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４月２３日（土）２０１６年度総会・記念トーク 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

別冊

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 

『２０１５年被爆二世健康実態調査・中間報告』を広めましょう！ ２ 

被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名が呼びかけられました ３ 

３月２５日／原発賠償京都訴訟第１３回口頭弁論の報告  上野益徳さん ６ 

京都の４人の被爆者の「被爆証言ビデオ」が公開されました ８ 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

 福島原発事故と小児甲状腺がん」 守田敏也さん ９ 

 核の戦後史  石角敏明さん １０ 

会員から会員へ❁みなさんからのお便り紹介 １１ 

２０１６年度年会費お支払いのお願い １１ 

SCRAPBOOK／ 腸内細菌の減少で免疫システムが誤作動（食べもの通信） １２ 

 東京都議会で被爆二世問題質疑 （東友） １４ 

 甲状腺がん「手術の実態解明を」 福島・家族会が要請（毎日新聞） １４ 

編集後記  １５ 

行事カレンダー  １６ 

被爆体験の継承 ４１  犠牲となった級友達に代わって語り続ける 木之下登 さん 
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『２０１５年被爆二世健康実態調査・中間報告』 

を多くのみなさんにお渡し、広めていきましょう！ 
 

■京都「被爆２世・３世の会」が昨年とりくんだ「被爆二世健康実態調査」。会報№３７（２０１５年

１１月号）で要約版を報告しましたが、今回、２０１６年度の年次総会に合わせて最終的なまとめを作

成しました。総会資料の別冊で発行いたします。 

 

■調査アンケートにご協力いただいた１０６人のみなさんにあらためて感謝申し上げます。 

とりくみに参加されたみなさんお疲れ様でした。 

 

■報告書の「はじめに」でも記述していますが、今回の調査

は私たちのとりくみの第一歩、最初のステップであると考え

ています。より多くの被爆二世のみなさん及び関係者のみな

さんにこの報告書をお読みいただき、さらに多くの二世のみ

なさんが、自らの幼い頃からのこと、自身の体験・経験をあ

らためて思い起こし、重ね合わせていただくことを願ってい

ます。そしてさらにより多くのみなさんの体験の集約がはか

られ、次のステップに、放射線被ばくの世代を超えた影響問

題の真実に迫っていけるようにしたいと思います。 

 

■調査アンケートにご協力いただいたみなさんへのお礼と、

合わせて次のステップに進んでいくために、多くのみなさん

にこの報告書をお渡しし、広めていきましょう。 

以下の提案をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会の様子です。 

① 京都「被爆２世・３世の会」の会員のみなさん自身がまずお読みください。 

② ４月２３日の２０１６年度総会にて参加者全員に配布、お渡しします。 

 総会欠席のみなさんにも全員発送、発信 

いたします。 

③ 会員のみなさん個人のつながりで調査アンケ 

ートにご協力いただいた方々に、報告書をお 

渡ししまょう。 

④ 報告書をお渡しする際、是非、感想・ご意見 

をいただくようお願いしましょう。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№４２    ２０１６年 ４月２５日 

3 

 

被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名（新しい国際署名） 

ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名 

が呼びかけられました！ 
 

 日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）から、核兵器禁止・廃絶条約の締結を求める国際署

名のとりくみがよびかけられました。日本被団協は３月２３日、東京都内で記者会見を開いて、核

兵器のない世界の実現に向けて大規模な署名運動を開始することを明らかにしました。被爆者から

よびかけられる署名は初めてのことです。とりくみは４月から開始されます。 

（「よびかけ」と「署名用紙」は次ページに掲載） 

「よびかけ」は、被爆者自らの悲惨な体験の上に、「悪魔の兵器」である核兵器の廃絶を訴えら

れています。平均年齢８０歳を超えた被爆者は、後世の人々が生き地獄を体験しないように、「生

きている間に何としても核兵器のない世界を実現したい」と切望しており、その実現のために、核

兵器を禁止・廃絶する署名への賛同をよびかける、とされています。「あなたの署名が、核兵器廃

絶を求める何億という世界の世論となって、国際政治を動かし、命輝く青い地球を未来に残すと確

信します」とよびかけられています。 

この国際署名は、ヒロシマ・ナガサキの被爆者が呼びかけ人となり、世界中から賛同者を募り、

様々な人々の協力を得て推進されていきます。次回の核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議が開かれ

る２０２０年８月までに、世界の数億人の人々の署名を目標とし、寄せられた署名は毎年の国連総

会に提出されます。特に核保有国と核の傘にある諸国民の署名を重視したいとされています。 

 記者会見に先立って開かれた国内各団体との懇談会には、１２団体の代表が出席し、国際署名を

推進する積極的な提案や意見交換が行われました。インターネット署名の推進や、運動推進のため

の体制などもこれから検討されます。 

 京都「被爆２世・３世の会」も新しくよびかけられたこの国際署名運動に積極的に参加していき

たいと思います。毎月の６・９行動など、様々な機会に署名を訴えていきましょう。 

 

