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１ミリシーベルト神話？

　丸川珠代環境相は、2016年２月７日、原発事故に
よる追加被ばく年間１mSv 以下という基準には根
拠がないと発言した。これは余計な追加被ばくを出
来るだけ避けるべきという ICRP の立場に反してい
るわけだが、世界の放射線被ばく管理の基礎データ
となっている「放影研による原爆被ばく者追跡調査
データ」の1000mSv あたり47％つまり１mSv あたり
0.047％のがん死リスク増加という「定説」からみる
なら、年間１mSv 程度の被ばくは十分許容できる
のではないかと感じる方も少なくないと思われる。
　しかし、１mSv 程度の被ばくが「実際に」がんを
増やす科学的証拠が2010年以降次々と明らかにされ
ている（図）。これらのデータのほとんどは Lancet
や Leukemia 等の医学専門誌に掲載されている。

累積被ばく線量と小児がんリスクの
関連を調査したイギリスとスイスでの調査で明らか
にされた。年間１mSv 程度の追加被ばくがある地
域に10年住み続けると10mSv の累積被ばく量とな
り、子どもの白血病リスクは倍増するおそれがある。
　成人ではどうだろうか。医療被ばくと原発労働に
よる被ばく10mSv あたりのがん死と発がんリスク
が３％～40％増えることが世界各国から報告されて
いる。
　年間追加被ばく量も問題だが、生涯累積追加被ば
く量の視点も重要である。京大グループは福島原発
事故による生涯累積追加被ばく量を15mSv（川内村）
～43mSv（相馬市玉野）と推定している（Harada 
et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2014）。とすれば成
人のがん（死）が大きく増えるおそれもある。
　これらのデータの示す放射線被ばくによるがん

（死）リスクは「原爆データ」の10倍から100倍大きい。
なぜこのような差があるのか？とりあえず考えられ
るのは、①原爆データは被ばくから13年経ってから
追跡が始められた、②最近の医療被ばくデータの方
が、被ばく量とがん診断の正確度、信頼性が高いな
どである。
　放射線被ばくの健康影響はいまだ解明途上にあ
る。古い「定説」にとらわれず、最新の科学データ
に基づいた情報を発信することが重要である。

　放射線
感受性の
高い小児
では、１
mSvの被
ばくでも
白血病が
増えるこ
とが、自
然放射線

７０

出典等は右のURLからダウンロード可能：http://yahoo.jp/box/yIzeRm
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　2013年９月には、札幌で開催された「反核医師の
つどい」ですが、2015年「第26回つどい」は、10月
31日から２日間、名古屋市で開催され、約240人が
参加しました。今回はたまたま出席予定だった学会
と日程が重なったのが幸いし、参加することができ
ました。出席した学会は、「第53回日本癌治療学会
学術集会」でしたが、その内容は、今回の「つどい」
とは直接的な関わりはありませんが、かなりの衝撃
を受けたのではじめに触れます。また「第26回つど
い」の半月後に「全日本民医連第14回被ばく問題交
流集会」が広島で開催されましたので、その内容に
ついても簡単に触れます。

癌治療学会学術集会

　まず、「第53回日本癌治療学会学術集会」につい
て。最近のがん治療の最も大きな話題は、免疫チェ
ックポイント療法という新しい治療法で用いられる
抗 PD 抗体についてです。2014年９月悪性黒色腫の
治療として薬価収載され、2015年12月には非小細胞
肺がんでの適応拡大があり、がん治療において画期
的な治療法が新たに開始されるというものです。も
う一つの大きな話題はがん細胞の遺伝子解析につい
てです。北海道大学病院でも、2016年４月より自由
診療で全遺伝子解析を行う旨を発表しました。今後
のがん治療は、がん細胞の遺伝子解析とそれによる
最も効果的な分子標的薬を投与するという方法に変
わっていきます。また、この学会で行われたパネル
ディスカッションの一つに、がんの個別化医療が保

険診療で全てまかなうことが可能かというテーマで
話し合われたものがあり、日本の社会保障のあり方
を議論するような内容でした。個別化医療のために
は混合診療が必要になっていくのではという意見が
出されました。治療で用いられる分子標的薬は非常
に高価で、個別化医療のためのがん遺伝子解析も検
査費用が高価です。その一方、なんとかして国民皆
保険制度を守るべきだと意見を述べるパネラーもい
ました。本来は人の生存権を保障するためのサービ
スである医療が、経済発展のための産業へと変革さ
せられる危険な流れがあり、いかに社会保障を守る
かが問われます。

