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●参加者数 

 ２世 ３世 他 合計 

岐阜県 １   １ 

京都府 ８ １ ２ １１ 

広島県 ６   ６ 

岡山県 ３ ２ １ ６ 

神奈川県 ２   ２ 

兵庫県 １   １ 

北海道 １  １ ２ 

山梨県   １ １ 

東京都 ２  １ ３ 

その他   ３ ３ 

合 計 ２４ ３ ９ ３６ 

 

はじめに 
 
原水爆禁止世界大会（広島）の開催期間中で、広島平和

記念日前日の８月５日（金）、広島市社会福祉センターに

て初めての「全国被爆２・３世交流と連帯の夕べ」を開催

しました。参加者は９つの都道府県から３６人でした（別

表）。この企画は、全国から被爆２世・３世も含めて多く

の人たちが広島に集まる機会を生かして、全国の２世・３

世が交流をし、共同の力で私たちの要求実現と問題解決に

向かっていくようにしようと計画したものです。 

 

夕方の５時３０分開会。最初に実行委員会を構成する広

島、岡山、京都の「２世・３世の会」の担当が自己紹介し、

今回の企画の目的と開催に至る経緯を説明することから始

めていきました。 

 以下、その内容の要旨を紹介していきます。 

 

尚、今回の交流会に向けて九州ブロック被爆二

世の会連絡会の世話人である南嘉久さんから、企

画成功の祈念と連帯のメッセージを寄せていただ

きました。別ページにて紹介させていただきます。 
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■基調講演「被爆二世健診と多発性骨髄腫検査について」 
 

 

 

■幼い頃のこと 

プログラムの第

一は、広島医療生

協副理事長の青木

克明先生による基

調講演です。「被

爆二世健診と多発

性骨髄腫検査につ

いて」と題したテ

ーマでお話しいた

だきました。青木

先生は１９４８年、

広島市段原大畑町

生まれ。１９９０

年以来広島共立病

院に勤務されて、

長く被爆者医療に

も携わってこられました。ご自身も被爆２世。広

島県被爆二・三世の会の顧問も務められています。 

冒頭、ご自身の幼い頃、傷が治りにくい、化膿

しやすい体質であったことを語られ、被爆者であ

る母親が自分の被爆が原因ではないかと心配さ

れていたことを紹介されました。 

親は自分の健康よりも子の身体を心配するも

の。子どもが健康でいてくれることこそ被爆者の

願いです。私たち被爆２世もそれに応えて健康な

体を作り、平和な世界の中で暮らしていけるよう。

これが被爆者から引き継ぐ私たち２世の使命で

はないでしょうか、と訴えられました。 

 

■被爆者と援護制度の歴史と今なお続く課題 

お話しは、テーマの前提となり認識しておくべ

き総論となる、被爆者の現状や被爆者援護制度の

状況についてから始められました。被爆者の現在

の人数と内訳、各種手当の支給状況と被爆者援護

のための国家予算は減少傾向にあること、原爆症

認定は悪性腫瘍は改善されてきたものの非ガン

疾患は依然として低いままになっている実態な

ど。在外被爆者援護は長く被爆者援護法の対象外

とされてきましたが、昨年やっと最高裁で勝訴し

て一歩づつ日本国内並みになってきていること

なども紹介されました。 

広島県下に広範囲に降下した黒い雨は、多くの

人々が浴びたり飲んだりして内部被曝し、深刻な

被爆症状を発症しています。しかし終戦直後の不

十分な気象調査がそのまま医療用に採用されて

黒い雨被害者の救済が切り捨てられてきたこと

を歴史的な資料も提示しながら説明されました。

被害者は今、実態に基づいて正しい黒い雨降雨地

域を設定し、救済をはかるよう裁判に訴えて運動

を続けています。 

 

■二世健診は広島民医連の医療活動の柱 

本題の被爆２世の健康診断については、地元広

島市の受診データなどに基づきながらお話しさ

れました。 

広島市内の被爆二世健診受診者は６，４６８人

（２０１５年）ですが、内２，６２７人（４１％）

が民医連の医療機関で受診されており、その割合

の高さに驚きます。ちなみに被爆者（一世）健診

の受診者割合は７.８％です。広島民医連が二世

健診を医療活動の柱の一つに位置付けて積極的

にとりくんでいるからだとの説明でした。但し、

二世健診受診者数は横ばいで、新たな受診者が増

える傾向にはなっていません。 

ＡＢＣＣ・放射線影響研究所の遺伝的影響調査

結果―「影響は検出されない」にも簡潔に触れら

れた後、現在の被爆二世健康診断が１９７９年か

ら始まった経緯、検査の内容も説明されました。

一般健診を経て精密検査が必要になった場合、そ

の費用は持ち出しとなるため検査項目は絞り込

まざるを得ず、広島共立病院の場合、心電図（３

５歳以上）、中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、

ＬＤＬコレステロール、尿酸、クレアチニン、ｅ

－ＧＦＲ（腎機能検査）を実施されています。尚、

広島共立病院では自治体の各種がん検診もあわ

青木克明先生（広島医療生協副理事長） 
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せて実施するようすすめられており、２０１６年

度から始まった多発性骨髄腫検査も全員にすす

めて全員が受診されているとのことでした。 

 

■現状の二世健診から二世の健康問題を評価

するのは難しい 

二世健診の結果被爆２世の健康問題をどう評

価するかについては、過去２回（１９９８年、２

００１年）報告された広島原爆障害対策協議会の

考察が参考資料として紹介されました。その内容

は「高血圧、糖尿病は加齢と共に増加、高コレス

テロールは女性では加齢と共に急上昇し５０歳

代で男性を上回る、肝障害は女性は加齢と共に上

昇するが男性は３０歳代をピークに減少、女性の

受診者が多いのは職場検診の機会が少ないこと

と、身体的不安を抱える人が多いためと推察され

る」でした。しかし、一般に二世健診を受診する

被爆２世は健康に関心の高い人の割合が多く、ま

た２世全体の中でどれだけの人が受診している

のかも不明なため、健診の結果がそのまま被爆２

世全体の健康評価にはならない、ということでし

た。（広島でも被爆二世の正確な人数は把握され

ていません） 

 

