ　原爆地獄」書評

んどなく、これらの絵がまさにその時の悲惨な状況

をリアルに表現しています。原爆被害の数字や記録、

写真よりもこの本にある１枚の絵が真実を雄弁に伝

えているような気がします。

　この本は自主制作で出版費用は編者を含めた同級

生３人で賄ったようです。そのためか校正ミスも見

られますが、反核、平和などの分野の優れた作品

として昨年の「平和・協同ジャーナリスト基金」奨

励賞に選ばれました。「核戦争に反対する医師の会

（PANW）」も出版支援しているこの絵集を多くの

人たちに手に取ってもらいたいものです。

（勤医協中央病院　小泉茂樹）

頒価　2000円、希望の方は事務局まで

　この本は被爆体験を持つ旧制中学校の同級生３人

によって企画、編集された被爆者自身が描いた原爆

の絵集です。編者がドイツ在住中の2008年に独語版

として出版されたのが最初で、2010年、平和市長会

議が日本で開催された時に英語版、2011年に日本語

版が出されました。そして、昨年日英２カ国語版と

して新たに出版されたのがこの本です。外国語版で

も出版されたのは、世界中の人たち、特に原爆を投

下した米国の人たちに被爆の凄惨な実態を知っても

らい、原爆被害が二度と起こらないように訴えるた

めだろうと思います。

　全体は15のパートから構成されていますが、パー

ト２から９までの８章にわたり被爆者自身が描いた

原爆投下直後の絵（地獄図としています）約150点

と絵の説明が載せられ、この本の根幹となっていま

す。これらの絵は1974年以降、NHK が原爆生存者

に当時の記憶を蘇らせ、絵に留めるキャンペーンに

よって集められ、広島平和記念資料館に保管されて

いるものです。作者の平均年齢は70歳を超え、絵を

描くことで死者に詫びた人や、痛ましい記憶が蘇り、

途中で筆を折った人もいたようです。重苦しい思い

で２年間かけてやっと出来上がったという絵、衝撃

のため子どもの人骨が可愛い子どもの顔にみえてし

まった絵、倒壊した家屋の下敷きになった母親の傍

らで助けを求めて泣く女の子の絵、死んだ我が子を

おぶって焼きにいく母親の絵、火に包まれた校舎の

柱に押しつぶされた生徒と助けられなかった先生の

絵、どの絵も心の奥底から絞り出すような圧倒的な

力で見る者に迫ってきます。原爆直後の写真はほと

デ
ー
タ
・
コ
ー
ナ
ー

（長崎市ホームページより）
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辰口　治樹

私の目を開かせた２冊の小冊子・小誌
力のない者同士では成立しない。つまり武器を持た

ない相手に対し、武器は必要のないものである。物

理的力によるもののほかに批判、軽蔑などがある。

広島・長崎に原爆が落とされて以降、その後、核兵

器を人類は躊躇なく使用したであろうか。国際的な

非難の前に躊躇（ためら）っているのではないだろ

うか。キューバ危機を除いて一度もその危険すらな

かった。これは『核抑止力』のためではない。核兵

器を持たない国が原爆を落とされる可能性が高かっ

たであろうか。むしろ逆であろうと思う。核の真の

抑止力は反核運動である。

　ここまで書いたところで、東アジアの独裁国家が

核実験を行ったというニュースがはいってきた。こ

のような何を目的としているのか意図が伝わらない

国家に対しそれを止める抑止力はあるのだろうか。

私の筆は止まった。１週間考えたが名案が浮かばな

い。その後たまたま反核医師の会で活躍されている

川島亮平先生と核実験の話題になったとき、思い切