民医連被ばく問題交流集会

　次に、2015年11月に開催された「全日本民医連第
14回被ばく問題交流集会」についてです。この集会
での主な話題は、高齢化する被爆者の支援に何が必
要か、新たな核被害者である福島第一原発事故被災
者のために何をなすべきかです。集会ではお二人の
被爆者の方の体験をお聞きしました。被爆の体験を
語ることができる被爆者は年々減っています。北海
道でも被爆体験の語り部であった越智晴子さんが
2015年の暮れに亡くなりましたが、被爆者の方々の
貴重な体験を語り継ぐことが必要です。被爆者の支
援は医療から介護に中心が移っていますが、そのあ
り方について議論されました。記念講演は、元広島
平和研究所長の浅井基文氏によるものでした。浅井
氏は長く外務省官僚を務められ、安全保障に関わる
仕事に携わっておられ、その経験より核軍縮のこれ
までの流れと今後について講演されました。東西冷
戦が終結し、米ソ中心に核軍縮が進められることに
なりますが、その中心は核不拡散条約（Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons : NPT）
によるものでした。南アフリカが核放棄し、旧ソ連
の各国は核兵器をロシアに移し条約に参加します。
しかし、インド、パキスタンは条約には加わらず、
両国で対立し核開発競争を行いました。同じく非条
約締結国であるイスラエルは核兵器を保有している
ことを肯定も否定もしていませんが、アメリカは黙
認しています。また条約締結国の中からも北朝鮮、
イランといった核開発を行う国が出てきました。浅
井氏の講演では、日本の安全保障を巡る情勢の推移
と外交のあり方について述べられ、現在の NPT の
枠組みでは核廃絶は困難となってきており、アメリ
カ以外に核兵器を所有する国がある限り、アメリカ
の核廃絶は難しいとの内容でした。

「つどい」に参加して

　さて、やっと「反核医師のつどい」についてです。

「第26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 in 愛知」に
参加して
―�前後に行われた「日本癌治療学会学術集
会」と「全日本民医連被ばく問題交流集
会」報告も交えて―

中野　亮司（勤医協中央病院内科）

開会全体会のようす
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記念講演は、秋葉忠利元広島市長より、「核なき世
界は実現できる」という題目でお話をいただきまし
た。戦後の日本の平和への歩みと被爆者の足跡を日
本国憲法と合わせて振り返りました。被爆者は大き
な傷を受けてもそのことで復讐あるいは敵対するこ
とはせず、平和を訴え続けました。その姿こそが「抑
止力」であり、その体験を伝える活動が広がってい
ます。平和首長会議、交換留学生や海外からのジャ
ーナリストの招請といった広島、長崎の取り組みに
ついて報告されました。次に南海放送のディレクタ
ーである伊東英朗氏より特別講演がありました（写
真）。太平洋での核実験により、日本の多くのマグ
ロ漁船が被災し、その取材についての報告でした。
その取り組みが先日の元漁船員の放射線被ばくによ
る労災申請につながりました。
　２日目は分科会でしたが、小生は「核廃絶への展
望」と題された第１分科会に参加しました。まず
原水爆禁止世界大会起草委員長である冨田宏治氏
より「2015年 NPT 再検討会議の成果と核兵器廃絶
への課題」についての講演がありました。NPT は
そもそも核兵器国の核保有を認め、非核兵器国の核
保有を禁止する条約でした。しかし2000年、2005
年、2010年に開催された NPT 再検討会議では、核
兵器のない世界を達成する方向を確認し、2014年の
NPT 再検討会議準備委員会で核兵器国が具体的な
核軍縮措置について報告するよう要請しました。ア
メリカは、現在の国際社会において、特にテロリズ
ムに対しては、核兵器は抑止力にはならないことを
認めるようになりました。2015年５月の NPT 再検
討会議では、最終文書の採択には至りませんでした
が、「核兵器の非人道性」が中心に議論され、「非人
道性」の観点より核兵器国は包囲されることとなり
ました。そして、今回の会議は核兵器禁止条約の交
渉の糸口となったと報告されました。次に反核医師
の会常任世話人、全日本民医連被ばく問題委員であ
る眞鍋穣氏より、「核兵器の人道的影響に関する国
際会議」の報告をいただきました。2010年 NPT 再
検討会議において核兵器の非人道性が議論され、非
核兵器国、国際赤十字社、ICAN、IPPNW などに
より、核兵器の国際人道法での非合法性を追求する
動きが起こり、2013年３月に第１回のオスロ会議が
開催されました。引き続き2014年２月にメキシコの
ナヤリットにて第２回会議、2014年12月に第３回会
議がウィーンにて開催されました。各々の会議では、
日本被団協事務局長の田中熙巳氏はじめ、各国の被
爆者の方が被爆の悲惨さを語り、オーストリアの誓
約では核兵器禁止条約に向けた外交交渉を開始する
ことが触れられました。