 

３月２３日記者会見の様子 

今年の新春６・９行動 
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ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名 
 

被爆者は核兵器廃絶を心から求めます 

 

人類は今、破滅への道を進むのか、命輝く青い地球を目指すのか岐路に立たされています。 

1945 年 8 月 6 日と 9 日、米軍が投下した 2 発の原子爆弾は、一瞬に広島・長崎を壊滅させ、数

十万の人びとを無差別に殺傷しました。真っ黒に焦げ炭になった屍、ずるむけのからだ、無言で歩

きつづける人びとの列。生き地獄そのものでした。生きのびた人も、次から次と倒れていきました。

70 年が過ぎた今も後障害にさいなまれ、子や孫への不安のなか、私たちは生きぬいてきました。

もうこんなことは、たくさんです。 

沈黙を強いられていた被爆者が、被爆から 11 年後の 1956 年 8 月に長崎に集まり、日本原水爆

被害者団体協議会（日本被団協）を結成しました。そこで「自らを救い、私たちの体験を通して人

類の危機を救おう」と誓い、世界に向けて「ふたたび被爆者をつくるな」と訴えつづけてきました。

被爆者の心からの叫びです。 

しかし、地球上では今なお戦乱や紛争が絶えず、罪のない人びとが命を奪われています。核兵器

を脅迫に使ったり、新たな核兵器を開発する動きもあります。現存する 1 万数千発の核兵器の破壊

力は、広島・長崎の２発の原爆の数万倍にもおよびます。核兵器は、人類はもとより地球上に存在

するすべての生命を断ち切り、環境を破壊し、地球を死の星にする悪魔の兵器です。 

人類は、生物兵器、化学兵器について、使用、開発、生産、保有を条約、議定書などで禁じて来

ました。それらをはるかに上回る破壊力をもつ核兵器を禁じることに何のためらいが必要でしょう

か。被爆者は、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを、すべての国に求めます。 

平均年齢 80 歳を超えた被爆者は、後世の人びとが生き地獄を体験しないように、生きている間

に何としても核兵器のない世界を実現したいと切望しています。あなたとあなたの家族、すべての

人びとを絶対に被爆者にしてはなりません。あなたの署名が、核兵器廃絶を求める何億という世界

の世論となって、国際政治を動かし、命輝く青い地球を未来に残すと確信します。あなたの署名を

心から訴えます。 

2016 年 4 月 

よびかけ被爆者代表：坪井直、谷口稜曄、岩佐幹三（以上、日本原水爆被害者団体協議会（日本

被団協）・代表委員）、田中熙巳（日本被団協・事務局長）、郭貴勲（韓国原爆被害者協会・名誉会

長）、向井司（北米原爆被害者の会・会長）、森田隆（ブラジル被爆者平和協会・会長）、サーロー・

セツコ（カナダ在住）、山下泰昭（メキシコ在住） 

 

＜この署名は、国連に提出します＞ 
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ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名 

 

被爆者は、すみやかな核兵器廃絶を願い、核兵器を禁止し廃絶する

条約を結ぶことを、すべての国に求めます。 

 

 

私は被爆者の訴えに賛同して署名します 

 

氏   名 住   所 

  

  

  

  

  

 

＜この署名は、国連に提出します＞ 

 

                  取り扱い団体  

 

 

 

【連絡先】日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協） 

     〠105-0012 東京都港区芝大門 1 丁目 3 番 5 号ゲイブルビル 902 

     ☎０３（３４３８）１８９７ ＦＡＸ０３（３４３１）２１１３ 

 

 ＊この署名は、これ以外の目的では使用しません。 
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３月２５日／原発賠償京都訴訟第１３回口頭弁論の報告 

原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会事務局・上野益徳さん 

 

昨日の第１３回口頭弁論の傍聴に参加いただ

いた皆様、ありがとうございました。 

 