って聞いてみた。『あの国の核実験あるいは核の使

用を阻止する方法ってあるんでしょうか？』川島先

生は『あるよ。マレーシアだよ。北朝鮮も賛成して

るんだよ。中国・インド・パキスタンといった核保有

国も賛成している画期的な提案なんだ』と即答し、

さらに情熱的に語って教えてくださった。怪訝そう

な顔をしている私を見ると、先生は急いで机に走り

１冊のパンフレットを持って来られた。原水爆禁止

日本協議会が2013年１月10日に編集・発行した15ペ

ージの薄い小冊子である。薄いが中身は反核運動の

拠りどころとなるエッセンスが凝縮されている。川

島先生はすっかり読み込んでいてマーカーがくっき

りと引かれていた。私は大きな力を得た。暗くなっ

た医局の窓の外をみると雪がのっつのっつ降ってい

た。 （勤医協札幌西区病院内科）

松井　和生

３・11から２年をむかえて

　２年前の３月11日は、前日に祖母が息を引き取り、

翌３月12日の葬儀への参列を準備していました。夕

方、横浜で講演の予定があり、都心へと向かうつも

りでした。そんな時、大きな揺れがあり、地震が起

きました。津波の予報があり、午後の外来診療は中

止、２階以上へ避難指示が出され、余震を感じなが

ら、眼の前の青い海を凝視し続けました。結局、鴨

川には大きな津波は到達せず、被害をのがれました。

しかし、茨城県との県境にある旭では津波により家

屋が浸水し、被災により家族を失った職員もいまし

た。私たちも多くの医療機関とともに被災地への医

療従事者・物資の派遣、被災した患者避難の受け入

れなど支援に取り組みました。

　あれから２年。震災の被害は、死者15,881人、行

方不明者2,676人にのぼり、仮設住宅入居者292,846

人、首都圏への避難住民30,114人、被災３県で８万

人が離職し、110万人が休職など就労になんらかの

影響があるなど、困難な状況におかれています（『東

京新聞』３月９日付）。

　東電福島第１原発事故による放射能汚染は周辺地

〈エッセイのコーナー〉

　核兵器や原発について思

うとき、必ず思い浮かべる

１冊の書物がある。大江健

三郎の『ヒロシマノート』

（岩波新書 青版）である。

1988年に購入した。186ペ

ージの新書であるが、格調

高く、かつ迫力ある内容に圧倒される。私生活での

つらい状況をかかえて憂鬱な気分で広島の原水爆禁

止世界大会に参加した著者が、広島を去るときには

回復の手がかりをつかんでくる。というような出だ

しで始まるいくつかのエッセイをまとめたものであ

る。挿絵も訴える印象は強いが、本文は広島の人の

経験と心を通して訴えかけてくる。この書には医師

に問いかける多くのキーワードが散りばめられてい

る。例えば『広島の不屈の医師たち』『被爆者の後

遺症』『骨髄性白血病』などである。第５章では医

師の闘いを描いている。この書によって核兵器の問

題は医学医療と非常に関連が深いということがわか

る。核の問題は医学の大きなテーマであり、医師こ

そが反核運動の中心になっていかなければと思われ

る。少なくともそれが論理的な帰結である。また、

本書のような書が読まれることで反核の国際世論が

形成されていくのではと期待される。

　『核抑止力』という言葉がある。『やられたらやり

かえす』と威嚇するものである。しかしこれがどれ

ほどの効果があるだろうか。これは力対力の対決で、
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〈エッセイのコーナー〉

