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国の責任が３度認められ、自主避難の相当性も広く認められた！ 
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１部 年次総会議案の討論と決定 １３：３０～１４：３０ 

 ２０１７年度の活動のまとめ、２０１８年度の活動方針を話し合い、決めていきます。 

 会員のみなさんの思いを出し合い、交流も深めましょう。 

 総会の議案は別途お送りします。会員のみなさんの総会ご出欠のご連絡をお願いいた

します。 

２部 学習記念講演 １４：３０～１６：３０ 

●記念講演 高橋博子さん（明治学院大学国際平和研究所研究員） 

（仮題）アメリカ公文書から原発と核兵器推進体制の闇に迫る 

「ＡＢＣＣによって、２万件以上にもなる死産児、新生児の検体の標本とデータが秘かにアメリカに

送られていた」。高橋博子さん木村朗さんの共著『核の戦後史』で明らかにされている一節です。原発

と核兵器推進体制は闇の中でどのように形成されていったのか。私たち被爆２世・３世の原点にも関わ

る真実について、学んでいきたいと思います。 

 

★京都「被爆２世・３世の会」の総会・記念講演はオープン企画です。会員外のみなさん

にも広くお知らせ、ご案内下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年度年次総会のお知らせ 

■日  時 ２０１８年４月２２日（日） １３：３０～１６：３０ 

■会  場 ラボール京都４階第一会議室 （中京区四条御前） 

２０１８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。 

２０１８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。 

 ４月２２日の年次総会の場でも受領いたします。 

 複数年のお支払いもしていただけます。 

 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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原発賠償京都訴訟判決言い渡し（2018年 3月 15日） 
国の責任を３度認め、自主避難を広く認めて救済の途を切り拓く！ 

報告 平 信行（南区） 

 

■闘い抜いた原告１７４人 

東京電力福島第一原発事故によって故郷で住

み続けることはできないと決断し、京都に避難し

てきた人たちが、避難することの権利と損害賠償

を求めて闘ってきた集団訴訟・原発賠償京都訴訟。

その判決が２０１８年３月１５日（木）午前１０

時から京都地裁大法廷で言い渡されました（浅見

宣義裁判長）。 

この裁判で提訴した原告は３次にわたり、第一

次：２０１３年３３世帯９１人、第二次：２０１

４年２０世帯５２人、第三次：２０１５年１１世

帯３１人、合計５７世帯１７４人です。京都の場

合、原告のほとんどが自主避難者（国の定める避

難指示地域を超えた地域からの避難者）であるこ

とが大きな特徴でした。福島県からの避難者が５

０世帯１５４人、福島県以外からの避難者も７世

帯２０人（宮城県、茨城県、栃木県、千葉県）あ

りました。 

第一次の提訴から判決まで４年６ヶ月の月日

を要しました。 

 

判決の要旨は以下の通りでした。 

１. 原発事故発生に至る国の責任を断罪 

 東電の責任は当然として、国の責任も認めら

れました。遅くとも２００６年（平成１８年）

には長期評価によって、三陸沖から房総沖に

かけての大地震発生の可能性が予見されて

おり、国は電気事業者に対して襲来する津波

の高さの試算、必要な対策を命じることがで

きた。しかし国はそれを怠ったという断罪で

す。国が本来の役割をきちんと果たしておれ

ば原発事故、原発災害は回避することができ

たのです。 

 先行して下されてきた前橋地裁、福島地裁の

判決でも国の責任は認められており、今回の

京都地裁が国の責任を認める３度目の判決

です。相次ぐ司法判断の積み重ねはもはや国

の責任は動かし難いものになってきていま

す。 

 国は原告に対する損害賠償だけでなく、被害

者全体の健康被害対策、生活保障、住宅保証

など、救済のためのあらゆる施策を早急に具

体化しなければなりません。 

２. 広く認められた自主避難の相当性 

 原告は公衆被ばく線量限度年間１ｍＳｖを

超える地域には被ばくの危険性があり、深刻

な土壌汚染の実態なども含めて避難の相当

性を訴えてきました。これに対する判決は、

低線量被ばくに関する科学的知見は未解明

の部分が多く、空間線量が年間１ｍＳｖを超

える地域からの避難がすべて相当だとは言

えないとしました。一方、国の主張する年間

被ばく線量２０ｍＳｖがそのまま避難の相

当性を判断する基準にもならないとしまし

た。 

 その上で判決は避難の相当性の判断基準を

以下のように示しました。 

 本件事故時、避難指示対象区域に居住し

ていた者。 

 本件事故時、自主避難対象区域に居住し

ていて、事故から１年後（２０１２年）

４月１日までに避難した者。 

 妊婦、子どもが先に避難していて、その

後２年以内に妊婦や子どもと同居のた

めに避難した者。 

 本件事故時、自主避難対象区域外（会津

地域、福島県外）に居住していたが、個

別具体的事情により、上記と同様の条件

にある者。（個別具体的事情として、原

発からの距離など７つの要素が示され

ました） 

 この基準によって、１４３人の原告が避難の

相当性を認められ、一部認められた原告６人、

認められなかった原告１５人となりました。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№６５   ２０１８年３月２５日 

４ 

 避難の相当性を認める時期や地域を一部限

定するなど不十分さを残す基準でした。しか

し、自主避難者にも避難の相当性＝避難の権

利を広く認め、自主避難者救済への途を開く

判決でもありました。国の定める避難指示地

域の基準や範囲は実質的に否定されたに等

しいものでした。 

３. 疑問点をはらみつつも前進した損害賠償

認定 

 判決は、国による避難の指示があるなし関わ

らず、避難の相当性が認められる場合には損

害も認定されるとしました。しかし、自主避

難者に対しては避難時から２年間だけを損

害認定する期間とし、疑問の残るものになり

ました。避難生活を続けている人たちの深刻

な実態からするとあまりにも短い期間設定

ではないかと思われます。 

 損害の認定は原告個別の実態に基づいて行

われ、損害を認定された原告は１１０人、棄

却された原告は６４人、認定金額の合計は約

１億１０００万円（訴えは８億５０００万円）

でした。 

認められた損害賠償額は決して十分なも

のとはいえませんが、原告のみなさんがこれ

まで置かれていた厳しい状況や、先行してき

た判決事例からは大きく前進した判決であ

ったと思われます。 

 

■「もう自分を責めなくてもいいよ」に涙 

判決の後、会場を京都弁護士会館に移して報告

集会が行われました。ステージには３０人の原告

が並び、全員が今日の日の感想と思いを述べられ

ました。最も印象的だったのは「いろいろなもの

を犠牲にして避難してきたが、本当に避難してよ

かったのかといつも悩み続け、葛藤に苦しんでき

た。今日やっと、避難したことは正しかったのだ

と認めてもらえた」と述べられた感想でした。別

の原告も「これでもう自分を責めなくてもいいよ、

と夫に報告できる」と話されました。我が子と家

族の命と健康のために、故郷を離れ、人々との絆

も失い、仕事も辞め、子どもたちの学校とも別れ

て、避難先で暮らし続けることが、どれほど大変

なことであったか、闘いであったか。原告のみな

さんのご苦労と心情にあらためて思いを馳せる

瞬間でした。 

もう一つ、この日の報告集会には親子で参加さ

れた原告も数組ありました。７年前の原発事故発

生のあの日は、まだ小学生だった子が高校生とな

り、まだ高校生だった人が成人となり、この日を

迎えて、一人ひとり原告として立派な感想とこれ

からの決意を述べられました。それは親を超える

ほどの力強いもので、原発との闘い、避難生活の

苦労、裁判の闘いは、子どもたちをこれほどまで

に成長させるのか、と驚くばかりでした。 

 

