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主
な
内
容

◇黒い雨訴訟、高裁でも勝訴（塩川哲男）    ２
◇オンライン原水禁世界大会に参加して（川村健太郎、佐々木啓佑）    ３
◇書評「被曝インフォデミック」（鈴木頌）    ４
◇書評「放射線被曝の隠蔽と科学」（松元保昭）    ５
◇エッセイ（伊藤ますみ、長谷川公範、鈴木隆司）    ６
◇世界と日本の原発の現状    ９

　本会会員で道南勤医協函館稜北病院に勤める
畑中恒人先生から８月23日、私塩川あてに E- メ
ー ル が 届 き、 そ こ に は 有 名 な 医 学 雑 誌 で あ る
New England Journal of Medicine の７月22日号の
Perspective に載った小論文の和訳が添付されてい
ました。論文の題名は「Virchow at 200 and Lown 
at 100 ― Physicians as Activists」（ウィルヒョウ生
誕200年、ラウン生誕100年－活動家としての医師）、
著者はSalvatore MangioneとMark L. Tykocinskiで、
二人とも米国フィラデルフィアにあるトーマス・ジ
ェファーソン大学のシドニー・キンメル医科大学の
医師です。以下、畑中先生の和訳から抜粋して紹介
します。
　　　　　　　　
　ルドルフ・ウィルヒョウ（1821-1902年）は言うま
でもなく著名なドイツの病理学者だが、同時にその
半生をベルリンの市議会議員、プロイセンの国会議
員の任にあたっていたので、活動家というより政治
家だった。彼は、疾病は社会の失敗の反映だと確信
していたので、「医学は社会科学である、政治は大
局的にみると医学以外の何物でもない」と主張した。
ウィルヒョウは医師を貧民の自然な弁護士（擁護者）
とみていたし、また、社会問題を彼らの責任とみな
した。
　バーナード・ラウンは1921年、リトアニアで生ま
れ、14歳の時に家族を残して米国に来た。ナチスが

リトアニアを侵略、
彼の家族はユダヤ教
会に集められ焼き殺
された。心蘇生直流
除細動器開発の先駆
者と評価されている
心臓病学者である
（心室性期外収縮の
重症度分類の提唱者
としても有名。今年
２月16日、99歳で亡
くなった＝塩川）。
　ラウンは、医師で
あることは社会的責任を伴うものであることを決し
て忘れなかった。その生涯にわたる運動に対して、
彼は1980年に共同設立した IPPNW（核戦争防止国
際医師会議）を代表して1985年のノーベル平和賞を
受賞した。ラウンは、我々の時代の地球規模の問題
やその解決策において、世界的社会的側面に目を向
けた医師の典型を知らしめたのである。IPPNW は、
絶滅の危機に瀕した home（地球）を救うためにそ
の政治的信念のいかんにかかわらず医師たちと活動
すると彼は言明した。この言葉には、新型コロナの
パンデミックに加え、気候変動と人口過剰という現
在の二重の危機を考えると先見の明があったと言え
る。
 （次頁へ続く）

Physicians as Activists ～ラウンの信念を継いで～

晩年のバーナード・ラウン、2018
年撮影。ニューヨークタイムズ電
子版より
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　原爆投下後に放射性物質を含んだ「黒い雨」を浴
びて健康被害が生じた広島市や広島県安芸太田町の
住民 84人（提訴後に14人が死亡）に対し、広島市と
広島県が行った「被爆者健康手帳の交付申請却下処
分」の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、７月14日、
広島高裁は、原告全員を被爆者と認めた昨年７月の広
島地裁判決を支持し、広島市、広島県、国の控訴を
棄却しました。
　判決では、被爆者の要件として、放射能による健康
被害が否定できないことを立証すれば足りるという判断
を示し、地裁判決の疾病要件も撤廃し、被爆者の認
定範囲をより幅広く認めました。また、「原爆の投下後
の黒い雨にあった」ことは、黒い雨に直接打たれた者
はもちろん、黒い雨に打たれなくても、空気中の放射
性微粒子を吸引したり、放射性微粒子が混入した飲料
水、野菜を摂取したことでも健康被害が生じることが否
定できないと、広島地裁での法解釈をさらに広げ、被
爆者の救済を認めました。

　社会的問題は医学部のカリキュラムの中に組み込
まれるべきだと我々は確信している。健康の社会的
決定要因は健康の結果の80％を占めているし、社会
的問題の取り組みによってのみ、真に医師は全住民
の健康を改善することができると理解するべきだか
らだ。例えば、シドニー・キンメル医科大学におい
ては、５つのフィラデルフィアホームレス・シェル
ターでの学生運営のクリニックへの参加を促してい

