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事務局次長 福 原 正 和

核も戦争もない朝鮮半島に

　２月27･28日、米朝首脳会談がベトナムの首都ハ
ノイで開かれた中でこの原稿を書いています。今回
共同声明が出されませんでしたが、今後の会議の継
続と両首脳の信頼関係が確認されました。戦争より
直接首脳交渉のほうが良いことに疑いの余地はあり
ません。
　昨年のピョンチャンオリンピック前、米朝間では
一触即発の雰囲気で世界（核）終末時計が残り２分
と過去最短に並ぶと報じられていました。それがオ
リンピックでの南北融和、その後初めての米朝会談、
更に２回目の会談、だれがこの一年間の変化を想像
したでしょうか。
　今後紆余曲折があると思いますが、朝鮮半島非核
化、朝鮮戦争終結宣言、南北融和、経済交流と、終
末時計の残り時間が延びていく方向に歴史は進んで
いくと信じています。
　人種差別発言のトランプ大統領が良い人間とは決
して思いませんが、選挙目当てとしても軍産複合体
の圧力を超えて朝鮮半島の平和を実現するとした
ら、オバマ大統領よりノーベル平和賞にふさわしい
とさえ思えます（「制裁」を叫んでいた安倍首相が
推薦したのは漫画的ですが）。歴史は時に皮肉な進
み方をするものです。

　「朝鮮半島の平和は日本に直結している」私が学
生時代、長沼ミサイル基地訴訟に関わる中で、松浦
一北大名誉教授からよく聞いた言葉です。それから
50年、今も大事な視点です。
　朝鮮半島は南北に分断され戦争も起きましたが、
1945年当時戦争を仕掛け敗れた日本こそドイツと
同じように分断されてもおかしくなかったのです。
日本の植民地朝鮮が分断されたことには、日本に大
きな責任があったと思っています。今年３月１日は
日本植民地朝鮮で民衆が独立を宣言し立ち上がった
三・一運動百周年です。大韓民国憲法の最初に書か

ハノイで会談したドナルド・トランプ米大統領（右）と金
正恩朝鮮労働党委員長（左）。（朝鮮中央通信が公開）
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れている程大切な日です。
　2019年が世界の平和にとって画期の年となるこ
とを心から願っています。その中で日本はどんな役
割を果たせるでしょうか、ドイツのように過去の加
害責任を認め、被害を受けた人々への真摯な謝罪と
償いなしに韓国・北朝鮮の人々と真の友好はなく、

日本の出番はないと思います。
　私たち反核医師の会もその平和への潮流の中で、
韓国・北朝鮮の反核を目指す医師達と草の根交流を
進め、朝鮮半島ひいては北東アジアの平和へ向けて
の一筋の流れとなれればいいと夢見ています。

反核医師のつどい in 長崎
に参加して

逸　見　由　紀

　2018年11月３－４日の２日間にわたり、長崎原爆
資料館ホールで開催された「第29回反核医師のつど
い in 長崎」に参加させてもらった。２日間のうち
参加できたのは一部分ではあったが、その中でも特
に私の印象に強く残った報告と感想を述べる。１日
目は全体会ののち、第一部「被爆証言」、第二部「福
島原発」、２日目は「核兵器禁止条約の発効で長崎
を戦争による最後の被爆地に」というテーマで講演
が行われた。
　第一部「被爆証言」では、語り部による被爆体験、
長崎民医連による聞き取り調査の報告、長崎原爆の
残留放射線、高校生平和大使の報告が行われた。
　長崎語り部の田中重光氏による被爆体験講話は、
私の飛行機の便の都合で、途中から聞いた。戦争中、
両親の喧嘩や妹を妊娠した母親が流産しようとした
こと、自身の子供たちが病気をかかえていたことな
どリアルな体験が語られた。被爆二世や三世の中に
病気で若くして亡くなったり、病気を抱えて苦しん
で生きている方がいたりと、経験的に感じられてい
る健康被害があることが訴えられた。現在、数億筆
を目標にヒバクシャ国際署名が始められている。
　次は長崎民医連による聞き取り調査の報告であっ
た。
　現在の制度では、「被爆者」とは「被爆地域」と「み
なし被爆地域」にいた人であり、「被爆未指定地域」
にいた人は「被爆体験者」として、「被爆者」とは
区別されている。被爆地域にいた人は、被爆者とし
て認定されたら、「被爆者健康手帳」が交付され、
医療給付と健康管理手当が受給できる。みなし被爆
地域にいた人は、被爆者として認定され、特定の疾
患があれば、「被爆者健康手帳」が交付され、医療
給付と健康管理手当が給付される。「被爆体験者」
の健康問題は、放射線の直接の影響ではなく、精神
的な不安が原因になっているとされている。
　長崎民医連の調査は、長崎の被爆未指定地域で被
爆した人と、コントロール群は非被爆者で、原爆投
下前に出生し、12km 圏内に30年以上居住、1945年
８月－９月は12km 以遠にいた人を対象に聞き取り

調査が行われた。調査員２人１組、１人あたり２時
間、全職員が職員研修の一環として行った。有効回
答数は被爆体験者193、非被爆者152。結果は、被爆
体験者は下痢等の急性症状が多く、また、複数の急
性症状を訴えていた。被爆体験者の６割は、心疾患
等、７種類以上の疾病に罹患していた。また、黒い
雨にうたれた人は急性症状が多いことがわかった。
　現在の制度では被爆者を爆心地からの距離で分断
し、しかも行政区画で区別している。今回の調査は
被爆体験者が有意に急性症状を体験しており、放射
線の直接的な影響を受けたことが明らかになった。
時間も労力もかかる調査だったと推測されるが、本
当にすばらしい取り組みだと感じた。
　３番目は長崎県保険医協会の会長である本田孝也
医師による報告がなされた。
　本田氏は2011年に、土壌調査を行ったことをきっ
かけに、インターネット検索により、オークリッジ国
立研究所で、山田広明氏とジョーンズ氏が記載した
「YAMADA-JONES REPORT」を発見した。分析を
進めていき、黒い雨が降った地域、黒い雨を浴びた
人、急性症状に関するデータがあることを突き止め
た。そして、爆心地からやや東側よりに黒い雨が降
っていたことが明らかになったことなどが話された。
　その後は高校生平和大使の活動が報告された。全
国で行われる署名活動や学習会、国連派遣について
生き生きと報告され、会場は若いエネルギーで満た
された（写真）。
　第二部は、「福島第一原発事故から７年－被害の
構造を見つめて－」というテーマで、福島わたり病
院医師の齋藤紀氏の講演が行われた。原子力政策や
事故後の影響など、多くの視点で歴史を振り返りな
がら語られた。