■舞台は高裁へ 

今回の判決について、弁護団は「１００点満点

で８０点の判決」と評価されました。いくつもの

前進面を切り拓いた判決でしたが、残された課題

も少なくありませんでした。裁判所の示した避難

の相当性基準では認められない世帯も３世帯生

じました。自主避難者の避難の相当性期間も２年

間に限定されました。損害認定額も求めた水準か

らはかなり距離があります。そして、「被ばく線

量年間１ｍＳｖを超える地域はすべて避難相当

とは言えない」という判断も放置できないもので

す。 

このような事情から原告団は揃って控訴する

ことを決意されています。国、東電側も間違いな

く控訴してくるでしょう。舞台は控訴審へ、大阪

高等裁判所に移っていきます。最後の勝訴を勝ち

取るまで、京都「被爆２世・３世の会」も原告団

を支援する会の一員として、共に闘い、これまで

以上の支援をとりくんでいきたいと思います。
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原発賠償京都訴訟判決の日レポート 

２０１８年３月１５日 京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

 

スタッフは９時に弁護士会館のホールにいっ

たん集合し、役割分担を確認して裁判所に行くと、

すでに見たこともないような大行列ができてい

ました。その後も続々と人が集まって来ます。遠

く福島県から来られた生業訴訟の中島原告団長、

いわき被害者訴訟の早川原告団長、群馬訴訟の原

告・丹治さん、かなわが訴訟の村田原告団長、東

京訴訟の鴨下原告団長、関西訴訟の佐藤副代表、

ひょうご訴訟の橋本原告団長など主だった訴訟

の代表の方々の姿も見えます。メディアも報道各

社のほか、アワプラネットの白石草さん、おしど

りマコ＆ケンさん、フリージャーナリスト の吉

田千亜さん、添田孝史さんなどの著名人の姿も。 

裁判所の職員に聞いたところでは、傍聴整理券

は３７０枚出たそうです。私はいつものように抽

選に外れ、せめて各訴訟原告団一人には入っても

らおうと傍聴券をかき集め、渡すべき人を探すの

ですが、なにせ人が多すぎて見つけるのに一苦労。

それでもなんとか手渡して、旗出しの写真を撮る

ために報道陣が集まる門の外へ出て位置を確保。

しばらくすると、白土弁護士と清州弁護士の二人

が走り出て来て、「三度 国の責任を認める」「一

部勝訴」の垂れ幕を掲げました。前者には「やっ

た！」ですが、後者の「一部」が気になります。 

 

そのあと弁護士会館のホールに移動しました

が、ホールの中はビデオカメラがずらーっと並び、

一角には記者席 があるため、実質傍聴者用の椅

子はせいぜい１４０席ぐらいしかありません。座

れない人は壁際に立っています。法廷では判決言

い渡しが続いているので、閉廷し、その後の囲み

取材が終わるまで、「京都訴訟の歩み」と先日の

バイバイ原発きょうと集会での原告のリレーア

ピールの映像を観てもらいました。閉廷し、原告

団と弁護団が帰って来ても、原告団の席は舞台上

に設営してあり、ビデオはその舞台のスクリーン

に向けて映されているので、座る場所がありませ

ん。ビデオ上映が終わって、舞台の上に約３０名

の原告がずらーっと並び、囲み取材から原告団共

同代表と弁護団長・事務局長が帰って来るまで、

傍聴者とお見合い状態です。綱渡りの運営が続き

ます。 

やっと４人が帰って来て、判決報告 集会が始

まりました。 

 

判決についてはすでに新聞各紙が報じていま

すが、少しだけ触れます。詳しくは弁護団の分析

を待ちたいと思います。 

責任論については津波は予見可能だったとし、

被害の防止措置は経済産業大臣の権限行使によ

ってしかなし得ない、権限不行使は職務上の法的

義務に反し違法。国は国賠法に基づき賠償する責

任を負うとしました。責任割合についても、国は

東電とともに、全額について責任を負うとしまし

た。 

 

避難の相当性については、空間線量が年間１

mSv を超える地域からの避難および避難継続はす

べて相当であるという原告の主張は採用できな

いとする一方、政府による避難指示の基準（年間

追加被ばく２０mSv）がそのまま避難の相当性を

判断する基準ともなり得ないとし、 避難の相当

性の判断基準を示しました。 
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自主的避難等対象区域からの避難については、

①２０１２年４月１日までに避難したこと、②妊

婦または子どもの避難から２年以内に妊婦また

は子どもと同居するために配偶者または親が避

難したこと、という条件を設け、その条件に合致

する場合は相当性を認める（ただし、損害は避難

時から２年間のみ認定）としました。 

自主的避難等対象区域外（会津地方、福島県外）

からの避難についても、空間線量、避難時期（事

故当初）、居住地の自主的避難者の多寡、子ども

や放射線の影響を特に懸念しなければならない

家族の存在などの要素を考慮して判断するとし

ました。その結果、過去の判決では認められなか

った会津地方、栃木県の大田原市、千葉県の松戸

市 、柏市からの避難が認められました。また生

業訴訟では認められたものの賠償金額がわずか

１万円とされた北茨城市からの避難についても

自主的避難等対象区域からの避難とそん色のな

い金額が認められました。恐らく避難の相当性を

認めたケースについては損害について地域によ

る格差をつけなかったのではないかと思います。

一方で、宮城県仙台市、茨城県つくば市から避難

した３世帯については認められませんでした。 

判決内容について説明があったあと、舞台上に

並んだ原告が一人ひとり感想や思いを述べまし

た。ある女性は「避難したことは正しかったと認

めてもらえた」と語り、別の女性は「これで自分

を責めなくてもいいと夫に報告できる」と涙なが

らに語りました。ある男性は「子どもが一番 か

わいい時期を一緒に過ごすことができなかった。

毎年１歳ずつ若返ってくれたらと思う」と述べ、

別の男性は「福島で子育てすることを楽しみにし

ていたのにできなくなった。その責任を取ってほ

しい」と思いを語りました。避難の相当性を認め

られなかった女性は「子どもを守りたい気持ちは

一緒なのに、なぜ認めてくれないのか」と悔しさ

をにじませました。高校生二人も「私たちを守る

ために避難してくれた両親に感謝している」「こ

れからは子どもたちが立ちあがるべきだと思う」

と発言し、会場の涙を誘いました。 

そのあと、各地から駆け付けてくれた各訴訟団

から連帯の挨拶を受け、京都原告団を支援する会

の共同代表の橋本宏一さん、石田紀郎さん、平信

行さんからの挨拶、支援する会の奥森 事務局長

から今度の取り組みについての報告があり、散会

しました。 

長い間、京都訴訟を支えていただき、ありがと

うございました。国と東電は必ず控訴してきます

し、原告側も認定されなかった３世帯があり、認

定されても遅れて避難した家族が否認されたり、

損害が避難から２年間しか認められないなど、そ

れぞれ不満があり、原告団として控訴する意向を

固めています。今後とも、ご支援をよろしくお願

いします。 

今日（３月１６日）、東京訴訟でも国の責任が

認められました。もうこの流れは覆すことはでき

ないでしょう。政府を統一交渉に引っ張り出すよ

う、他の訴訟団とも連携を強めて行きます。 

なお、４月２９日にキャンパスプラザ京都で判

決報告集会を行ない、そこで弁護団から京都地裁

判決の分析結果も報告する予定です。午後からは

近畿訴訟団交流会を兼ねてレセプション（別途、

参加費が必要）があります。詳細が決まった時点

でまた連絡しますので、ぜひご参加ください。
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原告団からのお礼のメッセージ 

