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■ 会報のお届け方法について、Ｅメール添付で受信できる方にはできるだけメールによる方法をお願いして

います。会報のＥメール受信にご協力いただける方は、その旨ご連絡下さい。 

京都「被爆２世・３世の会」会報 
京都市中京区壬生仙念町３０-２ 

ラボール京都４階 
京都原水爆被災者懇談会気付 

ＴＥＬ075-811-3203 
ＦＡＸ075-811-3213 

２０１２年被爆者をはげますつどい 

と き １２月２３日（日）午後１時～３時 

ところ ラボール京都（京都労働者総合会館） 

２階大ホール  （京都市中京区・四条御前） 

京都の被爆者のみなさんを励まし応援するために、新婦 

人・京教組女性部・市教組女性部・母親連絡会・京都生協 

のみなさんが実行委員会を作って毎年開催している楽しい 

企画です。今年度から京都「被爆２世・３世の会」も実行委 

員会に参加しました。                              昨年のはげます会の様子 

２世・３世の会員のみなさんも是非ご参加下さい。「２世・ 

３世の会」結成の報告をし、被爆者のみなさんとの交流を深め、被爆体験の語り伝え・聞き取りなどの

とりくみを共に進めていくスタートの日にしたいと思います。 

詳しい内容、出欠のご連絡などは別途京都原水爆被災者懇談会より送られる案内をご覧下さい。 

お知らせ １ 

「被爆２世・３世の会」会員交流会の開催 

と き ２０１３年１月２０日（日）午後２時～５時 

ところ 京都教育文化センター １０３号室  （左京区聖護院・京大病院前） 

※別紙地図参照  「結成の集い」と同じところです。 

１０月２０日の「結成の集い」では会員同士語り合うことがあまりできず、また欠席者も少なからずあり

ました。このためあらためて“会員交流会”の開催を計画しました。 

年末年始を挟むため少し先の予定です。「結成の集い」では土曜日が勤務などで出席できない方

もありましたので、今度は日曜日にしてみました。 

手作りのアップルパイと紅茶も用意されます。是非みなさんのご参加をお願いいたします。 

人と人とのつながりで成り立つ「会」ですから、みなさん一人ひとりと知り合いになりましょう。「２世・３

世の会」について語り合いましょう。そしてできれば一人ひとりこれからどんな活動がしていけるか、一

緒に考え合えたらと思います。 

ご出欠は同封アンケートでお知らせ下さい。 

お知らせ ２ 



 

京都「被爆２世・３世の会」会報№２  ２０１２年１２月１0 日 

2 

 

 

被爆二世健診を受診していますか？ 
 

国会付帯決議に基づく「二世健診」 

被爆二世の中には親と同じガンなどの病気で苦しん

でいる人、親の被爆が原因で親と同じような病気にかか

るのではないかと不安を持っている人があります。京都

原水爆被災者懇談会が毎年行っているアンケートでも、

悩み、不安を抱えている人は少なくありません。 

被爆二世、三世を援護する法律上の定めは現在何も

ありません。かろうじて被爆二世健診が年一回行われて

いるだけです。（三世に至ってはそれすらありません。）

この二世健診は、１９９４年、被爆者援護法（正確には原

子爆弾被爆者に対する援護に関する法律）が成立した

際の国会付帯決議に基づいて行われています。「被爆

者の子及び孫に対する影響についての調査・研究及び

その対策について十分配慮し、二世の健康診断につい

ては、継続して行うとともに、その置かれている立場を理

解して一層充実を図ること。」がその内容です。 

厚生労働省の単年度施策として国が費用負担し、実

施を各都道府県と広島市、長崎市に委託して行われて

います。実施時期、広報の仕方、指定医療機関の数等

は都道府県によって様々です。県によっては受診者数

に定員枠を設定しているところもあります。（国の施策で

ありながら何故そのような県があるのか理解できません

が。） 

 