■広島共立病院ではがん検診もあわせて受診

することを推奨 

広島共立病院では２００８年に被爆二世健診

の結果をまとめられています。あわせて今回の講

演のために昨年（２０１５年）度の結果も整理さ

れてお話しいただきました。以下その要旨です。 

 ２００８年の受診者の年齢は５０代がピー

ク、２０１５年度は６０代に移行。６０歳以

上の人が受診者数の６１％を占める。２世も

がん年齢に入ってきた。 

 受診者の半数以上が毎年受診している人で、

健診内容については「満足」と回答した人が 

６０％程度 

 自己負担なしで各種がん健診が受診できる

ように１００％近い人たちが求めていて、被

爆２世手帳の発行も多くの人が求めている。 

 被爆者数を分母にした被爆二世健診受診者

数の割合を見ると、全国で６．６％、広島市

８．４％、長崎市６．８％、東京１１．７％。

東京の場合２世のがん検診受診者数は３２．

６％になる。 

広島共立病院では二世健診受診時に自治体の

がん検診もあわせて受診するようすすめられて

いますが、実際に受診されている割合は次の通り

でした。肺がん３９％、大腸がん３５％、乳がん

２６．５％、前立腺がん１７％、子宮がん１６％、

胃がん９％（２０１５年度） 

 

■多発性骨髄腫、広島と長崎の違い 

次に、２０１６年度から被爆二世健診の検査項

目に追加された多発性骨髄腫について、広島共立

病院での実際の治療体験もまじえてお話しされ

ました。厚生労働省の話によると、今年度多発性

骨髄腫を検査項目に加えた理由は、医学的根拠は

ないけど被爆二世への援護策の一つとして実施

することになった、とのことです。お話は、そも

そもの多発性骨髄腫についての説明から、その症

状（骨病変、腎臓の機能低下、貧血等）、検査の

方法、発症した場合の治療方法についてまで至り

ました。 

多発性骨髄腫と被爆者との関係については、

『原爆放射線の人体影響第２版／２０１２年』か

らの報告を引用されて説明されました。その特徴

は、①被爆２０年を経過して被爆者の多発性骨髄

腫発症が増えた、②晩発性障害の一つとして注目

される、③前骨髄腫状態とも言えるＭＧＵＳ（重

要性を明らかにすることのできないＭタンパク

血症）が多く見いだされている、④ＭＧＵＳの有

病率に広島では距離による有病率の差異は認め

られていないが、長崎では被爆時２０歳以下の群

では１．５㌔以内の被爆もしくは被曝線量０．１

Ｇｙ以上の被爆者にＭＧＵＳの有病率が有意に

高いと報告されている、⑤多発性骨髄腫への進展

と被曝状況の関連は検討が続けられているがま

だ明らかではない、でした。 

 

■二世健診とがん検診のセット受診制度の提

案 

その後、がんのこと一般についてのお話しとな

り、がん検診の重要性が強調されました。日本の

主要死因別死亡率において悪性新生物が高くま

た伸び続けていること、各種がんの罹患率と死亡
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数、アメリカ、イギリスと比較したがん検診受診

率と死亡率の比較などでした。乳がんの場合、ア

メリカ、イギリスの検診受診率は７０％に及び、

５０％を超えた時点から死亡率が低下してきて

いるとのことでした。日本の場合がん検診受診率

は４０％水準ですが、国も地方自治体も当面５

０％以上をめざしています。（２０１６年度） 

最後に青木先生は、現在の地方自治体のがん検

診と被爆二世健診の費用構造を説明しながら、二

世健診をより充実したものにしていくための施

策として独自の提案をされました。具体的には、

現行の二世健診と地方自治体実施のがん検診を

セットにした内容で、被爆二世健診の受診時に同

時に自治体のがん検診を受けた場合はがん検診

の自己負担金を免除する仕組みです。被爆二世健

診の年間予算は約２億円であり、受診者全員の胃、

大腸、肺、乳腺、子宮のがん検診の自己負担分を

合計しても１億円です。毎年４０億円づつ減少し

ている被爆者対策予算の一部をまわせば被爆二

世無料がん検診実現は可能です。国も自治体も

（一般の）がん検診受診率を５０％まで引き上げ

ることを目的にしており、そうした志向と合致さ

せていくことが現実的な方針となるのではない

かとの提案でした。 

みんなの力を合わせて充実した内容の被爆二

世健康診断制度を実現していきましょう。私も当

事者の一人として、被爆２世の健康を守るために

みなさんと一緒に頑張っていきたい、と述べられ

て講演を終えられました。 

 

 

■質疑応答 
 

青木先生の講演について質疑応答をしました。以下に要旨を紹介します。 

 

Ｑ 放影研などは「放射線の遺伝的影響はない」

と言い続けているが、実際に被爆二世健診をされ

ている先生、医師の立場から見て「遺伝的影響」

についてどう思われているか？ 

Ａ 二世健診は個々の受診者に対する診断なの

で、被爆者の子と非被爆者の子との比較をしてい

るわけではなくその評価は難しい。個別には「親

の被爆の影響ではないか」と思われるケースもあ

るが、その断定、裏付けはできない。放影研は検

査した血液をすべて保管していて将来科学がさ

らに進歩すれば解明していけるかもしれないと

言っているがはたしていつのことになるのか分

らない。二世健診でも甲状腺がんは見つけること

がある。実際に触診で発見した経験が複数回ある。

その場合でも遺伝的影響だと根拠をもって声高

に主張することはなかなかできない。 

 

Ｑ 私の親友で３２歳で多発性骨髄腫を発症し

８年後に亡くなった人がいる。多発性骨髄腫はど

ちらかというと高年齢で発症する病で、彼女は発

症時、日本で最年少の患者だった。このため発症

原因をいろいろ調べていくと１８歳の時にアメ

リカ・アイダホ州に１年間留学していて、数百キ

ロ風上にあったプルトニウム製造工場からプル

トニウムの漏れ出す事故が発生している。彼女の

留学先のホストファミリーも全員がんになって

おり、漏れ出したプルトニウムを風下で吸引して

被曝したのではないかと思われる。プルトニウム

と多発性骨髄者との間に関係があるのではない

か。先ほどの先生のお話しの中でも、多発性骨髄

腫は長崎で発症していて広島では発症していな

いとのことだった。プルトニウム型原爆とウラン

型原爆の被害の違いがここに表れている可能性

がある。そういう関係性をもっと調べていく必要

があるのではないか。 

Ａ 貴重な意見だと思う。長崎では朝長万左男先

生らが研究されていて昨年の核被害者国際フォ

ーラムも一緒にやってきた。白血病の前段階の病

気である骨髄異形成症候群も長崎の方が多く、広

島では特に増えているとは報告されていない。長

崎と広島とでは血液疾患に違いがあるのかもし

れない。あらためて朝長先生にも聞いてみたい。 
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Ｑ 放影研は疫学調査の結果「遺伝的影響はない」