 

支援の会のみなさまへ 

 

暖かい春の日差し照る京都地裁にて、３月１５日、原発賠償京都訴訟の一審判決が出されました。 

 

私たちの判決に、世界中のみなさまがお心を寄せくださり、結果は、東電のみならず国の責任を明確

に認めた「一部勝訴」というものでした。 

 

主張を棄却された原告世帯もいる中で、この５年間の様々な思いが交錯して、私たち原告の顔には涙

がつたいました。 

 

判決では、避難の正当性が２年間という期限付きではありますが初めて認められました。また、損害

論においても柔軟な態度を示してくださいました。 

避難の相当性があると認められた地域も、会津、千葉、茨城、栃木と広がりました。 

 

避難の相当性が認められなかった仙台市、つくば市の原告の主張。認められた原告においてはそれぞ

れの認容額は、今までの判決に比べるとずっと良いと思います。しかし被害に照らし合わせると納得出

来ない所はあります。 

 

ですが支援の会のみなさまをはじめ全国に広がる原告、支援者の皆さまのネットワークのお力添え、

時間ある限り細部にもこだわり被告へ切り込んでいった弁護団の先生方の専門的、技術的な対策、一丸

となり勇気を振り絞り声をあげてきた原告たち、京都訴訟ならではの「三つ巴」で頑張ってきた提訴か

らの５年間が認められたことは深い意義があります。 

 

２か月に３回行われた本人尋問の時でも、天候が荒れた日の署名活動でも、避難者の住宅打ち切りに

対する議会への働きかけでも、原告の声を民意へ 訴えるためのイベントの数々を企画し呼んでくださ

ったり、サポートしてくださったりとこの訴訟のために献身的にそして「我がこととして」いっしょに

今日まで寄り添ってくださいました。 

 

今後は襟を正し、あらたな闘志をもって、原告全員の賠償、「避難の権利」の獲得に向け、大阪高等

裁判所へ控訴する意向です。 

 

どうか原告とともに完全な勝ちをつかむその日まで歩んでくださいますよう心からお願い申し上げ

ます。 

 

今日は、東京訴訟の判決日。２２日はいわき避難者訴訟の判決日です。 

勝訴が続き、皆様と原告が笑顔になる結果が早く訪れますように。 

 

２０１８年３月１６日 

原発賠償京都訴訟 原告団 共同代表 萩原ゆきみ、福島敦子 
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『新ヒバクシャ』に『能力減退症』が始まっている 
 

三田医院 三田茂 

 

 

２０１１年３月１１日の東日本大震災に引き続く東京電力福島第一原子力発電所の爆発により、福島

はもちろん東日本は広範囲に放射能汚染された。 

東京都で開業医をしていた私は、当院患者さんたちの体調の変化に気付き、首都圏住民を中心に約４

０００人の検査、診療を行ってきた。 

 

２０１１年から２０１６ 年 

 

私の患者さんたちは、放射能回避の意識の強い人たちなので現在まで重症の疾病の発生は目立たない。 

しかし、異常な鼻血、皮下出血（アザ）、リンパ節の腫れ、下痢、喘息副鼻腔炎などの呼吸器疾患の

多発、難治化、ケガ、キズ、皮層炎の治りの悪さ等が気になった。 

本来小児特有の病気である手足口病やヘルパンギーナが成人にも多く見られたり、主に高齢者の病気

である帯状疱疹が小児にも多く見られたり、他の性病は減少傾向なのに梅毒のみが激増したりしている

ことは統計からも明らかで、注目すべき変化である。 

私は国の定める電離放射線検診に準じた血液検査を、乳幼児から老人、約４０００人の受診者に施行

してきた。 

小児、特に乳幼児に顕著だった白血球減少は、２０１２年までの１年間は ホットスポットとして知

られる東京東部から東葛エリアで目立ったが、その後は西部の武蔵野エリアにも広がり、今や首都圏は

どこでも同じとなってしまった。 

巷では、主に福島の甲状腺癌の話題ばかりが取りざたされるが、そのことのみを論じていては全く不

足である。 

白血球の減少、白血球像の変化、諸々の自覚症状、感染症のプロフィールの変化、疾病の進行の様子

の変化、診断がつきにくく治療の反応が悪くなってきていることなどを分析、議論すべきである。 

私の観察によれば、東京首都圏居住者の健康被害は明らかであり、福島県の汚染の少ない地域や北関

一昨年の１１月２７日、京都「被爆２世・３世の会」で企画した講演会『福島の被曝、そして広

島・長崎の被爆の重ね合わさるもの』でお話しいただいた岡山市在住の三田茂医師が、論文『「新ヒ

バクシャ」に「能力減退症」が始まっている』を著わされ、提唱されました。 

京都「被爆２世・３世の会」のみなさんに、会報掲載を通じて紹介いたします。 

三田先生は、主に首都圏のみなさんの診断をされ、東日本の人々に特徴的に表れている問題とし

て論じられてきましたが、最近は「『能力減退症』症状の訴えが、西日本在住の人たちにも散見され

るようになった」と記されています。 

私たちが直ちに医学的見解、見識を持つことは不可能ですが、例えば、この論文で紹介されてい

るのと同じような症状をお持ちの方、あるいは懇意にされている医師の方等々に紹介し、一緒に考

えていく機会にしてはどうかと思います。（平） 
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東の住民のそれよりもむしろ深刻である。 

 

『新ヒバクシャ』とは？ 

 

各症状の程度は個人差が大きいが、差はあっても、東日本居住者は全てが影響を被った当事者である

と認識し直すべきであり、今回私は『新ヒバクシャ』という概念を提唱する。 

２０１１年福島原発爆発事故により放射能被曝させられた私たちは、ヒロシマ・ナガサキの、ビキニ

の、チェルノブイリの、湾岸戦争の、そして軍事や核産業に従事するヒバクシャたちに引き続く２１世

紀の『新ヒバクシャ』として自身を再認識し、自ら健康を保持しなくてはならない。 

また医療者は診療にあたり、今までの医学常識が今後通用しなくなる可能性を忘れてはならない。 

福島原発事故は未だ収束の見通しもなく、２０１７年の時点で首都圏においても降下物、水道水とも

放射性物質が検出（原子力規制委員会による）され続けている。 

『新ヒバクシャ』は長期にわたる低線量被曝を受け続けている点で、過去のヒバクシャとは異なる特

徴がある。 

チェルノブイリ等の先人の研究は当然尊重し参考にしつつ、しかし全く新たな健康被害が発生する可

能性を忘れてはならない。 

 

