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主
な
内
容

◇反核医師のつどい in 東京（福原正和）    １
◇終末時計、最短の２分前に    ３
◇ IPPNWヨーク世界大会報告（畑中恒人）    ４
◇他都府県の会報から    ７
◇書評（小松知己）    ９
◇エッセイ（吉岡猛、猫塚洋子）    10
◇今年の行事予定    11

　2017年11月４～５日、核戦争に反対し、核兵器の
廃絶を求める医師・医学者のつどいが東京文京区の
平和と労働センターで行われ、北海道から塩川哲男
事務局長と福原正和が参加しました。医師・歯科医
師93名、医学生19名を含む192名の参加で成功裏に
終わりました。

反核医師の会30年のあゆみ
　開始時には会場は参加者でほぼ一杯になり、2017
年３月に百歳で亡くなった肥田舜太郎先生をしのぶ
会のビデオが流され、肥田先生の温和な笑顔が目に
残るなかで全体会が始まりました。地元東京反核医
師の会の向山新実行委員長の歓迎の挨拶で、今年は
７月に国連で核兵器禁止条約が採決され、ICAN（核
兵器廃絶国際キャンペーン）がノーベル平和賞を受
けた記念すべき年の会であると述べられました。
　IPPNW（核戦争防止国際医師会議）共同会長の
ティルマン・ラフ氏からのビデオメッセージが紹介
され、日本の反核医師の会の長年の活動について深
い感銘を受けていること、一方で日本政府が歴史の
間違った側に与していることを解決していくため
に、日本の運動が果たすべき役割の重要性が述べら

れました。
　次いでメッセージで日本医師会の横倉義武会長か
ら、2017年10月世界医師会長に就任し、５月には
IPPNW 日本支部の代表支部長になったこと、世界
の医療界で核兵器廃絶を求める活動の強化に努める
所存であることなどが紹介されました（核兵器禁止
条約への言及はありませんでした）。
　さらに韓国反核医師会（DAN）、松井一實広島市
長、田上富久長崎市長、反核法律家協会、全日本民
医連、日本共産党、立憲民主党等からのメッセージ
紹介がありました。

事務局次長 福 原 正 和

第28回反核医師のつどいに参加して
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　講演の一番目は「反核医師の会30年のあゆみ」、
愛知の中川武夫・反核医師の会代表世話人がスライ
ドを使って、特に直近の10年間のあゆみを中心に説
明され、その活動の上に今年、うれしいニュースと
して、７月の核兵器禁止条約採択と、ICAN のノー
ベル平和賞受賞、私たち反核医師の会は ICAN に
日本から参加する７つの団体の一つで、私たちの活
動も評価されたといえると。残念なこととして、私
たちの大先輩で自身被爆者でありながら、被爆者救
済、内部被ばくなどの研究で大きな力を発揮された
肥田舜太郎先生が３月に亡くなられ、赤い背中の少
年の写真で有名な長崎の被爆者運動のシンボル的存
在だった谷口稜

すみ

曄
てる

氏が８月に亡くなられたことを挙
げられました。
　核兵器禁止条約は核兵器にとっての「終わりの始
まり」と考え、被ばく国日本の医療者として被ばく
者と寄り添いながら、世界の人々と連帯しながら引
き続き活動に取り組むことが強調されました。

シンポジウムそして懇親会で
　シンポジウム「核兵器禁止条約から核兵器の廃絶
を」では、ピースボート共同代表で ICAN の国際
運営委員の川崎 哲

あきら

氏、日本原水爆被害者団体協議
会事務局次長　藤森俊希氏、ヒバクシャ国際署名キ
ャンペーンリーダー林田光弘氏から話がありまし
た。川崎氏からは、核兵器禁止条約採択に向けての
経過と今後これを生かしてどう運動を進めていくか
の立場で話を進めたい。採択へは2010年の赤十字国
際委員会の声明が大きな分岐点となり、それまで軍
事問題として語られることが多かったが、いかなる
理由でも核兵器が使われることは非人道的なもので
あるという認識が広まり、2015年から法的に禁止す
るという動きになった。NPT 再検討会議、核の非
人道性に関するオスロ会議などと進行するなかで、
国連で決議がされた。ICAN は468団体で構成され
ており、ノーベル平和賞は一団体一個人がもらった
ものではないこと、多くの団体がこの運動にかかわ
ってきたが、その先頭には絶えず広島・長崎の被爆
者がいて、それを支える多くの人たちが周りにおり、
医師・医療者がその土台を支えていた。その運動の
上に核兵器禁止条約が作られ、それらの運動総体が
賞を受けたということを申し上げたい、と話されま
した。
　国連の禁止条約会議冒頭に被爆者として挨拶し、
重要な役割を果たした藤森氏からは　広島での被爆
体験が生々しく語られました。林田氏からは、反核
運動の中で若い人に語りかけるマニュアルが必要な
のではないか、署名は話のきっかけとなり有効だと、
若い立場での発言が新鮮に響きました。
　夜のレセプションでは、まず３つの個人・団体に
花束贈呈が行われ、ICAN の川崎氏、続いて被爆者

の藤森氏、もうひとつは「手前味噌」と言いつつ「反
核医師の会」に送られました。
　スピーチの中で「平和の中でしか健康は守れない」
「日本の被ばく者だけでなく世界中の被ばく者、イ
ンドのウラン鉱山での労働者のことなどに心を寄せ
る」という発言が心に残りました。
　また学生が壇上に溢れるほど上がり、笑顔での「私
たちには経験と同時にお金がないのでよろしくお願
い致します」との発言に大きな拍手とエールが寄せ
られました（北海道からの参加がなかったのが寂し
かったですが）。
　保団連（全国保険医団体連合会）住江憲勇会長の
「お祝いと同時に、日本政府が核兵器禁止条約に賛
成しなかったことは許せない」という発言があり、
保団連という大きな組織（開業医の63％）が、反核
医師の会を支える力になっていることを再確認しま
した。
　同じテーブルに愛知の大川浩正先生（勤医協中央
病院大川匡医師のお父様）が91歳の最高齢で参加さ
れていたのも嬉しいことでした（写真）。