としてきているが、調査は、爆心地から２㌔以内

の被爆者の子を２世とし、２㌔を超えている人の

子を非被爆者の２世として比較した結果だ。そも

そも２㌔で線引きして２㌔以内を被爆者、それを

超えると非被爆者とする扱い自体に疑問を持つ。

実態は被爆者と被爆者とを比較して「差はない」

などとしていることにはならないのか。 

Ａ 確かにそう言うことについての疑問はもっ

ている。ただ向こうも専門家による調査結果だと

言ってくるのでそれに太刀打ちできるだけの理

論を持ち合わせていないのが現状だ。放影研が

「こうだった」と発表してくると「ああそうなの

か」としているのが現状。 

 

Ｑ 二世健診は受診者個人に診察結果が返され

ることでは意味あることだが、国全体で全国の受

診者のデータをまとめるなどして社会的に有効

に役だてることなどはしていないのか？ 

Ａ それはされていない。広島原爆障害対策協議

会が過去２回ほどまとめた報告を出したことが

あるがそれ以外には見たことがない。国全体で二

世健診の結果をまとめたり解析するような機関

もない。本当はやるべきだと思うが、残念ながら、

「二世が心配するから二世健診を行なってやっ

ている」という程度が今の厚生労働省の程度の姿

勢だ。 

 

 

 

■３つの特別報告 

休憩を挟んで後半は参加者からの発言と報告による交流を行ないました。交流の冒頭、私たちの

認識を深めていくために特別にお願いした３人の方たちの報告をしていただきました。 

 

 

▼児玉三智子さん（日本被爆者団体協議会事務局次長） 

長年日本被団協が被爆二世の要望も含めて厚

労省交渉してこられた経緯と現状について報告

していただきました。 

 日本被団協は今年結成６０周年。６０年間一

貫して国に被爆者援護施策の実現と充実を

求め続けてきて、積み木細工を積み上げるよ

うに改善を実現してきた。 

 被爆２世に関わる要請項目では、昨年２０１

５年までは、「①実態調査、特に健康と病歴

調査を実施し、②希望する２世には手帳を交

付し、健康診断にがん検診を加えて下さい」

と要請し続けてきた。今年２０１６年４月か

ら多発性骨髄腫の検査が導入されることに

なったので、要請内容を一部変更し、「①実

態調査、特に健康と病歴調査を実施し、②希

望する２世には手帳を交付し、③健康診断に

多発性骨髄腫のみならず、すべてのがん検診

を加えて下さい」とするようになった。 

 要請に対して国は次のように回答している。

「被爆２世の実態調査は実施しない」。放影

研の専門家による科学的検討の結果、遺伝的

影響はないとされているからだ。「希望者に

手帳交付する予定はない」。自治体が独自に

実施するのは自由だが、国の財政を使って実

施することは認められない。 

 ２０１６年度多発性骨髄腫の検査のための

国の予算は７０

００人分が計画

されている。実際

の希望者が多け

れば来年の予算

は増額され、少な

ければ減額され

るだろう。 

 何故多発性骨髄

腫なのか？各自

治体の行なって
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いるがん検診の中に多発性骨髄腫は含まれ

ていないから。多発性骨髄腫は二世健診でや

るけど、その他のがんは自治体のがん検診を

受けなさいという考えだ。 

 そもそも厚生労働省は被爆二世健診は「健診」

とは位置づけていない。あくまで調査という

扱いで実施しているのが現状だ。二世は被爆

者の子どもであることを認めさせ、被爆の影

響を明らかにしていくためにも実態調査が

絶対に必要。そのことを厚労省と交渉してい

くことが必要だ。 

 日本被団協は６０周年記念事業の一つとし

て全国の被爆二世調査（アンケート）を実施

することになった。専門家にも参加してもら

ってしっかりとした内容でとりくんでいく。

みなさんも是非参加して、２世の声を挙げて

いって欲しい。 

 厚労省との年２回の交渉は今後も継続して

いく。今日の「交流と連帯の夕べ」でもみな

さんの様々な要望を出して欲しい。それらも

含めた厚労省への要請書にしていきたい。 

 青木先生から提案のあった自治体健診と二

世健診とを一体的に行なっていくとりくみ

は、国や自治体関係者からは、現段階では難

しいのではないかとの意見だった。 

 全国の二世と被爆者の力も一緒にして全国

の大きな運動にしてとりくんでいきたい。被

爆者の平均年齢も８０歳を超えそう多くの

時間が残されているわけではないが、被爆者

の生きている間に実現していきたい。粘り強

くとりくんでいけば実現の可能性はあると

思う。 

 

▼韓国原爆２世患友会の韓正淳（ハン・ジョンスン）名誉会長からのメッセージ紹介 

 今回の「交流と連帯の夕べ」では韓国原爆２

世患友会（韓国の被爆二世の会）の韓正淳（ハ

ン・ジョンスン）名誉会長からメッセージを

寄せていただき、全文を岡山「被爆２世・３

世の会」の岡村知弥さんに力強く読み上げて

いただきました。 

 メッセージ全文は別ページに掲載。 

 韓国では今年５月１９日に韓国被爆者支援

法が成立したが日本の被爆者援護法と同様

に二世は法の対象から外された。日本とほと

んど同じ理由、根拠を基にされています。日

本の被爆二世と韓国の二世との共同したと

りくみがますます重要になっています。 

 

▼神奈川原爆被災者の会二世部会の門川恵美子さん 

独自の被爆二世援護策を実施している地方自

治体は東京都、神奈川県、静岡県などですが、そ

の一つとして神奈川県の事例を紹介していただ

きました。 

 神奈川県

の場合、原爆被災者

の会の二世支部の

形をとっている。 

 特に被爆

二世の医療費補助

は、全国でも稀な手

厚い施策がとられ

ている。この成果は

私たち被爆二世の

運動によるものではなく、親の世代である被

爆者の運動によって１９７０年代に実現し

たものだ。県からの医療費の補助は１９７９

年から実施された。 

 神奈川県では被爆二世に対して「１１の疾病」

について医療費自己負担額が助成されるこ

とになっていて、横浜市、川崎市、相模原市

の３市は各市が助成、それ以外の市町村は神

奈川県が助成する制度だ。 

 神奈川県ではまた『被爆者のこども健康診断

受診証』という手帳を県が発行している。こ

れがあると病院に直接申し込みの形でスム

ーズに受診できるようになっている。 
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 ５月に総会を行なった際、参加者それぞれが