◇　　　　　　◇　　　　　　◇
　このたびの一連の会議に参加し、医療者が核廃絶
を訴えることの重要さを改めて学びました。現在医

療において起きている問題と核廃絶の問題には共通
の構造があります。医療は人道的なサービスでなく
てはならないのですが、市場化、産業化というある
べきではない変革の波にさらされています。核廃絶
については、核兵器は人道上許されないものという
議論が行われる一方、あくまでも安全保障上の必要
から核兵器を配備し核軍縮もその必要から行われる
という議論があります。医療者の訴えは、いのちを
大切にすることが唯一無比の価値であるというもの
です。それは、経済上の必要とか国家の利益あるい
は国家間の利害であっても、侵すことはできないと
いうものです。私たちの会の活動も、今後ますます
重みを増していきます。全ての会員が協力して、一
日も早く世界から核兵器がなくせるよう、がんばり
ましょう。

……………………………………………………………

反核医師のつどいに参加して

中川　　恵（北海道大学医学部２年）

　このたび初めて、反核
医師のつどい in 愛知に
参加させていただきまし
た。会場には全国から医
師が集まり、年配の先生
が多いなか若い医師や学
生の姿が見られたのが印
象的でした。

核抑止力を持つのは被爆者

　１日目は、前広島市長秋葉忠利さんによる記念講
演がありました。秋葉さんは歴史に精通され将来を
見据えた鋭い視点をお持ちの方でした。「過去に比
べ現代の世界はなぜ平和になり得たのか」「真の核
抑止力を持つのは被爆者である」など、広島市長と
して、世界に今なお存在する核兵器を廃絶するべく

特別講演する伊東英朗さん
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非人道性」を前面に打ち出す新しい取り組みが広ま
っているということです。核保有国を核廃絶へ導く
ために、核兵器がいかに非人道的であるかを訴える
ことが重要になってきています。それはまさに広島・
長崎の被爆者の方々が壮絶な体験を自らの言葉で世
界に語ってこられたことや、日本の方々が被爆の実
相を国内外で訴えてきたことにほかなりません。「核
抑止力」論を打ち破る最大の力は、被爆の実相のさ
らなる解明と普及だという演者の方の言葉に、唯一
の被爆国に生まれた者として身の引き締まる思いで
した。
　２日目は学生部会も行われました。フィールドワ
ークで長崎大学の核兵器廃絶研究センターに訪問
し、核廃絶に関する研究を学び同センターで研究す
る長崎大学の医学生と交流した先輩が、活動報告を
してくださいました。各国の核廃絶の進捗を比較し
たり意識調査を行ったりするなど、学術的な研究が
進められているそうで、その必要性を感じました。
　普段の生活で戦争や核兵器について周囲の友人と
意見を交わす機会は少ないように思います。日頃か
ら戦争や平和について考え、誰かに直接お話を聞き
に行き学びの幅を広げ、核兵器廃絶の活動の一端を
担う医学生の皆さんと交流することができたことは
貴重な体験でした。IPPNW（核戦争防止国際医師
会議）の大会に学生代表として参加した先輩もいま
した。将来医療者となる医学生は人々にとってより
良い医療を考えていくことになりますが、人の生活
や命に関わる戦争や核兵器の問題にもまた関心、意
見を持つことが大事であると気付きました。
　反核医師のつどいでは、核兵器廃絶に向けて力を
尽くそうという医師、医学生の皆さんのエネルギー
を感じました。このような活発な活動の場に参加で
きたことはとても新鮮で大きな体験となりました。
今回の学びを忘れず、医学部での勉強に励みたいと
思います。