懇親会で。左から塩川事務局長、大川浩正先生、筆者

　２日目、福原は第１分科会「ヒバクシャは語る、
ヒバクシャから学ぶ」に参加しました。２名の被爆
者と長年被爆者の相談活動に携わってきた東京の東
友会原爆被爆者相談所の村田未知子さんから話を聞
きました。
　司会者から「会場で今まで被爆者の話を直接聞い
たことがない方」という問いに、かなりの方が手を
挙げました。医学生が初めてというのはわかります
が、何回もこの反核医師のつどいに参加している医
師でも、実際被爆者から直接お話しを聞くのが初め
てという方がいらっしゃることに私は驚きました。
児玉三智子さんは、７歳で被爆しましたが、72年経
った今も目に焼きついた「この世の地獄」を忘れる
ことはない、友人の「助けて」という声を無視して
自分一人で逃げてきたことが、何年も胸を締め付け
られる思いとなっていたと。二人目の久保山榮

よし

典
のり

氏
は長崎で８歳で被爆、原爆の惨状は今でも表現の方
法が見つからないほどで、被爆のことを話すときは
いつも３日くらい前から心が落ち込むが、二度と再
び世界の人々に経験させてはいけない、後世に役立
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たせたいという気持ちが最近強くなり「一人がしゃ
べって国を動かすことは出来ないが、一人の心を動
かすことは出来る」と述べられました。
　東友会村田さんは「被爆72年被爆者の死と生　東
京の被爆者相談カルテから」として、多くの被爆者
からの相談内容をお話されました。まず被爆者であ
ることをいまだに家族にも話していない人もいるこ
とから、被爆者団体であることがわからないように
東友会という名前を使っていること。戦後全くの補
償が無いなかで、被爆者の生活は厳しく療養費用の
ために身を売るような経験など、死んでいった被爆
者の悲惨な相談内容が語られました。講演は「被爆
者を診て頂いている先生方にお礼を申し上げます」
との言葉で始まり、最後に「被爆者の方の話を、特に
心の痛みを聞いてください」と終わりました。私は、
亡くなってしまった被爆者から数々の悲惨な戦後の
日々の相談を受けてきた村田さんの話を、是非北海
道でも多くの人に聞いてもらいたいと思いました。
　第２分科会は「避難指示解除後の福島は今」とい
うテーマで、生協いいの診療所の松本純医師からと、
「希望の牧場・ふくしま」代表「牛飼い」の吉沢正

巳氏から福島の現状について報告がありました。
　閉会全体会では、分科会報告の後、「結成30周年
　被爆の実相に立ち返り　核なき世界を」のアピー
ルを採択し、2018年の「つどい」（11月長崎で開催
予定）への参加が訴えられ、終了しました。

被爆者の苦しみに想いを
　「つどい」の講演詳細は「報告集」を参考にして
頂くことにして、以下は私の感想です。2017年は国
連で核兵器禁止条約が採択され、ICAN がノーベル
平和賞を受けた記念すべき年に開かれた「つどい」
であること。その運動の先頭に被爆者がつねにおり、
それは世界の核兵器禁止運動にとって大きな財産・
牽引力であること。残された時間が少ないその方達
の話を聞くとともに、その方達を医療者として支え
て運動することの大切さを改めて感じました。
　北海道でも、お元気で北海道被爆者協会を牽引し
ていた前の会長・越智晴子さんが2015年12月に亡く
なってしまい、被爆者にとって残された時間の少な
さを実感し「あと５年で被爆を語れる人がいなくな
る」と言われた意味を深く感じています。
　認識を新たにしたのは、被爆者の苦しみは被爆だ
けでなく、その後生きていく中で差別・偏見を受け、
そのために最近まで家族にも被爆者であることを言
えなかった人がいることです。
　また医療者として「平和の中でしか健康は守れな
い」という言葉の大切さを改めて感じました。
　若い医学生などの元気な笑顔を会場で見るのは嬉
しいものです。北海道でも若い人の参加のために
何が出来るか考えたいものです。最後にイギリス
IPPNW 世界大会代表派遣とともに「つどい」参加
に募金（合わせて264,000円）を寄せて頂いた会員
の皆様に深謝いたします。

第１分科会「ヒバクシャは語る、ヒバクシャから学ぶ」。
右から村田さん、久保山さん、児玉さん

　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。2018年１月に行われた時刻の見直しで
は、昨年からさらに30秒針を進め、「真夜中まで
残り２分にまで迫っている」と発表されています。
これは第２次世界大戦後の冷戦期だった1953年の
残り２分と並んで過去最短です。
　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（BAS）」。同誌は「米国と北朝鮮双方による
大げさな言葉遣いと挑発的な行動が、偶発的な
または判断ミスによる核戦争の可能性を高めてい

る」と警告する
声明を発表しま
した。
　これに対し
て、核戦争防止
国際医師会議
（IPPNW）共同会長のティルマン・ラフ氏は、１
月26日、IPPNWのメーリング・リスト上で「（２
分前に進めたのは）適切な判断であり、良い分析
も見られる。ICANについても触れられているが、
これまでと同様、核兵器禁止条約を〝象徴的な勝
利〟という位置づけしかしていないのは残念であ
る」とコメントを述べていました。

最短の２分前に進められる終末時計
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　 私 は、「2015年 NPT 再 検 討
会議・ニューヨーク行動函館代
表団報告集」のまとめの中で要
旨以下のように述べました。