『能力減退症』とは？ 

 

それまでも訴えはあったが、『新ヒバクシャ』たちの生活に影響を及ぼす症状が２０１６年頃から急

に増加しその程度が強くなってきた。 

 

記憶力の低下 ものおぼえの悪さ 約束の時間を間違える メモを取らないと仕事にならない 

疲れやすさ 仲間についていけない 長く働けない 頑張りがきかない だるい 疲れると３～４日 

 動けない 昔できていたことができない 怒りっぽく機嫌が悪い 寝不足が続くと発熱 

 する（小児に多い） 

集中力、判断力、理解力の低下 話の飲み込みが悪く噛み合わない ミスが多い 面倒くさい 新聞や本 

 が読めない  段取りが悪い  不注意  やる気が出ない  学力低下  能 

 力低下 頭の回転が落ちた 宿題が終わらない 

コントロールできない眠気 倒れるように寝てしまう 学校から帰り玄関で寝てしまう 昼寝をし 

 て気付くと夜になっている 居眠り運転 仕事中に寝てしまうので仕 

 事をやめた 

 

第２次大戦後、ヒロシマ・ナガサキのヒバクシャにも同様の症状は非常に多く見られ、都築正男東大

名誉教授は「慢性原子爆弾症の後障碍」と、肥田舜太郎医師は「原爆ぶらぶら 病」と記載した。これ

らの症状はビキニのヒバクシャ、チェルノブイリのヒバクシャ、核産業のヒバクシャの多くをも悩ませ

続けている。 

今回私はこの現象を新たに『新ヒバクシャ』の『能力減退症』と呼びたいと思う。 

 

さらに臨床医として日々の診療、治療で感じているのは、疾病が典型的な経過を取らないので診断が

困難な症例、病状の悪化に伴うはずの身体所見（炎症所見など）や血液検査データの変化が乏しく判断



京都「被爆２世・３世の会」会報№６５   ２０１８年３月２５日 

１０ 

を誤りやすい症例、治療に対する反応が悪い症例を少なからず経験することである。 

 

病原菌に対する防御力の低下 ちょっとした病気にかかりやすい 

身体の免疫力の低下、あるいは時間的な遅れ 感染に際して期待される白血球増多がみられず、あるいは 

 遅れるために治療が効果を表すのに時間がかかる  

 生体の反応が間に合わなければ深部感染症に進行し予想 

 外に急速に敗血症から死に至ることもあり得るのではな 

 いか 

傷害組織の治癒力の低下 小さなキズの治りが悪い 皮層炎が治りにくい 蜂窯織炎が多い 

 

これらを含めた、多面的「能力」の「減退」―『能力減退症』が事故後３～４年を経て急速に増えて

いることを感じ、危惧するのである。 

 

『能力減退症』の原因 

 

これらの困った症状が、東日本から西日本への移住、保養ではっきり改善することは多く、また東日

本に戻ると悪化する体験を多くの『新ヒバクシャ』が持っている。 

『能力減退症』の原因が放射能被曝単独であるとの証明まではできないが、旧来のヒバクシャたちの

経験した症状との強い類似性から考えると原因の中心に放射能被曝があることは間違いないであろう。 

また、１９８０年代から強く認識されるようになった化学物質過敏症の症状の中にはこれらと非常に

類似した記載があることから、『能力減退症』とは、一部化学物質過敏症的であるとも言えるし、放射

能被曝によって身体の感受性が変化して化学物質過敏症の発症をも誘発したという可能性もあるだろ

う。 

例数は少ないが、ＭＲＩなどの脳の画像診断を行った結果では、中枢神経にはっきりと認識できる病

的変化は起きていないし、認知機能検査も正常範囲である。 

話題となりやすい甲状腺ホルモンレベルは、健常人の値とかわりなく変化は全く見られない。 

 

私は２０１７年３月頃より『能力減退症』を訴える患者さん約１００名を中心に、脳下垂体－副腎皮

質ホルモン検査を行った。具合は悪いが寝込むほどではなく、不便ながらも生活できているくらいの人

たちの上記ホルモンレベルは、正常の下限周辺から低値であり、元気な人たち（正常中央値に近い）と

比較して分布が明らかに低く偏ることが示された。 

この相対的脳下垂体－副腎皮質機能低下症というべきホルモン異常の状態が『能力減退症』の原因の

大きな一つであるのは、後述の治療によって生活能力が実用的に大きく回復することからも確実である。 

 

『能力減退症』の治療 

 

今まで医学的にはっきりした病名のつかなかったこれらの症候は、したがってその治療に今までは積

極的なものはなく、「ヒビの入った容器として大切に取扱う外ない（都築）」「無理な生活を避けしめる

ように指導する（都築）」というに留まっていた。 

「無理をせず、休息を十分取り、早寝する」といった指導は確かにある程度は有効であった。しかし

『能力減退症』の症状は、２０１６年頃（被曝後５年）から症例数は多く、程度は強くなっており、生
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活指導のみでは不充分で、就学、就労に差し支えるほどになってきた。 

相対的に不足している副腎皮質ホルモンは、経口的に補充投与して正常レベルに近づけることが可能

なので、２０１７年４月よりそのような治療を開始したところ、その約 ７０～８０％ が「能力」の回

復を実感した。 

眠気が取れた 霧が晴れた感じ 昔のように働ける 元のように明るくなったと言われる 

若くなったと言われた 気分が上向きになった スムーズに理解できる 頭の回転が３０％から８

０％に上がった できなかった宿題がすぐ終わる  イライラしなくなった  不安なく運転できる  目

のかすみが取れる等々 

 

相対的脳下垂体－副腎皮質機能低下症に対しては、注意深く不足ホルモンの補充をすることで『能力

減退症』症状の改善が得られたが、しばらくの治療の後、減薬、休薬すると再び症状が悪化する例が多

いことも事実で、副作用を起こさないように個々に内服量を調整しながら治療を継続している。 

 

『能力減退症』と明確に区別できない強い自律神経症状に悩まされている人もまた多いが、このよう

な人は化学物質過敏症を併発している可能性（もともとあった過敏症が悪化していることも）も高く、

化学物質を回避する指導が有効であることも多く経験している。 

ある種の漢方薬治療も症状改善に結びつくことが多く、ホルモン低下症例に対しても効果を示すこと

が多いよう である。 

 

『新ヒバクシャ』の皆さんに 

 