今回は１２０名ほどの方が集まって下さり、前

回に引き続き抽選となりました。 

いつもは地裁ロビーで原告が中心になって傍

聴カードのハンコ押しや景品渡しをするのです

が、支援者の方は「原告の姿が見えないなあ」と

思われたのではないでしょうか。実は、原告は事

前に弁護士会館に集まり、その日提出する準備書

面の説明や原告団としての意思統一をしていま

した。打ち合わせから戻り入廷の挨拶をした原告

団に支援者の方から激励の拍手が起こりました。 

法廷では原告側から準備書面（２７）から（３

４）が提出され、高木野衣弁護士が準備書面 （２

８）と（３３）についてプレゼンしました。 

準備書面（２８）の要点は、 

①国連人権理事会の「健康を享受する権利に関す

る特別報告者」グローバーの報告書では、被ばく

線量が年間１ｍＳｖ未満になった場合にのみ、避

難者は帰還を推奨されるべきであると明言され

ている、 

②福島県民健康調査では、それまで年間１００万

人あたり１～２名程度だった小児甲状腺がんが

先行調査で１００万人あたり３７６人、本格調査

で１００万人あたり２１３人が悪性ないし悪性

の疑いと診断されている、 

③したがって年間１ｍＳｖを超える地点を含む

地域から避難し、今なお健康被害を懸念して避難

を継続していることは相当である―というもの

でした。 

準備書面（３３）の要点は、 

①被告東電は、年間１ｍＳｖは平時の管理基準で

あり、「現在は公衆被ばく線量限度は適用されな

い」と主張している、 

②しかし、ＩＣＲＰ１９９０年勧告は、これを超

えれば個人への影響は容認不可と見なされるレ

ベルの線量として、公衆被ばく線量限度＝年間１

ｍＳｖと勧告した、 

③緊急時にはすでに年間１ｍＳｖ以上の被ばく

状況が生じているので、被ばく量を減らすの対策

を講じる場面で基準とするのが年間２０ｍＳｖ

であって、年間１ｍＳｖ以上の被ばくは平時であ

れ緊急時であれ、個々の市民にとって「容認不可」

であることに変わりはない―というものでした。 

また森田基彦弁護士は準備書面（３０）、（３１）

についてプレゼンしました。 

その要点は、 

①昨年７月に検察審査会が東電の元経営者らに

ついて起訴相当の議決をしたが 、議決書では東

電が２００７年１２月頃には長期評価に基づく

津波評価（福島県沖の日本海溝寄りの部分で津波

地震が発生すると想定）を行う方針を決め、翌０

８年６月頃には高さ１０メートルの防潮堤設置

を検討していたが、同７月に副社長が方針を変更、

長期評価による津波対策は講じられなくなった、 

②東電株主訴訟で提出された東電社内文書（０８

年２月）によると、明治三陸沖地震を基に計算し

た結果、原発敷地南側では敷地を５．７メートル

超える津波が来る可能性があることが明らかに

なっていた、 

③回収された会議の資料には「地震及び津波に関

する学識経験者のこれまでの見解及び推本の知

見を完全に否定することが難しいことを考慮す

ると、現状より大きな津波高を評価せざるを得な

いと想定 され、津波対策は不可避」と記されて

いた、 

④被告国も０６年には設計津波鷹高の推定が必

要であり、対策の必要性を認識していたにもかか

わらず、本件事故に至るまで被告東電が津波に関

する報告書を提出しなかったのを放置した―と

いうものでした。 

閉廷後に弁護士会館で行われた期日報告集会

では、原告団共同代表の福島さんからお礼の挨拶

があった後、この間の原発被害者訴訟原告団全国

連絡会の結成（２月３日）、ひだんれんの政府交
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渉＆全国集会（３月２日）の報告などが原告から

行われました。支援する会から「避難用住宅打ち

切り撤回署名」の内閣府提出行動（３月４日）に

ついて報告があった後、たまたま関西に来ておら

れ傍聴に参加された荒木田岳さん（福島大学准教

授）から連帯の挨拶がありました。 

関西訴訟原告の千葉県松戸市からの避難者Ｔ

さんと第４次原告Ｆさんも挨拶に立ち、Ｔさんは

銀座から２０キロくらいの距離にある自分のマ

ンションがとんでもない汚染状況であること、京

都・関西（大阪）・ひょうごの３訴訟が緊密に連

携して裁判を闘っていることなどについて発言。

参加予定だったひょうご訴訟原告が来られなく

なったため、初めて京都訴訟に傍聴に来られたぽ

かぽかサポートチームのＯさんが連帯の挨拶。 

会場からも数人の方が発言されましたが、進行

協議に入っている弁護士たちが帰って来ないの

で、最後に予定していた原告と支援者の交流企画

として原告団共同代表の萩原さんが娘さんと考

えたゲームを娘さんの司会で行いました。初めて

の試みにとまどいながらも 、みなさん結構盛り

上がりました。ゲームが終わっても、進行協議か

ら帰ってくる気配がないため、報告集会はお開き

となりました。 

進行協議内容がわかれば、別途お知らせしたい

と思いますが、すでに決まっていた第１６回期

日・８月３日（水）の次の期日日程が９月２３日

（金）に決まりました。いっそうのご支援をお願

い致します。 

 

 

 

