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長瀬道医師会長、藤田道歯科医師会長を表敬訪問

　上野武治新会長は2019年10月25日、長瀬清北海
道医師会長を道医師会館に表敬訪問し、約30分懇
談しました。懇談には塩川事務局長と福原事務局次
長が同席しました。
　続いて上野会長は12月5日、藤田一雄北海道歯科
医師会長を道歯科医師会館に表敬訪問し、約20分
懇談しました。懇談には塩川事務局長と遠藤高弘先
生（勤医協札幌にしく歯科診療所）、沖本正哉道歯
科医師会事業課課長が同席しました。
　上野会長は、本会が結成されて30年になり、は
じめて両医師会を訪問すること、核兵器禁止条約に
もうたわれている核兵器の廃絶と脱原発を柱に活動
していきたい、そのために道内の医師・歯科医師に
本会の活動を知ってほしいので、両医師会の会報に

本会の活動状況を載せてもらうことや、総会・講演
会の案内チラシを同封させてもらうことを要請しま
した。長瀬会長からは、「核兵器に賛成という医師
はいないはず。出版部の許可を得れば問題ないでし
ょう」とのことでした。藤田会長からは「全国的な
組織なんですか？」「歯科の会員はどのぐらいいま
すか？」などと質問がありました（ちなみに本会の
歯科会員は現在４名です）。
　北海道医師会員は8000人余り、会員ではない勤
務医等も入れると道内の医師は12000人を超えてい
ます。また、北海道歯科医師会員は3000人余り、
会員外も含めると道内の歯科医師は4000人を超え
ており、あらためて全道の医師と歯科医師を視野に
入れた活動にしていかなくてはと思ったことでした。
 （事務局長　塩川哲男）

左から遠藤先生、上野会長、藤田会長、塩川事務局長

左から福原事務局次長、長瀬会長、上野会長
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　以前より全国のつどいに参加し学びたいと思って
いました。今回は大好きな京都ということもあり、
塩川先生にお願いする前に参加申し込みの Fax を
していました。おまけに学生時代から尊敬してやま
ない “山宣 ” を偲ぶオプショナルツアーもあり大変
魅力的な集いでした。
　色々な話題がありましたが、特に感銘を受けた２
つの報告と闘いについて記します。
　１つは特別シンポジウム「金融機関の核兵器製造
企業への融資をやめさせよう」の講演です。
　演者はオランダ人のスージー・スナイダーさんで
す（写真）。ノーベル賞受賞された核兵器禁止条約
の運動（ICAN）でも活躍された方です。核兵器製
造を物理的に辞めさせる運動のアイデアを出された
中味に “えぇーまさか ”とビックリしました。それ
は緻密なデーターを下に金融機関の融資先すなわち
核兵器製造企業を探り当て、他の兵器は除き核兵器
のみに焦点を当て融資資金を抽出するものです。絶
対に関係のないお金は入れてはなりません。こうし
て割り出された融資額を下に公的に各銀行と交渉
し、核兵器製造企業への今後の融資を止めさせたの

です。
　銀行は信用とイメ
ージの悪化を嫌い融
資を取りやめざるを
得ないとの事です。
　何とスマートな手
法ではないですか。
痛快なドラマを見た
後のようなスカッと
した感じです。日本
の運動でもぜひ参考
にしたいものです。

　もう１つは特別講演「私が大飯原発を止めた理由」
元福井地裁裁判長、樋口英明先生です。
　「大飯原発を止めた」ことは正しい判決でしたが、
名古屋高裁の裁判長は専門家と称する連中の常識的
判断から外れた専門用語で彩られた発言を鵜のまま
に聞いて正当な判決を翻しました。これが現状です
が、ひるまず頑張りましょう。
　私が知らせたかったのは大飯原発のことではな
く、福島原発事故のことです。30kmが避難圏内と
されていますが、樋口英明先生の話によればこれは
奇跡が２つ重なったからだったそうです。でなけれ
ば100㎞圏内つまり関東まで避難圏内になっていた。
　１つは停止中だった第４号機です。使用済み燃料
が貯蔵プールにありました。原子炉には核燃料は入
っていません。その隣に部屋があります。電気、水
道が止まった時点でアウトです。使用済み燃料で貯
蔵プールの温度が上がり、水が蒸発します。使用済
み燃料が露出すると温度が上がって爆発の危険があ
ります。ところが、奇跡的に２つの隔壁が外れて隣
と隣の部屋の水が入り使用済み燃料が露出しないで
すみ、爆発から免れました。
　２つ目は稼働していた第２原子炉です。同じよう
に電気、水が止まった時点で原子炉を覆っている壁
への圧力がすさまじく上昇して壁がいつ破壊されて
もおかしくない状況になりました。つまり、壁が破
壊されればメルトダウンした核燃料が大気中に飛び
散ることになるところだったのです。しかし、奇跡
的に何と壁にヒビが入り壁内の圧力が下がり爆発を
免れた。
　東京の米軍、アメリカ人が米国に逃げたのはこの
ためだったのでした。
　この２つの奇跡がなかったら5000万人が被ばく者
になっていたかと思うと寒々とした思いがします。
　地球上から核兵器がなくなるように、また原発も
なくなるようにみなさんと力と知恵を集めて大きな
運動と世論にするために尽くしたいと心から思いま
す。 （勤医協中央病院内科）