２０１１年以降東日本に住んでいた、あるいは今も住んでいる人たちは、自分自身を『新ヒバクシャ』

としてしっかり認識し、体調の変化、疾病に対応していただきたい。 

「歳をとったから」などと安易に納得せず、前述の諸症状にあてはまる点はないか考えて欲しい。チ

ェルノブイリでは、ヒバクー老化と考える人も多い。 

私が最も心配するのは、感染に対する反応性の低下である。 医療機関で行った検査では大きな異常

がなく、医師に「軽症あるいは異常なし」と言われたとしても、自覚的に体調が悪ければ、しつこくそ

れを訴えて欲しい。『能力減退症』では身体の防衛反応が低下するため、検査データが異常を示しにく

くなるので、本当は意外に重症かもしれないからである。 

 

医療者、とくに開業医の先生方に 

 

症状と診察所見と検査データが乖離している、診断がつかない、治療効果が思うように上がらないと

きには、『能力減退症』の可能性をも考えていただきたい。 

 

白血球数は、増多（抵抗力大）より減少（抵抗力小）が、むしろ病勢の悪化、重症化を示しているか

もしれない。 

コルチゾール低下傾向の人が多いので、その補充が功を奏する可能性もある。 

当然のことと考えている自然治癒力が低下すると治療にも工夫が必要となる。 

 

チェルノブイリ原発事故前に５０ヶ月ほどであった胃癌・肺癌患者の余命が、事故後１年で２ヶ月ま
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で短縮したというウクライナの論文（京大原子炉実験所 今中助教編）があることも知ってほしい。 

 

再び『新ヒバクシャ』について 

 

この２～３年、眠気が強い 病気にかかりやすい 急に老けた 仕事が辛い 物忘れが激しい とい

った『能力減退症』症状の訴えが、西日本在住の人たちにも散見されるようになった。 

化学物質過敏症、電磁波過敏症の悪化も無視できない。 

アメリカからの旅行者が、子どもの症状を当院で訴えたこともある。 

低線量被曝は広く考えれば、全日本、全地球規模のものであり、もともと虚弱体質の人や障がい者、

難病患者さんたちは、２０１１年以降その影響を強く受けた印象がある。 

『新ヒバクシャ』には『能力減退症』以外にも注意すべき症状が起きることがある。 

免疫力は低下するのみでなく暴走することもあるが、自己免疫疾患の増加、アレルギーの悪化、更に

はアナフィラキシー様発作の増加は気になる。 

 

むすび 

 

ヒロシマ・ナガサキのヒバクシャ、ビキニのヒバクシャの医療に当 たった都築正男東大名誉教授は、

昭和２９年「慢性原子爆弾症について」のおわりに 

「臨床醫學の立場からするならば（中略）慢性原子爆弾症の人々に何かの異狀を認めたならば、それが

自覺的で苦悩であろうと、他覺的の症狀であろうと、對症的だけの處置だけでも之を施して善處するの

が臨床醫學の責務ではあるまいか。學間的に未解決であるとの理由で拱手傍観することは避けたいもの

である。」とし 

「病者と共に苦しみ共に楽しむことを日常の仕事としていられる臨床醫家は、私の微意のあるところを

充分に汲みとって下さると思う。」とむすんでいる。 

 

この論文に私は強く同意し、６０余年を経て新しい概念を提唱する。 

 

２０１８年２月２８日 

http://mitaiin.com/?page_id=10 

 

 

 

 

http://mitaiin.com/?page_id=10
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■『核の戦後史』（創元社・木村朗、高橋博子共著）より 

闇に閉ざされた被爆二世の実態に迫る！ 
平 信行（南区） 

 

会報№４２（２０１６年４月）で石角敏明さんが紹介された書籍、『核の戦後史』（創元社・木村朗、

高橋博子共著）を読んでいて、以下の著術箇所に目が留まりました。 

 

（２０５ページ） 

ＡＢＣＣ所長グラント・ティラーによる１９５１年４月１２日付の書簡は、アメリカ軍病理学研

究所の所長アルバート・デカーシーの要請に応じて、ＡＢＣＣが広島と長崎の死産者や新生児のホ

ルマリン固定標本、死産児のカルテを日本からアメリカに送っていたことを示しています。実際、

１９５１年には親が被爆者で死産になった新生児のホルマリン漬けの組織が１７７件、１９５２年

から５３年にかけては死産のカルテが８１７件、スライドが５，６７５件、パラフィンブロックが

５４件、組織が６７２件、送られました。さらに１９５５年にはカルテが４３３件、スライドが７，

３９２件、パラフィンブロックが７，３２１件。検体の件数は２万件以上です。このような人体標

本が、遺族の同意もなく、アメリカ軍の学者の要請によって日本からアメリカへ送られていたので

す。 

１９６８年から１９７３年にこれらの資料は日本に返還されました（ＡＢＣＣが収集して病理学

研究所へ送ったものについては１９６８、６９年にＡＢＣＣへ戻され、アメリカ軍合同調査団が収

集したものについては１９７３年に、広島大学、長崎大学へ移された）。その後、今に至るまで、

一般の研究者はこれらの資料を利用しにくい状態が続いています。 

 

親が被爆者で（１９５１年当時）死産になった新生児とは、まさに被爆二世ではないですか。ちなみ

に私は１９５１年（昭和２６年）生まれです。 

２万件を超える被爆二世の検体のホルマリン漬け標本やカルテなどのデータが米軍合同調査団やＡ

ＢＣＣによって集められ、秘かにアメリカに送られていたのです。そして今、日本に返還されたとはい

え一般の研究者はこれらの資料を容易に利用することはできない状態にあると。 

以下、私の推測ですが、これらは、放射線被ばくによる遺伝的影響、世代を超えた影響を追及してい

く上で極めて重要な資料なのではないでしょうか。検体など、望んで提供した親など一人もいないはず

です。おそらく多くは脅されて、騙されて収集されたものだと思います。しかし、持ち去られた標本、

データはどう取り扱われたのかまったく不明のまま、闇の中に閉ざされてきました。そして、その後の

「被爆二世健康実態調査」(生きながらえてきた被爆二世だけを対象とした調査)の結果と合わせて、「放

射線による遺伝的影響は見られない」との結論だけが押し付けられてきたのです。 

放射線影響研究所（旧ＡＢＣＣ）による「被爆二世健康実態調査」についても、その調査のあり方に

ついて根本的な疑問を持っています。 

今生きることのできている私たちだけでなく、この世に生まれることのできなかった二世たち、生ま

れても健康とはほど遠い状態のまま短い生を終えなければならなかった二世たち、彼ら、彼女らの本当

のことも知らなければならないはずです。そこに被爆二世の遺伝的影響を解き明かす重要なカギがある

と思うからです。そしてそれを明らかにしていくことが、私たち被爆２世・３世の運動のある意味で原

点ではないかとも思います。 

４月２２日（日）の総会で、『核の戦後史』の著者、高橋博子さんを招いてお話を聞くことになりま

した。闇に閉ざされた被爆二世の実態に迫っていく貴重な機会にしていきたいと思います。 
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ＤＶＤ視聴で学習 <例会報告> 