署名活動を歌にして合唱する高校生たち
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◇　　◇　　◇
　２日目は IPPNW 共同会長・ICAN 共同設立者の
ティルマン・ラフ氏、日赤長崎原爆病院名誉院長の
朝長万左男氏、長崎大学核兵器廃絶センター准教授
の中村桂子氏の講演が行われたが、私は帰りの飛行
機の都合で、ティルマン・ラフ氏の講演の途中で退
席した。
　ティルマン・ラフ氏の講演は、「知りえたからには
行動しなければ」という言葉を紹介して始まった。
1984年に WHO が核戦争が健康と健康サービスに
与 え る 影 響（Effects of nuclear war on health and 
health services）というレポートを報告しており、
医師と医療福祉従事者の役割を伝えている。核戦争
は壊滅的な被害をもたらすため、核戦争による健康
への影響を治療する唯一の方法は「予防」、すなわち、
核戦争を防ぐことと述べられている。
　最近ではインドとパキスタン間で核戦争が起きた
場合のシミュレーションなど、科学的な予測データ
があり、エビデンスの必要性が語られた。
その後、核兵器禁止条約採択までの経過について伝
えられた。核不拡散条約（NPT）は多国が署名し
たものの、その後、核廃絶が進まなかったことにい
くつかの国ではフラストレーションがあった。他国
の核兵器をどのように廃絶するかという問題であっ
た。行動を起こしたのは保健や医師、看護師の団体
で、国連総会で声をあげたということだった。そし
て、科学者がエビデンスを提示し、リスクを過小評
価しないことにつながり、さらに、被爆者の言葉に
より具体的になり、外交官に響いた。
　核廃絶に向けて医療従事者の行えることとして、
政府に働きかけることを訴えていた。自治体が動く、
大勢の目に触れる、金融機関が動く、核兵器を作る
会社から資金を引き揚げる、大学は研究助成金をも
らうところから汚い金をもらうのをやめる等、大き
な効果があると話していた。
　多数の賛成で採択された核兵器禁止条約だが、核
に反対しながら同条約に署名しない、オーストラリ
アや日本などの核依存国は核軍縮を後戻りさせてい
ると話していた。核兵器禁止条約に署名しても、ア
メリカとの同盟関係は維持できないものではないと
いう。

◇　　◇　　◇
　周知のとおり被爆者は高齢化している。一方で、
高校生は素直な目で世界をみていた。長崎民医連の
取り組みは本当に頭が下がる思いである。つどい全
体として、客観的な事実や科学的な根拠の重要性が
示されていたと思う。久しぶりに参加したつどいだ
が、あらためて医療者が核兵器廃絶にむけて取り組
むことの意義を考えさせられた。核兵器による被害
は時間的にも空間的にも莫大な損害をもたらすた
め、予防するしかない。人間のいのちを第一義に考

える医療者が科学的根拠に基づき訴えることによっ
て、変革をもたらす可能性があるのだと思った。

（勤医協中央病院緩和ケア科）

反核医師のつどい in 長崎
に参加して

仲　　　紘　嗣 

　長崎は、永井隆博士の被爆体験・救援活動、シー
ボルト親子の活躍の場、また江戸時代に唯一世界に
開かれた都市という点でも、是非一度行ってみたい
と思っておりました。第29回反核医師のつどいの全
体の内容・成果は、「反核医師の会ニュース」（全国版、
第69号）に掲載されていますので、私は本つどいで
の特に感銘を受けた報告の感想（仕事上、第一日目
のみの参加）および義父（妻の父）の広島での被爆
体験を綴ってみました。
　第一日目の、私より２歳年上の男性の被爆証言の
後半では、父母・祖父母が原爆の直接・間接的な影響
で約10年間に相次いで亡くなったこと、ご自身は被
爆２世と結婚し、後年、横隔膜の無いお孫さんが生
まれたが３日で死亡したことなど、衝撃的なお話で
した。
　２番目の講演は、被爆者と認定されていない「被
爆体験者」の方々の健康調査結果で、多くは入市・
救護被爆者であり、急性症状や各種の疾患が非被爆
者に比して多かったとのこと。「被爆体験者も被爆
者である」との結論は貴重な報告でした。
　次いで、高校生平和大使の国連派遣が21回も続い
ているとの５人の高校生の報告を初めて聴いて、と
ても驚きかつ若い人々が平和への行動を行なってい
ることに心強く感じました。高校生の「微力だけど
無力じゃない」の言葉に逆に励まされ、行動が大事
だと改めて思いました。
　前日の午前は永井隆記念館に行き、その生きざま
に感銘しました。午後は長崎原爆資料館を見学し、
長崎型原爆（ファットマン）の実物大模型を初めて
見て、科学者はこんな非人道的な戦争道具をなぜ研
究開発したのかと思いました。また、原爆資料館で
は、市民が描いた被爆体験の絵が印象深く、広島平
和記念資料館での同じ体験を思い出しました。
　妻が広島県出身でもあり、私も一緒に同市へ数回
訪れており、慰霊祭にも一度参加しました。後日、
妻の父から、原爆投下地点から西へ約700m の地域
（小網町）に救援に入ったことや、原爆投下２時間
後から12時間以上の救護活動を通じての広島市民の
被爆状況などを綴った記録を頂いた（1977年の被爆
33回忌時での地域記念誌）。この中には「被爆者全
身火傷のお姿は悲惨の極みです」「全裸全身火傷」「極
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言すれば原爆は悪魔の仕業です」などが書かれてあ
った。義父も救護（二次）被爆者でした。肥田舜太
郎著「広島の消えた日」（日中出版）の「何日もたっ
てから広島市内に入った人たちの中から…いわゆる
急性放射能症状が出はじめ…、そのすべてがすぐに
死の転帰をとったわけではない…」との記載を読む
と、義父が86歳まで生きることが出来たのは奇跡的
と思います。後年、救護時に目撃した被爆直後の「全
裸全身火傷」の立位の人物数名を油絵（P100号）
で描いておりました。彼の死後、家族により資料館
へ寄贈され、近年、岩波書店より出版された1246点
の「図録 原爆の絵」の中の一つとして掲載されて
います。
　ファットマンの模型を見て、「科学論入門」（佐々
木勉著・岩波新書）が記載している科学技術者は「可
能なテクノロジーならどんなものにも突進して使用
…」や「技術はその受容者側が選択すべきもの」は、
今日の医療にも関わる重要な指摘と思います。
　懇親会では北海道・東京および他の民医連の先生
方とも懇談でき有意義でした。