域に深刻な被害を与えました。放出された放射性物

質は、大気・水・土など周辺の環境へ広く拡散し、汚

染源となるメルトダウンした大量の核燃料が回収で

きないまま福島第１原発にいまなお存在して、人体

と生物を被曝の危険と脅威にさらし続けています。

　こうした危機に直面して、私たちはもっと想像力

を働かせて、多くの人々と語り合うことが大切にな

っていると思います。とくに被災地の住民との対話

や話し合いは重要です。多くの住民が被曝への不安

を抱えています。少しでも安全なところで働き、生

活がしたい、しかし、移住・移転ができない、と。

政治は、被曝の危険から逃れるための自由を保障す

べきです。そのための東電と国の責任を明確にする

ことが不可欠です。

　私には10歳の息子と５歳の娘がいます。彼らが成

長した時に、福島の放射能汚染は消えているでしょ

うか。スリーマイル、チェルノブイリ、そしてイ

エローケーキの経験は、その困難さを教えていま

す。私たちは、子供たちによく教えなくてはならな

いと思います。放射能汚染はなくならない、被曝は

予防しなくてはならない、核兵器と原子力発電はも

うごめんだ、と。

（亀田総合病院リウマチ膠原病内科）

伊古田　明美

３．11と原発事故から学んだこと

　「ねえ、この海の向こうには何があるの？」

　「そうねえ…だあれもいないところ」

　「だあれもいないところには何があるの？」

　「だあれも行ったことがないから解らないのよ」

　「ふーん。じゃ、だあれもいないところの向こう

には何があるの？」

　「ずっとずっと向こうも日本って国よ」

　「ふーん。どうしてホッカイドウと別れちゃった

の？」

　「それはね、お母さんのひいお爺さんが若かった

ころ、ものすごく大きな地震があったんだって。そ

のあと大きな津波が来て、海岸の町はみんな流され

て家も学校もビルも畑もあとかたも無くなった。人

もたくさん亡くなって…」

　「それでだあれもいなくなったの？」

　「いいえ、だあれもいなくなったのは津波のせい

じゃないのよ。何もかも流された町で生き残った人

たちは必死で働いて町をもとどおりにしようとした

の」

　「じゃあどうして？」

　「発電所の事故らしいわ。地震と津波が過ぎた後、

福島の海岸にあった原子力発電所が爆発して、放射

線を出すものが大量に散らばって人が住めなくなっ

てしまったの」

　「放射線って怖いの？」

　「そうね、目に見えなくてあるんだかないんだか

解らなくて、でもそれにあたったり吸い込んだり食

べたり飲んだりしたら大変な病気になって助からな

いこともあるのよ」

　「こわい…」

　「問題はそのあとのことなの。原子力発電所は危

険をおかして何千人もの人たちが放射能を閉じ込め

ようとした。何年も作業を続けるうち使い済みの燃

料を入れたプールが燃料を取り出さないうちに落下

したの！地震の時よりももっともっとたくさんの放

射能が漏れて発電所から300キロはすべて人が住め

ない土地になってしまった。今から100年くらい前

の話ね。100年たってもまだまだ放射能は残ってる。

トウキョーっていう大きな大きな日本の中心地もす

っぽり無くなったわ」

　「今はどうなってるの？見てみたい」

　「近づくのはとても危険だわ。特にユウちゃんの

ような小さい子や若い人は…。さあ暗くなってきた

から帰りましょう。函館の夜景は昔のままだわ」

　ここは100年後の北海道である。福島第一原発４

号機の事故を想像してみた。300キロ圏内と言えば

北は十和田湖、南西は富士山近辺となる。青森県北

部および北海道は本州と分断され、かろうじて大阪

が首都機能を担っている。陸上交通は断たれ、海上

交通も東北沖を迂回する。空輸のみが頼りである。

とほうもない絵空事ではない。近未来予想図として

想定内としなければならないことである。「今すぐ

人体に影響は無い」線量であっても長期にわたって

曝露された場合の影響については未知であり、私た

ちは放射線障害の予防や治療の術を持っていない。

まさに原発は暴れると手におえない怪物である。

　原発とその事故は復興する人々を遠ざけ、利害の

対立を深め、地域の絆を分断している。地域の活性

化には原発が不可欠だと政財界は声高に言う。しか

しなぜ危険な原発なのか。貧困な地域や自治体を放

置し、そこに原発を押しつけてきた政策そのものが
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〈エッセイのコーナー〉