　これに対し、国は広島県と広島市に上告を要請して
いましたが、上告断念を求める全国からの署名や声明
がわき起こり、７月26日、菅義偉首相は上告断念を表
明し、高裁判決が確定しました。菅首相は「直ちに被
爆者手帳を原告に交付したい」と述べる一方で、「国
として受け入れがたい部分もある。談話という形で整理
したい」と説明し、27日の持ち回り閣議で上告断念に
関する首相談話を決定しました。そのなかでは、司法
判断を踏まえ、原告を「一定の合理的根拠に基づいて
被爆者と認定することは可能だ」とし、訴訟への参加・
不参加にかかわらず「原告と同じような事情にある方々
は、認定して救済できるよう対応する」とされました。
　広島市などの推計では、国の援護対象区域外で雨
に遭うなどした人は１万３千人程度にのぼるといわれて
います。また、今回の判決を受けて、長崎での被爆体
験者についても認定を求める動きが出ており、今後の
行方が注目されます。
 （事務局長　塩川哲男）

る。他の多くの医科大学も同様の一歩を踏みだして
いる。
　挑戦と論争の時に無関心でいることは共犯と同様
であると我々は確信している。Covid-19は、最終的
には、我々医師という専門職が次のような理解をも
つように仕向けるであろう。つまり、医療研修生の
基本的な能力は社会の課題解決に向けた提言と活動
であるべきであると。

「黒い雨」訴訟、高裁でも勝訴！

「黒い雨」訴訟の争点
原告らの被爆の有無 原告らは被爆者か

広
島
地
裁
判
決

（
令
和
２
年
７
月
）

援護対象区域外で黒い雨に降
られたという証言は信用でき
る。黒い雨には放射性物質が
含まれ、外部被曝のほか内部
被曝の可能性もある

黒い雨を浴びた原告らは
実際に原爆の影響が認め
られる疾病を発症してお
り、被爆者援護法の被爆
者に該当する

控
訴
審
で
の
広
島

県
・
市（
国
）の
反
論

黒い雨と放射性物質の降下は
同視できない。雨に降られた
としても、健康被害を生じる
ほどの事情があったとはいえ
ない

科学的知見による高いレ
ベルの証明が必要で、健
康被害を生じるほどの被
爆をしたとはいえず被爆
者にはあたらない

広
島
高
裁
判
決

黒い雨の範囲は国の主張より
広範と推認され、原告らは放
射性物質を含む黒い雨に遭っ
たと認められる。たとえ直接
浴びていなくても、内部被曝
による健康被害を受ける可能
性があったといえる

黒い雨の被爆者認定は、
「原爆の放射能により健
康被害が生じることが否
定できない」ということ
の立証で足りる。疾病の
発症にかかわらず、原告
らは被爆者に該当する

（産経WEST 2021年７月14日より）
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オンライン原水禁世界大会に
 参加して

川村　健太郎

　私はこのような世界大会が
あるということを、入職して
から初めて知りました。さら
に、日本だけでなく海外の方
も原子爆弾の脅威や核兵器の
ない社会を作ろうとこのプロ
グラムに参加しているという
ことがとても素晴らしいこと
だと感じました。そこまで海

外の方々が平和を呼び掛けてくれているので、日本
からももっと呼び掛けていくべきだと感じました。
　現在アメリカやロシアが所持している核兵器は、
広島や長崎に投下されたものよりもずっと威力が強
く、数発で地球全体を脅かす可能性があると聞いた
ことがあります。実際に投下された場合の被害は計
り知れませんが、それを所持しているというだけで
も十分にリスクとなりえます。万が一核兵器を保管
している間に周囲が汚染されたり、誤って爆発した
りしてしまう可能性もゼロとはいえず、被害の大き
さは計り知れません。このように、何があるか分か
っていないようなものを所持するリスクは高く、さ
らに複数所持する意味も薄いと考えます。そのこと
を踏まえ、各所有国に平等に呼び掛け、世界全体で
減らす動きができれば良いと考えます。
　日本が核兵器禁止条約に加盟していない理由とし
て、「核兵器を他国への抑止力とすることも禁止し
ているから」としていますが、抑止力として核兵器
を用いるという考え方自体が世界全体で改めるべき
であり、このような集会をやっていることを SNS
等でもどんどん発信すべきであると考えます。少し
ずつでも変えていけるよう、自分でもできることを
探して、世界大会や ICAN（核兵器禁止国際キャン
ペーン）などの活動に注目していきたいです。この
世界大会に参加できたことは、自分にとってとても
大きな経験になりました。
 （勤医協中央病院 １年目研修医）