考え行動されてきたご経験からのお話は非常に説得
力があり、分かりやすく、会場の人が大きく頷いた
り講演のスライドを写真に収めたりする姿が終始見
られました。
　「核なき世界は、夢ではない」これは秋葉さんの
講演から学んだことです。秋葉さんはオバマ大統領
に会った際、直接被爆地訪問を要請されました。被
爆者の足跡に敬意を表し、被爆者をノーベル平和賞
に推薦し続けました。世界の人々を動かすこのよう
な行動に非常に感銘を受けました。大きな意味を持
つ行動であると考えます。核なき世界は実現できる
ものであり、実現に向け努力し続けることが重要だ
と学ばせていただきました。
　特別講演では、太平洋核実験や福島の原発事故の
被害を長く取材してこられた南海放送ディレクター
の伊東英朗さんが、米国のビキニ水爆実験は単なる
過去の話ではないということをご自身の取材体験か
らお話ししてくださいました。ヒロシマ・ナガサキ
のわずか10ヶ月後から数々の核実験が行われ、これ
により第五福竜丸以外の漁船、さらには日本列島全
体までも放射線で汚染していたことなど、私たちの
知らなかった被害の現実を突きつけられた講演でし
た。伊東さんのお話を聴いて、1950年前後の米国の
核実験による太平洋地域の被害と2011年の福島の原
発事故は重なるものがあるという印象を受けまし
た。福島の原発事故によって世界中が核の恐ろしさ
を感じましたが、実は1950年代にすでに大量の放射
性物質の脅威にさらされていたのです。これまでの
被害の実態を積極的に認識しなければ、私たちは知
らないうちに核の恐ろしさを忘れてしまうのではな
いかと考えさせられました。
　夜の懇親会では、医療現場で勤務される傍ら核兵
器廃絶のために活動されている多くの先生とお話さ
せていただきました。また学生部会で活動している
同年代の医学生の皆さんと交流しとても有意義で刺
激を受けました。

核兵器使用の非人道性を前面に

　２日目は３つのテーマで分科会が開かれ、「第一
分科会 核廃絶への展望」に参加しました。ここでは、
NPT（核不拡散条約）について、その経緯やこれ
までの NPT 再検討会議の成果と課題、2015年 NPT
再検討会議では最終文書の採択に至らなかったこと
についてのお話がありました。最も印象に残ったの
は、NPT 再検討プロセスにおいて、「核兵器使用の

１日め夜の交流会で、右から中野先生、中川さん、
福原事務局次長、塩川事務局長

　第26回反核医師のつどい in愛知への代表派遣につきましては、25名の先生方から
計188,000円のカンパをいただきました。ご協力ありがとうございました。

カンパ御礼
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　核戦争防止国際医師会議（IPPNW）の第９回北
アジア地域会議が２月27―28日、２日間の日程で広
島県医師会館で行われました。日本、モンゴル、米
国から医師たち約150人が参加。原爆の非人道的な
被害や被爆医療の知識を共有し、核兵器廃絶へ連携
を深めました。
　開会式で、IPPNW 日本支部長の平松恵一・広島
県医師会長は「被爆医療の成果を次の世代に継承し
たい」とあいさつ。県、市、放射線影響研究所（放
影研）などでつくる放射線被曝者医療国際協力推進
協議会（HICARE）とシンポジウムを共催し、広島
の被爆医療を国内外でどう生かすかをテーマに取り
上げました。
　米ニューメキシコ大のフレッド・メトラー名誉教
授（放射線科学）は基調講演で、被爆者のがんリス
クに関し、白血病が増えた後に固形がんが増えたデ
ータを解説。「フクシマで何をいつ調べるべきかの
参考になる」と指摘しました。事例報告では、放影
研の児玉和紀主席研究員が、HICARE が1991年に
結成以来20カ国1300人以上の医師らを研修で受け入
れてきた歩みを紹介。広島大の神谷研二副学長は、
放射線災害からの復興に携わる人材育成のための教
育プログラムを説明しました。