懇親会場で。左から筆者、福原事務局次長、塩川事務局長発言するスージー・スナイダーさん

全体会議の様子（2019年9月14日、メルパルク京都）

第30回反核医師のつどい
 in 京都に参加して

水　尾　仁　志
（2019年９月14-15日）



　今回、是非参加したい理由がありました。オプシ
ョン企画の尹東柱（ユンドンジュ）記念碑ガイドを
務める方は、50年前からの知人で以前から尹東柱記
念碑を作ることを聞いており、是非お会いして直接
お話を聞きたいと思ったからです。
　ツアーは二日目の午後、京都駅からバスで戦前治
安維持法に反対し右翼によって殺された山本宣治ゆ
かり（実家）の料亭 ｢花やしき浮舟園｣ に行き、宇
治川を見ながら美味しい和食を食べ宇治山宣会の方
からお話を聞き、山本宣治資料館に行き見学。資料
館は花やしき近くの古い建物の中にある小さなもの
でしたが、小樽に縁ある画家大月源二の代表作、山
本宣治の葬儀を描いた原画が奥に無造作においてあ
ったのが印象的でした。
　山本宣治は熱心なクリスチャンの両親の下に生ま
れ、宣の字は宣教師に因む由、戦前、戦争遂行のた
め ｢生めよふやせよ｣ と叫ばれた時代、子沢山に苦
しむ貧しい母親のためカナダ留学で学んだ産児調節
運動に取り組み、労農党から衆議院議員に立候補し
当選した代議士。

　1929年治安維持法改正に反対する予定であった
が、法案可決の夜、右翼によって刺殺されました。
葬儀の席で山宣記念病院の話が出され、それが戦前
の無産者診療所となり今日の民医連の源流となって
いきました。
　その後バスで宇治川のほとりにある尹東柱記念碑
まで移動、日本産と韓国産の花崗岩を並んで使った
碑の前で記念碑建立委員会事務局長の紺谷延子さん
よりお話を伺いました（写真）。
　尹東柱は韓国の大学入試で一番多く出る詩人で、
大学生なら皆知っている韓国の国民的詩人。戦前、
京都の同志社大学で学び、学友とともに宇治川で飯
ごう炊さんを楽しみ、その時に写した写真が生前最
後の写真となり、1943年ハングルで詩を書いたこと
が朝鮮独立運動に関与したとして逮捕され（拷問を
受け）27歳の若さで獄死しました。
　2004年に国連が ｢第二次大戦中に命を失った人々
への追悼と和解のための時間｣ 記念日（５月８日と
５月９日）を制定したことをきっかけに、歴史に学
び和解と友好のため尹東柱記念碑を作る運動を始
め、生前最後の写真を撮った宇治川のほとりに記念
碑を建立したことが話されました。この碑のことは
韓国で放映され、韓国の若者が訪れることも多いと
のことです。
　以上、学ぶことの多いオプション企画でした。
 （事務局次長）

尹東柱記念碑の前でガイドから説明をきく参加者たち。右
側手前に水尾先生と塩川事務局長の姿がみえる（筆者撮影）

　第30回核戦争に反対し、核兵器の廃絶を求める医師・医学者のつどいは、「京都からアジアへ、そ
して世界へ核兵器も原発も ICAN（イカン）」をテーマに、医師・歯科医師119名、医学生15名を含む
270名が参加し、北海道からは塩川哲男事務局長，福原正和事務局次長、水尾仁志先生が参加しました。
本つどいへの代表派遣カンパに会員28名から計238,000円が寄せられました。厚く御礼申し上げます。