自己紹介の中で子どもの頃の健康状態を出

し合った。すると「傷がなかなか治りにくか

った」とか「アトピーだったとか」いろいろ

出て来て、「実は私も、私も」という声が相

次いだ。現役で仕事をしている頃は何も問題

を感じなかったけど、退職してから体調異変、

甲状腺の異常などに気づき、健康に対する不

安が本当にたくさんあることがわかった。 

 神奈川県の二世健診はかっては年４回受け

ることができたが今は１回に減った。健診の

ための交通費も以前は出ていたが今はなく

なり後退している。 

 １９７０年代当時は、親が自治体にも一生懸

命はたらきかけて、例えば二世健診は何人の

人が受診していて、その内精密検査の必要な

人、要治療の人の数などが公表されていた。

あらためてそういうことも求めていきたい

と思っている。 

 今度、神奈川県から県内の二世に対して送ら

れる関係資料の中に、私たち原爆被災者の会

の二世支部を紹介した資料も同封してもら

えるようになった。こういう関係を続けて強

めていきたいと思っている。（追加・・・こ

の資料を見ての入会申し込みが何人もあり

ました。） 

 神奈川の二世支部は、自分の仕事を持ってい

る人、身体の具合の悪い人、親の介護をして

いる人など、大変な人たちばかりが役員を担

ってなんとか頑張っている。 

 

 

 

■参加者によるフリートーク 

参加者によるフリートークで、それぞれの思いを語り合いました。以下、その要旨です。 

 

 

▼加百智津子さん（岡山） 

 日本被団協の児玉さんの報告を聞いて、被団

協も二世の要望を聞いて厚労省に要請など

していただいていることがよく分った。これ

まで私たちは『被団協新聞』を読んで情報を

漏れ聞く程度でしかなかったが、今回の報告

である程度理解できた。 

 二世健診はかってお粗末な対応された経験

があるので敬遠していたが、「２世・３世の

会」を作って、二世健診を受診することも一

つの運動だと思って、会では今年２名が受診

した。私の受診した病院の医師は若い人だっ

たが、親の被爆のことや被爆二世の健康問題

などについてこちらからいろいろ話して相

談するようにした。担当された医師は、被ば

く問題については私たちもよく知らない、こ

れから勉強していきたいと思っていると回

答された。そこで被団協に提案したい。全国

のお医者さんたちに被爆者問題、被爆二世の

健康問題について研修していただく機会を

つくり、私たちの思いが伝わり、諸々の質問

にも応えられるようにしていって欲しいと

厚生労働省への要請項目に入れてほしい。 

 

▼米重節男さん（京都） 

 現役で在職中は被爆二世健診があることは

知らなかった。定年になって定期健診をどう

しようかと考えている時、たまたま広島に帰

省して二世健診のあることを見かけて、京都

で問い合わせて受診するようになった。２世

の人たちが被爆二世健診のあること自体ど
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れだけ知っているのかが問題だ。京都で「２

世・３世の会」を作った時、集まって来た人

たちの半分は自身が二世であることを知ら

なかった。親が亡くなった後遺品整理などし

ていて初めて知った人なども結構いた。私た

ちが、健診そのものをどう知らせ受診を呼び

かけていくかが問われている。 

 それから、二世健診の結果を社会的にどのよ

うに活かしていくかも、とても大事な問題だ。 

 

▼伊志嶺篤さん（北海道） 

 北海道では被爆２世・３世の人たちがいると

は思われるが、ほとんど会ったり、接したり

する機会はない。私は原水禁大会も今回が初

めての参加だが、この交流会も今日が第１回

目だとは知らずに、毎年やっているのかなと

思って参加してきた。北海道の様子について

私の方からお伝えすることはないのだけれ

ども、今日いろんなお話しが聞けてよかった。 

 確かにきちんとしたデータなどはないのか

もしれないけれど、２世・３世の身に起こっ

ていることは様々にあると思う。被爆者も大

変苦労してきたけれど、親が被爆者だとは知

らなかったという２世の辛い話などは非常

にショックだった。色々な思いから我が子に

さえ被爆体験を話せなかった被爆者の辛さ

もあらためて認識した。今日は本当に勉強に

なっている。 

 

▼守田敏也さん（京都） 

 私は福島原発事故以来、原発問題をずーっと

取材してきていて、原発の被曝者、避難して

いる人たちとお話しをしてきた。 

 京都では昨年「被爆二世の健康実態調査」と

いうアンケートをとりくみ、今日も資料とし

て配布している。この中で幼い頃の健康状態

について質問しているが、みなさん小さい頃

はよく鼻血を出していたとか、傷が治りにく

いとか、ぜんそくがすごく多いとか、特徴的

なことがたくさん起こっている。そうしたこ

とを私たちはしっかりと調べることが大切

ではないか。ＩＣＲＰなどはすべてを被曝線

量の問題にしてしまうので、私たちは測りよ

うがなく反論もできなくなってしまう。それ

に対して私たちができることはアンケート

による疫学的調査だ。私たちの身体に起こっ

たことと、今福島原発の被災者に起こってい

ることとを照合して行くことが必要だと思

う。先日瀬戸内海で行なわれた原発事故被災

の子どもたちの保要キャンプに参加した時、

福島のお母さん達１２人といろいろお話し

をした。すると同じような話がいっぱい出て

くる。鼻血がよく出るとか、身体が疲れやす

いとか、ぜんそくが多いとか。 

 岡山には東京から避難移住された小児科医

の知人がいて、その先生のお話しの中で特徴

的なことの一つは、いわゆるブラブラ病のよ

うに言われるものの中に「隠れぜんそく」が

含まれているということがあった。ぜんそく

の人は苦しいので横になったり休みがちに

なる。「隠れぜんそく」の場合、なぜ身体が

苦しいのか分からないが、専門医が聴診器を

胸にあてればぜんそくなら発見できる。被爆

二世や原発事故被災者の中にはぜんそく症

状の人が少なくないが、そういう人の場合は

ぜんそくの薬で治る可能性もあるので、そう

いう症状がある場合は診察を受けることを

勧めることが大切だ。 

 被爆二世の幼い頃からの具体的な健康状態

調査や福島の子どもたちに起こっているこ

とを、被爆ばく医療に携わってこられたお医

者さん達にみてもらい、符合していることは

ないのか調べてもらう。そうした中で対処の

仕方がないか考えてもらうことなどが大切

なのではないかと思う。 
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 京都の会ではビキニ被災など原水爆実験被