　2019年２月12日　記　
（特別養護老人ホーム かりぷ・あつべつ 医務室）

第29回反核医師のつどい
に参加して

旭川医科大学３年　鈴　木　織　江

　高校生の頃、学校の平和研修で広島に訪れてから
核の恐ろしさを知ったと同時にもっと詳しく当時の
人々の様子を知りたい、同じく原爆の被害にあった
長崎についても知りたいと思っていました。この思

いから、実際に被害を受けた長崎の地で学ぶことが
できる反核医師のつどいに参加させていただきまし
た。
　原爆のことについて知りたいという気持ちがあり
つつも知らないことがたくさんあり、この２日間で
非常にたくさんのことを学びました。どの先生の講
演も新しい発見がありましたが、中でも長崎原爆の
被害の調査をされていた方のお話では研究者として
の粘り強さのようなものを感じました。そしてもう
一つ、私が印象に最も残っているのは同世代の人た
ちの存在です。高校生平和大使の方々の話す言葉は
上辺だけのものではなく、自分の先祖の思いを繋ぎ
たい、未来を良くしたいという気持ちが強く伝わっ
てきました。同じく今回つどいに参加した学生や研
修医の先生方は更に視野を広げ、現在の、そして今
後の日本についても考えていらっしゃいました。
　確かに学生一人、大人一人の力ではなかなか世界
に伝えることも次に繋げることもすぐには難しいと
思います。ですが、それは自分だけが変えたいと思
っているわけではないということ、だからこそ決し
て無力ではないということに気づきました。私たち
には同世代の仲間、そして私たちの大先輩である先
生方がたくさん考えてくださっており、いつでも一
緒に考え活動できる場所がありました。
　今回このようなことを知ることができた一方、知
識の未熟さに気づかされました。今後もっと積極的
に現状を知ろうとし自分自身に何ができるのか問い
続けていきたいと思います。
　最後に、今回つどいに参加するためにご支援して
くださった方をはじめとしてこのような学習の機会
を提供してくださった皆様に感謝申し上げます。あ
りがとうございました。

　第29回核戦争に反対し，核兵器の廃絶を求める医師・医学者のつどいには医師・歯科医師98名，医学生11
名を含む216名が参加し，北海道からは塩川哲男事務局長，中野亮司事務局員，逸見由紀事務局員，仲紘
嗣先生，鈴木織江さんが参加しました。本つどいと核戦争防止国際医師会議（IPPNW）モンゴル会議へ
の代表派遣カンパに2６5,０００円が寄せられました。この場を借りて厚く感謝申し上げます。

懇親会で左から仲、鈴木、中野、塩川

２日目の全体会の様子
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　2018年９月13・14日の２日間、モンゴルの首都ウ
ランバートルで「IPPNW（核戦争防止国際医師会議）
第10回北アジア支部・第３回南アジア支部合同会議」
が開かれました。私は日本の「核戦争に反対する医
師の会」の11人の仲間と共に参加しました。
　参加者数はアジアを中心に約100名、北朝鮮を含
め８カ国の代表が集いました。もっと詳しく言いま
すと、モンゴル国外からは日本37人、インド11人、
ネパール５人、北朝鮮２人、オーストラリア１人、
オランダ１人の57人、モンゴル国内45人前後という
内訳です。北アジアに所属する中国と韓国からの参
加はありませんでした。韓国は支部がないとのこと、
中国は核保有国だからでしょうか。
　モンゴルが「一国非核兵器地帯」として国連で承
認されてから20年が経過。朝鮮半島を巡る動きが世
界的に注目されている今、IPPNW の会議を主催す
るにふさわしい国であったと実感しながら参加して
きました。
　開会にあたって、IPPNW 北アジア支部代表の朝
長万左男氏から以下のような挨拶がありました。今
回の会議の特徴と意義が語られているので最初に紹
介します。
　「2007年の最初の会議以来２回目となる第10回北
アジア会議をウランバートルで開催していただいた
MPPNW（IPPNW モンゴル支部）のみなさんの努
力に感謝します。今年は朝鮮半島の平和と非核化と
いう国際政治の上で重要な変化が起きています。こ
の会議に参加している多くの医師のみなさんと北東
アジアの平和について重要な検討と論議を行いたい
と思います。非核地帯国のモンゴルで、私たちは北
東アジアの非核化と平和の形成について語り合うこ
とは核のない北東アジアを実現するために勇気と熱

意を与えてくれるでしょう」
　こうして、数か月前に行われた南北首脳会談と米
朝首脳会談を受けての今回の北アジア支部会議は格
別の特徴と意義をもったものとなったのでした。
この後のシンポジウムでは、朝鮮半島はもとより北
東アジアの平和と「非核化」に向けいくつかの具体
的提案がありました。その中で、私は２人の方の発
言に注目しました。
　一つはモンゴルからの報告です。要旨は以下の通
り。
「シンガポールでの歴史的な米朝首脳会談は両国の
指導者間の初めての首脳会談だったという意味で歴
史的だった。両国は非核化という概念を定義するこ
とについて合意に至らなかったし、いつ、どうやっ
て非核化を行うのか明確ではなかったのでやや失望
した。しかし、肯定的な結果は、さらなる協議や軍
事演習の一時停止に合意し、良好な意志と協議の余
地が生まれる可能性があることであった。懐疑的に
なるのはいつでも簡単であるが、建設的なことは困
難だ。サミットの長期的な影響、すなわち成功か失
敗かを判断するのは時期尚早である。多くは今後の
措置と行動次第である。
　朝鮮半島の非核化は北東アジアを非核化するため
の重要な一歩となるだろう。それは非核化の過程を
多様化する道を開き、米朝と韓国を含むだけでなく、
平和な日本と三つの核兵器国以外の国に、この地域
の非核保有国にセキュリテイ保障を提供することに
なるだろう」
　もう一つは鈴木達治郎氏（長崎大学核兵器廃絶研
究センター [RECNA] センター長・教授）の「核兵
器なき北東アジアへの展望　RECNA の取り組みと
ナガサキ・プロセス」という報告です。
RECNA が主催する「北東アジアの平和と安全に関
する専門家パネル」（2018年６月現在８か国の19名
で構成　北朝鮮も参加）が以下のような声明と提言
を発表。 
　①　 関連諸国は板門店宣言をもとに朝鮮戦争の恒

久的和平合意に関する実質的交渉を開始する
　②　 北朝鮮・韓国・日本政府はロシア・中国・米国と

連携してこれらの交渉を監視するための「６
か国北東アジア安全保障協議会」を設立する 

　③　 「北東アジア非核兵器地帯」の設立に向けた
条約を取り決める　　

　④　 （省略） 　
　⑤　 全ての国はさらなる軍事行動や挑発的声明を

ＩＰＰＮＷモンゴル会議報告
畑　中　恒　人道南勤医協　稜北クリニック

開会集会の様子
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控える
　⑥　 現在核兵器に依存している全ての国に対して