派遣カンパの御礼

第30回反核医師のつどい
 オプション企画に参加して

福　原　正　和

山本宣治資料館にあるデスマスク。享年39歳。



　原爆症の認定申請を却下された被爆者３人が処分
の取り消しを求めた名古屋、広島、福岡高裁の３訴
訟の上告審判決が、２月25日、最高裁判所第３小法
廷でありました。宇賀克也裁判長は原爆症と認めた
２件の高裁判決（名古屋、広島）を破棄、残る１件
も原告側の上告を棄却しました。３件全てで被爆者
側の敗訴が確定しました。
　原爆症の認定要件は被爆者援護法で定められた放
射線起因性と要医療性の２つであり、原告の３人は
２審で放射線起因性は認められましたが、要医療性
の判断が分かれていました。白内障や慢性甲状腺炎
の経過観察が要医療性に該当するのかが争点でした
が、今回の判決では「当該疾患の悪化によって重大
な結果が生じる医学的蓋然性が高い状態にあるため

に行われている経過観察のみ要医療性がある」とし
て、３人の被爆者（白内障２人、慢性甲状腺炎１人）
はこれに該当しないとの初判断を示しました（別図）。
　原爆症集団訴訟の勝訴で認定の門戸が広がりまし
たが、３年ごとの更新審査が厳しくなり、内服の継
続などの治療を継続していないと治癒したとして医
療特別手当（月に約14万円）から特別手当（月に約
５万円）に格下げされるケースが増えていました。
がんの新規認定に際しても要医療性を認める期間を
甲状腺癌、乳癌、尿路などは10年、その他の癌は５
年という基準を明示しました。
　今回の最高裁判決は被爆者の苦悩とそれを支える
医師の真摯な診療行為を考慮することなく、国の機
械的な足切りを追認するものです。
　原告団、弁護団、日本被団協は同日、連名で「司
法が積み重ねてきた被爆者を救済するという積極的
な姿勢に自ら反する判断をおこなった」として厳し
く抗議する声明を出しました。
　原告のひとり内藤淑子さん（75歳、広島）は「判
決で心が折れた。国はもっと被爆者に寄り添ってほ
しいと訴えたい。皆さんが応援してくださるので、
これからも頑張ります」と決意を語りました。
　なお、ノーモアヒバクシャ訴訟は120人の原告の
うち101人が訴訟を終わり、勝訴率は84％、係争中
は地裁１人、高裁18人となっています。
 （事務局長　塩川哲男）

中央が内藤さん＝2020年２月25日、最高裁前

原爆症裁判、最高裁が国の主張を認める不当判決



　第74回国連総会は昨年12月12日の本会議で、軍縮
と安全保障を扱う第１委員会に付託された57本の決
議を採択しました。そのうち核軍縮に関連する決議
は20本で、２本は全会一致・無投票で採択され、あ
とは投票に付されました。主な決議の採択状況は（別
表）の通りです。
　このなかで、核兵器禁止条約の批准と署名を加盟
国に求める決議が２年連続で採択されました。また、
今年４－５月にかけて５年に一度の核不拡散条約
（NPT）再検討会議がニューヨークで開かれますが、
それを前に、「1995、2000、2010年 NPT再検討会議
の核軍縮義務合意の後追い」決議が採択されました。
同決議は、2000年の再検討会議が採択した最終文書
に、核兵器保有国が自国の核兵器の廃絶を達成する
とする「明確な約束」が盛り込まれたと指摘。2010
年の再検討会議がそのことを再確認したとして、具
体化を求めています。

　一方で、日本は核兵器禁止条約には反対、ほかの
決議にもほとんど棄権していることには驚きを禁じ
得ません。日本が毎年提出している決議案もこれま
での国際的到達点の骨抜きをねらう文言が随所にみ
られ（別図）、非核保有国がつよく反発しました。
これほど広範囲にわたって後退しているのは、「核
兵器保有国と非保有国との橋渡し」と称して、実は
核保有国の主張に迎合するものとみられています。
この決議に核保有国である英国とフランスは賛成し
ましたが、ロシアと中国は反対、米国も棄権の態度
を取りました。
　2019年12月に NHKが行った世論調査「日本は核
兵器禁止条約に参加すべき？」では参加すべきが
65.9％と約３分の２を占めていました。
　核兵器禁止条約に署名・批准する政府に変えるこ
とは日本の反核運動の国際的な使命といえます。
 （事務局長　塩川哲男）

第74回国連総会で採択された
核軍縮関連決議と日本

出所：しんぶん赤旗　2019年12月19日

出所：しんぶん赤旗　2019年11月８日

■第74国連総会で採択された核軍縮関連の主な決議の採決結果
決議名 賛成 反対 棄権 米 ロ 英 仏 中 印 パ 北 イ 日
核兵器禁止条約 123 41 16 × × × × × × × △ × ×
核兵器の人道的結果 144 13 28 × × × × △ ○ △ △ × ○
1995、2000、10年核不拡散条約再検討会議の核軍
縮義務合意の後追い 118 43 19 × × × × △ △ △ ― × △