２月１５日と３月１５日の例会では、それぞれ

ＮＨＫの放送から「原爆死～ヒロシマ７２年目の

真実」、「原爆と沈黙～長崎浦上の受難」をＤＶＤ

で視聴し、学習しました。 

「ヒロシマ７２年目の真実」は、５５万人に及

ぶ被爆者のビッグデータの解析から、あらためて 

被爆の真実に迫るものでした。従来放射能の影響は爆心地から２．５㌔までとされてきましたが、

実際にはそれ以遠でも放射線障害による多数の死者があったことなど、驚くべき事実が明らかに。 

「長崎浦上の受難」は、原爆投下の中心地浦上において、古くから弾圧を受けてきたカトリック

信者、被差別部落の人々が、被爆者差別のために長く被爆体験を語らず沈黙してきましたが、今、

差別と闘いながら重い口を開き始めてきた姿を描いたものでした。 

寄稿―自己紹介に代えて 

父の導いたご縁を思い、入会させていただきました！ 
原野朋弘さん（宇治市）

京都「被爆２世・３世の会」のみなさま 

こんにちは 

宇治市在住の原野朋弘（はらのともひろ）と申します。 

一昨年他界した父が０才の時に長崎で被爆をし、息子である私は被爆

２世になります。 

今までそういうことをあまり意識して生きてこなかったのですが、 

この度みなさまと交流の機会をいただき、これも父が導いたご縁なの

かなと考え、入会をさせていただくこととなりました。 

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

 

また、この場を借りてみなさまにお礼を言わせて下さい。 

平さんからご紹介をして頂いたとおり、 

１月にしんらん交流館さんにて亡き父の個展を開催させていただき、 

京都「被爆２世・３世の会」 のみなさまには本当にお世話になりました。 

深く深く感謝申し上げます。 

父も多くの方に絵を見て頂き、絵を引き取ってもらうことで想いを引き継いで頂き、本当に喜んでいる

と思います。 

みなさまのおかげで、ほんの少しですが親孝行ができたのではと思います。 

 

今後とも、引き続き宜しくお願い致します。 
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他地域の２世・３世の方からいただいたお便りも紹介いたします。 

 

■もう一年勤務することになりました 

谷口公洋さん（城陽市） 

谷口です。いつも例会を欠席していてすみません。 

もう一年、勤務することにしました。来年度に６

５歳になりますから、これが最後の専任勤務です。 

実は、今回例会で視聴されるＤＶＤ「原爆と沈

黙・長崎浦上の受難」を視たいのですが、貸し出

し出来るようなら次回の総会の時にでも宜しく

お願いします。 

母親は視ていると思いますが、郷里の母にも見

せたいです。 

 

■３・１１バイバイ原発京都集会でみずみずしい

決意をもらって 

井坂博文さん（北区） 

福島原発事故から７年。3・11 バイバイ原発京

都集会に主催者発表で２，５００人参加。個人的

にはもっといたような気がするが・・・。 

原発賠償京都訴訟原告団・弁護団の報告とリレ

ートークは胸にグッと迫るものがあった。帰りた

いけど帰れない、帰りたくないのに家族が離れば

なれになる辛さ、避難をしたことが非難され、住

み続ける者と避難した者が分断される悔しさ。

「金が欲しくて訴訟しているのではない！国と

東電に責任を取って欲しいだけ！その思いが胸

にグッときた。 

避難者の菅野みずえさんの「私は被害者である

と同時に、人間としたら自然や動物に対する加害

者。しかし行動しなければ本当の加害者になって

しまう.」「みなさんは、3・10 の私。3・11 にな

らないように今日からもまた頑張ってほしい」と

の訴えを会場のすべての参加者が受け止めた。 

羊歯明神（しだみょうじん）の震災と原発事故、

安倍政権を風刺したライブパフォーマンスもよ

かった。 

みずみずしい決意をもらって、コールしながら

市役所までデモ行進を歩いた。 

 

■故・石田さん紹介のピアノでライブ 

河野康弘さん(西京区) 

みなさまへ 

なかなか例会に参加できず申し訳ありません。 

私元気に北海道ツアーしてます。 

根室、茶内、由仁町、江別市を周り札幌に来まし

た。 

晴れて暖かくなってきました。 

根室から列車で釧路向かう途中の風景のお裾分

け。鶴や鹿もいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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北海道から帰って京都・河原町と祇園でライブで

す。 

お時間ありましたらご参加ください。 

キルシェのグランドピアノは故・石田さんがご紹

介くださったピアノです。ご冥福を祈って演奏し

ます。 

３月３０日（金）１９：３０～京都市河原町キル

シェ（問）075-746-6262（キルシェ） 

３月３１日（土）１４：００～京都市祇園バハブ

ラット（問）075-744-6860（バハブラット） 

 

■奈良の被爆体験と被爆者運動の掘り起こし 

平 信行さん(南区) 

３月２１日、奈良市在住の入谷方直さんがこの

２年間、一人でこつこつと奈良県内の被爆体験と

被爆者運動の記録の掘り起こしをされてきた報

告会「ぴーすかふえ」があり、ご案内いただいて

参加してきました。奈良県の被爆者の会「わかく

さ会」は１９８５年結成、２００６年に解散して

います。全国で最も遅く結成され、最も早く解散

しているとのこと。誰も引き継ぐものがなく、こ

のままでは貴重な体験記録や被爆者運動の蓄積

が人知れが風化し、消滅してしまう。そのことに

危機感を抱いた入谷さんがとりあえず一人から

でもと、わずかな手がかりをスタートに掘り起こ

しに挑んでこられました。 

体験記を書かれた被爆者、「わかくさ会」に関

係されていた被爆者のみなさんの消息を訪ねる

のも大変で、古い新聞記事から連絡先を探し出し

たり、病院にお願いして被爆者健康診断に同席さ

せていただりと、その苦労、執念のようなとりく

みの報告にはこちらが圧倒されるほどでした。こ

れまでに明らかにされてきた体験記や「わかくさ

会」の資料はとても貴重なものばかりです。 

この日の報告会には６０数人の方が参加され、

特にコープ奈良のみなさんの参加が多かったよ

うです。入谷さんの報告の後、グループディスカ

ッションで感想やこれからのことについて活発

な意見交換が行われました。入谷さんの築かれた

土台の上に、奈良の地で被爆者の体験と運動をど

う継承・継続していくのかが、みなさんに共通す

るテーマでした。見通しはとても明るいように感

じました。 

このとりくみを通じて、あらためて奈良県の被

爆者のみなさんのつながりができること、さらに

言えば、被爆２世・３世のネットワークもできる

ことを願いました。 

 

■岡山の「２世・３世の会」は４月の例会を桃農

園でやります！ 

加百智津子さん(岡山「被爆２世・３世の会」) 