　「残念なことにこのたびの NPT（核不拡散条約）再検
討会議では最終文書を採択できずに終わった。再検討会
議閉幕の翌日、道新も全国紙４紙も口裏を合わせたかの
ように『再検討会議決裂』『最悪の結果』などという見
出しで報道した。読者にはいかにも会議が失敗したかの
ような印象を与えたと思う。はたして、このたびのニュ
ーヨーク行動は空振りに終わったのだろうか。この５年
間の良心的、道徳的人々の運動・努力は何らの実りもな
く経過してしまったのだろうか。
　否、核兵器廃絶を求める運動が核兵器保有国を追い詰
めている、というのが真実だ。
　それでは核兵器廃絶を求める側の勝機は？この間の核
兵器廃絶の運動と理論的発展、政治状況の変化を見れば
それは一目瞭然である。それを私はこのたびのニューヨ
ーク行動で学んできた。この確信と展望を語り５年後の
NPT 再検討会議へのニューヨーク行動に前進的につな
げていくことが私の使命だと考えている」

　それから２年後、再び反核平和の国際会議に参加
する機会がきました。第22回 IPPNW（核戦争防止
国際医師会議）世界大会参加を募るメールが塩川先
生から私のところに届いたのです。私はすかさず手
をあげました。次回の NPT 再検討会議に向けて何
をすればいいのか、と自分に問いかけていた矢先の
ことだったからです。
　世界の核兵器廃絶運動をリードする人々の言動を
見聞きする場に自ら身をおき、共に行動することが
できる機会というのは滅多にあるものではありませ
ん。ましてや、「失敗に終わった2015年 NPT 再検
討会議」からわずか２年余りの間に交渉会議・採択
と急進展した核兵器禁止条約をめぐる国際会議に参
加できるとは何という幸運であろうか。事実、今回
の IPPNW の主要な発言者から２年前には核兵器禁
止条約の採択を予想することは出来なかった、と言
う声が少なからず聞かれました。
　大会の日程は９月４日から６日までの３日間。開
催地は、英国・イングランド北東部に位置するヨー
ク市（ロンドンから北へ電車で２時間ほどのところ
にあり、人口20万、英国有数の観光都市）。
　代表団は、団長の中川武夫氏（PANW ＝核戦争
に反対する医師の会の代表世話人）を含め民医連や
保団連の医師と関係職員を中心に31名。事務局長は
城北病院の原和人氏。お二人のきめ細かな心配りと

采配ぶりはすばらしく、おかげさまでヨーク滞在中
は集団的にも個人的にも行動が円滑に行われました
（旅行会社の手違いで数回予定外の行動を強いられ
ましたが）。
　会場を提供したヨーク大学は英国でも有数の実力
校。市の中心部からタクシーで10数分ほどの所にあ
り、ある参加者の仲間は集会の合間に歩いて中心街
に出かけたといいますから、郊外というより市街地
と言っていいほど。しかし、会場はしだれ柳や松な
どの豊かな緑に囲まれた広い池を擁する庭園風のキ
ャンパスの一角にあり、宿舎となった学生寮までは
歩いて10分ほど。新学期前の休暇中なのでしょう、
学生の姿はまばらでした。
　さて、大会の内容に触れていきたいと思います。
　大会のメインテーマは「Health through Peace」。
なぜこういうタイトルを掲げたのか、それはその後
の多くの発言や演題名をみると納得がいきました。
　 一 日 目 の 午 前 は「Welcome: The Humanitarian 
Initiative and the Nuclear Weapons Ban Treaty」と
いうテーマで ICAN（核兵器廃絶国際キャンペーン）
と IPPNW を代表する３人と地元イギリスの活動家
２人が発言しました。それぞれの発言を簡単に紹介
します。
Tilman Ruff 氏（IPPNW 共同会長）：この会議は
Medact やヨーク大学の皆さん、ICAN、IPPNW、
国境なき医師団など多くの皆さんの協力によって開
催できた。2007年に ICAN キャンペーンが始まり
IPPNW はこの運動に大きな役割を果たした。平和
を求める中でしか人々の健康を守ることができない。
Ira Helfand 氏（IPPNW 共同会長）：条約は採択さ
れたが核戦争の危険が増している。核テロのリスク
も高まっている。核兵器廃絶に向けてのプロセスを
作る必要がある。医師としてエビデンスに基づいて
訴えていかなければならない。
Rebecca Johnson 氏（エイクロニム研究所）：私
はイギリスのエイクロニムという小さな NGO に所
属し ICAN に参加した。女性や若者に「核兵器をな
くすためにはあなたの力が必要だ」と訴え IPPNW
の運動が広がった。
Beatrice Fihn 氏（ICAN）：今回の核兵器禁止条約