核の危険の除去 123 49 15 × △ × × △ ○ △ △ × △
核軍縮 120 41 22 × × × × ○ △ △ △ × △
核兵器のない世界へ―核軍縮の約束実施の加速化 137 33 16 × × × × × × △ △ × △
核兵器のない世界への道徳的な責務 135 37 13 × × × × △ △ △ △ × △
核軍縮に関する2013年の国連総会高級レベル会合
の後追い 142 34 10 × × × × ○ ○ ○ ○ × △

国際司法裁判所の勧告的意見の後追い 138 33 15 × × × × ○ △ ○ △ × △
核兵器のない世界に向けた共同行動の指針と未来
志向の対話（日本提出） 160 ４ 21 △ × ○ ○ × △ △ × △ ○

※パ＝パキスタン、北＝北朝鮮、イ＝イスラエル　○＝賛成、×＝反対、△＝棄権、―＝投票せず（国連公表の投票記録などから作成）

これまでのＮＰＴ再検討会議の到達点と日本政府の核決議案
ＮＰＴ再検討会議の到達点 日本政府提出の決議案

核

廃

絶

全締約国が第６条下で約束し
ている、自国核兵器の完全廃
絶という核兵器国による明確
な約束を再確認

国連総会は、ＮＰＴ全締約国が、国際
間の緊張緩和、諸国間の信頼強化、国
際的な不拡散体制強化によることを含
め、核兵器廃絶という究極目標および、
《2000年のＮＰＴ再検討会議の最終
文書を想起し、》核兵器のない世界実
現に向け、第６条含む全面的なＮＰＴ
の完全かつ着実な《核兵器国による明
確な約束の》履行にコミットすると再
確認

非
人
道
性

《いかなる核使用による壊滅
的な人道上の結果に深い懸念
を表明し、全締約国がいかな
る時でも国際人道法を含む、
適用国際法を順守する必要性
を再確認》

核使用から生じうる壊滅的な人道上の
結果《が全当事者に完全に理解される
べきこと》を認識《し、この関連で、
そのような理解を増進する取り組みが
なされるべきことに留意》する。

※《》でくくった太字部は昨年の決議から削除された文言、下線部は今年
新たに加わった文言



埼玉（ニュース第20号＝2019年７月、第21号＝
2020年１月、Ａ４版横組10頁）
　核戦争を防止する埼玉県医師・歯科医師の会ニュ
ース第20号のトップは、2019年２月に開かれた第14
回総会と記念講演の報告で、講師は2012年度の高校
生平和大使であった相原由奈さん。「ビリョクだけ
どムリョクじゃない」と題して、高校生たちが取り
組むさまざまな反核・平和活動を聞きました。
　また、代表委員の雪田慎二氏が2018年７月、旧日
本陸軍731部隊の跡地と資料館を訪問した長文の記
録とその後の講演会で出された質問に対するコメン
トが20、21号に掲載されています。

和歌山（ニュース第90号＝2019年７月31日、Ｂ５
版縦組８頁）
　核戦争防止和
歌山県医師の会
ニ ュー ス90号
は、昨年５月23
日に開催した第
31回総会の様子
を詳報。総会後
の講演会は「核
兵器禁止条約、
ICAN の果たし
た役割と今後」
と題して核戦争

　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 （2019年７月－2020年２月）

報告があり、代
表世話人が岡本
茂樹先生から北
川喜久雄先生に
交代したこと、
長く会費納入の
ない先生方は会
員としての登録
を終了していた
だき、約80人か
ら48人の会員数
になったとのこ
とです。
　森永幹也事務
局員による「平
和のための戦争展・ふくおか2019」（写真）の報告
も掲載されています。戦争展には８月16日から18日
の３日間でのべ1332名の来場があり、反核医師の会
からもパネル19枚を展示、市民公開講演会「核と北
東アジア　核なき世界は可能か」講師：太田昌克氏
（共同通信社編集委員・論説委員）も開催し、会場
満員となる92名の参加でした。
　107号にはペシャワール会の会員でもある結城麻
奈世話人が「中村哲先生の訃報に寄せて」を特別寄
稿しています。「一人の人がこんなにも大きな事を
なしえるのだということ、（中略）食べるものや仕
事があれば、戦いには行かない（中略）戦争の抑止
力ということを考えた時に、こういう人がいる事が
何兆（円）のミサイル防衛より有効なのではないか
と思ってしまいます。（中略）私自身も小さな力で
すが、中村先生の『ただの理念だけでなく、人々の
生活を守ろうとした素朴で真摯な思い』を少しでも
引き継いでいきたい」と結んでいます。