今の日本を危うくしているのではないか。原発以外

の活性化の道をたとえ少しずつだとしても探るべき

ではないのか。震災から２年が過ぎようとしている。

福島はあと何十年いや何百年かかるだろうか。そし

て事故の記憶を私たち日本人はそれまで持ちこたえ

ることができるのだろうか。わずか数十年前のアジ

ア諸国での加害の歴史を忘れ去ろうとしている私た

ちが。 （勤医協中央病院内科）

石田　真実

放射線を気にしながらの生活

　「あっ、かわいい葉っぱ。でも…福島の葉っぱは

拾っちゃだめなんだよね、ママ」

　つい先日の３歳の娘の一言である。

　東日本大震災、福島第一原発事故から２年。原発

事故の前と一見変わらない日常が流れているかのよ

うだが、確実に違う。葉っぱや石ころを拾うのが大

好きな娘に自然と触れ合うことをさせてあげられな

い。これは原発事故後、変わったことのひとつだ。

　私は現在、福島県郡山市（福島第一原発から約60

㎞）に、夫と３歳と０歳の２人の娘と住んでいる。

生まれも育ちも北海道で、旭川での学生時代に反核

医師の会に入会した。６年後に北海道を離れた後も

会員でいさせてもらっている。今回、福島からの声

を、というお話があり、原発事故後の思いを少し書

かせてもらいたい。

　原発事故後、まず選択を迫られた問題はここに住

み続けるかどうかということだ。郡山市は避難指示

が出ていない地域の中でも依然高い放射線量を計測

している（郡山合同庁舎0.5μSv/h）。家の近所で

は0.3μSv/h 前後であり、政府などによる見積もり

方法を引用すると（屋外で８時間、屋内で16時間

自身、親としていまだ答えを出せずにいる。

　今現在は住み続けることを選択しているわけだ

が、それは同時に子どもに制約を与えることを意味

する。まず思いっきり外遊びができない。多くの保

育園や幼稚園で外遊びを制限しており、娘の保育園

では、つい先日までの２年間全く外遊びをしていな

かった。公園で砂場遊びができない。落ち葉や木の

実を拾うなど自然の中での遊びができない。

　こういった子どもたちの深刻な現状を受けて、郡

山市と郡山医師会が連携し、子どもの心のケアプロ

ジェクトが立ち上げられ、平成23年12月に大型屋内

遊び場が完成した。ペップキッズ郡山と名付けられ

たこの施設は１年間で35万人が来場し、わが子をは

じめここに住む親子の心と体をどんなに元気にして

くれていることか。また、北海道をはじめ日本各地

の人々の温かい好意で、保養（放射線被曝を少なく

するために福島を離れること）が企画されており、

私たちの大きな支えとなっている。

　しかし、低線量被曝と、それによる日々の迷いも

外遊びの制限も食べ物への心配も全て原発事故がな

ければなかったことである。そして、選択の余地な

く避難を強いられ故郷を追われた人々や、血のにじ

む努力で除染を行っている生産者の、想像ができな

いほどの苦しみを思うと、もう二度とこのような事

故はあってはならないと強く思う。子どもたちに原

発のない未来をプレゼントすることが、わたしたち

の償いであると思う。

過ごし、屋内は４割

減少すると仮定）、お

よ そ1.6mSv/ 年 と な

る。ICRP（国際放射

線防護委員会）から、

「自然放射線以外に生

涯100mSv を被曝する

と、癌で死亡する確率

が0.5％上昇する」と

いう勧告があり国際基

準となっている。よっ

て1.6mSv/ 年 の 被 曝

量をどう考えるか、気

にすべきか気にしない

べきか正解はなく、私 筆者と娘たち 近所の放射線量モニタリングポスト（0.300μSv/hを示している）
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【入会】