会報Ｎｏ．６４をお送りいただきありがとうご

ざいました。 

丸岡文麿さんの被爆体験「原爆死を免れて」は

衝撃的でした。丸岡さんの生き方そのものものが

丸ごと「被爆者」であり、「被爆者の歴史」のよ

うに思います。ワシントンで、保存されていたエ

ノラ・ゲイと再会した時に、感情も、理性も忘れ

て、思い切りエノラ・ゲイの機体を殴りつけられ

たとお話をされています。「エノラ・ゲイとの再

会」という表現に私は釘付けになりました。どん

な思いがおありだったのか、と。 

丸岡さんの類い稀な記憶力と、社会を見据える

目の厳しさから、闘う被爆者の義憤とともに、誇

りを感じました。私たちは受け継がなければ･･･。 

京都の「会」が、米トランプ政権の「核態勢見

直し」（ＮＰＲ）に対する抗議声明をタイムリー

に出されたこと、また、声明文が的確で大いに共

感しました。無教養で、無批判なアベ政権の見解

は、ＮＰＲを高く評価するとのこと。一連のアベ

政権の悪しき振る舞いには、つい、バカバカし

い！やってられんわ！となってしまい、無視した

くなってしまいがちなのですが、やはり、悪しき

ことには「わたし（一人ひとり）発」でいちいち

うるさく反応していかなければならないとの思

いを強くしました。 
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講談社現代新書 

８８０円（税別） 

原野宣弘さんのこと、絵画作品展開催に至る経

過、その後、作品が希望された方に譲られて、「各

地に生きていく作品」となったお話は心温まるス

トーリーですね。 

京都被爆２世・３世の会は、運動面でも優れてい

らっしゃいますが、被爆者の方々や取り巻く数々

のことを本当に大事にしていらっしゃることを

いつも感じ、感銘を受けています。 

岡山「被爆２世・３世の会」では、４月の例会

をアウトドアで、桃の花見を兼ねて行います。桃

農家の会員が桃農園を開放してくださいます。岡

山といえば桃！有機栽培でこだわりの桃作りを

される岡村農園の桃はそれはそれは美味で、幸せ

の味が口いっぱいに広がります。 

私はここの桃に、勝手に「反核平和桃」と名付

けています。 

ご用命がありましたら、どうぞ！(^_^) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

■不死身の特攻兵  鴻上 尚史〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

 最近の新書、特に大手文芸出版社、が面白いと思っているのは私だけだろう

か。戦後７０有余年経って、従来殆ど「経験を話すこと」がなかった人々が、

「真相」を語りだした。色々なところで取り上げ紹介されている本書も、その

一冊である。「特攻」といえば学徒動員と結びついてしまうが、特攻の始まり、

というか最初の特攻兵は「操縦が優秀な操縦士」が選ばれたという。陸軍第一

回の特攻隊に指名され、９回も特攻隊で出撃しながら生還をはたした「兵士」

の話である。ここには我々が「知らない」というか「知らされていない・教え

られていないこと」が述べられている。戦闘機による体当たり攻撃は、優秀な

パイロットでも難しい、でも「戦果」を求めて特攻攻撃を推し進める、そして

沖縄戦が始まった頃の「特攻隊」は、「死ぬこと」が要求され「機」はそのた

めの装備がされる。「日本軍」が非人間的な組織であり、戦争は「人」を狂気

に追いやることが書かれている。「特攻隊で死亡」と軍神に祭り上げられたこ

の人は、子どもさんには「特攻隊員であった」ということを話すことはなかったという、「重い口」を

開いたのは、最近の日本国内の動きを見ての危機感からでしょうか。「涙」なしでは読めませんでした。

守田さん推薦の「日本軍兵士」（中公新書）と併せて読んで頂きたい。 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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集英社新書 

７４０円（税別） 

 

■公文書問題 － 日本の「闇」の核心  瀬畑 源〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

 １９４５年８月１４日の日本を見てアメリカ軍が「俺たちは爆撃していない

のに、なんであんなに煙が出てるんだ」って不思議がっていた、という話、そ

して「この法律は、国の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な

民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、・・・」いずれも今話題

になっている「公文書」をめぐる文章である。旧日本軍の敗戦が決定的になっ

た時、多くの文章を焼き捨てたが、その事実を伏せて「慰安婦が強制連行され

た事実はない」「日本軍が組織的に関わった証拠はない」という主張は、今の

森友問題の底流に流れているものと同じ、と感じるのは私だけだろうか。日本

では「情報公開」制度の整備が遅れて、施行されるようになったのは「２００

１年」からだという。この本は「森友文書」が改竄されたという事実が明らか

になる前に発行されたが、「公文書」が如何に重要なものであるかを、わかり

やすく説明されている。「公文書」が注目される前に書かれたものだが「公文

書」の重要性が、わかりやすく説明されている。「公文書」は、誰でも利用で

き、利用しやすいものではなくてはならない、という著者の指摘、外国の例が出されて説明されている

が、日本が「いかに遅れている」かもよくわかる。「情報」を、いかに時の権力者が隠すか、そしてそ

の隠された事実が「どんな怖いことを招くのか」は、あのスーダンの日報隠ぺい問題を追求した「日報

隠蔽―南スーダンで自衛隊は何を見たのか」を併せ読むとわかりやすい。このタイミングで「森友学園

文書改竄事件」が発覚するとは、日本の民主主義もまだまだ捨てものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■遺伝的影響 原告が主張 被爆２世２６人訴訟 

国が被爆２世への援護措置を怠っているのは違憲として、広島や山口など５県の被爆２世２６人が

１人当たり１０万円の慰謝料を求めた訴訟の口頭弁論が１３日、広島地裁であった。争点となってい

る放射線被害の遺伝的影響について、原告側が専門家の研究結果を示し、「影響は否定できない」と

訴えた。 

原告側は準備書面で、国側が親の被爆による遺伝的影響を認めない根拠とする２００７年の放射線

影響研究所（放影研）の健康影響調査結果について、「研究は現在も続いており、遺伝的な影響がな

いことを示すものではない」と指摘。英国の核施設の労働者の子どもは白血病などの発症リスクが通

常より高いとする学者の調査結果も示し、影響の可能性を主張した。 

（２０１８年２月１４日 中國新聞） 

Scrap 
book 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1522244333/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9nLTAwMS53ZXN0LmVkZ2Uuc3RvcmFnZS15YWhvby5qcC9yZXMvYmxvZy02YS1kZi9zb3JhbWFtYTAyMDIvZm9sZGVyLzQ0ODMwNi8yOS8zNjUxMjEyOS9pbWdfMA--/RS=^ADBEc_hdr0yZEGd3iGDDeDOD2GqSE4-;_ylt=A2RCKw9sSbpau2kAvQCU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy
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■狭心症など積極認定を 日本被団協など 原爆症基準で要求 