防止国際医師会
議共同会長で、ICAN（核兵器廃絶国際キャンペー
ン）創設者の一人であるティルマン・ラフ氏（写真）
が講演、75人が参加しました。
　また、松井和夫運営委員による「核兵器製造に『あ
なたのお金』が使われている !!」は ICANが行って
いる「Don't Bank on the Bomb（核兵器にお金を貸
すな）」キャンペーンについて分かりやすく解説、
我が国でも取り組みが必要であると述べています。

福岡（NEWSLETTER 第105号＝2019年８月７
日、106号＝2019年11月５日、107号＝2020年２月１
日、Ａ４版横組10－16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精力
的に発行されています。
　105号には第31回定期総会の議案、106号に総会の



● 他都府県の会報から

新潟（ニュース第74号＝2019年８月、第75号＝
2020年１月、Ａ４版横組８－10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恒例の巻頭
あいさつがあり、第75号では７月に行われた参議院
選挙で改憲勢力は３分の２に届かず、安倍政権での
９条改定を国民は望んでいないと述べています。
　核兵器禁止条約への署名・批准国が増えているな
か、世界の流れに逆行する安倍政権に代わり日本が
禁止条約に署名・批准するために、これを共通政策
とする「野党連合政権」の誕生が必要と指摘してい
ます。
　昨年９月には総会を行い、「柏崎刈羽原発の再稼
働はありえない」と題して、関根征

せいし

士新潟大学名誉
教授が記念講演を行っています。このなかで、長期
運転停止中の原発再稼働は危険であると強調されて
おり、東電が再稼働を目ざしている柏崎刈羽原発の
６、７号機は６年以上停止していることから、両号
機を再稼働することは無謀の極みと断じています
（ちなみに泊原発３号機は2012年５月５日から運転
停止中）。

愛知（反核医師ジャーナル第80号＝2019年10月25
日、81号＝2020年２月25日、Ａ４版縦組６－８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」第80号は２－３面で「『軍事に頼らない
平和』を求めて－軍拡パラドックスと積極的非暴力
平和主義」と題して、37周年記念講演会の概要を紹
介しています。講師は名大名誉教授で宇宙物理学者
の池内了

さとる

氏（写真）。世界は今、戦争がなくなる方
向に進んでいる。少なくとも大国間の戦争は起こっ
ていない。にも関わらず、なぜ各国、特に日本は毎
年軍事予算を増やし、軍拡に走っているのか。この
矛盾を軍拡パラドックスと呼んでいるが、その理由

として軍需産業で利益を得る軍産複合体があること
と武力を持っていれば敵から攻められないという抑
止論の考え方がある。
　また我が国での軍学共同の進展のなかで科学者が
軍事研究に誘導されつつある。デュアルユース（軍
事利用も民生利用も区別できない）とどう付き合う
か問題だが、平和構築のためには、外交、文化、経
済などのあらゆる手段を駆使した積極的非暴力平和
主義が大切である。
　81号では今年４月から５月にかけてニューヨーク
で開かれるNPT 再検討会議への要請行動に愛知の
医師の会から４人の代表を派遣する予定であること
が紹介されています。

東京（ニュース第110号＝2019年11月20日､ 111号
＝2019年12月25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110号では、原水爆禁止2019年
世界大会 in 長崎の詳細が、参加した矢野正明代表
世話人の報告記とともに載っています。
　また、2011年３月の東京電力福島第１原発事故を
めぐって、業務上過失致死罪で強制起訴された東電
の勝俣恒久元会長ら旧経営陣３人に対して、東京地
裁は2019年９月19日、無罪判決を言い渡しましたが、
これに対する同会の10月25日付け抗議声明を東京地
裁、東京電力、内閣府あてに送付しています。
　111号では2019年の活動報告と2020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。また、昨年８月に同会のホームペー
ジを開設したことが紹介されています。

富山（会報第51号＝2020年２月25日、Ａ４版縦組
８頁）
　核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会第51号
会報のトップ記事は、昨年11月16日に富山市内で開
催された「非核富山県宣言20周年記念シンポジウム」
で参加者は93人（写真）。同会のほか「非核の政府



事務局次長が講演しました。
　また、編集後記では米国での銃規制に反対する論
理と、核兵器依存国の核抑止論は本質的に同じと断
じ、「日本は一般人が銃で傷つくことはほとんどな
い社会を実現している。今こそ核（兵器）禁止条約
発効に向けて先頭に立つべき時ではないか」と提言
しています。
 （文責　塩川哲男＝事務局長）