害の人たちとの結びつきも作ってきている。

核実験被害は日本中の漁港に及び全国に共

通する課題だ。そこでの被害者、その２世、

３世にも共通する症状、問題が存在する可能

性がある。 

 そうした放射線被曝、放射能被害のことをト

ータルに考えて、共通する症状、状況をあぶ

り出し、問題を具体的に捉えていくことが求

められる。あらゆる核被害の実相を明らかに

していくことが、核のない平和な世界を実現

していくために、私たちができること、やら

なければならないことではないか。みなさん

と一緒にとりくみたい。 

 

▼山根和代さん（京都） 

 鼻血は私にもありましたし、３番目の息子も

鼻血があっていまだに出ている。１３歳の孫

がいるけどこれがぜんそく。これまでのみな

さんの報告を聞いていると３世、４世にも健

康実態調査をしていかなくてはならないこ

とだと思った。 

 昨年広島で世界核被害者フォーラムという

のがあって、核実験被害者はもちろん、ウラ

ン採掘のために被害に遭ったアメリカ先住

民、オーストラリアのアボリジニ、国外追放

されている中国核実験被害を調査した医師

とか、いろんな核被害者数が集まって行なわ

れた。世界各地から核被害者が集まることは

重要なことだが、もっと重要なことはその後

日常的にネットワークを作って情報交流を

続けていくことだ。 

 ８月の２、３、４日の原水禁大会国際会議に

参加して、その中でロシアの方の話を聞いた。

ロシアでは大量の放射能が秘密裏に流され

続けてきてたくさんの被曝者がいる、二世も

いるとのことだ。ロシアには「２世の会」の

ような組織はないのかと尋ねたら、ないそう

だ。そういうＮＧＯ自体が外国のスパイかの

ように敵視されているとの話だった。 

今日は韓国からのメッセージも紹介され

たが、本当に私たちの視野を広げて、２世・

３世の国際的な交流を広げていけたらいい

のではないかと思った。 

 

▼笠井亮さん（東京） 

 私自身も東京被爆二世の会「おりづるの子」

の会員だ。東京の場合、被爆二世も６つのが

ん検診が受けられるようになっていて、年２

回の健診の内の１回をがん検診にあてられ

る。つい先日、東京都から健康診断受診票が

届いたところだ。東京では二世の医療費も助

成されている。 

 日本被団協から国への要請は、私は日本共産

党国会議員として各党要請を受ける側で内

容を詳しく聞かせていただいてきた。地方自

治体が独自に施策を考えることはあったに

しても、一番大切なことは国が責任をもって、

国の制度としてやっていくようにしなけれ

ばならないことだ。 

 三世に対する施策は、まだ手付かずだ。これ

からは、三世も四世も含めて実態調査と必要

な施策を求めていく。情報交換しながらみん

なの力をあわせてやっていくことが必要で、

今回の企画はとても重要な意味を持ち、大切

な契機になっていく。 

 二世三世施策については政治の果たす役割

が大きい。私自身も国会の中でもっと積極的

に頑張っていきたい。 

 二世三世自らの問題、課題にとりくんでいく

と共に、それと一体のものとして核兵器廃絶

の課題とそれに対する日本政府の態度を変

えていくとりくみが重要で、その両方をやっ

ていかなければならない。昨日、国連軍縮問

題上級代表と日本の国会軍縮議連、私もその

一員だが、との懇談会が行われた。そこで上

級代表は被爆国日本の果たす役割と、被爆者、

２世・３世の役割、メッセージが非常に重要

だと強調された。二世・三世固有の問題を解

決していくと同時に、核兵器の廃絶、核兵器

禁止条約の締結に向けた運動がいっそう大

切だと痛感した。今、被爆者が先頭に立って

国際署名を訴えておられるが、二世・三世も

それにしっかりと応えていきたい。被爆体験
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の継承についても、二世・三世の役割が大き

くなっている。 

 原爆被害に対する国の償いは、憲法９条が示

す、二度と戦争をしない、再び被爆者をつく

らないという証となる。この被爆者の訴えを

しっかりと重く受け止めて頑張っていきた

い。 

 

▼畑井克彦さん（兵庫県） 

 今日の交流会は２世・３世の健康診断にぐっ

とフォーカスされて進められており、素晴ら

しいと思う。しかし、視点を広げ、親が手帳

を持っていない、つまり手帳を持っている人

と同じような症状があるんだが手帳はない、

そういう人の問題も考えていかなければな

らない。２世・３世だけではなく非常に意識

の高い人がいて、そういう人たちも含めてど

うまとめていくのかと。今日のように、一つ

の運動として一つの方向にすっとまとまっ

ていくのもいいのだけど、それ以外の視点を

あえて考える必要があるのではないか。 

 この延長でもう一歩進めて考えると、ちょっ

と違う軸で問題を立ててみる必要がある。私

は今日、放影研で話をしてきた。彼らは統計

処理されたデータをもって科学的とするが、

統計処理で除外されるデータに対して違う

軸で見てもいいのではないかと問うてみた。

例えば一人の人を丁寧にきちんと見ていく

ことによって、統計的な処理はされていなく

ても、いろんなものが見えてくる。人間科学

の知見を生かすことで、統計処理から外れた

部分というところを射程に入れる必要があ

る。このことに放影研の統計担当者は検討を

始めていると答えた。これを可能とするのが

情報のオープン化であり、今のネットワーク

を生かす情報社会の中では特に必要なこと

なのではないか。つまり多様なものを受け容

れていくとは、価値観がかみ合わない真反対

のものでも受け容れていくことだ。そうした

視点を持つことが必要だと思う。 

 

▼堀 浩子さん（岐阜県） 

 岐阜県では「２世・３世の会」を作ろうとい

う動きがある。ただ誰がトップをやるのかが

決まっていなくて、集まっている人も３人し

かいない。各地の「２世・３世の会」の人た

ちとつながらせていただいて「３人いればで

きるよ」と言われているが、みんな多忙な人

ばかりだ。これからどのようにやっていけば

いいのか、そこが決まれば岐阜にも「２世・

３世の会」はできると思っている。 

 今日はみなさん健診、健康のことを話してお

られるけど、私自身も４歳の時に鼻血が噴き

出して止まらなくなって、その後も何度も経

験してきた。京都の健康実態調査の報告を読

むと私と同じ経験されている人が何人もい

て「そうなんだ！」と思ってしまった。 

 ２世の人でも健診のことなど知らない人も

多いのではないかと思う。もっともっと知ら

せていくところからとりくんでいかなけれ

ばならないと感じている。 

 