昨日の傍聴に参加してくださったみなさま、京

都訴訟共同代表萩原、福島です。 

花冷えの 1日でしたが、傍聴においでいただき、

ありがとうございました。 

みなさまの熱意が、満杯、抽選になりましたこ

と原告を代表してお礼申し上げます。 

朝１０時より弁護団の川中先生から松川事件

を引用し『裁判外での世論を味方にする行動』の

大切さを聞いたり、裁判の内容などの話を森田先

生から聞いたりしました。みなさまとの法廷に入

る前の時間がとれずにおりました。しかしながら、

期日報告会で、萩原さんファミリー発案のゲーム

で交流できたことは、とても楽しい時間でありま

した。勝ったチームは原告直筆のメッセージ付き

景品が配られました。メッセージを受け取り、嬉

しかったよと今日も支援の方から感想をいただ

き、私どもも嬉しくて、心が温かくなりました！ 

関西訴訟、ひょうご訴訟、そして福島の訴訟原

告からの熱いエールもこの裁判を支えてくれま

す！ 

今後、期日は５月２７日、６月２９日（この月の

み１４時開廷）、８月３日、９月２３日と続きま

す。国や東電が資料を揃えられないなどと浅見裁

判官での結審を避けるかのような態度ではあり

ますが、弁護団のハイレベルな被告追求資料と、

プレゼンの数々。そして私たち原告の陳述書の提

出に伴う個別立証は、９月

期日から始まる予定です。

原告は、一丸となりこの困

難に満ちた裁判を、原告ど

うし助け合いつながりなが

ら乗り越える覚悟を固めて

おります。 

毎回、期日報告会も楽し

く充実した企画を考えてお

ります。今後とも、支えて

くださいますようお願い申

しあげます。 

報告集会の様子 

福島敦子さん・共同代表あいさつ 

x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://7/
x-apple-data-detectors://8/
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京都の４人の被爆者の「被爆者証言ビデオ」が公開されました！ 

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 
 

■広島平和記念公園内にある国立広島原爆死没者

追悼平和祈念館では、被爆者の被爆体験を文章や

映像など様々な方法で記録し、多くの人々に公開

することによって被爆体験の継承をはかる事業が

行われています。その一つが被爆者の証言ビデオ

です。 

■昨年、祈念館からの依頼を受け、京都原水爆被

災者懇談会と京都「被爆２世・３世の会」が協力

して、４人の被爆者の方の証言の収録が行われま

した。ビデオが完成し、この４月から公開されま

した。（１人の証言が概ね３０分程度です）今回証

言されたのは、小高美代子（こだかみよこ）さん、

濱恭子（はまきょうこ）さん、花垣ルミ（はながきるみ）さん、穂谷珠美子（ほたにすみこ）さんの４

人です。 

 

 小高さんは広島駅近くの猿猴橋商店街の一角で被爆。同居の親族を助け、郊外の中山村まで逃れ、

家族のいる山口県に行き着くまでを語られています。避難所で、息絶える間際の見ず知らずの娘さ

んのために、「母親だと言って声をかけてくれ」と頼まれるお話は胸に迫ります。 

 濱さんは３月の大阪大空襲で生死の渕を彷徨い、避難した広島でまた被爆する二重の被災体験をさ

れました。広島市内上流町で被爆、大きなけがを負ったまま逃げまどいました。親戚のある島根県

まで避難して、そこで伯父さんに当たる人の懸命の輸血で一命をとりとめることができました。 

 花垣さんは、５歳の時に被爆。避難する途中、積み上げられた死体が焼却される情景を見て激しい

ショックのあまり被爆の記憶を喪失。５８年後、６

３歳の夏に突然記憶を取り戻します。蘇った被爆の

体験は、女の子らしい、お人形やおもちゃ、小動物

達への視線が印象的です。 

 穂谷さんは段原中町で６人家族一緒に住んでいまし

たが、新聞社勤めの父親を原爆で亡くしました。母

親と兄弟姉妹みんな一緒になって父親を探しまわり

ましたが遂に遺体も遺骨も持ち帰ることはできませ

んでした。父親を失った一家は終戦後滋賀県の母親

の実家に移り住みます。一家の辛酸をなめるような

暮らしは長く続き、被爆者であることによる苦労は

絶えませんでした。 

 

■被爆者証言ビデオは祈念館地下１階の体験閲覧室で視聴することができます。 

広島に赴かれた際には是非一度祈念館を訪問され、証言ビデオを視聴されることをお薦めします。 
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■『福島原発事故と小児甲状腺がん ― 福島の小児甲状腺がんの原因は原発事故だ！』 