正面上から時計回りに、埼玉、和歌山、福岡、新潟、愛知、東京、富山

を求める富山の会」「富山県被爆者協議会」「原水爆
禁止富山県協議会」の４団体が共催。シンポジウム
の開催趣旨は、日本政府に対し、核兵器禁止条約批
准をうながす意見書を決議するよう、県内の市町村
議会に働きかける契機にしようというものです。同
会では県内の医師・歯科医師に広く賛同署名を呼び
かけています。
　４団体の活動紹介のあと、日本被団協の藤森俊希

シンポジウムの司会を務めた

 富山医師の会世話人　山本美和氏



　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。2020年１月に発表された時刻の見直し
では、昨年の「残り２分」から初めて秒単位の「残
り100秒」と発表されました。これは1947年の開
始以来，最短の時間です。
　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）」。世界終末時計の針が進んだ理由とし
て、核戦争・気候変動・サイバー空間での偽情報の
３点が強調されています。
　同時に、世界終末時計の針を戻すための具体的
アクションとして、以下の提言がされました。
１． アメリカとロシアの指導者が交渉の場に戻
り、中距離核戦力（INF）全廃条約を復活さ
せるか、中距離ミサイルなどの軍拡競争を抑
制する行動をとるべき。サイバー戦争、ミサ
イル防衛、宇宙の軍事化、極超音速技術、核
兵器廃絶についての話し合いを開始すべき。

２． 世界各国はパリ協定の温度目標に貢献するべ
き。

３． アメリカをはじめとするイラン核合意署名国
は、中東の核拡散を抑制するために協力すべ
き。

４． 国際社会は科学の誤った使い方をさせないよ
う、多国間で協議を開始すべき。サイバー空
間における偽情報は公共の利益に反するの
で、IT（情報技術）にはより注意を向けるべき。

最短の残り100秒に終末時計

本の紹介

　北海道大学の卒業生らでつくる護憲団体
「ビー・アンビシャス９条の会・北海道」が、
北大の戦前戦後の歴史を平和の視点から取
り上げた小論集「北海道大学ピースガイド」
を昨年12月、自費出版しました。
　著者の一人、山形定工学部助教（58）は
「陰の部分に目を閉ざすことなくまとめた。
学生が問題意識を持ち、全国の大学でも歴
史を見直す本を出すきっかけになれば」と
語っています。
　卒業生や教員ら約30名が執筆し、本会の
上野武治会長も「旧日本軍兵士の戦争神経
症と北大」と題して、日中戦争時の精神障
害兵士の画像資料に関して寄稿されていま
す。
　購入希望者は北大生協書籍部クラーク店
（℡ 011-736-0916）へ。問い合わせは同会
にメール be.ambitious9jo@gmail.com で
どうぞ。

ビー・アンビシャス９条の会・北海道　編纂
A５版119ページ
頒価 900円

北海道大学ピースガイド



意義とは何な
のでしょう
か。自国に住
む人々の安全
といのちを守
ることは国家
の最低限の役
割です。彼ら
はこの最低限の責任を放棄しています。しかし私は
これを安倍自民党政権だけの問題とすることができ
ないのです。世論調査によれば日本人の８割が日米
安全保障条約は国の安全に必要だとして支持をして
いるといいます。こうした私たちの意識と不作為が
沖縄に在日米軍基地の70％以上を押し付け、緑ヶ丘
保育園、普天間第二小学校以後も繰り返される米軍
機の事故と米兵による犯罪を許し、沖縄に暮らす
人々の生活から日本国憲法が保証する平和的生存権
を奪っているのではないでしょうか。繰り返します
が、この状況を許しているのは日本国政府だけでは
ないと思います。安保条約を容認する人々の意識を
変え、この政府を替えるだけの力量を持ち得ていな
い「平和を願う」私たちもその責任から逃れること
はできないのではないでしょうか。
　聖書の言葉に「もし一つの肢体が悩めば、ほかの
肢体もみな共に悩み、一つの肢体が尊ばれると、ほ
かの肢体もみな共に喜ぶ。あなたがたはキリストの
からだであり、ひとりびとりはその肢体である」（Ⅰ
コリント書12章26 ～ 27節）とあります。自分ごと
として沖縄に暮らす人々の苦しみを受け止めたいと
思います。沖縄に平和が回復されない限り、私たち
にも平和は回復されないのですから。
 （勤医協札幌西区病院緩和ケア科）