核兵器の果たす役割を低減させる明確な措置
に踏み出し、核兵器禁止条約に署名と批准を
行うよう鼓舞する　

　⑦　 市民社会団体と国際コミュニティは非核化に
関する条約と合意における不可逆性の原則を
主張し続ける　

　⑧　 日本政府は以上のような北東アジア地域での
平和と非核化に向けた動きを全面的に支持支
援する

　要するに、南北・米朝首脳会談での共同声明を受
けて、当事者３国による交渉を引き続き実質的に前
進させると共に、関係する日本・中国・ロシアを加え
た６カ国の共同の交渉の場を設けること、そうした
中で「北東アジア非核兵器地帯」条約を取り決める、
この間、軍事行動や挑発的言動を控える、こうした
国々は核兵器禁止条約の批准に向けた行動を起こす
こと、唯一の戦争被爆国である日本の政府はこれを
全面的に支持し協力すること、そうした動きを従来
にも増して市民社会の行動で圧力を加えていこうと
いう提案です。
　会議の最後に、IPPNW の共同会長のティルマン・
ラフ氏からまとめの報告がありました。
　「我々は世界各地で進行中の紛争を深く懸念して
いる。これらの紛争はいつでもより大きな戦争に発
展し核兵器の使用をもたらす可能性を持っている。
核兵器の使用はすべての生命に致命的な影響を及ぼ
し、我々はそれに対して効果的に対処することがで
きない。アジア地域の一部の国は軍備と兵器の拡散
に多額を費やしている（中国・インド・パキスタン）。
アジアは世界の９つの核保有国のうち５ヵ国と最も
数が多い地域である。ユーラシアの核保有国である
ロシアも存在する。板門店宣言は南北関係の包括的
で画期的な改善と発展を達成し朝鮮半島の平和・共
通の繁栄・独立した統一の将来をもたらすためのマ
イルストーンとして歓迎する。米朝会談で両国は朝
鮮半島に永続的かつ堅固な平和体制を構築し同半島
を完全な非核化を通じて非核地帯に転換するという
目標を共通認識として共有している。朝鮮半島での
平和・繁栄・統一をめざす朝鮮の人々の闘いを支持す
る。これは非核アジアの地域さらには非核の世界を
達成するための大きな貢献となるだろう。核兵器禁
止条約はすべての国が核兵器を廃絶するための道筋
を提供する。我々は次のようにアピールする。
　・ すべての核武装国が核兵器禁止条約に加盟し核

兵器を廃止する　
　・ 小火器の拡散がチェック（抑止という意味か）

される　
　・ すべての国が平和を脅かす紛争を解決するため

に相互の対話に取り組む　

　・ 武器への投資を保健・教育・貧困緩和・再生可能
エネルギーと発展的なものへ転換する」

　このように、今回のモンゴル会議は、2017年７月
の核兵器禁止条約の採択や ICAN（核兵器廃絶国際
キャンペーン）のノーベル平和賞の受賞、更に南北
首脳会談と米朝首脳会談を受けて朝鮮半島の平和と
非核化について議論されたのが最大の特徴でした。
　こうした方向性は、北朝鮮の核の問題だけではな
くアメリカの核の傘の下にある韓国や日本の核の問
題も同時に論議されなければならなりません。すで
に一国非核地帯国であるモンゴルを含めた北東アジ
アの非核地帯・平和の実現において重要な課題であ
るということが確認されました。
　 以 上、IPPNW ヨ ー ク 大 会 を 受 け て の 今 回 の
IPPNW モンゴル会議についてまとめると、
　⑴　 2017年７月の核兵器禁止条約の国連採択直後

のイギリス・ヨークでの IPPNW 世界大会で
は核兵器廃絶運動を推し進める市民社会の力
を評価し、医師が自らの使命である人間の生
命と健康を核兵器の被害から守るために医学
的エビデンス（証拠・根拠）をもって政府や
市民を教育していくことを強調していまし
た。核兵器禁止条約をそのツールとして利用
していくことが確認されました。

　⑵　 こうした流れの中で、2018年４月の南北首脳
会談と６月の米朝首脳会談で合意された朝鮮
半島の「平和的安定」と「非核化」を高く評
価し、その促進と実現に向けて、アジア、特
に北東アジア諸国の進むべき道筋をしっかり
と示した会議であったと言っていいでしょう。

　⑶　 この議論と展望は、現在頻発している紛争地
域・諸国の平和的解決の方向に示唆を与え、
2020年の NPT 再検討会議での議論を前進さ
せ、核兵器禁止条約の批准を早めるうえで少
なからず影響を与えるものであると言ってい
いでしょう。

　「市民社会の力が世界を動かし人類進歩の歴史を
作る」という鉄則は核兵器廃絶運動の中に生きてい
るのです。
　私が核兵器廃絶運動の最前線で身をもって核兵器
を絶対に無くすために活動しようと決意したのが
2015年の春、NPT（核拡散防止条約）再検討会議・
ニューヨーク行動に参加した時でした。「ノーモア・
ヒロシマ」「ノーモア・ナガサキ」を叫びながらエン
パイア・ステートビルのそばをパレードする各国の
人々の思いに共感した時に核兵器をなくすことに全
力を傾けることこそ医師の使命であり、医療に従事
する者の任務であることを自覚したのです。
　しかし、残念ながらこの会議ではアメリカを中心
とした核保有国の執拗な反対で核軍縮を進めるため
の最終文書の合意には至りませんでした。それにも
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関わらず、私の心の中では非核依存国と世界の人々
は着実に核保有国と核依存国を追い詰めているとい
う確信がありました。
それはなぜか。
　2010年以降、非核依存国と市民社会は、「核抑止論」
（核兵器でもって相手国を脅すことで自国の主張を
通そうとする理論）に抗して新たな流れを国際政治
の中に持ち込みました。つまり、核兵器禁止に向け
て核の非人道性イニシアチブをとり始めたのです。
　この動きは、2010年の国際赤十字の総裁による「核
廃絶は赤十字の最優先課題」との声明、翌11年国際
赤十字・赤新月運動代表者会議からの核兵器禁止条
約の締結を求める「核兵器廃絶に向かって進む」決
議がきっかけと言われています。こうして、「核兵
器による国家の安全保障」ではなく「人道法による
人類の安全保障」をという人道の視点から核問題を
みる主張が大きく広がりを見せるようになったので
す。
　2012年にはスイスなど16カ国が核兵器の非人道性
と非合法化を訴える共同声明を発表。その後、声明
に賛同する国は年々増えていきました。その動きを
引き継いだ「核兵器の人道的影響に関する国際会議」
は、第１回目はノルウエー（2013年）、２回目はメ
キシコ（2014年）、３回目はオーストリアで行われ、
核の非人道性イニシアチブの流れは、21世紀の前半、
４分の１世紀を特徴付けるにふさわしい核軍縮を目
指す世界的、市民的展開を見せ、特に３回目のオー
ストリア・ウイーン会議において「人道の誓約＝オ
ーストリア誓約」として結実したのです。2014年12
月のことでした。
　「人道の誓約＝オーストリア誓約」の要点は、
　第一に、締約国は NPT 第６ 条でさだめられてい
る「核軍縮を進め核兵器を禁止するための交渉を始
める」という約束をはたさなければならない。その
主張の背景には、残虐な兵器である生物兵器、化学
兵器それに地雷などの禁止条約がすでに成立してい
るのに、最悪の非人道的な兵器である核兵器をなぜ
廃止しないのだという圧倒的な国際的世論の高まり
があります。
　第二に、核兵器の使用による人的被害は従来の想
定をはるかに上回り、起きてしまった核戦争による
被害に対応する能力は、現在はもちろん将来的にも
存在しないこと、核兵器に合法性を与える議論は深
い道徳的・倫理的な疑問の提起の前ではその根拠を
もちえないこと、核兵器使用がもたらすリスクはす
べての核兵器が廃絶された場合にのみ避けられうる
こと、こうして核兵器は人類の存在と相いれないと
いう人道上の理由からそうした核兵器に汚名を着せ
禁止し廃絶するべきだと主張しています。
　第三に、これらの道理ある主張をかかげて、国家、
国際機関、赤十字、市民社会などと協力して行動し