宗川吉汪、大倉弘之、尾崎望 著 

紹介 守田敏也さん（左京区） 

 福島の子どもたちの間に多発している甲状腺がんが、福島原発事故由

来であることを統計から明らかにした良書が出版された。主論文執筆は京

都工芸繊維大学名誉教授の宗川吉汪
よしひろ

さん。福島県の県民健康調査（甲状腺

検診）に依っている。 

これまでも岡山大学の津田敏秀さんらが考察を行ない、２０１１年～２

０１３年の同調査から全国平均を大きく上回る患者発生を明らかにして

いるが、宗川さんは違った角度から考察を進めた。 

福島県は甲状腺がんが、チェルノブイリ周辺では事故後４年以降に発症

したと決めつけ、１１年から１３年までを事故の影響前の状態を知る先行

調査、１４年以降を本格調査と位置づけ、先行調査における全国平均を上

回る患者数の確認は、スクリーニングの徹底化のためだとした。 

これに対し宗川さんは同じ手法で行なわれた先行、本格両調査の間に患

者発生数の差があるか否かを調べ、最低でも３倍以上の開きを確認。原発

事故による小児甲状腺がんの多発が明確に表れていることを証明したのである。 

宗川さんの考察を統計学的に支えたのが京都工芸繊維大学教授で数学（確率論）を専攻する大倉弘之

さんだ。その論文は数式による説明が必須であることをあって、数学に明るくない者がすぐに読み解く

ことは難しいと思われるが、今後、統計学の知識が必須となることも踏まえて、市民学習会などで理解

を深めたい。 

最後に医師として福島からの避難親子の医療相談にも関わってきた京都民医連会長の尾崎望さんが

補足を行なっている。のう胞より結節がずっと危険性が高いと思わせること、小児甲状腺に関する国際

標準から、小児甲状腺がんはまれだが成人のものより浸潤と転移の傾向が高く、より悪性度が高いこと

を指摘したことが重要だ。尾崎さんは病の多発を踏まえ、国と東電の責任で福島県だけでなく被曝量の

高い他地域を含めた健診を継続化し、結果を公表することを求めている。 

本書を、政府の責任を明らかにし、被災者を守るために活用されたい。 

（２０１６年３月２７日付・京都民報） 

 

 

 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

本の泉社 

６００円（税別） 
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■「核の戦後史」 木村朗・高橋博子 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

 「戦後は原爆投下から始まった」、という第一部の著者の指摘・「福島の被

災者は乳歯を保存しておくべき」という第二部の著者（医者ではない）の提

言、ここには、資料を丁寧にそして緻密に調べ上げた著者の思いが書かれて

いる。そしてこの本を読めば読むほど、原爆被爆者、そして２世３世は、怒

りがこみあげてくるのではないか。すでに「定説」では無くなりつつある「原

爆投下が終戦を早めた」という考えの誤りも指摘されているが、それ以上に

酷いなと感じたのは「原爆を投下しなくても、日本はすぐに降伏するであろ

う、ということがわかっていながら、何故、広島そして長崎に原爆が投下さ

れたのか？」ということを、当時の資料を基に解き明かされている。既に、

ご存知の方も多いと思いますが、また原爆投下後の「放射能の影響調査」が、

アメリカの都合のいいように、利用され隠ぺいされた事実も丁寧に調査されている。被爆者の人権を無

視して集められたデータ・原爆の放射能の人体への影響を否定または最小評価するように科学者に指示

し、そのようにでっちあげたデータで「人体への影響数値を決定していった」国際的な放射線防護基準。

そしてこの調査の結果（？）が、福島の原発事故の対策・方針にも適用されていく動き。ここでも、広

島・長崎と福島が繋がっている。また、医者ではない著者が「内部被爆」問題にも触れられており、わ

かりやすく書かれているのでは、と読ませていただきました。 

そして、１９５４年ビキニ水爆実験が行われた、日本では第５福竜丸をはじめ９００隻以上の漁船が

被爆し補償問題が浮上していた時に「Ａ級戦犯の仮釈放」「原子力予算」が国会で成立し、再軍備・原

発・原子力災害が同時進行で進んでいく時期であり、昨今ではあれだけ大きな原発事故を起こしながら

「原発再稼働」を推し進める時の政府、核に依存する体制を見直さず、軍事力や原子力体制を強化する

姿勢、どこか似ている。 

一貫して流れているのが、日本の時の政府の、アメリカべったり、というか「何も抗議せず・追認す

るのみ」という姿勢。日本が「原発廃棄」に踏み切れない背景を少しは理解できました。 

 今年の総会でお話し頂ける川口さんのお父さんも被曝された「水爆実験後」の日米の対応も触れられ

ている。現地の人に対する対応も酷いものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創元社 

１６２０円（税込） 
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■会報に感想・コメントを！ 

石角敏明さん（長岡京市） 

先日、長岡京で「中野晃一さん」を迎えて、講

演会が開催されました。その中で、私が「気」づ

かされた指摘、というかコメントがありました。

それは最近の「マスコミ」に関することで、右翼

というか保守層は、自分達の気にいらない報道・

番組に、電話・ＦＡＸ等で、抗議をする。報道機

関に抗議をすると報道を委縮させることになる。

しかし民主主義側というか、我々は良い番組でも

評価しないし、おかしいなと思う番組についても

抗議しない。みなさんもっと、行動しましょう、

という内容でした。この話を聞いて、先日の「２

世・３世の例会」で、平さんが「会報を送っても、

他県の会の人からは、コメント・感想が送られて

くるが、京都の会員さんからは、殆ど感想がこな

い」と指摘されたことを思い出し、ハットしまし

た。先ず、簡単な事、といえば失礼だが身近なこ

とから実践しない、と反省しましたが、中々実行

に移せません。すみません。 

 