原水禁世界大会2021に参加して

佐々木　啓佑

　今回、世界規模で行われた
原水禁世界大会にオンライン
で参加して、国際的な常識や
平和の前提が変わりつつある
ことを強く感じました。かつ
て核兵器は強大な力の象徴で
あり、この強大な力の生み出
す抑止力は世界に『平和』を
もたらしました。しかし、こ

の『平和』は破裂寸前の風船のような不安定性と危
険性を抱えたものでした。76年前に核兵器が広島・
長崎で多くの命を一瞬にして奪い去り、それだけで
なく生存者にも多くの後遺症を残し、環境の破壊な
どの大きすぎる爪痕をも残した過去。これと同じこ
とがいつでも起き得る状態が、今現在も私たちの生
活のすぐ隣に存在している、これは異常な事態です。
核兵器がもたらす『平和』は決して本当の意味の平
和ではなく、言ってしまえばただの緊張状態であり、
単なる戦争の前段階ではないでしょうか。
　たしかに核兵器によりお互いをけん制し合うこと
で成り立つ平和は簡単で現実的なものです。しかし
それが失敗した時の代償や、その代償の非人道性を
考えると適切なものではありえません。本当に必要
な平和な世界とは、争いのない世界のことではなく、
核兵器などの暴力に頼らずに争いを解決できる世界
のことではないでしょうか。戦後76年たった今、人
類は核の抑止力に頼らずに平和を守るだけの強さを
手に入れるための一歩を踏み出す時に来ています。
そして核兵器禁止条約（TPNW）がその一歩を踏
み出すための力強い蹴りだしになっていると感じま
した。今がまさに、核兵器が戦争抑止に対する必要
悪として受け入れられている状況を脱し、各国が手
を取り合って核なき世界で平和を維持する強さを持
ち、核兵器を絶対的な悪として廃絶する時だと思い
ます。
　核兵器が廃絶されすべての人々が安心して暮らせ
る世界になるよう祈るとともに、自身の世代で二度
と過去の過ちを繰り返してしまうことのないよう、
私自身も平和を紡ぐ人間の一人として日々できるこ
とをやっていきたいと感じました。最後になります
が、逆風の中で平和活動を継続し TPNW の発効を
実現してくださった方々に大きな敬意を払いたいと
思います。ありがとうございました。
 （勤医協中央病院 １年目研修医）
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西尾正道著、寿郎社、2021年３月、定価1100円＋税

「被曝インフォデミック」【
書
評
】

　このたび西尾正道先生の新刊「被曝インフォデミ
ック」の読後感を書かせていただくことになった。
何分にも放射線医学の権威である西尾先生の著書で
あるから、書評などとはおこがましい。それを承知
の上で、２、３のポイントのみ紹介させていただき
たい。

１．ICRP（国際放射線防護委員会）について

　原発問題を「エネルギー問題」として考えるか「被
曝リスク」の問題として考えるかで、議論は大きく
分かれるのだが、その際に論争の土俵として提示さ
れてきたのが ICRP の基準である。
　表題にある「インフォデミック」という言葉は、
WHO による造語で「偽情報の拡散」を意味する。
　つまりこの本は、ICRP による「偽情報の拡散」
を糾弾する目的で書かれている。
　ICRP は「国際放射線防護委員会」（International 
Commission on Radiological Protection）の略称で
ある。この一見中立的な組織が、実は原子力産業側
の立場に立った「たんなる民間団体」なのだ、とい
うのが最初の論点である。
　そして ICRP の研究論理上の最大の問題は、内部
被曝の検討を回避していることにある、と喝破する。

２．内部被曝について

　内部被曝問題は、チェルノブイリで注目され、イ
ラク戦争時に劣化ウラン爆弾との関連で議論とな
り、今では多くのエビデンスを得て重要性が確認さ
れている。
　いまフクシマを経て、あらためて知見を整理すべ
きときになっている。

　核兵器禁止条約（TPNW）は８月現在、国連加
盟国（193）の半数に迫る86 ヶ国が署名し、55 ヶ
国が批准しています。来年３月22－24日には初の
締約国会議がオーストリア・ウィーンで開催されま
す（当初予定の１月から延期）。
　核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）によれば、
北大西洋条約機構（NATO）主要加盟国でも、6－8
割の国民が自国の禁止条約参加を支持しています。
日本の最近の世論調査でも禁止条約に参加すべきと
いう人は71％、第１回締約国会議にオブザーバー