ていくことを誓約しています。
　こうした動きを知って、私はニューヨーク行動参
加報告で「この確信と展望を語り５年後のＮＰＴ再
検討会議（2020年）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」と
その決意を述べました。この決意がイギリス・ヨー
クでの IPPNW 世界大会とモンゴル・ウランバート
ルでの北アジア支部会議への私の参加を促したので
した。
　外見的には前進がなかった2015年の NPT 再検討
会議でしたが、核兵器をなくそうという地下水脈で
の動きは押しとどめられることなく勢いをつけ広が
っていったのでした。
　こうしてアメリカなどの核保有国と日本など核依
存国の反対に抗して、ヒバクシャはもちろん、市民
社会、非核保有国政府は、核兵器を禁止するための
交渉会議をスタートさせ、2017年７月７日には国連
加盟国の参加国のうち122か国という圧倒的多数の
賛成で核兵器禁止条約を採択したのでした。この日、
カナダ在住のヒバクシャであるセツコ・サーローさ
んは国連演説で「私たちはもう逆戻りできないとこ
ろにいる。核抑止政策には戻りません」と力を込め
て世界の人々に訴えたのでした。こうしたヒバクシ
ャの声が歴史を前に進め世界を変えたのです。
　セツコ・サーローさんの言う通り、核兵器廃絶に
向けた動きは「一歩も逆戻りさせることはできない」
というレベル・地点にまで達していると言っていい
でしょう。核兵器廃絶は後世への最重要の国際遺産
なのです。
　さて、2020年に５年ぶりに NPT 再検討会議がニ
ューヨークで開催されます。２月25日現在、核兵器
禁止条約の批准国が22カ国。批准国が50カ国に達す
ればその90日後に条約は発効します。このテンポは
生物兵器及び化学兵器禁止条約発効までの年数（３
～４年）に比べて決して遅くはありません。2020年
の NPT 再検討会議までにはぜひ発効するよう運動
を強めて行かなくてはなりません。

昼食をとる日本からの参加者たち
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＜番外編＞もっと知りたいモンゴル

　短時日の濃厚な会議が行われた首都ウランバート
ルから解放されてその近郊（？）130キロほどの地
域（北か南か、東か西か不明）を見学する機会に恵
まれた。主催者の粋な計らいであった。地元に住む
３人の女性（うち一人はモンゴル国営通信社勤務中
の日本人）にガイドをしていただいた。本稿では、
モンゴル（ウランバートル周辺）の風土と遊牧民の
くらしの一端について限ってお話ししたい。
　私たちの乗ったバスは日本でもごく普通に見られ
る中型のものでそう質が悪いわけではない。しかし、
舗装道路を走っているのにもかかわらずその振動は
半端でなく、お目当ての風景も一眼レフのフォーカ
スを合わせるのがほとんど無理なほど。
　高さ100 ～ 200メートルもあるだろうか。陰影は
濃いがモノトーンと言っていいほど単調な色彩の小
高い山並みが近づいたり遠のいたりしながら目の前
を通り過ぎていく。緑濃い山並みやうるおい豊かな
田畑が連なる日本の風景とはかなり異なる。目の前
の平地にも樹木の姿を目にすることが難しく、小川
のようなものでも見えないものかと水の流れを探し
たが徒労に終わった。でも、かつては水が流れてい
たであろうと思われる深くくぼんだ川の形跡は所々
にみられるのである。平地に背丈の低い野草が生え
広がり、そのすき間から土が顔をのぞかせている。
遠くから見ると緑とも茶色ともつかない「ドライ」
な色彩が平地と山のすそ野一面に広がる。これがモ
ンゴルの大草原、いわゆる「ステップ」なのだと一
目で納得できた。「ステップ」とはロシア語で「平
らな乾燥した土地」という意味。こうしたステップ
がモンゴル国土の８割を占めるという。こういう土
地柄を直に目にすると、モンゴル人の多くが今も遊
牧生活を送り、牧畜業が主要産業であり続ける理由
がよく理解される。
　ウランバートルは北緯47度に位置しているという
ので、北海道で言えば稚内と札幌の中間の地域にあ
たるのか。ウランバートルを含め周辺一帯が標高