京都府の受診者数は２００人台 

京都府の場合、毎年８月に広報・案内がされ、９月に

申込受付、１１月１日～３０日の期間に実施されていま

す。広報・案内方法は、『府民だより』への掲載、京都府

ホームページへの掲載、過去の受診実績のある人への

個別案内によって行われています。また京都府発行の

『原爆被爆者のしおり』に二世健診のことは掲載されて

います。二世であることの登録（案内を送ってもらうため

の登録）を行えば、その年度から新規に受診できるよう

になります。登録はいつまでも受付されています。（連絡

先は京都府健康対策課☎０７５－４１４－４７２５） 

京都府では府内３０の医療機関が二世健診委託医

療機関に指定されています。 

京都府の二世健診受診数は２０１０年度で２１２人で

す。（京都府との定例懇談会での報告）全国の受診者

数は約２万人です。（１０月２０日「結成の集い」での吉田

敬三さんの記念講演）受信者数は年々増加傾向にある 

 

とのことです。参考までに２０１０年の被爆者手帳所持者

数は京都府で１，２４４人、全国で２１９，４１０人でした。 

 

乏しい二世健診の実態 

肝心の検査内容は以下のとおりです。これは被爆者

（１世）の健康診断と同じです。 

１. 理学的検査 

視診、触診、聴診 

２. 臨床病理学的検査 

検査 項目  検査目的 

白血球数  炎 症 性

反応 

病気の活動性・重症度を

反映し、体内に炎症が発

生すると高値となる。免疫

力が低下していると低値と

なる。 

赤血球数  貧 血 の

指標 

 

ヘモグロビン

（Ｈｂ） 

 貧 血 の

指標 

 

ヘマトクリット

（Ｈｔ） 

 貧 血 の

指標 

 

ヘモグロビン

Ａ１ｃ 

 糖 代 謝

の指標 

 

 ＡＳＴ 肝 臓 機

能 

病気などが原因で細胞が

壊れると高値となる。 

肝機能検査 ＡＬＴ 肝 臓 機

能 

病気などが原因で細胞が

壊れると高値となる。 

 γ-ＧＴＰ 胆 道 系

疾 患 の

診断 

肝障害の場合、原因がア

ルコールなのか判断する

材料となる。 

ＣＲＰ  炎 症 性

反応 

病気の活動性・重症度を

反映し、体内に炎症が発

生すると高値となる。 

 蛋白  腎臓障害や腎機能が低下

すると尿中蛋白が陽性と

なる。 

尿検査 糖  血糖値が 160～180ｍｇ/ｄ

1 以上になると尿中に糖が

排泄。 

 ウロビリノ

ーゲン 

 胆肝道系疾患や溶血性黄

疸などで高値となる。 

 潜血  腎障害や尿路病変、全身

性出血傾向などがあると

尿中に赤血球が排泄さ

れ、潜血が陽性となる。 

血圧値    

会社勤務されている方などは通常会社において定期

健康診断が行われており（費用は保険と事業主負担）、
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それらと比較すると二世健診の検査内容は不十分と言

わざるを得ません。国民健康保険加入者に対しては現

在、４０歳以上の方を対象に特定健診が勧められていま

す。（この特定健診は通称「メタボ健診」と言われるように

生活習慣病対策を重視した健診です。）この特定健診

と比較すると、特定健診にはない炎症反応検査項目

（白血球数、ＣＲＰ）と貧血検査項目が二世健診にはあり

ます。反対に特定健診にある血中脂質検査（中性脂肪

やＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール）は二世健

診にはない、などの違いがあります。 

二世健診はもちろん無料です。より正確に説明すると

公費負担額（限度額）が定められており、その範囲で無

料とされています。２０１２年度の公費負担額は８，４３０

円でした。（その根拠は不明です。）通常、一般検査（一

次検査）は公費負担（無料）とされ、精密検査が必要と

なって同じ医療機関で検査する場合、公費負担額を超

える金額が自己負担となります。実際には、精密検査は

ほとんど個人負担になるのではないかと思われます。 

現在の二世健診は内容が不十分なため、「わざわざ

会社を休んでまで健診に行く気がしない」など、健診の

受診意欲を失わせる結果になっています。より充実した

健診を求める声は当然高くなっています。具体的には

一般健診に加えてガン検診を実施することが強く求めら

れています。 

 