として出席すべきという人は85％にのぼりました。
　一方、発効から50周年を迎えた核不拡散条約
（NPT）の再検討会議ですが、新型コロナウイル
ス感染症のため、昨年4－5月から延期を重ねてき
ましたが、来年１月の開催をめざして調整されるこ
とになっています。
　TPNW と NPT は競合するものではなく、補完し
あうものとされており、核保有国も加盟する NPT
再検討会議の行方も注目されます。

　西尾先生は内部被曝を原発被害の中心にすえ、子
細な検討を行っている。
　内部被曝論の困難は、α線の直接証明が難しいこ
とにある。状況証拠に頼ることになる。
　西尾先生は証拠を積み上げながら、有無を言わせ
ず真相に迫る。

３．トリチウムの健康被害

　トリチウムに関する記載は第７章に集中してい
る。その内容は圧巻である。
　最新情報がてんこ盛りで、いまやこれを知らずに
福島原発を語ることはできない。
　トリチウムは「人畜無害」どころか、原発が持っ
ている「業」のようなものだ。世界中から原発が廃
止されるべき究極の理由だ、というのが西尾先生の
訴えだ。
 鈴木　頌（代表委員、勤医協札幌病院内科）

核兵器禁止条約の第１回締約国会議、来年３月に開催予定
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緑風出版、2021年５月、定価3200円（税抜き）

矢ヶ崎克馬 著『放射線被曝の隠蔽と科学』【
書
評
】

　本書の特徴は、各章冒頭の囲みで主張のエッセン
スが科学的な公理として語られ、これを通覧するだ
けで探究の全体像がつかめる。国際原子力ムラのエ
セ科学を科学方法論の根底から批判し、フクシマ後
に隠蔽されてきた列島の被曝状況が暴かれ、つねに
過小評価を導くその欺瞞的政策が、人権と人道の立
場からきびしく告発される。
　とくに、「原子雲」形成の機序解明、放射性微粒
子を核とした「黒い雨」の正体、無視・誤認された
「水平原子雲」と「黒い雨」雨域の科学的論証、ま
たネバダのような乾燥地帯と異なる広島・長崎の多
湿大気中における微粒子の力学的挙動の解析、内部
被曝と外部被曝における電離作用の比較解明・啓蒙
活動などによって、「放射線による被害はない」「被
爆体験による特定精神疾患」などという国家の放射
線汚染区域とその認定基準の過小評価の元となった
重松逸造を座長とする「専門家会議」を徹底批判し
た、科学者としての著者の働きは圧巻。じっさいに、
2003年からの「原爆症認定集団訴訟」の19連勝に貢
献した。
　また10年前の３・11直後から、福島に足しげく通
い放射線測定器を届け各地で学習会を開いたが、自
ら被曝者となって病魔に襲われながらも、妻・沖本

　《原水爆や原発による放射線被曝は、ヒロシマ・ナガサキからチェルノブイリ・フクシマま
で、これまで一貫して被曝防護の基準を核推進の国家や企業に有利になるように制定し、
事実を隠蔽し、市民の健康を無視し、被害を拡大してきた。その推進勢力こそが国際原子
力機関（IAEA）・国際放射線防護委員会（ICRP）・原子放射線の影響に関する科学委員会
（UNSCEAR）・世界保健機関（WHO）などの国際・国内原子力ロビーであり、エセ科学とエ
セ科学者を総動員し安全神話を捏造し、人びとを欺瞞してきた。本書は、国際放射線防護委
員会などの防護の考え方や防護基準を科学の目で批判し、どうすれば放射線被曝から市民の
いのちと暮らしを守れるかを考える。著者は1943年生まれ、琉球大学名誉教授・専門は物性
物理学》（以上は本の帯・袖から）

八重美が結成した「つなごう命―沖縄と被災地を結
ぶ会」により、「原発事故避難者通信」も93号を重ね、
実践活動にもとぎれなく力を注いできた。
　こうして、ヒロシマ・ナガサキ・フクシマの被ばく
の実相を追い続け解明する著者の人生の始まりに
は、支えあい導きあってきた広島最年少の胎内被爆
者であった妻・故沖本八重美との出会いと道行きが
あったが、そのたゆまぬ活動記録は感動的でさえあ
る。
　本書は、ビキニを加えて四度の被ばく体験をもつ
被ばく国日本における、絶大な国際的核権力に抗し
た稀有な科学者の現代に突き付ける闘いの記録であ
る。「事実をありのままに認識することは民主主義
の土台である」を座右の銘にし、どこまでも「誠実
な科学」を追い求める著者、矢ヶ崎克馬さんを応援
し、共に学び、共に闘いましょう。
 （パレスチナ連帯・札幌　松元保昭）