被爆医療の成果 継承を
IPPNW 北アジア地域会議 広島（2016.2/27-28）

　翌28日は非
核兵器地帯に
ついてのシン
ポジウムがあ
り、黒澤満大
阪女学院大学
教授、ピース
デポの田巻一
彦代表らが発
言。閉会式で
は核兵器廃絶

残り３分のまま変わらず

　世界破滅の時を午前０時と想定して、終末までの
カウントダウンを表した「世界終末時計」は、毎年
の世界情勢を反映して残り時間が見直されてきまし
た。2016年１月に行われた時刻の見直しでは、昨年
と変わらず「真夜中まで残り３分にまで迫っている」
と発表されています。
　残り時間を発表しているのは、アメリカの科学誌
「ブリテン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティス
ツ」。同誌は、「アメリカ合衆国とロシアの関係が冷
戦時代と同じくらい緊迫している。２国間で将来的

した一方で、北朝鮮が水爆実験の成功を発表してい
て、他の国も核兵器製造を進めていることからも世
界の終末が近づいていると説明しています。
　これに対して、核戦争防止国際医師会議（IPPNW）
のウエストバーグ元会長（スウェーデン）は、メー
リング・リスト上で、昨今の核兵器の人道的影響に
ついてのイニシアチブや核兵器禁止に向けた運動を
評価していないと指摘、同誌の理事会は時代にマッ
チしていず、改組されるべきだと述べています。

世界終末
時計

へ、医療者が非人道性の研究や発信に携わる重要性
を強調する「広島宣言」を採択して閉幕しました。
　北アジア地域会議は日本、中国、韓国、北朝鮮、
モンゴルの相互理解に向け1997年に始まり、今回で
９回目。広島開催は2009年以来７年ぶりでしたが、
今回は残念ながら、中国、韓国、北朝鮮からの参加
はありませんでした。次回はモンゴルでの開催が予
定されています。

（2016年２月28日中国新聞朝刊掲載＝ヒロシマ平和メ
ディアセンターのホームページを参考にさせていただ
きました）

な軍備制限条約に関する
協議が行われる可能性は
極めて低いと推測して、
2016年は終末時計の時刻
を巻き戻さなかった」と
発表しています。また、
イランの核兵器保有を阻
止するためにオバマ大統
領がイラン核合意を実現
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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。全国で奮闘されている仲間の活動
の一端をご紹介します（五十音順）。

● 他都府県の会報から （2015年６月－2016年２月）

愛知（反核医師ジャーナル第72号、2015年９
月15日、Ａ４版縦組12頁）
　核戦争に反対する医師の会・愛知の「反核医師ジ
ャーナル」は間近にせまった「つどい in 愛知」の
案内を１－２面に載せています。また、ノーモア・
ヒバクシャ訴訟で愛知から４人の被爆者が提訴して
いること、医師の連名意見書を提出し、３時間を超
える証人尋問に浅海嘉夫医師が立ったことが述べら
れています。また、NPT 再検討会議のニューヨー
ク行動に参加した４人の医師の報告、原水禁世界大
会に参加した２人の医師の報告等が寄せられ、内容
豊かなものになっています。

大阪（NEWS 第11号、2015年６月15日、Ａ
４横組４頁カラー）
　大阪反核平和医療人の会は、昨年６月７日に大阪
市内で行われた大阪弁護士会主催・安全保障関連法
案反対集会とパレードに約4000人が参加し、大阪保
険医協会・歯科保険医協会からも多くの参加者が詰
めかけたことを報じています。
　NPT 再検討会議ニューヨーク行動では大阪府歯
科保険医協会理事の中村新太郎氏と耳原総合病院後
期研修医の毛利陽介氏の生き生きとした参加報告が
載せられています。

京都（ニュース第49号＝2015年９月５日、Ａ
４版横組12頁）
　核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会の
ニュースは薄紫色の紙が印象に残ります。昨年４月
４日に第35回の定期総会を開催。京都は医師の会と
IPPNW 京都府支部が一体となって活動していると
いう特徴があります。
　総会前には加藤利三京大名誉教授による「核の利
用と人類の生存は？」と題する講演会を開催。物理
学者の立場から、日本の原子力導入、日米原子力共
同体、福島原発事故の教訓（原発の反倫理性）につ
いて分析されました。