田村　　唯
ゆい

きっかけから入会まで
10分たらず！？

　2017年のあの日はた
しか、手術日だった。
テレビをつけた途端、
「ICAN」がノーベル平
和賞受賞とのニュースが
流れた。何気なく画面を
みていると、日本での連
携組織に「核戦争に反対
する医師の会」と目に飛
び込んできた。「なに？
医師の会？」

小林　良裕

自分ごととして

　沖縄県宜野湾市野
のだけ

嵩の小高い丘の上に普天間バプ
テスト教会と付属緑ヶ丘保育園があります。55年に
わたって地域の人たちに愛されてきた保育園は会堂
１階に、２階に礼拝堂、そして建物に隣接して100
坪あまりの園庭があります。2017年12月７日午前10
時20分、この保育園に普天間基地所属の米海兵隊
CH53E 大型輸送ヘリコプターの部品が落下しまし
た。保育園の園長でもある同教会の神谷武宏牧師は
この時の様子を次のように述べています。
　「その時、園庭には２歳、３歳児クラスの子ども
たちが遊んでいたのです。突然、ドーンという大き
な音が園内に響きました。その音に振り返った保育
士は、屋根の上で大きく跳ね上がる物体を見ていま
す。その屋根の下は、１歳児の部屋で、今から園庭
に出ようかとしている時でした。衝撃音で子どもた
ちは『わーっ』と声を上げ、先生方も一緒に驚きま
した。その物体は屋根の端から50cm のところで止
まっていました。あと50cm ずれていたらと思うと
本当にぞっとします」
　私は2018年８月に夏休みを利用して家族で教会と
緑が丘保育園をお訪ねし、神谷牧師に案内されて２
階からこの屋根を見た時、文字通り背筋が凍える思
いがしました。さらにこの事故からわずか６日後、
12月13日に普天間第二小学校の運動場で体育の授業
をしていた児童たちのわずか10数メートル近くに同
型機ヘリの窓枠7.7kg が落下しています。
　米軍は事故後、学校上空の飛行を「最大限可能な
限り避ける」ことを合意しながら、わずか１カ月で
この合意を破りました。そして現地の沖縄防衛局、
外務省また日本国政府はこれに抗議しませんでし
た。自国民、とりわけ子供たちの安全を守ろうとし
ない（できないのではない）政府機関や政府の存在

１階の保育園の屋根に部品が落下した

左が神谷牧師、右が筆者



2020年３月以降の主なイベント

◆４月24－26日　原水爆禁止世界大会＊（ニューヨーク）その後、NPT再検討会議
◆５月23－24日　医学生フィールドワーク（広島）
◆５月25－29日　核戦争防止国際医師会議（IPPNW）第23回世界大会（ケニヤ）
◆６月14日　核戦争に反対する医師の会（PANW）第16回全国大会（東京）
◆６月27日　本会第32回総会　
◆８月２－９日　原水爆禁止2020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（木）北海道原爆死没者追悼会（札幌）
◆10月31－11月１日　第31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（千葉）

　私は四十路の眼科医で、流涙やドライアイ、まぶ
た、そして緑内障の治療をしている。あの日は、手
術の疲れのせいにして、ぼんやりとテレビを見てい
たのだが、一瞬で頭がさえた。
　まずは、スマホで「ICAN」と検索したところ、
すぐにヒット。「ICAN : International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons（核兵器廃絶国際キャン
ペーン）」とは、各国政府に対して核兵器禁止条約
の交渉開始・支持のロビー活動を行う目的で設立さ
れた国際的な運動の連合体である。ノーベル平和賞
の受賞理由は、核兵器の使用による、人類への壊滅
的な結果に注目を集めさせ、その廃絶のための条約
締結を達成した画期的な努力を行ったからである。
その日本における連携組織の一つが、反核医師の
会で、どうやら会員のなかに、「核戦争に反対する
北海道医師・歯科医師の会」があるらしい。はじめ
て知る情報だった。しかも、なんとそのホームペー
ジには見覚えのある先生の名前があった！昔、研修
医だった頃、にこやかに挨拶をしてくれた腎移植科
の先生だった。よし入ろう！入会をクリック「ポチ
ッ！」わずか10分、これが私の入会までの流れである。
　なんとまあ、スムーズな入会。一見、何の考えも
ない行動であるが、実はここに至るまでの歴史があ
るのだ。
　私が一番初めに「核」なるものを知ったのは、小
学生のころ。さりげなく置かれたピカドンの絵本。
地面に足だけが残ったイラストが衝撃的だった。そ
の数年後には長崎に家族旅行をしたが、あの本のイ
ラストが脳裏によみがえり、原爆記念館をうつむい
たまま巡った。
　その数か月後、さりげなく置かれていたのが、原
発やウランについての小学生用の本。原発での作業
員は、体にくっついたものを落とすには何回も洗う
こと。分解されない核物質が体内に取りこまれると
癌になること。
　親は、核や原発について一言も話したことはなか