1300メートルの高さ。モンゴルは雨量がきわめて少
ない。函館の年間降水量が1100 ml に対してウラン
バートルはその５分の１の210 ml ほど。そのうち
夏の３か月で年間の降水量の７－８割を占める。で
すから、夏に降る雨の量が少なければ牧草の成長に
多大な悪影響を及ぼすのである。特に冬に寒さが厳
しく、降った雨雪がぶ厚く凍り付いた所では、家畜
はそれを掘り返すこともできず餌不足になり大量に
餓死してしまうと言う。最近も800万頭もの家畜が
飢えと寒さのために餓死したことがあると言う。冬
用の牧草を作っている企業もあるが非常に高くて普
通の遊牧民は手を出せないし、種をまいて牧草を育
てるという考えはまだ少ないと言う。３、４年ごと
に一巡するように遊牧生活を行っている人々には決
まったところに種をまいて牧草を育てるという発想
はあったとしても実行に移すのは容易ではないよう
だ。確かに、日本の牧草地に繁っている「チモシー」
や「オーチャードグラス」のような、ウシなどが好
みそうなイネ科の背丈の高い草は見当たらない。
　モンゴルの牧畜飼育数は6000万頭。そのうちヤギ
（毛から生産されるカシミヤは重要な輸出品）とヒ
ツジが大半を占め、少ないがウシ・ウマ・ラクダがそ
れに続く。人口が300万人であるから国民の20倍の
家畜が飼育されている勘定になる。遊牧民にとって、
所有する家畜の全滅は全財産を失うに等しいし、翌
年の経営の立て直しは不可能に近い。こうして、モ
ンゴル国民の８割を占める遊牧民の中から、全財産
を失う家庭が大量に出ることになる。彼らは、あて
もなく職を求めて裸一貫で首都ウランバートルに押
し寄せる。首都にはモンゴル人口の半数が集中して
いる。ゲル（遊牧民の住宅）ごとウランバートル周
辺の山のふもとに集中。こうした地域はゲル地区と
言われ、そこに住む人々は仕事にも恵まれず貧しい
生活を強いられていると言う。
　ガイド役の女性がバスの窓越しに広大な大草原を
見渡しながら、今年の夏は雨が多く牧草はよく育っ
ているのでこの冬は大丈夫と嬉しそうに語っていた
のが今も強く印象に残っている。

モンゴルの草原「ステップ」 モンゴル馬に乗せてくれた現地の子と
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愛知（反核医師ジャーナル第78号、2018年９
月15日、Ａ４版縦組10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２－３面
で「アメリカの公文書か
らみる被爆の実相－被爆
国日本の役割」と題して、
36周年記念講演会の概要
を紹介しています。講師
は名大法学研究科の高橋博子氏（写真）。原爆投下
直後から日米政府とも原爆被害を過小評価し、マス
コミには自主的な報道規制を促しました。ABCC（原
爆傷害調査委員会）の研究は被爆者を研究対象とし
てしか見ておらず、次なる核戦争時の米国内におけ
る対応・準備と位置づけていました。2004年に成立
した日本の国民保護法は米国が1950年に作成した米
民間防衛法を下敷きに作られている。北朝鮮の核攻
撃に備えて全国の学校でＪアラート訓練が行われて
いたが、あれはまさに「ダック・アンド・カバー」（潜
って身を隠せ）で国民を放置する体制だ。
　また、広島の原水禁世界大会と国際会議に参加し
た坂本龍雄医師から詳細な報告が寄せられています。

和歌山（ニュース第88号＝2018年９月15日、
89号＝2019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88号は、昨

　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 （2018年９月－2019年２月）

た様子も報告されています。

千葉（ニュース第109号＝2018年10月15日、
110号＝2019年１月30日、Ａ４版縦組８－12頁）
　反核医師の会ちば－
核兵器廃絶と脱原発－
は昨年９月２日に第35
回総会を千葉県保険医
協会で開催し、2018年
度の方針を決めまし
た。この間、活動がな
かなか思うように進ん
でいなかったことを率
直に反省しつつ、今年度は「ヒバクシャ国際署名」
を広げ、広報活動に力を入れながら、会員を増やし
世話人会を充実させていこうと、再出発の総会と
なりました。110号ニュースでは IPPNW 北アジア
会議や反核医師のつどい in 長崎の詳細な報告に加
えて、昨年８月に開かれた「ピースフェスティバル
CHIBA 2018」の様子も報告されています。幼い子
や高校生が参加して合唱や朗読劇（写真）、シンポ
ジウムが行われ、当日は200人が参加したそうです。

東京（ニュース第106号＝2018年11月22日、
107号＝2018年12月27日、Ｂ５版横組10－14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106号では「長崎を最後の被爆地

正面上から時計回りに、愛知、和歌山、千葉、東京、福岡、埼玉、新潟

年６月30日に開催した第30
回総会の様子を詳報。総会
後の講演会は「ICAN のノ
ーベル平和賞を受けて、私
たちは何をどう取り組むの
か！」と題して北海道の総
会にも来ていただいた川崎
哲氏（ICAN 国際運営委員）
が講演、60人が参加しまし
た。
　89号では昨年11月の反核
医師のつどい in 長崎の詳
細な報告が松井和夫運営委
員よりされています。４面
で反核医師の会で昨年11
月、外務省に核兵器禁止条
約に署名せよと要請を行っ
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　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。2019年１月に行われた時刻の見直しで
は、昨年の「残り２分」と同じと発表されました。
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，米国の科学誌
「ブリテン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティス
ツ（BAS）」。昨年，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。米朝の歴史的首脳会談を評価する一方，核兵
器と気候変動という二大脅威が，持続・増幅され
「異常が日常化する時代に突入している」と指摘
しています。

最短の２分前を維持終末時計

● 他都府県の会報から

に」として、秋晴れの浦上天主堂の写真が表紙を飾
っています（いつも表紙の写真が白黒ながらインパ
クトがあります）。　復興庁発行の冊子「放射線の
ホント」（2018年３月）は科学的に不正確かつ不誠
実でリスクコミュニケーションとしても破綻してい
ると同会としての抗議声明を載せています。
　好評連載物「ピース・ドクター」の第27回は精神
科医の竹内真弓先生。高齢者虐待の問題にかかわる
なかで，北欧と違って体罰を禁止する法律を持たな
い国（日本も）の特徴は軍事大国だといいます。軍
事大国は体罰を禁止できない。「反戦は社会の基本
問題」であると。
　107号では2018年の活動報告と2019年の活動方針
（案）が掲載され , ２月の総会への参加が呼びかけ
られています。

福岡（NEWSLETTER 第102号 =2018年12月
３日、Ａ４版横組12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中味も
盛り沢山で充実しています。
　102号には岡本茂樹代表世話人による巻頭言（時
代の本流と逆流）、小南俊美世話人による「平和の
ための戦争展・ふくおか2018」の報告が掲載されて
います。戦争展には８月21日から26日の６日間での
べ1350名の来場があり，反核医師の会からも「小児
　甲状腺がんの多発」と「地震と原発」の２つのパ
ネルを展示しています。

埼玉（ニュース第19号＝2018年12月、Ａ４版
横組８頁）
　核戦争を防止する埼玉県医師・歯科医師の会のニ
ュースのトップには大場敏明代表委員の IPPNW 第
10回北アジア地域会議の詳細な報告が歴史的な経過