健診データは全国集計 

京都府による説明では、毎年健診結果データは厚生

労働省に報告されており、厚生労働省では全国の情報

が集計されているとのことでした。しかし、厚生労働省に

おいて全国集計した結果がどのように取り扱われている

のか、全国データの解析結果などがあるのかどうか等に

ついて、これまで一度も報告、発表されたことはなく、実

態は不明です。 

 

受診できない二世の問題 

京都府を含むほとんどの都道府県が二世健診受診

者について、被爆者である親が被爆者健康手帳所持

者であることを条件にしています。受診申込書に被爆者

（親）の手帳番号まで記入するようになっています。一見

もっともそうに見える措置ですが、しかし実は様々な事

情から手帳取得には至らないままに亡くなられた被爆

者も多く、そうした被爆者の二世は二世健診を受信でき

ないままの状況に置かれています。そもそも被爆者手

帳が初めて発行されたのは１９５７年（昭和３２年）からで

あり、被爆から１２年もの後です。その期間に二世を儲

けながら亡くなられていった被爆者も多いはずです。 

広島県、広島市、長崎県、長崎市では、二世健診受

診申込に際して親の氏名も被爆者手帳番号も求められ

ていません。記入欄そのものがありません。申込受付後

においても点検等はなされていないようです。本当に被

爆二世の健康対策を行おうとするのであれば、親の手

帳所持など条件にすべきではないでしょう。 

 

一部自治体ではガン検診も実施 

被爆二世・三世に対する健康対策の充実化は本来

国の制度・施策として実施されるべきことですが、不十

分なままとなっていることは上記の通りです。これに対し

て一部の地方自治体では独自の対策がとられていま

す。 

東京都と静岡県では二世のガン検診が自治体の費

用で行われています。 

東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、吹田市（大阪

府）、摂津市（大阪府）では二世の医療費の助成が行わ

れています。共通しているのは、被爆者への健康管理

手当支給条件と同じ１１の疾病について治療費の自己

負担分が助成されていることです。（１１の疾病は下記） 

被爆二世の健康手帳、それと同等の証明書が交付さ

れている自治体も８つあります。 

独自の対策が実施されている自治体には自治体固

有の事情、背景もあったと思われますが、一番の力にな

っていたのは当地の被爆者団体の人達の長年にわたる

力強く粘り強い運動のあったことであると、共通して語ら

れています。 

 自治体の二世対策一覧は別表を参照して下さい。 

 健康管理手当支給条件の１１の疾病とは以下の通

りです。大抵の病気はカバーされます。 

造血機能障害、肝臓機能障害、細胞増殖機

能障害、内分泌腺機能障害、脳血管障害、

循環器機能障害、腎臓機能障害、水晶体混

濁による視機能障害、呼吸器機能障害、運

動器機能障害、潰瘍による消化器機能障害 

 

過去の援護法案にあった「二世・三世条項」 

１９９４年に現在の被爆者援護法が成立する以前、野

党共同提案の「被爆者援護法案」が二度ほど参議院で

可決された歴史がありました。（１９８９年、１９９２年、衆

議院で廃案）その時の法案には「被爆二世・三世条項」

が条文として含まれていました。その内容は「被爆二世・

三世に対して被爆者と同様の健康診断を実施する。原

子爆弾の傷害作用に起因する疾病にかかっている旨の

認定を受けた被爆二世・三世に対して、被爆者とみなし

てこの法律の規定を適用する。」というものでした。残念 
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 地方自治体の被爆二世対策 （２０１２年８月現在） 