千葉（ニュース第105号＝2015年６月１日、
106号＝2016年１月20日、Ｂ５版縦組８頁）
　核戦争防止千葉県医師の会では６月14日に第32回

総会を開き、方針案を承認。その１番目に「反原発
を求める活動への積極的参加」８番目には「会の名
称についての議論を進める」とあります。具体的に
は「反核ちば医師・歯科医師の会」が新しい名称と
して検討されているようです。
　また、８月30日に開かれた「ピース・フェスティ
バル CHIBA 2015」には市民ら350人が参加、クミ
コさんのコンサート、原水禁世界大会に参加した３
人の青年の報告、日本被団協の田中煕

てる

巳
み

事務局長の
講演などが行われたと述べられています。
　さらに昨年７月に73歳で急逝された松尾洋一郎先
生（前核戦争防止千葉県医師の会代表世話人、2005
－2007年千葉県保険医協会会長）への追悼文が載っ
ています。

東京（ニュース第92号＝2015年６月17日、第
93号＝2015年７月31日、第94号＝2015年10
月６日、第95号＝2015年12月25日、Ｂ５版横組
８－16頁）
　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2015年に限っても５回と精力的
に発行されています。表紙の写真が白黒ながらいつ
もインパクトがあり、95号では「被爆者はもう待て
ない」としてノーモアヒバクシャ訴訟に向かう原告
団の写真が表紙を飾っています（写真）。昨年10月
29日、東京地裁は東京第一次訴訟の原告17人全員に
対し、勝訴の判決を言い渡しています。
　「ピース・ドクター」も東京の好評連載物で第21回
（94号）は練馬区で開業中の申

しん

偉
い

秀
す

先生。東京保険
医協会で理事を務められ、2014年に反核医師の会世
話人に就任。「私と戦争」と題し、「外国籍の人がそ
のまま日本で暮らしていると、どんな時にそのこと
を自覚するのか。医療者であることは喜び、でも目
の前のことだけ一生懸命になっていると足元をすく
われる。2010年のドイツ精神医学精神療法学会総会
における謝罪表明に心を打たれた」。終わりに、東
京反核医師の会の仲間たちを信頼し、「どの人も与
えられた地で等しく生きていける世の中が実現すれ
ば、戦争（たたかい）はもうありません」と結んで
います。
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● 他都府県の会報から

新潟（ニュース第66号＝2015年夏、第67号＝
2016年新春、Ａ４版横組８－10頁カラー）
　核兵器廃絶をめざす新潟県医師・歯科医師の会の
ニュースは、いつも他県の活動をよく紹介しており、
66、67号とも３ページにわたって、詳細な記事が載
っています。わが北海道の会報も必ず紹介されてい
ます。
　同会では昨年８月29日に2015年度定期総会を行
い、記念講演は、赤井純治氏（新潟大学名誉教授、
県原水協代表理事）が、2015年 NPT 再検討会議で
のニューヨーク行動、2015年原水禁世界大会・国際
会議に参加された報告、専門である地質学の視点か
ら「地球史」として核兵器廃絶の必然を問うなどを
話されました。

福岡（ニュースレター第88号＝2015年６月５
日、第89号＝2015年８月10日、第90号＝2015
年10月29日、Ａ４版横組12－20頁）
　核戦争防止・核兵器廃絶を求める福岡県医師・歯科
医師の会のニュースレターは半年足らずの間に３号
と精力的に発行されています。89号には岡本茂樹代
表世話人による巻頭言（日本の原爆開発）、小南俊
美世話人による分かりやすい情勢報告などが掲載さ
れています。90号の巻頭言では北川喜久雄世話人が
安全保障の情勢を述べ、そのなかで「ハイブリッド
戦争」（非国家的組織が非正規軍として攻撃する戦

争）について触れています。また、21回目になる「平
和のための戦争展・ふくおか」に対して、福岡市が、
脱原発の主張などを理由に名義後援を拒否した問題
について、詳しく解説されています。これがマスコ
ミにも取り上げられたため、今回の戦争展は過去最
大級の盛り上がり（2587人が来場）を見せたとのこ
とです。なお、福岡反核医師の会はこの戦争展に「非
核平和地帯とは何か」と「原子力発電（核発電）の
歴史」という二つのテーマでパネル展示を行ってい
て、パネルの内容（力作です）が紹介されています。