日本被団協などは１９日、国の原爆症認定基準の改定に向けた要求を発表した。積極認定の対象に

狭心症など三つの病気を加えた上で、一部の病気に関する認定条件を緩和する内容。被団協は認定制

度の抜本改正を訴えているが、国が応じる姿勢を見せていないため、「当面の要求として、まずはこ

の案を取り入れるよう訴えていく」としている。 

国が２０１３年に定めた現行基準は、がん、白血病など七つの病気を積極認定の対象とし、被爆地

点から爆心地までの距離などの条件を病気ごとに設定している。一方、この基準の下で認定申請を却

下された被爆者が国を相手に訴訟を起こし、勝訴する事例が続出。被団協は現行制度を廃止して全て

の被爆者に手当を一律支給し、病気の程度に応じて加算する新制度の創設を求めてきた。 

「当面の要求」と名付けた改定案は、勝訴事例を踏まえ、狭心症▽甲状腺機能亢進（こうしん）症

▽脳梗塞―の三つの病気を積極認定の対象に加えるよう提言。合わせて１０の病気のうち、放射線白

内障を除く九つについて、「爆心地から約３・５キロ以内で被爆」などと、より緩やかな条件に統一

するよう訴えている。 

被団協と原爆症認定訴訟の全国原告団、全国弁護団連絡会などの代表者が協議を重ね、取りまとめ

た。被団協の田中熙巳（てるみ）代表委員は「残留放射線の人体影響をほとんど考慮しない現行制度

は間違いだ。最終目標は制度の抜本改正だが、被爆者は高齢化している。早急に事態を打開したい」

としている。 

（２０１８年３月２０日 中國新聞） 

■『この世界の片隅に』今夏連続ＴＶドラマ化 
こうの史代氏「実写ならではの要素たのしみ」 

２０１６年１１月にアニメーション映画も公開されヒットを記録したこうの史代氏の漫画

『この世界の片隅に』が今夏にテレビで連続ドラマ化されることが、２０日発売のコミック誌

『漫画アクション』（双葉社）誌面で発表された。同社担当者によると、放送局や放送時期な

ど詳細は追って発表される。 

こうの氏は誌面上にコメントを寄せ「連続ドラマは、連載漫画ととても近い形の映像化だと

思います。実写ならではの要素も楽しみです！ すずたちの日々を、みなさんと一緒に笑った 

り泣いたりしながら毎週見守りたいです！」と大いに期

待を込めている。 

２００７年から０９年まで『漫画アクション』で連載

されていた同作は、広島・呉に嫁いだ主人公・すずが戦

時中をたくましく生き抜く姿を描く。０９年には『文化

庁メディア芸術祭』マンガ部門優秀賞を受賞。１６年の

アニメ映画では女優・のんがすずの声を演じていた。 

（２０１８年３月２０日 ＠nifty ニュース） 

https://news.nifty.com/topics/keyword/こうの史代/160530017685/
https://news.nifty.com/topics/keyword/この世界の片隅に/161227145930/
https://news.nifty.com/topics/keyword/のん/170526173604/


京都「被爆２世・３世の会」会報№６５   ２０１８年３月２５日 

２０ 

編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼提訴から４年半、原発賠償

京都訴訟の判決言い渡しが３

月１５日行われました。この

日は朝早くから傍聴券の抽選、判

決言い渡し、報告集会、記者会見と慌た

だしく一日が過ぎました。私が最も印象に残った

のは、報告集会で原告の一人から「これでもう自

分を責めなくてもいいよ、と夫に報告できる」の

一言が語られた瞬間でした。たくさんのものを犠

牲にして自主避難してきたことが本当に良かっ

たのかどうか、原発事故以来 7年間、そのことに

苦しみ続け、葛藤し続けてきた思いがその一言に

凝縮されていました。▼私たちはこの裁判を“我

が事”として応援し続けてきたはずです。京都市

から６０㌔先には若狭の原発群があり、判決前日

の３月１４日には大飯原発３号機を再稼働させ

る狂気の事態が進行しており、いつ何時原発事故

災害が私たちにも襲いかかってくるか分からな

い。その時私たちはどう行動すべきなのか、行動

できるのかを、身をもって教えてくれているのが

原発事故賠償訴訟であり、立ち上がった原告のみ

なさんの姿だったからです。「自分を責めなくて

いいのですよ」は、避難してきたみなさんに、私

たちからももっともっと強くかけるべき声だっ

たと思いました。▼この裁判は間違いなく控訴さ

れ、舞台は大阪高裁に移っていきます。京都「被

爆２世・３世の会」として、これまで以上に支援

する活動を強めていきたいと思います。本当に我

が事”として。(平) 

■オーストリア 核兵器禁止条約を批准 被爆者に共感示す 

ウィーン共同】オーストリア国民議会（下院）は２１日、核兵器の保有や使用を全面的に禁止する核

兵器禁止条約の批准を全会一致で承認した。国連によると、同日までに５７カ国・地域が署名、メキ

シコなど５カ国が批准作業を済ませており、オーストリアは６番目となった。  

 批准を承認した議員らは、核軍拡競争の懸念や「核なき世界」を目指す広島、長崎の被爆者への共

感を訴えた。与党議員は、国際社会の現状が「核禁止条約の必要性を示している」と強調。野党議員

も、広島で被爆し折り鶴を作りながら１２歳で亡くなった佐々木禎子さんを描いた本に触れて「多く

のオーストリア人が心を打たれた」と述べ、核廃絶へ向けた前進を呼び掛けた。  

 核禁止条約は昨年７月、１２０以上の国・地域が賛同し国連で採択された。日本政府は核禁止条約

に反対の立場で、署名もしない方針を示している。  

（２０１８年３月２２日 毎日新聞） 

■大飯原発３号機がフル稼働 ４月営業運転へ 

再稼働した関西電力大飯原発３号機（福井県おおい町）は１９日、出力がフル稼働状態になった。

４月９～１０日に原子力規制委員会の最終検査を受け、問題がなければ営業運転に移行する。 

 関電は、大飯３号機の原子炉を１４日に起動し、１６日に発電と送電を開始。核分裂反応を抑える

ため冷却水中に入れてあるホウ素の濃度を低下させるなどして原子炉の出力を上げ、タービンへの蒸

気量を増やして発電機の出力も段階的に上げてきた。規制委の最終検査までフル出力で試運転を続け

る。 

 関電は、５月の再稼働を目指す４号機への核燃料装填作業を４月上旬に行う予定。 

（２０１８年３月１９日 京都新聞） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

４ １ 日  

 2 月  

 ３ 火  

 ４ 水  

 ５ 木  

 ６ 金 ６・９行動  キンカン行動 

 ７ 土  

 ８ 日 

 

京都府知事選挙投開票日 

 ９ 月 ６・９行動 

 １０ 火  

 １１ 水  

 １２ 木 京都「被爆 2 世・3 世の会」例会（18 時 30 分・ラボール京都） 

 １３ 金 キンカン行動 

 １４ 土  

 １５ 日  

 １６ 月 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（15 時・大阪地裁第 2 民事部） 

 １７ 火  

 １８ 水  

 １９ 木 戦争法廃止を求める１９日行動（京都市役所） 

 ２０ 金 キンカン行動 

 ２１ 土  

 ２２ 日 

京都原水爆被災者懇談会 2018 年度総会（11 時・ラボール京都） 

京都「被爆 2 世・3 世の会」2018 年度総会（13 時 30 分・ラボール京都） 

日本「子どもの権利条約」批准（１９９４年） 

 ２３ 月  

 ２４ 火  

 ２５ 水  

 ２６ 木 
ゲルニカ世界初の都市空襲（１９３７年） 

チェルノブイリ原発事故（１９８６年） 

 ２７ 金 キンカン行動 

 ２８ 土 
沖縄デ― 

サンフランシスコ講和条約発効（１９５２年） 

 ２９ 日 
原発賠償訴訟近畿交流会（キャンパスプラザ京都） 

昭和の日 

 ３０ 月 
振替休日 

ベトナム戦争終結（１９７５年） 

 