道南勤医協稜北クリニック
畑 中 恒 人

IPPNWヨーク大会に参加して

宿舎となった学生寮。少し紅葉が始まっていた
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は核兵器のすべてを禁止する包括的なもので市民社
会の大きな成果だ。核兵器の被害者に目が向けられ
た。核兵器を廃絶させるために様々な運動が必要だ。
50カ国が批准をして条約が発効するが遅くとも2018
年中には発効することを望んでいる。
Nick Ritchie 氏（ヨーク大学）：核禁条約は採択さ
れた。次は、核兵器は非人道的なものであり国際法
上違反するという規範を固定化すること。条約にな
れば国連の管理になり核保有国が何を言おうと関係
なくなる。2020年の最終文書の合意ができなければ
NPT 条約の破綻につながる。核禁条約が NPT 条約
を補完するものとして位置付けることが大切だ。
　私の大会参加の感想をこの５人の方の発言の中で
印象に残った文言の話からお話しします。「Health 
through Peace」というメインテーマと関わって司
会者の Ruff 氏が「平和を求める中でしか人々の健
康を守ることができない」と述べた、その意味する
ところは私にはすぐに理解することができました。
大会の３日間の発表演題に目をやると「紛争と健康
破壊」「軍国主義」「ジェンダーと開発、健康」「宗
教原理主義」「温暖化現象と健康」「移民・難民と健
康」「戦争とコスト」「軍からの勧誘」「ドラッグと
アルコール」など健康破壊や生命の危機が暴力や紛
争が原因となって世界各地で起きており、それらが
IPPNW の活動の対象になっていることがよくわか
ります。そもそも戦争さえなければ核を使うことも
ないでしょうし、貧困や飢餓、格差や差別などが紛
争や種々の対立の原因となり結果となっているので
す。核兵器の製造をはじめ軍備にまわす費用が医療、
福祉、教育に回すべき費用を圧迫しているのです。
　改めて述べるまでもなく、ICAN や IPPNW など
の市民組織がイニチアチブをとって核兵器禁止条約
の交渉・採択が結実しました。この大会では、核兵
器禁止条約の署名・発効を目前にして、こうした歴
史的な前進を勝ち取った要因を分析、今後の方向性
を明確にすべく議論が意気高く行われました。
　前進を勝ち取った要因として多くの発言者があげ
た文言が「市民社会」（もちろん被爆者も含め）で
あり「核兵器の非人道性」でしたし、今後の方向性
として多く出てきた文言が「医学のエビデンス」「新
条約をツールとして使う」「核禁条約後の次のステ
ップは」でした。これらのキーワードをめぐって発
言されたものを以下にまとめてみます。
　「最初から条約を作ろうとするのではなく、まず
は、核兵器は最も非人道的な兵器だという烙印付け
をして次のステップにすすめる。その場合、市民社
会が積極的にかかわることが重要である。条約を作
る過程でシンプルな議論を基本にしたこと。こうし
て市民社会が条約をものにした。条約には包括的な
ものを持ち込む。こうして2010年 NPT を使って新
条約にいたった」（Tilman Ruff 氏）

　「英国の小さな NGO にいた。小規模な組織でも
戦略目標をしっかり掲げていれば大丈夫。IPPNW
と組み ICAN のキャンペーンに参加。若者や女性
に働きかけ市民社会を動員していくことが大切。政
府も言い訳できなくなるツールを得た」（Rebecca 
Johnson 氏）
　「非核保有国こそが普遍的で民主的な議論をまき
おこせる。しかし核保有国が必ずそこにからんでく
る。それに対抗するために核禁条約をツールとして
使っていきたい。エビデンスをベースに医療のメッ
セージを世界に発信していきたい」（Tilman Ruff氏）
　「次のステップはもっと広い賛同を得るため、
ICRC（赤十字国際委員会）など市民社会・組織に広
めていくことが重要。４年後に NPT 再検討会議が
ある。核禁条約はそのオーソリティを核保有国と依
存国に行使するための規範となる。NATO 諸国が
この条約に参加することは矛盾にもならないし二項
対立と考える必要はない。依存国でも参加できる、
交渉の妥当性を意識しプロセスを進める必要があ
る。保有国・依存国も人道のアプローチの観点から
参加させる。米朝などの対立国にどう対応していく
か。このツールを活用していくことが重要。ステッ
プ・バイ・ステップを否定していく」（Nick Ritchie氏）
　「核兵器国は大きな兵器を持つほど安心であり核
兵器が安全を作るという歴史的に作られた妄信を抱
き続けている。彼らが新条約に反対する姿をあらわ
にするほど市民の怒りを強める。核の被害の予防が
最良の医療。医師が専門家として先頭に立ってメッ
セージを発信していく。医師からは、こういうエビ
デンスがある、あなた方はどうすればいいのか、と
いろいろな政治家などの会合で問い詰め圧力をかけ
ていく」（Ira Helfand 氏）
　一日目の午後からの全体会 From Prohibition to 
Elimination of Nuclear Weapons: Strategic Next 
Steps では、川崎哲氏（ピースボート、ICAN 国際
運営委員）から、「北朝鮮は米国との対話を求めて
いる。戦争を手段として持っているわけではなく国
体護持を最優先している」という発言がありました。

１日めの全体会議で。
右からHelfand、Fihn、Ruff、Ritchie、Johnson 氏
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この発言が強く印象に残っていたせいか、帰国後、
私はこの種の北朝鮮論を展開する論者が少なくない
ことに注目しています。
　司会者から以下のようなまとめがありました。

１．この機会に核保有国に働きかける
２．より核兵器を縮小する
３．核抑止ではセキュリティーを確保できない
４．人道的な教育が重要
５．威嚇を禁止していることを強調する必要がある
６．新条約をツールとして使う国の政府（非核保

有国のことか）にも早期の署名を促す
７．ロビー活動を重視して国会議員を説得し支持

者を広める
　最終日の３日目、Ruff 氏からは横倉義武医師会長
にも医師会が各国の政府に圧力をかけるよう強く要
請するとの発言がありました。
　閉会式には横倉次期（当時）世界医師会長が出席。
「2015年世界医師会モスクワ総会で採択された声明
では核実験の廃止を強く求め核兵器廃絶に向けて努
力するよう自国の政府に働き掛けることを加盟各国
医師会に要請している」との英語による挨拶があり
ました。
　いよいよまとめに入ります。
　核保有国は「核兵器廃絶のために努力する」（NPT
６条）「核兵器禁止条約を締結するための交渉をす
すめる」（2010年 NPT 再検討会議）という約束を裏
切り続けてきました。非同盟諸国や被爆者・NGO・
市民社会は2013年に始まる３回の「核兵器の人道的
影響に関する国際会議」などにより核兵器の非人道
性を訴え続け、ついに2016年12月に国連は核兵器禁
止条約の交渉開始を決議、それに基づいて、わずか
半年ほどの民主的な討議を経て2017年７月７日、人
類史上初めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約が
122か国の賛成で採択されました。