　本書ご希望の方は、「住所・氏名・電話」を添
えて下記メールで注文してくだされば、送料・
消費税なしの「定価のみ（₃200円）」で送付い
たします。
　松元（y.matsu0029@gmail.com）
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〈エッセイのコーナー〉

伊藤 ますみ

失われる原風景
 －寿都と核のゴミに思う－

　昨年の夏、コロナ禍で遠出が憚られるなか、積丹
から日本海沿いをドライブに出かけた。積丹半島の
付け根にあたる岩内を南下し、寿

す っ つ

都町をめざしてひ
た走った。インターネットで見た寿都の特産物と景
色に惹かれたのである。青空の下、積丹ブルーの海
を眺めながら点々とちらばる漁港を通り抜け、道の
駅「みなとまーれ」にたどり着いた（写真１）。名
物のしらすやバジルのパスタを味わい、寿都出身の
漫画家本条敬氏のイラストグッズや土産物を物色し
た。スタイリッシュな外観、広々とした吹き抜け、
オープンテラスからは海を間近に見ることができ、
大変立派な施設である。コロナ禍で人はまばらで、
内容もまだ充実とまではいえないが、付近の道の駅
に比べて格段に洗練されており、意気込みが感じら
れた。
　満足して帰宅後、衝撃的な記事が目に入った。寿
都町が放射性廃棄物処分場に名乗りを上げたという
のである。豊かな自然と特産品を味わい、そして小
さい町ながらプライドを感じただけに青天の霹靂だ
った。確かに町内に人影はあまりなく、過疎化して
いるのだろうとは容易に想像できた。小さな町の未
来と経済を救う特効薬が核のゴミというわけか。旗
振り役の町長が繰り出した奇策であろう。調べてみ
ると片岡寿都町長は数々の改革を行い、風力発電を
推進し、ふるさと納税は10億円以上を集め道内ベス
ト10に入るなど剛腕ともいえる手法で町に貢献して
きた人物という。道の駅で感じた意気込みは町長の
手腕の賜物ともいえよう。それなのに、ここまで牽
引してきたその先には核のゴミしかなかったのだろ
うか。
　地震大国である日本の小さな半島付近に半永久的
に放射性廃棄物を保存できる安全な土地があるとは
思えない。札幌はやや離れているとはいえ何か事故
が起これば一蓮托生である。金と引き換えにそんな
リスクを将来の住民に負わせる権利が誰にあるとい
うのか。大変に憤りを覚えた。私にできる反対方法
として、ネット署名をして Twitter で協力を呼び掛
けた。核反対のメッセージを添えてふるさと納税を
した。スタンディングに参加した。署名は２万人以
上となり、地元からも反対の声があがった。が、町
に全く動きはなく、着々と計画が進行する一方であ
る。無力感と絶望感に苛まれた。近隣自治体からも
反対の声があがるどころか、負けじとばかりに追随

する町村が出るに至って心が折れた。今は無力感を
無関心にすり替えないようにするのが精一杯の心情
である。
　道の駅から寿都湾の対岸に泊原発がゆらいで見え
た。羨ましいと思うことがあったのだろうか。泊村
には交付金が落ち、道内でも有数の優良財政という。
しかし、豊かになった泊にどんな発展があっただろ
うか？文化や人材が生まれただろうか？それどころ
か観光も海産物も自慢できるものはなくなったでは
ないか？
　母の実家が積丹にあったので、子供の頃は毎年海
水浴に行った。遊び疲れて帰り支度をする頃、海に
夕日が落ち、大きな岩がシルエットを作る。海上を
飛び去る鳥の群れを波の音とともに見送る。浜で焼
く魚介のにおい。足元にざらつく砂。五感を通して
幼い私を包み込んだ原風景である。未来に伝えるべ
きは子供を育む自然であり、核のゴミと引き換えの
金ではない。
 （上善神経医院）

写真２　寿都の漁港

写真１　道の駅みなとま～れ寿都



北海道反核医師・歯科医師の会会報第65号　2021年９月20日◆7

長谷川 公範

読書案内

　新型コロナウイルスでの社会混乱の中、引きこも
り読書に勤しむ毎日。そのような中で出会った本を
ご紹介。小熊英二の『日本社会のしくみ』から。ま
ずは紹介の背景を説明。