■災害・事故に備えて 

平 信行さん（南区） 

 私の住む地域で概ね８０歳以上の高齢で独り

暮らしの方を定期的に訪問する活動を続けてい

ます。月１回ですから安否確認とまではいきませ

んが、様子を伺ったり、相談相手になったりと。

先日の訪問時、訪問先のある方が熊本地震の被災

を随分と心配されて５０００円の募金を預けら

れました。４月２３日の原水爆被災者懇談会と

「２世・３世の会」の総会会場でも募金を訴え、

たくさんの方からご協力をいただきました。被爆

者の方の「どこかで募金したいと思ってたけど、

その機会を探してたんや」の声が印象的でした。

熊本や大分の被災地に寄せるみなさんの思いは

熱い、と実感します。そんな時、まるでどさくさ

に紛れて、「憲法に緊急事態条項が必要」だとか、

救援輸送にわざわざオスプレイを持ち出すなど、

なんという政権なのだろうか！と思います。 

 それはさておき、独り暮らしの高齢者を訪問し

ていると、万一、地震、火災、原発事故など発生

の時、この人たちはどう避難できるのか？と深刻

に考え込んでしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

２０１６年度年会費お支払いのお願い 
 
京都「被爆２世・３世の会」の会計年度は４月１日～３月３１日です。 

まだの方、２０１６年度会費のお支払いをお願いします。年会費は２，０００円です。 

 

 振込でお支払いいただく場合は以下にお願いします。 

ゆうちょ銀行 記号０１０７０－６ 番号４７８７０ 加入者名 京都原水爆被災者懇談会 

通信欄に「２世・３世の会」会費とご記入下さい。 

 複数年のお支払いもしていただいています 

 年会費とは別に活動援助金（カンパ）のご協力もお願いしています。 
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食べもの通信２０１５年７月号（№５３３）より転載 

 

 

 

 

腸内細菌の減少で 

免疫システムが誤作動 
 

 

 

今年も年明けから４月にかけ

て、スギ花粉症が猛威を振る

っていました。テレビの天気

予報では、スギ花粉の飛散量

を毎日予測し、視聴者に注意

を促しています。 

 その予報図を見ていると、私はつい「スギ花粉

の飛散は、今に始まったことではないのに」と思

ってしまいます。 

 

アレルギーの原因物質は昔からあるスギ 

花粉やダニ 

 

私か育ったのは、三重県の明星村（現・明和町）

です。自然豊かな田舎で、私は子ども時代、野山

を駆けまわり、自然の動植物をおもちゃにして、

遊びまわっていました。 

 スギ花粉の飛散時期には、山に行けばスギの木

が真っ黄色の花粉をべったりとつけていました。

それを集めては、女の子の髪の毛に「金髪にして

あげるね」とくっつけて遊んでいました。 

 しかし、そんなことをしていても、スギ花粉症

を発症する人はいなかったのです。 

 実際、スギ花粉症は、昔の日本にはなかった病

気です。スギ花粉症の日本最初の症例報告は１９

６４年、栃木県日光市の成人男子でした。なお、

スギ花粉の飛散量は、７０年代後半以降、飛躍的

に増えています。 

 また、気管支ぜん息やアトピー性皮膚炎などの

主な原因物質は、ハウスダストに含まれている小

さなダニです。しかし、屋内に巣くうこのダニは、

昔も今も変わらず私たち人間と共生していたは

ずです。 

 そして、ぜん息やアトピーなどのアレルギー性

疾患も、６５年以前の日本には、あまり見られな

かった病気です。 

 

戦前と比べて３分の１に激減した腸内 

細菌 

 

つまり、私はアレルギーの発症には大気汚染な

どの外的要因よりも、内的要因が強く関与してい

ると考えています。では、昔と今では、日本人の

体内で何が違っているのでしょうか。 

それは腸です。腸内細菌の数が戦前の３分の１

にまで減り、日本人の腸が弱くなったことが問題

なのです。 

腸は、人体最大の免疫器官です。免疫とは、病

気を防ぎ、病気を治すために体内に備わっている

健康維持システムです。 

たとえば、私たちが風邪を引いたとき、安静に

寝ていれば数日で回復します。これは体内に侵入

した病原菌を免疫システムによって排除してい

るからです。 

 免疫システムは、「疲労回復」や「新陳代謝の

活性化」「機能低下や細胞組織の老化阻止」など

Ｄｒ.藤田の 

アレルギー新常識③ 

scrapbook 

東京医科歯科大学名誉教授 藤田紘一郎 
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にも、日々働いてくれています。つまり、今日も