　２年前には誰もが予測していなかった核兵器禁止
条約の採択への牽引力になったのが被爆者の行動で
あり彼らに寄り添うように運動を共にした市民社会
の努力でした。ICAN と IPPNW はその先頭に立っ
て行動しました。ICAN は今、101か国、464の組織
で構成され、その中心になって活動しているのは20
代、30代の青年だといいます。ICAN のノーベル平
和賞の受賞を契機に核兵器廃絶に向けた運動の発展
と広がりを加速させていきたいものです。
　「核抑止論」は完璧に否定されました。次のステ
ップは署名・調印を核保有国と核依存国にせまり核
兵器廃絶に向かうことです。特に、世界で唯一の戦
争被爆国の日本の政府を核兵器禁止条約に署名さ
せ、国民の総力で批准、発効を実現させることは日
本国民だけでなく世界の人々の強い願いでもありま
す。
　非人道性という点では核兵器の使用は最悪の手段
であり、核兵器の廃絶と平和は健康を守るうえで最
大の予防策です。それを実現するために市民と政府
に医学的エビデンスに基づいた教育を行っていく使
命が医師にはあるのです。「核兵器のない地球」に
勝る後世の人類に残す遺産はない、と医師と医療従
事者は粘り強く主張しつづけなければなりません。

３日めの全体会議で。主催者の要請にこたえて、集合写真

　昨年７月７日に、国連で核兵器禁止条約（TPNW）
が122ヶ国の賛成多数で採択されてから８ヶ月余り
が経過しました。条約は９月20日に署名開放され、
現在まで57ヶ国が署名、タイ、ガイアナ、バチカン
の３国は同日に批准、キューバ、メキシコが今年１
月に入って批准し、計５ヶ国が批准しています。50
ヶ国が批准すれば、それから90日後に発効すること
になっています。
　今年中の条約発効が期待されますが、賛成した
国々の中でも〝温度差〟はあるようで、発効までに
は時間がかかるかもしれません。
　核兵器保有国の英国議会や NATO 加盟のオラン
ダでも核兵器禁止条約について、野党議員が質問す

るなどの動きがみられます。
　なお、核兵器禁止条約の原文は、英語・フランス
語・ロシア語・中国語・スペイン語・アラビア語で、国
際連合の公式ウェブサイトに掲載されています。日
本語訳は、共同通信社の配信によるものが毎日新聞
などに掲載されましたが、外務省の翻訳はありませ
ん。日本政府は条約に反対の立場なので、和訳する
のも面倒くさいというのでしょうか。

（事務局長　塩川哲男）

条約の批准
　批准（ratification）とは、既に全権代表によって署名が
なされた条約に拘束されることを国家が最終的に決定する手続
きである。通常は議会の同意を得て元首等が裁可あるいは認証、
公布などを行うことにより成立し、締約相手国と批准書を交換
したり国際機関に批准書を寄託することによって国際的に正式
確認される。� 〈Wikipedia より〉

核兵器禁止条約採択のその後
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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（発行日順）。

● 他都府県の会報から （2017年９月－2018年２月）

富山（会報、2017年９月５日、Ａ４版横組８頁）
　核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会の会報
は１－５面で、昨年８月11日に同会主催で開かれた
イギリスの反核アニメ映画「風が吹くとき」（1986年）
上映と被爆者の講演のつどいを詳報、80名が参加し
たことを伝えています。映画は核シェルターに逃げ
込んだ老夫婦を通して、静かに核兵器の怖さを伝え、
また、上映後、県被爆者協議会の田島正雄会長が特
攻ボート訓練と被爆直後の広島を語られ、被爆二世・
三世の会の会長に就任した小島貴雄氏が今後の決意
を述べました。

和歌山（ニュース第85号＝2017年９月15日、第86
号＝2018年１月31日、Ｂ５版縦組８頁と４頁）
　核戦争防止和歌山県医師の会のニュースはコンパ
クトな体裁ながら、いつも内容豊かで、編集者の力
量を感じさせます。85号は、昨年７月８日に開かれ
た第29回総会の報告がメインとなっています。記念
講演は日本被団協事務局長の木戸季市氏が「ヒバク
シャの願い、人類の望み─核兵器のない世界を─」
と題して行い、50名が参加しました。また、総会に

は県内の９つの自治体から祝電やメッセージが届い
ています。
　86号では、昨年11月24日、近畿反核医師懇談会と
反核医師の会の共催で、外務省に日本政府が核兵器
禁止条約に賛同し署名するよう要請し、意見交換を
行った様子が報道されています。

愛知（反核医師ジャーナル第76号、2017年９月25
日、Ａ４版縦組８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」はアート紙を使用しているため、写真が
鮮明です。
　２－３面で、昨年６月10日に開かれた同会35周年
記念講演会、北海道にも翌月来ていただいた中村桂
子・長崎大学核兵器廃絶研究センター准教授の「国
連交渉会議から見た核兵器を巡る世界情勢─被爆国
日本の課題とは」の要旨を掲載しています。
　また、長崎の原水禁世界大会2017に参加した２人
の医師（坂本龍雄世話人、早川純午会員）から詳細
な報告が寄せられています。
　ノーモア・ヒバクシャ訴訟で愛知から提訴してい
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● 他都府県の会報から

た４人の被爆者のうち、２人は原爆症と認められま
したが、残る２人については、放射線起因性を認め
ながら、「要医療性」を狭くとらえて請求が認めら
れませんでした。名古屋高裁ではこの要医療性につ
いて争われ、裁判長から「原子爆弾被爆者に対する
援護に関する法律（被爆者援護法）はそもそも要医
療性を原爆症認定の要件としていないのではない
か」という疑問が出され、結審が延期されたことが
紹介されています。
　編集部註：本年３月７日、控訴審判決があり、「要
医療性が認められる」「要医療性の要件が本当に必
要なのかについては疑問がないわけではない」との
ことで２人とも「認定」、逆転勝訴となりました。

福岡（NEWSLETTER第98号 =2017年11月28日、
Ａ４版横組16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オールカラーで年数
回、精力的に発行されています。
　93号には北川喜久雄世話人による巻頭言や吉次弘
志世話人による情勢報告、さらに昨年８月26日に行
われた第29回総会の記念講演（原発との別れ方、元
京都大学原子炉研究所の小出裕章氏、140名以上が
参加）の要旨も紹介されています。
　昨年11月の第28回反核医師のつどい in 東京には
福岡から医師４名、医学生１名、事務局１名が参加
し、詳細な報告や学生の感想が掲載されています。