　片道航空券を手に、デルタ航空のポートランド、
そしてアトランタ経由でセントルイスへの留学生活
へ旅立ち24年が過ぎた。低い雲が垂れ籠めた、いつ
も通りの成田空港の夕暮れを背に、旅立ったことを
昨日の事のように思い出す。右も左もわからない留
学生活が始まった。
　そのようにして始まった異国生活の中、すぐに気
付いた違和感があった。日本の事務室のような、「フ
ロアーに机が広がり、顔をつきあわせながら仕事を
している」、そのようなオフィスがどこに行っても
存在しないのである。そこにあるのは、それぞれ一
人一人のコンパートメントとなった机の塊だけだっ
たのである…。
　さらに、米国の研究室で実験を開始し始めた、と
ある日の出来事。
　日本と同様に、使用済みで空になったピペットチ
ップボックスに、袋詰めの新品チップを詰め込み、
オートクレーブ滅菌していた時のこと。ラボのボ
スが私の脇に突然来られ、「Kiminori, What are you 
doing???」てな感じで、話掛けてきた。「実験で使
うピペットのチップ詰めしてたのよ、、」と、私はい
かにも〝縁の下の仕事も厭わないのよ〟、、ってな感
じで、少し自意識過剰気味に答えたのでした（多分、
鼻の穴も少し拡張していた）。それに対するボスの
レスポンスは異国生活のスタートの（穴の開いた）
出鼻を挫くものでした。そのレスポンスとは…「お
前が医師になり、さらに何年もかけて医学博士を取
るためにどれだけお金が掛かったと思うのか。チッ
プ詰めのような単純労働にお前の時間を費やしては
だめだ。時間があるなら、ひたすら勉強と実験をし
ろ！」との言葉。当時はその理由について深く詮索
することはなかったが、日米の強烈な違いとして強
く感じたことを覚えている。

　そのような長年の違和感に一つのヒントをくれた
のが、小熊英二の『日本社会のしくみ』。
　600ページと、新書にしては相当厚めの本。やや
冗長な記載があるも、過去・現在からこの先の日本

社会を眺める上で、
複眼視を授けてくれ
る本。なによりも現
在の日本社会を見つ
める上で、前述のよ
うに、私の奥底で長
年燻っていた日本社
会の違和感への理解
が深まった気がす
る。書中で提示され
た、日本社会の構成
原理を文中から抜粋
してみる。❶日本で
は学歴が重要な指標
となっていること。
ただし重要なのは学校名であり、中身ではないこと。
確かにこれは自己紹介の場面などで際立ちますね。
日本人は所属第一。「なになに会社の部長をやって
いるなになにです…」。その他の国は中身第一「専
門はなになにで、今はどこどこ会社に所属していま
す…」　順番が全く逆の紹介なのです。肩書きか、
中身か。その評価基準がまったく異なること。❷つ
ぎに、年齢や勤続年数が重要な指標となっている。
ただしそれは、一つの企業での勤続年数であって、
他の企業での職業経験は評価されない（時にはマイ
ナス）。ちなみに米国の履歴書には年齢を記載する
欄はありません。❸その結果、都市と地方という対
立が生じる。何を学んだかが重要なら、必ずしも首
都圏の有名大学である必要はない。❹そして、女性
と外国人が不利になる。女性は結婚と出産で、勤続
年数が中断されがち。また、他国企業での職業経験
が評価されないなら、外国人は入りにくい。
　就職という社会の重要な要素一つとってみても、
日本はひとを一括で集める入「社」という『メンバ
ーシップ型』であるのに対し、欧米では職務（仕事）
があって、それに対して人を選定するという『ジョ
ブ型』という、採用方法に大きな差異があること。
『ジョブ型』では、企業横断的な職務の専門能力（プ
ロフェッショナル）や大学院の学位があった方が有
利になる。それに対して日本は学位より「社内での
頑張り、そして何でも屋」が評価される。そういっ
た社会では、大学名の競争となり、修士号や博士号
の取得のインセンティブが働かず、その結果として
日本は相対的に「低学歴化」しつつあるのが現状。
そのような「低学歴化」の中、専門性を持ったプロ
の需要と供給のミスマッチが常態化したのが今の日
本の教育・雇用（労働）環境であり、そのために職
務の分化が急激かつ高度に進む現代社会（IT や情
報化社会）への対応が困難となっており、世界から
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みても異様なガラパゴス状況になっていることなど
が記載されている。また、最終章では今後のための
（容易ではない）処方箋も提案されているが、その
中では透明性のある情報公開を前提として、まずは
変革の必要性の再認識と社会合意（労働や雇用など
の社会的ルールの確立と社会保障制度調整とは不可
分）の大切さを提案。