私たちが元気に生きていられるのは、免疫システ

ムのおかげです。 

この免疫システムは体内のいたる所で働いて

いますが、腸には免疫組織のおよそ７割が集まっ

ています。 

 

免疫システムには細菌と粘膜の協調が 

大事 

 

なぜ、腸の力が弱まるとアレルギーを起こしや

すくなるのでしょうか。 

 アレルギー反応は、一種の免疫反応です。病原

菌などの異物を排除するために働く免疫システ

ムが、本来、人体には無害な物質（花粉やハウス

ダストなどのアレルゲン）を敵と認識し、これを

排除しようと体内の粘膜で炎症を起こしている

のが、アレルギー反応なのです。 

 鼻の粘膜で炎症を起こし、肥満細胞が破れてヒ

スタミンやセロトニンが放出されると花粉症に

なります。気管支粘膜で炎症が起こると気管支粘

膜で炎症が起こると気管支ぜん息、皮下の粘膜で

炎症が起こるとアトピー性皮膚炎になります。 

 このような誤作動が起こるのは、人体最大の免

疫器官である腸の力が弱まっているからだと、私

は思っています。 

 腸内細菌は腸の粘膜細胞と協調して、免疫反応

を起こしています。腸内細菌が少なくなると、こ

の協調作用がうまく働かなくなって、腸の動きが

低下し、免疫力も総じて低下します。 

 そうなると、免疫システムは統制力を失い、誤

作動を起こしやすくなります。この免疫の誤作動

が、本来は無害な異物に対しても執拗に攻撃を繰

り返すという事態を招いてしまうのです。 

 最近の各種アレルギー疾患の増加の背景には、

腸内細菌数の減少による免疫システムの誤作動

があると思われます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤田紘一郎（ふじたこういちろう）：医学博士。専門は寄生虫学と熱帯医学､感染免

疫学。83年に寄生虫体内のアレルゲン発見で小泉賞､00年にヒトＡＴＬウイルス伝染

経路などの研究で日本文化振興会社会文化功労賞､国際文化栄誉賞。「アレルギーの９

割は腸で治る！」ほか著書多数。 

 

Ｐｒｏｆｉｌｅ 
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■被爆二世の「がん検診」の条件拡大を 

二世・三世の実情ふまえ質問  傍聴後に都の担当係と懇談 

３月１５日の東京都議会厚生委員会で、被爆二世問題が取り上げられ、 

被爆者と被爆二世２０人が傍聴しました。この問題が取り上げられるのは、 

２０１４年３月の同委員会で被爆二世の塩村あやか都議が質問して以来。今回の質疑も被爆 

二世である和泉なおみ都議（共産党）。二人の都議は「おりづるの子」（東京被爆二世の会）の会員で

もあります。 

和泉都議は、被爆二世のがん検診を全国にさきがけてすすめてきた東京都の施策を高く評価した上

で「被爆二世の健康診断とがん検診の期間を広げてほしい、来月から被爆者の胃がん検診に追加され

る胃カメラ検査を被爆二世にも追加してほしい」と要望。被爆二世の不安については東友会が結成５

５周年事業で実施した「被爆二世実態調査」に集計された声と和泉都議自身と姉妹、被爆三世である

子どもの実状を語り、施策の充実を訴えました。 

傍聴席の被爆者や被爆二世は息を呑むよ

うに質疑を聞き、被爆二世の不安の訴えには

涙する姿もありました。 

傍聴後に、東友会の大岩孝平代表理事と執

行理事４人、「おりづるの子」の吉田みちお

事務局長が福祉保健局被爆者援護係を訪ね、

丸山泰彦係長と懇談しました。 

（２０１６年３月２５日『東友』・ 

東京都原爆被害者団体協議会の新聞） 

scrapbook 

■甲状腺がん 「手術の実態解明を」…福島・家族会が要請 

東京電力福島第１原発事故後に福島県が実施している県民健康調査で、甲状腺がんと診断された患

者ら９家族でつくる「３１１甲状腺がん家族の会」は１２日、患者に実施された手術の実態解明を求

める要請書を、健康調査検討委員会の星北斗座長（同県医師会副会長）に提出したことを明らかにし

た。  

 健康調査では昨年末までに、事故当時１８歳以下だった１６６人が甲状腺がんやその疑いと診断さ

れ、同３月末までに９７人が手術を受けている。だが、検討委は先月公表した中間まとめで「将来的

に診断されたり、死に結びついたりすることがないがん」を多数診断している可能性があると指摘し

ている。  

 要請書は「中間まとめに従えば、不要な手術により（甲状腺を）摘出された可能性がある。大変な

ショックと不安を抱えている」と指摘。本来不要な手術は何例あったのかの説明▽医療過誤に詳しい

専門家を含む第三者機関の設置−−などを求めている。家族の会は先月発足した。検討委に実態解明を

求めるのは初めて。                   （２０１６年４月１２日 毎日新聞） 
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▼２０１６年度年次総会は４