 ガン検診の実施 医療費の助成 被爆二世手帳の発行 

埼玉県   「被爆二世健康手帳」を交付 

東京都 胃がん、肺がん、乳がん、

子宮がん、多発性骨髄腫、

大腸がん検診 

１１の疾病にかかり６ヶ月以上の治療を

必要とする時、医療費の自己負担分を

助成 

期限は最長１年、但し更新できる。 

「健康診断受診表」を交付 

神奈川県  １１の疾病にかかり、治療を必要とする

時、医療費の自己負担分を助成 

「被爆者のこども健康診断受診

表」を交付 

（川崎市、横浜市にも共通） 

静岡県 胃がん、肺がん、乳がん、

子宮がん、多発性骨髄腫、

大腸がん検診 

  

島根県   「原子爆弾被爆者証明書」の交

付 

岡山県   「健康診断の記録」（被爆者二

世）を交付 

山口県   「被爆者二世健康診断記録

表」を交付 

川崎市  政令指定都市として神奈川県と同様の

医療費助成を独自に実施 

 

横浜市  政令指定都市として神奈川県と同様の

医療費助成を独自に実施 

その他、診断書、医療費証明書、入院

時の食事療養費も助成 

 

吹田市（大阪府）  １１の疾病にかかり、治療を必要とする

時、医療費の自己負担分を助成 

「吹田市原子爆弾被爆二世健

康管理手帳」を交付 

摂津市（大阪府）  １１の疾病にかかり、治療を必要とする

時、医療費の自己負担分を助成 

「二世登録証」を交付 

ながらこの「二世・三世条項」は削除されたまま現在の法

律に至っています。 

 

被爆二世・三世の健康対策の充実化をめざして 

「ガン検診の実施」、「医療費の助成」、「二世・三世手

帳の発行」、「健診条件の改善（親の被爆者手帳所持を

条件としない）」、「三世への健康対策の拡大」、この５つ

が充実化の基本要求となります。 

 基本は国の制度・施策ですから、全国の二世・三世の

みなさんと力を合わせて、国に対しての要求を強めてい

くことが必要です。日本原水爆被害者団体協議会（日

本被団協）でもこの秋から厚生労働省への要求項目に

新しく「被爆二世のガン検診」実施が加えられました。 

国に対する要求と合わせて、京都府・京都市にも独

自対策の実施の検討を求めていきます。今回まとめた

全国の地方自治体独自対策事例なども紹介していきま

す。京都原水爆被災者懇談会では例年、京都府・京都

市への要望書提出を年明け早々に行っています。 

 現状の検査内容が不十分なものであっても、被爆二

世健診の受診者数を増やしていくことは重要な課題で

す。これから健康対策の充実化を求めていく上で、二世

健診受診者数の実績はその基礎となります。全国集計

されている健診結果データは、二世・三世の健康対策

を研究・検討していく上で有効に生かされなければなり

ません。その場合、受診者数はより多いことが望まれま

す。 

 

あなたは被爆二世健診を受信していますか？ 

もしまだでしたら来年度からの受診を考えてみません

か？ 

 

京都「被爆２世・３世の会」としての検討は、「二世健

診」についても、健康対策についてもまだ始まったばか

りです。あなたの意見、質問・疑問、提案、どんなことで

もお寄せ下さい。そしてみんなで交流し、考え合ってい

きましょう。 
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あなたの感想・ご意見 
会報№１（２０１２年１１月１日）のアンケートで寄せられた感想・ご意見です。 