を含めて載っています。
　また ,2012年から続
けられている原発反対
の金曜官邸前行動に，
診療を終えてから280
回も参加してきた浅子
かおい運営委員の記事
には励まされます（写
真）。
　さらにピースボート提供の「核兵器にお金を貸す
な（Don't bank on the Bomb）プロジェクト 2018年
報告」は注目に値します。2014年１月以降 , ７つの
日本の金融機関（金額トップは三菱 UFJ フィナン
シャル）が米，仏，英などにある20の核兵器製造企
業に対して，計185億5500万ドルを提供したという
ことです。一方，ロシアや中国では，核軍備の維持
や近代化のほとんどを政府機関が担っています。

新潟（ニュース第73号＝2019年１月、Ａ４版
横組10頁）
　核戦争に反対する新潟県医師・歯科医師の会ニュ
ースの冒頭には谷田部雄二代表世話人の巻頭あいさ
つがあり，日本政府の取っている核保有国と非核保
有国の「橋渡し」論が破綻していること，原発輸出
をめぐって安倍政権の失政が明らかになりつつある
ことを指摘，今年の参議院選挙や統一地方選挙で安
倍・自民党に猛省させる機会にしていく必要がある
と述べています。
　昨年９月には総会を行い，６月に東電に対して曖
昧な態度をとる花角英世知事が誕生したことを受け
て「新潟県 原発再稼働を問う─３つの検証の現状
と見通し」と題して立石雅昭新潟大学名誉教授が記
念講演を行っています。

（文責　塩川哲男＝事務局長）
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PREAMBLE  前文
　The WMA Declarations of Geneva, of Helsinki and 
of Tokyo make clear the duties and responsibilities 
of the medical profession to preserve and safeguard 
the health of the patient and to dedicate itself to the 
service of humanity. Therefore, and in light of the 
catastrophic humanitarian consequences that any use 
of nuclear weapons would have, and the impossibility 
of a meaningful health and humanitarian response, 
the WMA considers that it has a duty to work for 
the elimination of nuclear weapons. To achieve a 
world free of nuclear weapons is a necessity. 

　WMA ジュネーブ宣言、ヘルシンキ宣言および東
京宣言は、患者の健康を維持、保護し、人類への奉
仕に身を捧げるという医師の義務と責任を明確にし
ている。それゆえ、また核兵器のいかなる使用にお
いても生じ得る壊滅的な人道的影響、および健康と
人道的に有効な対応が不可能なことを考慮すれば、
WMA には核兵器の廃絶に取り組む義務があると考
える。核兵器のない世界を達成することが不可欠で
ある。 

RECOMMENDATIONS　勧告
　 Therefore, the WMA:
 1. Condemns the development, testing, production, 
stockpiling, transfer, deployment, threat and use of 
nuclear weapons; 

　それゆえ WMA は、
　核兵器の開発、実験、製造、備蓄、移転、配備、
威嚇および使用を非難する。

 2. Requests all governments to refrain from the 

development, testing, production, stockpiling, 
transfer, deployment, threat and use of nuclear 
weapons and to work in good faith towards the 
elimination of nuclear weapons; 

　核兵器の開発、実験、製造、備蓄、移転、配備、
威嚇および使用を控えるよう、そして核兵器廃絶に
向けて誠実に努力するよう、すべての政府に対して
要請する。

 3. Advises all governments that even a limited 
nuclear war would bring about immense human 
suffering and substantial death toll together with 
catastrophic effects on the earth’s ecosystem, which 
could subsequently decrease the worlds food supply 
and would put a significant portion of the world’s 
population at risk of famine; 

　限定核戦争であっても、地球の生態系への壊滅的
影響とともに人類に甚大な苦しみと多数の死者をも
たらすこと、またそれらが後に世界の食糧供給を減
らし、世界人口の大部分が飢餓のリスクにさらされ
るようになることを、すべての政府に対して勧告す
る。

 4. Is deeply concerned by plans to retain indefinitely 
and modernize nuclear arsenals; the absence 
of progress in nuclear disarmament by nuclear-
armed states; and the growing dangers of nuclear 
war, whether by intent, including cyberattack, 
inadvertence or accident; 

　核兵器を無期限に保有し近代化する計画、核兵器
所有国による核軍縮の進展がないこと、そしてサイ

　世界医師会（WMA）は核兵器禁止条約に賛同し批准することを自国政府に要請していくことを2018年４月、
ラトビアの首都リガでの第209回理事会で決議しています。この決議を提案したのは、当時、WMA 会長でも
あった日本医師会の横倉義武会長でした。
　決議には「医師の義務は、生命を保護し、患者の健康を守り、人類への奉仕に専念すること」「医師の使命
として、全ての国に対して核兵器禁止条約に直ちに署名、批准または同意し、忠実に条約内容を実現すること」
「自国政府に対して、核兵器の禁止、廃絶に取り組むよう強く要請する」などが明記されています。
　世界医師会はこの理事会決議を受け、同年10月にアイスランドの首都レイキャビクで開催された第69回総会
でそれまでの「核兵器に関する世界医師会声明」を修正し、改めて各国政府が核兵器禁止条約に賛同し批准す
ることを求めるに至っています。

＜資料＞

核兵器に関する世界医師会声明（日本医師会訳）
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バー攻撃、不注意、事故など、意図的かどうかに関
わらず、核戦争の危険性が増していることを深く憂
慮する。

 5. Welcomes the Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons, and joins with others in the 
international community, including the Red 
Cross and Red Crescent movement, International 
Physicians for the Prevention of Nuclear War, 
the International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons, and a large majority of UN member states, 
in calling, as a mission of physicians, on all states 
to promptly sign, ratify or accede to, and faithfully 
implement the Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons; and 

　核兵器禁止条約を歓迎し、赤十字や赤新月社運
動、核戦争防止国際医師会議、核兵器廃絶国際キャ
ンペーン、そして国連加盟国の過半数の国々を含む
国際社会においてこれらの組 織と協力し、医師の

使命としてすべての国々に対して核兵器禁止条約に
署名、批准ないし同意し忠実にそれを実行してゆく
よう呼びかける。そして 

6. Requests that all National Medical Associations 
join the WMA in supporting this Declaration, 
use available educational resources to educate 
the general public and to urge their respective 
governments to work urgently to prohibit and 
eliminate nuclear weapons, including by joining and 
implementing the UN Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons. 