和歌山（ニュース第79号＝2015年９月15日、
第80号＝2016年１月31日、Ｂ５版縦組４－８頁）
　核戦争防止和歌山県医師の会ニュース79号は、昨
年６月に開かれた第27回総会で採択したアピールを
１面に掲載。総会後の記念講演として高原孝生明治
学院大学国際学部教授による「2015年 NPT 再検討
会議を受けて私たちがなすべきこと」の要旨も載っ
ています。
　80号では、「反核医師のつどい in 愛知」を詳しく
報道。さらに11月に広島で開かれた「世界核被害者
フォーラム」や長崎で開催されたパグウォッシュ会
議、国連総会で核兵器禁止条約へ向けた「作業部会」
が12月に初めて設置されたことなどが、紹介されて
います。

（文責　塩川 哲男＝事務局長）

正面上から時計回りに、愛知、大阪、京都、千葉、東京、新潟、福岡、和歌山
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　北海道被爆者協会の会長を30年間つとめられた越
智晴子さんが昨年12月29日、肺炎のため逝去されま
した。享年92歳でした。
　越智さんは、1923年、医師だった父の赴任先のイ
ンドのボンベイ（現ムンバイ）に生まれ、３ヶ月後、
神戸へ。1940年、ミッションスクールである神戸女
学院を卒業。1945年、神戸空襲に遭い、焼夷弾で命
拾いをしました。同年８月６日、広島で軍医をして
いた兄の家（爆心から1.7㎞）で被爆し急性症状に
苦しみました。
　1946年、夫の故郷である浜益村（現石狩市浜益区）
に移りましたが、原爆の後遺症に悩まされました。
1959年、札幌に転居し、60年の北海道原爆被害者団
体協議会（北海道被爆者協会の前身）結成に加わり、
この年の北海道母親大会ではじめて被爆体験を語り
ました。

　以来、50年以上にわたって語り部活動を続け、
1982年には第２回国連軍縮特別総会に向け、ニュー
ヨークへ赴いています。
　1991年には北海道ノーモアヒバクシャ会館が札幌
市白石区に落成しましたが、10年にわたる建設運動
を推進した中心人物のひとりが越智さんでした。
　2013年９月には、第24回反核医師のつどいで北海
道の被爆者を代表して、全国から参加した医師・医
学生に被爆体験を語ってくださいました（写真）。
　2015年、体調不良により検査入院、そのまま闘病
生活がつづき、12月29日、帰らぬ人となりました。
本年１月４―５日、しめやかに葬儀が執り行われ、
また、３月６日には被爆者協会主催で「越智晴子さ
んを偲ぶつどい」が北海道高等学校教職員センター
（札幌市中央区）で開かれ、約50名が参加しました。
ユーモアがあり、やさしさと強さを合わせもった故

越智晴子さん、
逝く

北海道被爆者協会会長を30年

被爆体験を語る越智さん
＝2013年９月21日、札幌市

「偲ぶつどい」で開会挨拶する眞田保会長代行
＝2016年３月６日、札幌市

人の思い出が語られ、核兵器のない
平和な世界をつくる気持ちを固め合
う場となりました。
　なお、北海道被爆者協会の会長に
ついては、当面、眞田保さんが会長
代行をつとめることになりました。
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2016年３月以降の主なイベント

◆６月12日　核戦争に反対する医師の会（PANW）第12回全国大会（東京）

◆７月９日（土）（予定）　本会第28回総会　

◆８月２－９日　原水爆禁止2016年世界大会（広島、長崎、北海道代表団は原則として広島に参加）

◆８月６日（土）　北海道原爆死没者追悼会（札幌）

◆11月５日－６日　第27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（宮城）

熊田　　肇

全国組織としての反核運動

　ひょんなことから２年
間の初期研修を和歌山県
の和歌山生協病院でおく
らせていただきました。
もともと自分は北海道民
医連の奨学生で学生の時
分から反核医師の会の催
しにも参加させていただ
いたことがありました。

初期研修医となり遠い和歌山県に行ってもやはり反
核医師の会が存在し、自分はそこで生協病院の指導
医や院長、他院の和歌山県の医師の方々と例会に参
加させていただきました。そのときにこの活動が本
当に全国区の活動であり、大きな大会とは別に全国
各地で地域単位で活動しているんだなということを
体感しました。和歌山ではときどき例会と勉強会が
開かれ、世界の反核の状況など勉強させていただき
ました。また学生と指導医が NPT 再検討会議に向
けたニューヨーク行動のため募金を募っていたこと
が印象に残っており、病院として多くの職員がそこ
に協力していたのが印象に残っております。
　和歌山県での例会への出席や講演会への出席を通
して社会の勉強も大事であることをわかっていたつ
もりでしたが、昨年、北海道に帰ってきて稚内の診
療所にいると札幌での反核医師の会にもなかなか参
加できず、また自己学習も疎かになってしまってい
ることを否定できません。組織としての勉強をさせ