東京（ニュース第102号＝2017年11月30日、第103
号＝2017年12月27日、Ｂ５版横組６頁と14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白黒でコンパクトながら、いつ
も１面の全面写真（102号では ICAN ノーベル平和
賞受賞、103号では長崎・浦上天主堂の遺壁）に迫力
があります。
　102号は「つどい in 東京」の特集とともに、向山

新代表委員が「大田病院被爆者健診30年のあゆみ」
と題して講演された報告があります（写真）。
　103号では総会議案と思われる2017年の活動報告
（案）と2018年の活動方針・計画（案）が詳細に載
っており、2018年２月３日には総会と記念講演会＆
映画上映会として、映画「ザ・思いやり」の上映と
リラン・バクレー監督の「思いやり予算と日米関係
のこれから」と題する講演会が案内されています。

新潟（ニュース第71号、2018年新年号、Ａ４版横
組10頁）
　核兵器廃絶をめざす新潟県医師・歯科医師の会は
昨年９月２日に2017年度定期総会を新潟市内で開催
しました。記念講演は「避難指示みずぎわ診療所で
の６年半、福島・生協いいの診療所にて」と題して、
同診療所長で福島県保険医協会理事長でもある松本
純氏が行いました。
　恒例の「各地の便り」には北海道の会も大きく取
り上げていただいています（RECNA の核弾頭ポス
ターも）。
　また、昨年12月13日に広島高裁が出した四国電力
伊方原発３号機の差し止め判決を取り上げていま
す。新潟県内では原子力規制委員会が、柏崎刈羽原
発６、７号機が新規制基準に適合したとする審査書
を12月27日に決定しましたが、再稼働には地元の同
意が必要で、米山隆一新潟県知事（医師でもある）
は「福島第一原発事故の検証がされない限り、再稼
働の議論は始められない」と従来の姿勢を堅持して
おり、政府の圧力に抗して「米山知事にはさらに頑
張ってもらいたい」と谷田部雄二代表世話人が述べ
ています。

大阪（NEWS第13号、2018年２月１日、Ａ４横
組４頁）
　大阪反核平和医療人の会 NEWS のトップ記事は、
ヒバクシャ国際署名と憲法を守り生かす署名に協力
を訴える中村新太郎・保団連非核平和部員（歯科医）
の訴えです。
　このほか、昨年11月23日に開催された「原発・エ
ネルギー地域研究会」の吉井英勝氏の講演会と、映
画「核の傷─肥田舜太郎と内部被曝」の上映会の報
告や IPPNW ヨーク世界大会の報告などが載ってい
ます。

（文責　塩川哲男＝事務局長）
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　『米国ではがん患者の約60％にがん治療の過程で
放射線治療が行われているが、日本での放射線治療
利用率はその半分の30％前後である』
　この事実を、先生方はご存じだったでしょうか？
恥ずかしながら、私は知りませんでした。放射線治
療というと「末期がんとか他に治療法がない時の選
択肢だよね」「最近はガンマナイフとか効く治療も
あるらしい」「前立腺がんには放射線の針を埋め込
む治療もあるんだっけ？」という程度のお粗末なイ
メージでした。日本ではまだまだ、私と似たような
イメージで放射線治療を捉えておられるドクターが
多いのではないかと推測していますが、バランスが
取れた、本当に患者さんのためになるがん医療を考
える基礎知識を得るためにも、本書は必読だと思い
ます。
　本書は、国立病院機構北海道がんセンター名誉院
長の西尾正道先生が古稀を迎えられたのを契機にこ
れまでの著作活動の集大成としてまとめられた本で
す。３部構成になっており、第Ⅰ部は『放射線の光
の世界を求めて～がんと賢く闘う』、第Ⅱ部は『放
射線の闇の世界を考える～核汚染の時代を生きる』、
第Ⅲ部は『日本の医療と健康問題を考える』となっ
ています。
　この本の第Ⅰ部を手に取るまで私は、西尾先生が
ライフワークとされていた小線源治療がこれほど威
力があり、かつ患者さんに優しい治療だとは知りま
せんでした。本文24ページの後ろに挿入された16症
例のカラー写真を見ると、手術不能な部位である
（あるいは手術をしたら機能的・審美的に患者さん
の QOL が非常に低下する部位）や体力等の理由で
手術ができない患者さんがこんなに効果的に治癒を
得られ、かつ術者に被曝を強いる治療なのに、診療
報酬が２万円とか信じられないほど低く抑えられて
いることが分かり、「これじゃあ、絶滅危惧種の治
療になっちゃうわよね～…」と思いました。西尾先
生の職人芸がなんとか後継者に引き継がれてほし
い、と心の底から思いました。2018年３月４日現在、
ネット検索すると、小線源療法が実施されているの
は、口腔がん・舌がん・子宮頸がん・前立腺がんにほ
ぼ限定されており、全国的に広く行われているのは、
ほぼ前立腺がんだけのようです。西尾先生が症例提
示された『頸動脈に癒着したリンパ節転移に対して』
とか、『胸椎に浸潤した骨肉腫肺転移の浸潤部分に
対して』などの治療は現在の日本ではどうなってい
るのか、とても気になりました。