った。しかし、さりげなく、でも計画的に（？）私
が、原発や核に嫌悪感を抱くには、十分な教育をし
たように思う。大人になってから、正しい知識を得
るために自分なりに調べたが、子供の頃の「核や原
発に対する考え」が覆ることはなかった。これが私
の40年以上にわたる反核歴史である。
　しかし、長年、反核の思いを抱くだけで行動する
ことはなかった。それは、私が日本人であることも
関わっている気がする。日本人は、秩序を尊重する
という誇るべき文化がある。その文化は、大規模な
地震が起こり物資が不足した中でも譲り合いや整列
を生み、その光景は全世界に賞賛すべきものとして
発信された。しかし一方で、「出る杭は打たれる」
という言葉を生み出したように自己主張や主体性を
苦手とする。だから、典型的な日本人気質である自
分が、己の意志を反映させてくれる反核医師の会を
知ったことはとても有意義なのだと思う。実は、
自分が入会したあとに当院の院長を誘ってみた。
「ねえ、院長。先生は原発や核に反対ですか？賛成
ですか？」の問いに、院長は「反対だ」と。院長
に反核医師の会があり、ノーベル平和賞につなが
った活動に助力していることを伝えたところ「へ
ー、知らなかったな。おれも入るわ」と即答であっ
た。つまりきっかけさえあれば、実は、より多くの
人がこの会に参加するのではないかと思っている。
ついでに、私のように超微力な参加でも、温かく迎
えてくれている会であることも広報したい。
　最後に、会の活動は、遂行してくださる先生方の
存在あってのものと、大変感謝しています。反核医
師の会の先生方、いつもありがとうございます。き
っかけがない、時間がない、方法がわからないとい
う私に似たような人はきっといるはず。願わくば、
世の医師・歯科医師が、この会を知るきっかけがも
っとあればいいなと思っています。
 （桑園むねやす眼科）

新型コロナウイルス関連で中止となりました＊



▼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62号をお届けします。
▼アメリカ大統領「現在射程7000キロの潜水艦核ミ
サイルの弾頭は100キロトン（kt）だ（広島型原爆
は15kt）。これでは破壊力が大きすぎて、敵国に一
発撃ち込むだけで、全面核戦争になってしまう。５
- ７kt に小型化したものなら局地紛争に手軽に使え
る」敵国大統領「潜水艦から核ミサイルが発射され
た。100kt か５kt かわからない。負けるわけにはい
かない。100kt で全面反撃せよ！」小型核兵器は、
全面核戦争の危険を大きく高める。核兵器禁止条約
の発効まであと15カ国！（2020年２月末時点）世論
を盛り上げましょう！（M）
▼今年の新年会は前段、「黒い雨－活かされなかっ
た被爆者調査」（2012年８月６日放映のNHKスペ
シャル）を供覧し、その後、３人の新入会員を交え
て楽しく交流しました。今年度、上野新会長のご尽
力で６人の先生
が新たに入会さ
れています。核
兵器廃絶と脱原
発のため、お知
り合いの先生に
声をかけていた
だければ幸いで
す。（Ｓ）

事務局から
【入会】
　伊藤ますみ　精神科　　上善神経医院
　土田正一郎　精神科　　倶知安厚生病院
　武井弥生　余市協会病院地域医療国際支援センター
【退会】
　なし

（敬称略）
　会員数は２月末現在で135名（うち準会員＝学生
０名）となっています。また、正会員135名のうち、
医科は131名、歯科は４名となっています。

【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 in 京都に塩
川事務局長と福原事務局次長、水尾仁志先
生が参加

【10月】
１日　会報第61号発行
４日　第62回運営委員会（道民医連）
25日　北海道医師会の長瀬清会長を表敬訪問（上

野会長、塩川事務局長、福原事務局次長、
北海道医師会館）

【11月】
17日　第15回泊原発を再稼働させない北海道連絡

会＋学習交流会2019（塩川事務局長、西尾
正道先生、北海道クリスチャンセンター）

【12月】
５日　北海道歯科医師会の藤田一雄会長を表敬訪

問（上野会長、塩川事務局長、遠藤高弘先
生、北海道歯科医師会館）

2020年
【１月】
12日　全国反核医師の会常任世話人会（塩川事務

局長）
18日　学習会と新年会（札幌すみれホテル）

会員の動き（2019年９月～ 2020年２月）

活動日誌（2019年９月～ 2020年２月）

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。