■１０月２０日「結成の集い」についてご意

見・ご感想は？ 

●父親からもっと話を聞きたかったのですが亡

くなってしまい、その機会がなくなったことを残

念に思っています。（一緒に広島に行って話を

聞きたかったです。）私のような思いをする人が

少しでも減ればと思います。みなさんの経験、

思いをもつともっと聞きたいし、交流したいと思

います。                （石角敏明） 

●結成の集いに参加できて幸いでした。永原

先生や吉田氏のお話はとても良かったです。 

（山根和代） 

●組合の役員をしたり、ちょうど勤務校の学校

祭と重なり多忙で出席できませんでした。 

（谷口公洋） 

■会報№１（２０１２年１１月１日）についての

ご意見・ご感想は？ 

●とても充実して良いと思います。Ｔｏｐｉｃｓのとこ

ろでトルーマン大統領のお孫さんの記事を読ん

で心強く思いました。実は永井隆記念館で偶然

会い、話す機会があったからです。 

 またもう一つの記事にアメリカン大学のカズニ

ック教授のことが書いてありますが、彼の学生と

立命館大学の学生を藤岡惇先生とカズニック教

授といっしょに広島と長崎に連れていきました。

映画の反響について興味があります。    

 （山根和代） 

●読みやすくわかりやすい会報でした。内容に

ついては全面的に賛同します。作成は大変だっ

たと思います。ありがとうございました。  

 （谷口公洋） 

●「被曝２世・３世の会」会報Ｎｏ・１を読ませてい

ただきました。あの集会の様子が手に取るように

よく解り、皆さんの会への期待も知ることが出来

ました。 

 私も毎月宗平協の機関紙「宗教と平和」の京

都版を作っているので、学ばせて頂き、これから

も良き情報提供と交流ができますよう、楽しみに

しています。これからも頑張ってください。 

（賛助会員 京都宗平協・出口玲子） 

■私達のとりくみに関わる情報提供など、ど

んなことでも 

●京都府北部の人達にとっては原発３０キロ圏

内入り、不安感、思いは大変だと思います。被

爆をし、そして原発問題で不安になり．．．．． 

             （石角敏明） 

●福島から京都へ避難してきているお母さんた

ちもいっしょに集まって話し合う場があると良い

のではないかと思います。      （山根和代） 

●当面は他地域の活動（被爆２世・３世の会の）

を知りたいです。参考までに私の作成した九条

の会のＮｅｗｓを同封します。    （谷口公洋） 

素晴らしいＮｅｗｓありがとうございました！（編） 

あなたも会報についての感想、身近な情報、いろんな思いをお寄せ下さい。 
 

 

 

 

 

Ｐ 



 

京都「被爆２世・３世の会」会報№２  ２０１２年１２月１0 日 

6 

 

会員紹介 
京都「被爆２世・３世の会」の会員のみなさんを毎回シリーズで紹介していきます。 

初会の今回は、佐々本好信さんと堀照美さんにお願いしました。 

みなさんからも、我と思わん方は是非自己紹介投稿して下さい。 

また自己紹介を依頼した時は快くご協力いただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐々本好信さん 

右京区太秦で父と二人暮らしです。 

父が２５歳の時８月６日に原爆が投下されました。その時 

伯父が広島市内で被爆しました。そして父が伯父を探す為 

市内に入り、入市被爆になりました。あまり長い時間いなか 

った為か、放射能の影響は少なく今年９１歳ですが元気で 

す。 

私が本格的に二世を意識したのは、原水爆世界大会の 

分科会で、継承問題について発言があってからです。 

核兵器と核の平和利用と言う名の原発、「核と人間は共存出来ない」事をもっとアピールしていきた

いと思っています。 ｛ノーモアヒバクシャ｝ 

堀 照美さん 

 「わたしも、被爆２世だったんだ。」そう、はっきり意識

したのは大学生になってからだと思います。 

                             被爆者である母は、自分の体験を断片的ではありま

すが、話してくれていました。しかし、それは、私にとっ

て、遠い昔のおそろしい戦争の話でしかなかったので

す。 

そんな私に、高校の演劇部での活動が、「原爆」「ヒ

ロシマ」について考えるきっかけを与えてくれました。原爆を取り上げた演劇を上演する高校がいくつ

もあり、内容について話し合う中で、あの戦争で原爆が落とされたわけ、惨状、放射能の恐怖など知

らなかったことを学ぶことが出来たのです。大学に入ってからは被爆２世として、原水禁大会などの

活動にも参加するようになりました。 

 これからも、子どもたちに平和な世界を手わたすことが出来るように、みなさんといっしょに歩んでい

きたいと思っています。 