　さて、このような Science&Art の治療を続けてこ
られた西尾先生は、市民の代弁者としての活動も精
力的にされています。何度も厚労省などに出向いて
日本の放射線治療の整備・充実にむけた提言をされ
たり、生命保険会社の不可思議な契約規定（放射線
治療を行った場合の保険金給付は総線量が50Gy 以
上照射された場合にのみ給付されるというもの）に
対する是正要望書を内閣府特命大臣に提出したりも
されています。また、「市民のためのがん治療の会」
というセカンド・オピニオン提供や適切な情報公開
を行う市民団体の活動にも積極的に参画されていま
す。私も沖縄県保健医療部に対して沖縄 ANDOG
ネットワークという依存症の回復支援をする援助職
の研究会代表として「沖縄県アルコール健康障害対
策推進基本計画」に追加意見の具申を行った時に痛
感しましたが、わずか１回でも、行政に対してエビ
デンスを示しつつ説得力がある提言を行うことは大
変に面倒で、とても神経を使いました。超多忙な院
長職でかつ現役の放射線治療医でありながら、この
ようなボランティア活動を繰り返し行ってこられた
西尾先生には脱帽です。
　次に、第Ⅱ部で必読をお勧めしたいのは、第１章
『福島原発災害を考える』です。この章を読んで、
複雑な事象を冷静に論理的に考えて行くには、まと
まった基礎知識が必須であることを痛感しました。
89－115ページの内容は『放射線の基本的な事項』『被
ばくへの対応の問題』『内部被ばくの問題』『主な国
際機関の動向（ICRP と ECRR）』『事故後の医学的
対応の反省』『今後の対応について』となっており、
複雑な数学の応用問題がいくつかの公式をもとにス
ルスルと解けていくように、正確な基礎知識をもと
に事象を紐解くと、自ずと結論が見えてくることが
分かります。
　ここまで西尾先生の明快で論理的な記述に引き込
まれたら、「低線量被ばく」「鼻血論争」「原発事故
による甲状腺がんの発生率問題」などのトピックに
ついても、きっと読みたくなるでしょう。

患者よ、がんと賢く闘え！
　放射線の光と闇

書評

旬報社 四六版 268ページ
2017年12月
1600円（＋税）
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〈エッセイのコーナー〉

　2012年12月26日から始ま
った第２次安倍内閣は2017
年11月１日から第４次に入
っていますが、右翼集団
「日本会議」の後押しの下、
2000万人ものアジアの人々
や310万人の日本国民が犠
牲になった先の大戦の痛恨
の教訓から真摯に学ぶどこ

ろか、戦前回帰の靖国史観の立場で戦後レジームか
らの脱却を唱え、９条改憲への道をひた走りに走っ
てきました。
　2013年12月６日に秘密保護法を成立させた後、
2014年７月１日に集団的自衛権行使容認の閣議決
定、2015年４月末に「日米防衛協力のためのガイド
ライン」の改定、2015年９月19日に戦争法＝安保法
制の強行採決、2017年６月15日に共謀罪法案の強行
採決（法務委員会の採決を省略する中間報告を行う
動議を提出し強行採決）という前代未聞の暴挙を行
い、着々と戦争できる国作りのための外堀を埋めて
きました。さらに2017年10月22日投開票の衆議院選
挙の結果は憲法改正発議に必要な３分の２に当たる

310議席を自公で占めることになり、改憲勢力にと
っては本丸攻めへの強力な足場ができたことになり
ます。奇しくも、半年前の憲法記念日の2017年５月
３日、安倍首相は世論を気にして「憲法９条の１項、
２項には手をつけず、自衛隊を明記する条文を追加
し、2020年を新しい憲法の施行の年としたい」と述
べましたが、今回の選挙結果を受け、今通常国会中
に憲法審査会の審議開始、2018年中に改憲発議、国
民投票の実施を狙っているのではないかと思われま
す。
　これに対して国民世論はどうかというと、「丁寧
に説明する、自分が関係しているのなら首相も国会
議員も辞める」とまで言っておきながら、新しい事
実が次々と明らかにされても、昭恵夫人はもちろん
のこと関係する証人の喚問には一切応じようともし
ない「森友、加計問題」に代表される国政の私物化
と国会軽視の極めて不誠実な対応に対する国民の批
判、怒りも渦巻いています。また2018年１月の共同
通信調査によると安倍政権の主要な政策への支持率
も、「安倍首相のもとでの憲法改正に賛成は36.6％、
反対54.8％」、「全原発の即時停止賛成49.0％、反対
42.6％」、「高度プロフェッショナル制度（残業代ゼ
ロ法案）賛成25.4％、反対54.9％」など多数ではな
く、 どの調査でも国民の期待の第１は社会保障の充
実でした。今国会での国防予算の大幅な増額と教育、
医療・介護、生活保護費をはじめとする社会保障全
般に渡る削減を「成果」と呼ぶ安倍内閣と国民との
矛盾は益々深まらざるを得ない状況にあるといえま
す。また、2015年の安保法制＝戦争法に対するかつ
てない市民運動（シールズ、ママの会、学者の会な

吉岡　猛

　ところで、第Ⅱ部で私が驚いたのは「原発周辺地
域のがんを始めとする健康被害」です。以前、米国
における乳がん罹患者が多い地域と原発立地地域と
の相関図はちらっと見たことがありますが、それ以
外にも世界各地で健康被害が報告されており、泊原
発がある北海道泊村では年間がん死亡率が約800人
／人口10万と、全国平均（約300人）の２倍以上に
なっていることは知りませんでした。そして、その
要因としてトリチウムの関与が最も考えられること
も初めて知りました。稼働しているだけで健康被害
をまき散らす原発、地震が来たら核弾頭直撃と同等
以上の被曝被害が出る原発、実際に１基も稼働しな
くても１年以上も電力パニックが起きなかった原発
を地震大国ニッポン（世界で発生する地震の10％は
日本で発生しているとか）に置く意味はないよね～、

と改めて思いました。
　最後の第Ⅲ部で私が精神科医として最も衝撃を受
けたのは247ページの『単位面積当たりの国別農薬
使用量と自閉症など発達障害の有病率』のグラフで
す。ネオニコチノイド系農薬がミツバチの大量死に
関与していることは知っていましたが、日本で近年、
発達障がいの子ども達が激増した要因にネオニコチ
ノイド系農薬への「ゆるゆる規制」がここまで関与
していたとは！
　以上、ざっと内容をご紹介してきましたが、西尾
先生の広く確かな知識と見識で紡がれた文章は読む
ものを魅了します。ご一読を強くお勧めするもので
す。
（沖縄医療生協沖縄協同病院リエゾンセンター