　石井　健一　　北大医学部学生

【退会】

　茨木　栄梨　　道外転出

　藤本　征一郎　11月24日ご逝去

　国田　晴彦　　12月25日ご逝去

（敬称略）

　会員数は２月末現在で133名（うち準会員＝学生

４名）となっています。また、正会員129名のうち、

医科は125名、歯科は４名となっています。

【９月】

22日　全国反核医師の会運営委員会（塩川事務局

長、東京）

28日　第48回運営委員会（勤医協中央病院）

29日　会報第47号発行

【11月】

25日　全国反核医師の会常任世話人会（塩川事務

局長、東京）

【12月】

17日　「反核医師のつどい2013 in 北海道」準備

会（道民医連）

【１月】

26日　「つどい2013 in 北海道」第１回現地実行

委員会（道民医連）

　　　新年会（「ゆとり」、札幌市）

【２月】

20日　「つどい2013 in 北海道」第２回現地実行

委員会（道民医連）

24日　全国反核医師の会運営委員会（塩川事務局

長、東京）

会員の動き（2012年９月～ 2013年２月）

活動日誌（2012年９月～ 2013年２月）

▼新年度になりますので、年会費の納入をお願いい

たします（同封の振込用紙をご利用ください）。カ

ンパも歓迎します。

▼住所や勤務先、メール・アドレスが変わった場合

はぜひ本会にもご連絡ください（Ｅ－メールは本会

ホームページからどうぞ）。なお、経費節約のため、

民医連の先生方には原則として勤務先に資料を送付

しておりますが、自宅配送を希望の先生はその旨ご

指示ください。

▼会報第48号をお届けします。

▼東日本大震災、福島第一原発事故より２年が経ち

ました。先日福島市に行く機会があり、市内をみて

きました。いくつかの公園では除染作業が行われて

おりましたが、「除染作業中」の標識がなければ一

般の工事と見分けがつきません。除染作業だけでは

なく、建設ラッシュが続いていますが、被災された

方の多くは「復興」とはほど遠い状態です。復興住

宅の建設は遅れており、未だに不自由な生活を強い

られています。復興への支援はまだまだ続きます。

（Ｎ）

▼この後記を書いているのは、３月11日、あの東日

本大震災と福島原発事故が起こった日からちょうど

２年が経ちました。３月９日、作家の大江健三郎氏

は脱原発を求める集会で「福島が『なかったことに

する』ということは絶対にできない」と発言しまし

た。伊古田先生もエッセイで書いているように、忘

れやすい日本人、今度こそはしっかりとみんなで記

憶し、二度と同じ間違いを犯さないようにしたいも

のです。 （Ｓ）

事務局から

編集後記

規　約
1989年６月４日制定
1990年６月10日一部改正
1994年７月10日一部改正
1995年６月11日一部改正
2001年６月24日一部改正

１．本会は、「核戦争に反対する北海道医師・歯科医師の
会」（略称「道反核医師・歯科医師の会」、英名 Hokkaido 
Physicians and Dentists Against Nuclear War）と称し、事
務所を札幌市内におく。

２．本会の目的は、核戦争に反対し、核兵器廃絶のために、
ヒューマニズムにもとづき、医師として可能な限り努
力を払うことにある。

３．本会は、会の目的に賛同する全道の医師・歯科医師に
よって構成する。医学生および歯学生は準会員とする。

４．本会は、次の事業を行なう。
 （イ） 他都府県の同趣旨の医師の会と連携を保ちつつ、「核

戦争防止国際医師会議（ＩＰＰＮＷ）」の活動に協力す

る。
 （ロ） 核兵器完全禁止署名への協力。
 （ハ） そのほか、核戦争の悲惨さを訴え、核兵器完全禁止

をめざすために研究会、講演会、出版などの活動を
行なう。

５．本会は、特定の政党または宗派のための活動は一切行
なわない。

６．本会に、会長と若干名の代表委員と監事および事務局
長、事務局次長をおく。会長、代表委員と事務局で運
営委員会をつくり、規約に従って活動を行なう。

７．本会に功績のあった会員は名誉会員となることができ
る。名誉会員は運営委員会で推薦し、総会の承認を受
けるものとする。名誉会員の会費は免除する。

８．本会の会費は、会費および寄付金をもって充てる。会
費は年額5,000円、準会員は1,000円とする。ただし、
年度後半の入会の初年度会費は半額とする。会計年度
は４月１日から翌年３月31日までとする。

９．本会は、年１回以上、総会を行う。総会の議決は出席
者の過半数をもって行う。

10．本規約の変更は総会で行なう。