▼児玉三智子さん（日本被団協） 

 今日の青木先生の講演の資料の中に、二世健

診の委託費用８，８９０円というのがあるが

これは国が拠出する受診者一人当たりの費

用だ。これに自治体が上乗せして実施してい

るところもある。私の住む千葉県の場合平成

２８年度は上限額１５，５９５円で多発性骨

髄腫検査を実施場合は１７，４０９円の費用

で二世健診を実施していることが分った。で

すから国の拠出する８，８９０円に県が６，

７００円以上の上乗せをして実施している

わけだ。もっと多く上乗せしている県もあれ

ば、まったく上乗せしていないところもあり、

バラバラだ。各地のみなさんが、それぞれの
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県の二世健診費用について調べてみること

も必要だ。 

 もちろん二世健診は国の責任においてやる

べきことであり、被爆者が全国どこにいても

同じ援護を受けられているように、２世も全

国どこでも同じ助成が受けられるようにし

ていかなければならない。二世健診のあるこ

と自体を知らない人も多いようなのでまず

広く知らせていく。年に１回だからそのチャ

ンスを生かすよう。今はまだ健診の内容も薄

いけど一歩づつでも改善充実をはかってい

く。そのために多くの人が受診するようよび

かけていく。そして健診結果のデータは都道

府県にまとめさせて、その結果を全国的に持

ち寄って厚労省に提出、改善を求めていく、

そういうとりくみが必要だと思う。 

 

▼真鍋和崇さん（岡山県） 

 私は被爆３世です。今日は３世の人たちがど

のような思いを持っておられるのか是非交

流したいと思って参加した。今日３世の方の

参加者は何人でしょうか？ ３人 

 私の祖父は長崎で被爆している。私には１歳

の子と４歳の子がいるけど、子どもたちをは

じめとして再び被爆１世をつくらないため

に何をしていけばいいのかと思って「被爆２

世・３世の会」に参加してきた。 

 今日健診のことが多く話されてきたが、私自

身初めてしったことがたくさんあって、とて

も勉強になった。京都の「被爆二世健康実態

調査」を読むと３世、４世にも当てはまるこ

とがたくさんあって、うちの長男がしょっち

ゅう鼻血を出すのはそれなんじゃないかな

とか、次男の傷がなかなか治らないのはそれ

なのかな、とか思うと本当に辛い思いなる。

引き続き勉強していきたいのでよろしく。 

 

▼岡村知弥さん（岡山県） 

 私も被爆３世。出身が岡山県なので広島は隣

県だから平和学習で広島に来りとか、被爆者

の方の生の話を聞いたりすることは結構あ

った。ところが東京の大学に進学してみると、

全国から人が集まっている中では環境がま

ったく違うことを感じた。例えば広島には行

ったことがないとか、広島の平和記念資料館

は「なんかちょっと怖いところ」程度の認識

だったりとか。 

 教科書などで読むよりも、体験者の話を直接

聞いたり、本物の展示物を見ることなどの方

が本当の理解は進むと思うので、そういうこ

とに力を入れていきたい。展示物を見るのは、

広島に行かなければ見れないのではなく、展

示物の側が各地を回るようなことも考えて

いかなければならないのではないかと思う。 

 自分が３世だということは分っていたがそ

れ以上のことは何も意識していなかった。私

も自分は健康だと思っていたが、思い起こし

てみると小さい頃小児ぜんそくをもってい

たりした。発症する症状は一つでも自分がア

ンテナを張っているかどうかで見方が大き

く変わることを今日の交流会に参加して学

んだ。 

 このアンテナも、他の３世の人たちとのつな

がりがあるかないかでまた大きく変わると

思う。他の３世の人たちの交流でまた新しい

発見があるかもしれない。そういうことのつ

ながりの大切さを今日感じた。東京に居ても、

つながりを持てる場、情報交換だけでもでき

るような場づくりをやっていきたい。 

 

▼山根和代さん（京都府） 

 「ノ―モア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する

会」というのがあって東京にアーカイブスを

作ろうということになっている。ホームペー

ジもあってそこに被爆者の証言も掲載され

ている。それを英文で紹介したところさっそ

く海外からアクセスがあって「被爆者の証言

を聞きたいけれどどこに連絡すればいいの

か」との問い合わせだった。「ノ―モア・ヒ

バクシャ記憶遺産を継承する会」を紹介して

大変喜ばれた。是非このホームページにアク

セスしてみて欲しい。 

 

▼奥尾秀之さん（広島県） 

 広島でもいろいろ困難なことはありながら

「２世・３世の会」の運動を進めている。親
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の世代の負った体験をどう継承していくか

も非常に大切なことであり、被爆の実相を明

らかにした映画、映像を毎月上映するとりく

みを行なっている。それを子どもたちにも広

げていくために年１回の無料上映会なども

行なっている。 

 あわせて最も重要なことは、私たち２世・３

世の持つ要求をどう国や自治体などに提出

して実現していくか、その運動と組織をどう

作っていくか、が必要なのではないかと思っ

ている。今日の参加者の発言でも、そういう

ことで頑張っておられる報告が多かった。 

 被爆者にはいろんな偏見や差別を受けて来

られた方がある。私の父親も宇品で被爆して

いるけれど、銭湯に入れてもらえなかった。

そういう辛い体験を子どもたちには味あわ

せたくないために被爆２世であることを子

どもに教えずに、知らずに育った２世も少な

くない。 

 今日の話で自治体から補助のある県、ない県

があって、２世同士でも差がつけられている

実態がよく分った。 

 今日の交流会でいろんな意見や提案もあっ

て、いろんな宿題をいただいたように思う。

これは第１回だけで済むような話しではな

いなと実感した。 

 私の子どもも高校生になった時に膵炎や腎

炎などを繰り返してきた。よく聞いてみると

私の父親が被爆した後に罹っていった同じ

病気に同じ順番で出ていることが分った。そ

の後、２世である私自身も同じ病気を発症す

ることになった。 

 だから被爆３世に対する健康診断をどうす

るのか、という運動も必要だ。これを実現し

ていかないと福島の人たちの将来も危ない

と思う。今の私たちの世代で、健康診断や医

療制度をみんなの世代に行きわたるような

ものに変えていくことが、福島の人たちの不

安を解消していくことにもなると思う。 

 今日の交流会をきっかけにして全国のとり

くみにしていければと思う。 

 