／心療科　小松知己）

安倍９条改憲を許さない
3000万全国統一署名を
成功させよう！
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　平成29年度より核戦争に
反対する北海道医師・歯科
医師の会に入会し、この度
紹介の機会をいただきまし
た。
　出身地は札幌で富山医科
薬科大学（現・富山大学医
学部）を卒業し、2005年に
北海道勤労者医療協会に入

職しました。2018年２月現在で社会人12年目になり、
現在の病院では勤務３年目に入り一般内科に従事し
ています。
　当協会では毎年の原水爆禁止世界大会にスタッフ
を派遣していますが、私はこれまで参加したことが
ありません。理由を考えてみたところ、真夏の本州

ど）で湧き上がった「野党は共闘」の流れは「安保
法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合」の
結成へと続き、先の衆議院選で立憲民主、共産、社
民の野党３党との間で政策合意を結び、大健闘した
ことは改憲勢力に対抗し乗り越えていく確かな力で
ある「市民と野党の共闘」が力強く前進した２年間
でもありました。
　被爆者はもちろんのこと我々反核医師の会にとっ
ても大きな喜びと励ましであった「核兵器禁止条約」
が圧倒的多数で国連で決議されたこと（恥ずべきこ

とに唯一の被爆国日本がこの条約に参加しないとい
う）、又、ICAN（核兵器廃絶国際キャンペーン）
が昨年のノーベル平和賞に輝いたことも画期的な出
来事でした。このような情勢の下、安倍９条改憲
NO ！全国市民アクションが呼びかけた3000万署名
の取り組みが急がれます。安部政権に９条改憲の発
議をさせない世論の形成ために共に奮闘することを
誓い合おうではありませんか。

（道東勤医協釧路協立病院整形外科）

2018年３月以降の主なイベント

◆５月26－27日　医学生フィールドワーク（広島）

◆６月10日　　　核戦争に反対する医師の会（PANW）第14回全国大会（東京）

◆６－７月（日程未定）本会第30回総会

◆８月２－９日　原水爆禁止2018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㈪　　北海道原爆死没者追悼会（札幌）

◆９月14－15日　第10回 IPPNW 北アジア地域会議（モンゴル）

◆11月３－４日　第29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（長崎）

猫塚洋
ひろ

子

核戦争に反対する北海道
医師・歯科医師の会入会
に寄せて

や九州に行って暑さで体調を崩すことが怖いこと
と、普段は触れる機会の少ない戦争やそこでの死を
直視することが怖いのだろうと思います。恐らく私
が想像する以上のつらさや苦しさがあり、そこにあ
った数多くの望まない死を思うと胸が苦しくなって
しまうのです。
　しかし私は生死に近い仕事をしており、そこから
目をそらすことはできません。また先人の方々の活
動が、私たちが現在の安全な生活を送る礎となって
いると感じています。
　今年は子供が18歳となり初めて選挙権を得まし
た。何を優先して投票する候補者を決めるか友人た
ちと話し合った際に「戦争にならないようにしてく
れる党を一番にする」と言ったという話を聞き、こ
れから大人になる世代が安心して暮らし将来を描け
るよう道筋を作っていくことも私たちの役割だと感
じました。
　個人でできることは少ないかもしれませんが、核
戦争に反対する北海道医師・歯科医師の会の活動を
通じて貢献の機会を得たいと考えています。
　よろしくお願いいたします。

（勤医協札幌西区病院内科）
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【入会】
　田村　　唯　　眼科　　桑園むねやす眼科
　竹田　宗泰　　眼科　　桑園むねやす眼科
 （敬称略）
【退会】
　なし
　会員数は２月末現在で134名（うち準会員＝学生
１名）となっています。また、正会員133名のうち、
医科は129名、歯科は４名となっています。

【９月】
４－６日　第22回核戦争防止国際医師会議世界大

会に畑中恒人先生と塩川事務局長が参加
（ヨーク、イギリス）

30日　会報第57号発行
【10月】

６日　第58回運営委員会（道民医連）
　　　IPPNW 世界大会報告会（道民医連）

【11月】
４－５日　第28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 東京に塩
川事務局長と福原事務局次長が参加

2018年
【１月】

14日　全国反核医師の会常任世話人会（塩川事務
局長）

20日　新年会（「ととと」、札幌市）

▼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

会員の動き（2017年９月～2018年２月）

活動日誌（2017年９月～2018年２月）

事務局から

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58号をお届けします。
▼インドとパキスタン間で広島型原爆（TNT15キ
ロトン）100発による「限定核戦争」が発生した場合、
成層圏にブラック・スモーク（煤）が拡散し、地球
の平均気温が10年以上にわたり、最大1.5℃低下す
る気象変動が起き、核兵器による直接死亡2000万人
＋寒冷化による農業生産低下→食糧不足による餓死
が数千万人発生すると予測されている。もし、米朝
の間にそれよりも一桁「規模の小さい」核戦争が起
きても、直接死亡数百万人＋その後の気象変動によ
る餓死数百万人が発生する恐れがある。もちろん犠
牲者の半分は日本に住む人々となる。現内閣の「ゼ
ロトレランス」の外交は、世界を破滅に導くだろう。
（Ｍ）
▼３月１日の夜、悪天候をついて札幌市内で開かれ
た「泊原発を再稼働させない３・１集会」には詩人
のアーサー・ビナードさんが本州から駆けつけて記
念講演をしてくれました。最近訪れたニュージーラ
ンドは地熱発電が盛んで原発はナシ。米国や豪州の
脅しに屈せず非核政策を貫いている（核兵器禁止条
約にも署名）。日本と地形も似た島国なのにこんな
に違うとは。また、オバマもトランプも核政策はほ
とんど同じだ、オバマは核兵器を減らしていず、口
先だけだと。原発は核燃料を「ジリジリ」燃やして
いると。詩人らしい感性と巧みな言葉遣いに魅了さ
れました。（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。