　日常の診療場面を一例にすると、他院の受診予約
や診療情報提供書等がいまだにファックスで情報伝
達されていること、あるいは新型コロナワクチンの

鈴木　隆司

戦争体験者の言葉

　1983年８月６日、大学１年
生の私は広島で「原爆死没者
慰霊式並びに平和祈念式」に
参加したのですが、何故そこ
に参加したのかは覚えていな
いのです。旭川から鹿児島ま
で自転車で日本縦断している
さ中であり、たまたま途中で
立ち寄ったのだと思っていま

した。今回、旅日記を探してみたら38年前の記録が
ありました。北海道から関西まで走り続けて四国に
渡り、８月２日に松山に入っています。松山では大
学の先輩の家に一週間滞在していますが、これは計
画だったのでしょう。そして滞在中の８月５日、松
山からフェリーで広島に入り、翌６日にまた松山に
戻っており、どうやら旅行開始前からのプランだっ
たようです。
　５日にフェリーで３時間かけて広島港に着き、式
会場の平和記念公園に入ったのは23時頃。式典の一
般参加者用エリアは前日から入ることができ、年配
の女性が一人椅子に座っていました。東京から毎年
参加しているが旅館がいっぱいで泊まれなかった、
とあります。自分も会場で仮眠を取り、目が覚める
と今度は年配の男性が座っていて、日記には「元広
島の兵隊」と書いてあります。この男性が話してく
れた内容は、「被爆者の遺族がお骨を引き取りに来
ると、遺族が言った名前を役所の人がそれを紙に書
いて、誰のかわからない骨の入った箱に紙を貼って
渡した」ということ。この話はずっと覚えていまし
たが、広島滞在中の２日間で自分の記憶に残ってい
るのは、暗い公園の会場でこの話を聞いたことだけ
です。何故参加したのかも、自転車とフェリーで移
動したことも、式典自体も記憶にありません。６日

に見学した平和記
念 資 料 館 に つ い
ては、「鳥肌がた
ち、頭がくらくら
した」と強烈な印
象を記しています
が、ここは行くた
びに鳥肌が立つの
で、記憶が重複し
てしまっています。
　さて、1989年、
医師になった年、
塩川先生に反核医
師の会のご案内を
頂き即入会しまし
た。翌年は長崎での原水禁世界大会に派遣して頂き
ましたが、この年は被爆45周年で、既に被爆者の高
齢化が叫ばれていました。大会会場で一人の被爆者
が、被爆し負傷した人がさまよい歩いている一場面
だけが記憶にあるが、その場面が忘れられず反核を
訴え続けていると語っていました。自分もこの被爆
者の訴えだけ記憶に残っています。
　今年亡くなった、疎開経験のある母から小学生時
代に聞いた「戦争は怖いのよ」の一言は、子供の脳
にインプットされ記憶に残りました。
　戦争体験者の言葉は重く、ずっと記憶に留まりま
す。今年の原水禁世界大会はオンライン開催だった
ため、仕事中、僅かではありますが31年振りに参加
できました。空気感は違いますが、やはり被爆者の
訴えは非常に大切だと痛感しました。まだまだ語り
始めている方もいますし、ビデオ収録をしていると
いう話も聞きます。自分が知らない事が多いのだと
は思いますが、オンラインや SNS を活用してもっ
と広める方法はないものだろうかと思います。
 （勤医協中央病院内科）

接種状況がリアルタイムで把握ができず、その結果
として突然のワクチン在庫不足となり、現場が騒然
となったのはつい最近のこと。あるいはテレワーク
が進まない、などの報道を見るにつれ、日本社会を
覆う時代遅れの社会劣化の原因の一端を垣間見るこ
とができた一冊であった。中身はまだまだ沢山の内
容を含んでいて、何度でも読みたくなる、なかなか
の本です。読み終えてから、ニュース報道や身の回
りの出来事に対する視点が増えた、そんな気分にし
てくれる本でした。
 （札幌山の上病院リウマチ膠原病内科）

旅の最終地、鹿児島にて
（1983年夏）
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　福島第一原発の事故が起きたとき、日本には54基
の原子炉があり、世界第３位の原発大国で、第２位
のフランスを抜く勢いでした。その後、21基が廃止
され、現在は33基と大きく減少、それでも第４位に
なっています。
　世界全体では、この10年間で436基から434基と、
ほぼ変わりません。日本などが減らした一方で、中
国が13基から48基へと35基も増やしているからで
す。中国の原子炉数の順位は、2011年の世界第10位