▼平 信行さん（京都府） 

 昨年京都の行なった「被爆二世健康実態調査」

は、放影研などの言う「被ばくの遺伝的影響

はない」という見解に対して、私たちは事実

に基づいて本当のことを追及していこう、数

字とかデータとか言う前に、実体験に基づい

て真実に迫っていきたい、という思いでやっ

てきた。 

 今行なわれている厚労省の「被爆二世健康診

断」には親が被爆者であるという、具体的に

は親が被爆者手帳を持っている人という大

条件がつけられている。しかし親が手帳を持

つことができなかった事情のある被爆２世

が存在している。一番はっきりしているのは

手帳の制度ができたのは１９５７年（昭和３

２年）で、それまでに子どもをもうけ、被爆

者である親が亡くなった場合、被爆者手帳は

そもそも存在しなかった。このため明らかな

被爆２世であるにも関わらず「二世健診」を

受けらけれない被爆２世が現実に存在して

いる。この問題の解決もはかる必要がある。

日本被団協の厚労省要請にあたっても、この

問題を検討して欲しい。 

 

 

■まとめ 

最後に下記の２つことを約束して、今回の「第１回全国被爆２・３世交流と連帯の夕べ」を

終了した。 

① 今日の「交流と連帯の夕べ」の内容は報告書にまとめて、今日の参加者はもちろん、全

国の「２世・３世の会」の組織のみなさんにもお届けして報告をしていく。 

② これから次に向けてどうするのかは、みなさんのご意見も踏まえてこれから検討してい

きたい。 
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韓国原爆２世患友会からのメッセージ 
 

 

第１回全国被爆２・３世交流と連帯の夕べにご参加の皆さん、今日は！ 

 

日本の被爆２世・３世の方たちと平和を愛する人たちに連帯のあいさつを送りま

す。 

私は韓国で韓国原爆２世・患友会の活動をこの十年あまり活発、積極的に推進し

てきています韓正淳（ハン・ジョンスン）です。現在も２世患友たちのために粘り

強く努力していますが、充分な成果はなく中断することはできません。 

当初、私が２世患友たちの痛みを抱いて謝罪と賠償問題を解決しようとしていた

時はあまりにも足りない諸点が沢山ありました。しかし韓国と日本の市民団体が関

心をもって私に勇気と励ましをくださり、私がひどく疲れていても私たちの手を取

り合っていただいたので力を発揮できて活動ができています。 

私はいつも活動しながら日本では被爆者が多いから２世の方たちも韓国の患友よ

りも障害のある方も多いであろうと考え、ともに連帯する活動交流ができるものと

考えていました。それで日本の方たちに会う度に日本には２世の会があるのか、ま

た日本の政府からどんな補償があるのかを聞きましたが、帰ってくる返事いつもは

「よく分からない」という答えでした。しかし姜済淑先生から日本にも２世の方た

ちが一生懸命、地道に活動しているところもあると聞いてうれしく思ったものです。 

私たち被爆２世は自分自身の意志とは関係なく被害者として生まれ、終わりのな

い戦争被害の人生を歩んでいます。韓国と日本の被爆２世はこの大変な生活を余儀

なくされていることを、アメリカ政府と日本政府の戦争責任を問いながら謝罪と賠

償によって解決しなければなりません。この世の中どこに居ようとも被爆２世も戦

争被害者です。このことをいつも共に共有し連帯して私たちの人権を探さなければ

なりません。 

「韓国のヒロシマ」と称される陝川（ハプチョン）でも毎年、８月５日に非核平

和大会を、６日には韓国人原爆犠牲者のための追慕祭を開催しています。今後、韓

日の被爆２世の私たちがヒロシマ、ナガサキ、そしてハプチョンをお互いに行き来

し深い交流をしながら韓日の被爆２世問題を解決するよう私は強く望んでいます。 

最後に核のない世の中と戦争被害者のない世界のため日本各地で平和希求の道を

歩いていらっしゃる皆さまの健康を祈念し今一度、平和のあいさつを送ります。 

 

                         ２０１６年８月１日 

      韓正淳（ハン・ジョンスン）・韓国原爆２世患友会、名誉会長 
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「第１回全国被爆２・３世交流と連帯の夕べ」へのメッセージ 

 

 

今日８月５日に、広島原爆の日の式典他催しものに全国の二世が参加する機会

に、標記の交流会が開催されるとのご案内をいただきました。 

ご案内に感謝いたしますとともに、福岡県での平和式典参加との関係で参加で

きませんが、今日の被爆２世、３世が参加する「交流と連帯の夕べ」が盛会とな

りますよう、祈念申し上げます。 

 

私たち被爆二世は被爆者の親を持ち、最も身近なところで被爆者の苦しみと悲

しみを見て育ってきた人間です。このような悲惨な核兵器を二度と人間の上に使

わせてはならない、という思いは被爆者の心からの叫びであると同時に、私たち

被爆二世・三世にとっても心からの思いです。 

私たち被爆二世は、二世・三世の健康・医療上の要求を実現しようとするとと

もに、被爆者からつらい心身の状況の中でも切り開いてきた被爆者運動を継承し

ていく、いかねばならないという自覚と強い思いを持っているのではないでしょ

うか。 

今回の「交流と連帯の夕べ」がそのような二世・三世の思いを深めあい、今後

の活動の方向性を模索する上で大事な機会となることを心から願っています。 

これからも交流と連帯の機会があることを願いつつ、今日の「交流と連帯の夕

べ」が立派に成功するよう、連帯のメッセージを九州からお届けするものです。 

 

 

２０１６年８月４日 

九州ブロック被爆二世の会連絡会 

世話人  南 嘉久 
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参加者の感想文紹介 
 

 