　すべての各国医師会に対し、この宣言を支持して
WMA に協力し、利用可能な教育資源を使用して、
一般市民を教育すること、および核兵器禁止に関す
る国連条約への参加と実施を含めて、核兵器の禁止
と廃絶に直ちに取り組むよう各国政府に働きかける
ことを要請する。

　2017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１年半余りが経過しました。条約は同年の９月20日に署名開放され、2019年２月末現在まで
70 ヶ国が署名、22 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。
　１年前には５ヶ国の批准でしたので、今後１－２年以内に発効することが期待されます。
　なお、核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）によればオーストラリアでは労働党への働き
かけが功を奏し、政権を握れば核兵器禁止条約に加盟するという公約発表に至りました。現在
は核の傘に依存しているオーストラリアで、条約への署名が実現するかどうか、注目が集まっ
ています。

核兵器禁止条約　批准は22ヶ国に

ICAN のウエブサイトで条約の調印・批准状況が分かります。

批准国一覧（2019年２月末現在、五十音順）

ウルグアイ　　エルサルバドル　　　オーストリア
ガイアナ　　　ガンビア　　　　　　キューバ
クック諸島　　コスタリカ　　　　　サモア
サンマリノ　　セントルシア　　　　タイ
ニカラグア　　ニュージーランド　　バチカン
バヌアツ　　　パラオ　　　　　　　パレスチナ
ベトナム　　　ベネズエラ　　　　　南アフリカ
メキシコ
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てはあまり記憶がありま
せん。北海道ノーモア・
ヒバクシャ会館が建てら
れ、完成してすぐに祖父
に連れられて行ったのを
覚えています。
　私は高校を卒業し一人
暮らしをしましたが、そ
の後現在の新川の自宅に
転居しています。そこか
ら近くのアパートに私は
住んでいました。そして
原爆症認定訴訟が始まるのですが、私は前もっては
何も聞いていませんでした。ある日突然、提訴の記
事が新聞に掲載されたという記憶です。祖父は、放
射線被ばくに関する多くの論文を集めていました。
当時私は医学生でしたので、論文の内容がわからな
い部分を相談されましたが、日本語訳ができても何
を言っているかはよく理解できませんでした。
　祖父の晩年は、潰瘍性大腸炎に悩まされていまし
た。80歳を過ぎての発症で、被爆の影響があったの
でしょうか。私は医師になり忙しく、祖父の家に行
くのも年に数回となりました。そのたびに健康のこ
と病気のことを相談されました。潰瘍性大腸炎につ
いては専門ではないので教科書に書いている以上の
ことはわからず、あまり役には立てなかったです。
　生前には本当に多くの方と関わり、お世話になり
ました。祖父が居なければ自分も医師にはなってい
なかったかもしれません。皆様方にはお礼を申し上
げるとともに、祖父の遺志を継ぎ核兵器のない世界
の実現のため、一緒に頑張りたいと思います。本当
にありがとうございました。

（勤医協中央病院内科）

中野　亮司

祖父・安井晃一との思い出

　祖父が死去したのは、2018年８月５日、享年93歳
でした。晩年は、年老いてから発症した潰瘍性大腸
炎のため下血を繰り返し、もともと食い道楽だった
ので、辛い日々だったと思います。93歳という年齢
は、現在ではとても長生きというほどではないです
が、祖父の多くの疾病を考えると大往生だったと思
います。
　さて、祖父との思い出です。祖父は教員をしてい
ました。記憶があるのは最後の勤務地であった十勝
の上士幌町でのことです。私は小学校低学年の頃で
す。私は同じ十勝の広尾町に住んでいて、よく両親
と遊びに行っていました。祖父が勤務していた中学
校のグラウンドで、模型の飛行機を飛ばしたことを
覚えています。退職して札幌に転居することになり
ますが、引っ越しの札幌への移動で、祖父の運転す
る自家用車に乗っていました。当時はどのような想
いで退職して札幌に行くのか、全くわかりませんで
した。
　札幌では東区丘珠町の教職員団地と言われている
地域に住んでいました。絵を描くこととクラシック
音楽鑑賞が趣味で、祖父の自室には油彩の道具とす
ごいオーディオ機器が置いてありました。オープン
リールのテープまでありました。本もたくさんあり、
日本の文学作家の全集が書棚に並んでいました。私
が中学生、高校生の頃は祖父の家に住んでいて、そ
の本を借りて読んでいました。その頃の祖父は色々
と忙しく、色々話はしたと思いますが、内容につい

〈エッセイのコーナー〉

201９年４月以降の主なイベント

◆５月25－26日　医学生フィールドワーク（長崎）

◆６月９日　　　核戦争に反対する医師の会（PANW）第15回全国大会（東京）

◆６－７月（日程未定）　本会第31回総会　

◆８月２－９日　 原水爆禁止2019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14－15日　第30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（京都）
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【入会】
　なし
【退会】
　西尾　英昭

（敬称略）
　会員数は２月末現在で133名（うち準会員＝学生
０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】
13－14日　第10回 IPPNW 北アジア地域会議に畑

中恒人先生が参加（ウランバートル，モ
ンゴル）

【10月】
４日　会報第59号発行
27日　第60回運営委員会（道民医連）
　　　IPPNW アジア地域会議報告会（道民医連）

【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 in 長崎に塩
川事務局長と中野事務局員，逸見事務局員，
仲紘嗣先生，鈴木織江さん（旭医大）が参
加

17日　安井晃一さんを偲ぶ会（川島代表委員，塩
川事務局長，中野事務局員，札幌市，北20
条綜合ホール）

17日　第10回泊原発を再稼働させない北海道連絡
会（北海道クリスチャンセンター，福原事
務局次長）

2019年
【１月】

13日　全国反核医師の会常任世話人会（塩川事務
局長）

会員の動き（201８年９月～2019年２月）

活動日誌（201８年９月～ 2019年２月）

26日　学習会と新年会（北海道クリスチャンセン
ター，「場末の和顔」，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
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。

編集後記
▼会報第60号をお届けします。
▼被爆70年にあたる2015年の原水爆禁止世界大会
（長崎）で、「核兵器のない世界」の実現を－とい
うフォーラムに参加する機会があった。このとき、
地雷や化学兵器禁止条約に比べて、核兵器禁止条約
は不可能に近いほど困難である、という発言があっ
た。しかし、2017年７月に国連でこの条約が採択
された。同じ年に ICAN がノーベル平和賞を受け、
反核運動にとって結節年となった。あきらめず、反
核運動を継続してゆくことで必ず核兵器のない世界
が実現できるだろう。まもなく結成30周年を迎え
る本会もその一翼を担っていきたいものだ。（Ｋ）
▼会報の作成は楽ではありません。企画・原稿の依
頼とときに催促・いただいた原稿の訂正や修正依頼
（最小限にしてはいますが）・印刷屋さんとの打ち
合わせ，数回の校正を経て，会報は出来上がってき
ます。半年に１回というのはこのネット時代にふさ
わしくないのかもしれませんが，60号まで発行でき
たのはみなさんのご協力の賜物です。この場を借り
て御礼申し上げます。（Ｓ）

事務局から

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。