から第３位となりました。
　2021年８月時点で日本国内で稼働している原発は
９基（定期検査中のものも含む）。いずれも、事故
を起こした福島第一とはタイプが異なる「加圧水型」
で、西日本に集中しています。東京電力は新潟県の
柏崎刈羽原発の再稼働を目指していますが、今年に
入って同原発での不祥事が相次いで発覚、地元の不
信感は強まり、再稼働への道のりは険しくなってい
ます。

世界と日本の原発（核発電所）の現状

原発大国の原子炉数比較　2011－2021（単位：基）
国名

2011年１月１日現在 ₂₀₂₁年１月１日現在

保有 建設中 計画中 保有 建設中 計画中
アメリカ 104 1 8 94 2 1
フランス 58 1 56 1
中国 13 30 23 48 16 29
日本 54 4 11 33 3 8
ロシア 28 11 13 34 3 14
韓国 20 6 2 24 4
カナダ 18 19

ウクライナ 15 2 15 2
イギリス 19 15 2 2
世界計 436 75 91 434 59 82

日本原子力産業協会『世界の原子力発電開発の現状』より。下図も同じ。

＊「運転中」とは営業運転開始から終了（廃炉）までの間の状態を指す。

「運転中」*基数の増減（2010年末比）
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会員の動き（2021年３月～８月、 敬称略）

【入会】
　なし
【退会】
　杉澤　　憲
　伊集　唯行
　辰口　治樹
　会員数は８月末現在で131名（うち準会員＝学生
０名）となっています。また、正会員131名のうち、
医科は127名、歯科は４名となっています。

活動日誌（2021年３月～８月）

【３月】
　14日　 フクシマから10年、原発と核ゴミを考える
　　　　 3.14集会＋核ゴミ問題を考える北海道会議

設立集会（塩川事務局長、猫塚義夫先生、
松谷久美子先生、札幌エルプラザ）

　26日　第40回事務局会議（道民医連）
　27日　会報第64号発行
【４月】
　18日　 第21回泊原発を再稼働させない・核ゴミを

持ち込ませない北海道連絡会全体会議（塩
川事務局長、ネット参加）

【５月】
　16日　 全国反核医師の会常任世話人会（塩川事務

局長、ネット参加）
【６月】
　13日　 全国反核医師の会第17回全国大会（塩川事

務局長、福原事務局次長、ネット参加）
　19日　 第22回泊原発を再稼働させない・核ゴミを

持ち込ませない北海道連絡会全体会議（塩
川事務局長、ネット参加）

【８月】
　６日　 北海道原爆死没者追悼会（平野代表委員、

福原事務局次長、ホテルノースシティ、札
幌市）

　８日　 第23回泊原発を再稼働させない・核ゴミを
持ち込ませない北海道連絡会全体会議（塩
川事務局長、ネット参加）

　22日　 全国反核医師の会常任世話人会（塩川事務
局長、ネット参加）

事務局から
▼住所や勤務先、メール・アドレスなどが変わった
ときは事務局までご一報いただけると助かります
（ファクスまたは本会ホームページの「お問い合わ
せ・ご意見」から電子メールでどうぞ）。

編集後記
▼会報第65号をお届けします。
▼８月27日、新型コロナウイルスの蔓延による緊急
事態宣言が北海道でも発令されました。東京オリン
ピックは強行され、札幌でも競歩とマラソン競技が
市中で開催されました。その後危惧された通り感染
者の急増があり、３度目の緊急事態宣言発令に至り
ました。特に子供たちの感染拡大が顕著で、それに
伴う家族内感染が問題となっています。医療あるい
は介護施設では、家族の感染により職員が勤務でき
ない状況が、次々と発生しています。そもそもぎり
ぎりのスタッフ数しか配置できない現在の制度が元
凶であり、抜本的な改善が必要です。（Ｎ）
▼私は全国の会の役員もやっていて、広報担当とい
うことでだいぶ前から全国ニュース（年３回発行）
の企画・編集にも関わっています。機関紙は読まれ
て何ぼの世界であり、この会報も然りです。“ ゴミ
箱直行 ” にならないように努力しているつもりです
が、どの程度読まれているのか気になるところです。
気のついたことがあればどんな小さなことでもフィ
ードバックいただければ幸いです。（Ｓ）

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
2020年11月１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「北海道反核医師・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、総会を行なう。総会の議決は出
席者の過半数をもって行なう。

10．本規約の変更は総会で行なう。