てもらえた環境のありがたみを今更になって感じて
おります。
　一方で慢性疾患管理中心の診療所での研修やこの
医療過疎地として稚内の地域で医療を通して、健康
というものが地域や日々の暮らしに強く影響される
ものであることを強く意識させられてきました。世
界というとスケールが大きく、想像が難しい部分が
ありますが、地域が私達の健康に関わる行動に影響
し、同時に私達が地域の構成員である構造は変わら
ないのでしょう。
　医療機関として世界をより安全な場所にするよう
運動をする大切さを忘れずにこの４月から旭川で研
修を続けていきたいと思います。

（道北勤医協宗谷医院３年目研修医）

……………………………………………………………

　和歌山県反核医師の会会員で和歌山生協病院の土
は

生
ぶ

晃
てる

之
ゆき

先生からメッセージが届いていますので，ご
紹介します。

　先生が和歌山に来られて、反核医師の会の会議に、
日々多忙なのに、まじめに参加される姿はかなりイ
ンパクトがありました。当時、2015年の NPT 再検
討会議でのニューヨーク行動に代表を出せるかとい
うのは、大きな話題でしたが、無事、熊田先生の直
接の指導医である本田明生医師と医学生１名を代表
として送り出すことができました。そういう和歌山
の熱い思いは、熊田先生には伝わったのではないか
と思います。熊田先生、寒い北海道で、熱い気持ち
で、医療に、研修に、戦争のない社会を目指す運動
にがんばってください。

……………………………………………………………

〈エッセイのコーナー〉
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東日本大震災・福島第一原発
事故後５年間の軌跡
～浪江町民の健康問題～

第113回
日本内科学会
年次学術集会

（2016.4.15－17）
で発表予定

峯廻　攻守（渓仁会札幌西円山病院・浪江町国保仮設津島診療所）

1
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【入会】
　なし
【退会】
　なし
　会員数は２月末現在で135名（うち準会員＝学生
１名）となっています。また、正会員134名のうち、
医科は130名、歯科は４名となっています。

【９月】
30日　会報第53号発行
　　　第54回運営委員会（勤医協札幌西区病院）

【10月】
　31日―11月１ 日　第26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 in 愛知に塩川事務局長と福原事
務局次長、中野亮司先生、中川恵さ
ん（北大学生）、笹原恵輔さん（勤
医協中央病院事務）が参加

【12月】
　　　会の紹介リーフレットを改訂

2016年
【１月】

９日　新年会（「庄や」、札幌市）
17日　全国反核医師の会常任世話人会（塩川事務

局長）

▼まもなく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。

会員の動き（2015年９月～ 2016年２月）

活動日誌（2015年９月～ 2016年２月）

事務局から

▼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、
民医連勤務の先生方には原則として勤務先に印刷物
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54号をお届けします。
▼福井県にある関西電力高浜原発４号機が再稼働し
た。１月には３号機が再稼働している。今回再稼働
した４号機は MOX 燃料が含まれており、プルサー
マル発電が始まる。さらに危険であることが指摘さ
れており、また、使用済み MOX 燃料は処理方法に
ついて結論が出ていない。絶対にこのまま稼働させ
ていてはならない。未だ、福島の問題が解決してい
ないのに、再稼働や輸出などありえない。日本政府
にエネルギー政策の転換を求める運動が必要だろ
う。（Ｈ）
▼懸案だった本会の紹介リーフレットの改訂がやっ
と終わって、従来のものよりひと回り大きく、縦長
から横長バージョンにしてみました（写真）。初回
発行が1999年６月、前回改訂が2008年５月ですから、
今回は７年半ぶりの改訂となります。何といっても
この間に起きた福島原発事故のことを載せない訳に
はいきませんでした。新しいリーフレットを活用し
て、会員の拡大につなげたいと思いますので、ご協
力をお願いいたします。（Ｓ）

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
2015年７月４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） 原子力発電に反対し、原発のない社会をめざす活動

に協力する。
 （ニ） 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。