月２３日（土）開催、無事終

了することができました。総会

の詳細な報告は次号会報（５月号）

で行ないます。 

今年の総会は記念トーク「父の死が放射線のせ

いだと知った時」への関心が高く、４７人のみな

さんの参加で開催することができました。“核の

脅威から解き放たれる社会をめざして”― 私た

ちの活動の基本目標ですが、具体的には広島・長

崎、ビキニ、福島と、一つひとつの事件の真相を

明らかにし、解決を目指すことによって実現され

ていくものです。その一歩を今回の総会で行なう

ことができました。この機会を通じて、ビキニ被

災の真実を追求し救済を求めている人達とも末

永く続く交流、ネットワークを形作っていきたい

と思いました。 

▼明日４月２６日はチェルノブイリ原発事故発

生から３０周年です。世界の人々とも手をつない

で。（平）

２０１６年４月４日 

「県民健康調査」検討委員会 星北斗座長殿 

手術実態の解明に関する要請書 

春暖の候、貴下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。 

さて去る３月３０日、福島県のホームページにて、「福島県民健康調査」検討委員会の中間とりま

とめが公表されました。 

同報告書によると、甲状腺検査について、「わが国の地域がん登録で把握されている甲状腺がんの

罹患統計などから推定される有病数に比べて数十倍のオーダーで多い甲状腺がんが発見されてい

る。」とした上で、「将来的に臨床診断されたり、死に結びついたりすることがないがんを多数診断

している」可能性を示唆しています。 

県民健康調査の先行調査においては、甲状腺がん疑いと診断されている子どもの大半が、すでに手

術を終えています。検討委員会の中間とりまとめに従えば、これらの子どもたちは、「将来的に臨床

診断されたり、死に結びついたりすることがないがん」を、不必要な手術により摘出されてしまった

可能性があるということに他なりません。 

この中間とりまとめを受け、本会の会員は、大変なショックと不安を抱えています。つきましては、

以下について、早急にご対応していただきますようよろしくお願いいたします。 

記 

１. 現在までに施行されている手術のうち、いったい何例（あるいは何割）が、本来であれば必要の

ない手術だったのか。国立がんセンターのデータをもとに、疫学的な推計を算出してください。 

２. 医療過誤に詳しい法律家や病理学の専門家を含めた第三者検証機関を大至急設置し、手術を終え

た子どもたちの臨床データ（腫瘍の成長速度、組織診断内容、再発や転移の状況など）を県立医

大から入手した上で、実際にどの子どもに過剰治療（医療過誤）が起きているのか、実態を解明

してください。 

３. 第三者委員会の調査により、１の推計値と一致するような多数の過剰診療が起きていないと判断

された場合、中間とりまとめの内容を見直してください。 

以上 

３１１甲状腺がん家族の会代表世話人 河合弘之 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

５ １ 日 メ―デ― 

 2 月  

 ３ 火 
憲法記念日／生かそう憲法守ろう９条 5・３憲法集会ｉｎ京都（１４時・円山音楽堂） 

ＥａｒｔｈＣａｒａｖａｎ２０１６京都（１０時・梅小路公園） → ５月４日（水） 

 

 

４ 水 みどりの日 

 ５ 木 こどもの日 

 ６ 金 ６・９行動                              キンカン行動 

 ７ 土 京都原水協定期総会（１３時３０分・ラボール京都） 

 ８ 日 母の日、世界赤十字デー 

 ９ 月 ６・９行動 

 １０ 火 
ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（１１時・大阪地裁） 

セヴァン・スズキの Bethechange ツアー2016（１８時３０分・キャンパスプラザ） 

 
 １１ 水  

 １２ 木  

 １３ 金 キンカン行動 

 １４ 土  

 １５ 日 

葵祭 

レイチェル・カーソン関西セミナー「原発事故と健康への影響」（１４時・ヒロセビル） 

沖縄返還（１９７２年） 

 １６ 月 第１１回大飯原発差止京都訴訟（１４時・京都地裁） 

 １７ 火  

 １８ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １９ 木 戦争法廃止をめさす行動の日 

 ２０ 金 キンカン行動 

 ２１ 土  

 ２２ 日  

 ２３ 月  

 ２４ 火  

 ２５ 水  

 ２６ 木  

 ２７ 金 第１４回原発賠償京都訴訟（１１時・京都地裁）             キンカン行動 

 ２８ 土 国際アムネスティ記念日 

 ２９ 日  

 ３０ 月  

 ３１ 火  

 