■青木克明先生の講演「被爆二世健診と多発性骨髄腫検査について」についての感想 

 途中からの参加となりましたが、あらため

て具体的な数値も紹介していただき、勉強

になりました。（岡山／Ｔさん） 

 被爆者だけでなくそれに続く二世、三世と

末の代までも続くとなるとそれを補償しな

ければならない。国の未熟な考えと、それ

を長崎、広島だけでなく日本全体が知らな

ければならない、教育かなと思いました。

（北海道／Ｇさん） 

 「多発性骨髄腫」がよく分らなかったので、

説明を聞いて理解しました。 

２世の甲状腺がんについては、神戸の郷知

秀夫医師は４人手術したと話しておられま

した。私も検査してもらったら、影はある

が問題はないとの話でした。（京都／Ｙ・

Ｓさん） 

 具体的な要求にまとめられていることはす

ばらしいことだと思いました。医学的な視

点を常に活動に入れていことが大切だと実

感。金額を明示されていたり、良く分りま

した。（兵庫／Ｈさん） 

 大変興味深い内容でした。貧血、腎臓病など、

思い当たります。最後の提言も貴重だと思い

ました。二世・三世の会として、今後どう取

り組んだらよいのかを話し合うことが大事

ではないかと思いました。（京都／Ｙ・Ｋさ

ん） 

 話しが少し専門的で難しかったですが、多発

性骨髄腫の症状や検査方法などを知ること

ができ、勉強になりました。私の祖母がこれ

まで癌などの原爆症の症状が出なかったの

は、トタン屋根で黒い雨をしのいだり、水や

食べ物を口にしなかった(できなかった)と

いう偶然があったことで内部被ばくが殆ど

なかったからではないかと思いました。（京

都／Ｍさん） 

 原爆症認定者の推移や認定制度の問題点な

どが、豊富な資料やグラフでよくわかりまし

た。 

また、被爆二世健診問題に関しては自治体に

よって大きく対応が異なり、同じ大阪府内で

も、吹田市や摂津市のように「二世健康手帳」

(または登録証など)を交付しているところ

もあれば、茨木市のように、全く何もしてい

ない市もあります。このような格差をなくし

て、国の責任で、希望すれば被爆二世三世も

全て無償でがん検診プラス多発性骨髄腫検

診が受けられるようにしてほしいと思いま

す。（京都／Ｔさん） 

 多くの被爆者やその二世の方々が癌やその

他の病状に苦しんでおられることに心が痛

みます。 

９０歳まで大きな病気も後遺症もなくこら

れた私の場合は、奇跡が重なったとしか言い

ようがありません。命のある限り語り継ぐ責

任と使命を感じています。（京都／Ｈさん 

被爆者） 

 

■「各地の報告と交流」についての感想 

 今まで元気だったので、自分が２世として

どうだ？ということはあまり考えてこなか

ったのですが、あらためてみなさんのお話

を伺い、私たちは「被害者」なのだと実感

しました。検査を受ける、自治体に働きか

ける、一つひとつ行動して次の世代につな

ぐことが大切だと思いました。（岡山／Ｔ

さん） 
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 市の独自補助または県の補助で健康診断を

することで現在維持している方もいるが、

その反面、自分は被爆二世だと声を上げる

ことに躊躇している人もいる現実もあるの

だということを学べて良かったと思います。

お話しを聞いて、被爆者である親が亡くな

った後に自分が被爆二世と知った方々は、

被爆者であることに偏見や白い目で見る周

囲の方々からの嫌な思いをしないための、

親御さんの配慮だったのかなと勝手な思い

込みをかもしれませんが思いました。（北

海道／Ｇさん） 

 被団協の要望に２世に関する基本は織り込

まれていることを知りました。 

これまで２世の集まりが少ないので、認識

の共有、運動の歴史を学ぶとかから出発す

ることが大切と思います。 

各人の個人的体験の交流、情報交換は大変

重要なので、こういうことを重ねることが

これからのテーマかと思う。（京都／Ｙ・

Ｓさん） 

 各地のがんばりが分り。全国の動きがつか

めました。大きなうねりとなっているので

すね。ネットワークとダイバーシティを大

切にしないと時代の流れに遅れてしまうこ

とが気になっています。（兵庫／Ｈさん） 

 正直二世健診についてはあまり必要だとは

思っていませんでした。県の検診はあまり

にもひどい。受けない人も多々います。で

も変えていくことが必要だと思いました。

そのためにも二世・三世の運動が必要だと

思いました。（岐阜県／Ｈさん） 

 被爆二世の抱えている問題、例えば鼻血、貧

血、甲状腺の腫瘍や、三世のぜんそくなど、

共通しているなと思いました。今後は被爆三

世の健康の調査も必要だと思いました。 

また海外の被爆二世の症状について交流を

していく必要性を感じています。もちろん医

者や科学者の交流はあると思いますが、二世

同士の交流も大切ではないかと思います。で

きるだけ放射能の影響がないように見せか

けたい支配者の動きに、対抗していく必要が

あると思います。（京都Ｙ・Ｋさん） 

 広島の被爆三世の方たちの参加がもっとあ

るかと思っていました。 

お互いの顔が見えるように座るか、立って自

由に交流し合う時間があればもっとよかっ

たと思います。被爆体験を伝えるのにどんな

方法で知ってもらったり、広めておられるの

か、他の活動をもっと知りたいと思いました。

（京都／Ｍさん） 

 ９つの二世三世の会からの参加者がまとま

って座り、代表者が活動内容を報告する際に、

全員が立って名前だけでも紹介し合えばお

互いの顔がわかって参加度が増したのでは

ないかと思います。(事前に提案できず、す

みませんでした。) 

各会からの報告内容については、今回は健康

問題に比重があったため被爆実相の継承面

での活動報告が少なかったように思います。

結成間もない岡山の活動状況や会員の様子

などもう少し詳しく知りたいと思いました。

（京都／Ｔさん） 

 皆さん、熱心に取り組まれていて感心しまし

た。これからもこのような二世三世の活動が

広がっていくことを願っております。（京都

／Ｈさん 被爆者） 

 

■今回の「交流と連帯の夕べ」のとりくみ全体についての感想。その他みなさんがお持

ちの課題や要望について。 

 ３世の型の発言に励まされました。やはり

つながっていくことが大切ですね。まずこ

ういう集会を開いていただいたことに感謝

します。（岡山／Ｔさん） 
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 ２世、３世の実態を日常生活の中できちん

と集めていく、フクシマなどの放射線被曝

者とも草の根で結びついていく、とにかく

実態を政府にぶつける重要性を感じた。 

親の体験、子どもや孫の健康に対する不安、

２度と被ばく者を生んではならないという

思いを継承することの大切さをあらためて

実感した。（広島／Ｓさん） 

 私の父や母世代の方々が初めて企画された

とりくみで集まりましたが、もっと若い

方々のご家族や意見があれば、もっともっ

と身近で、もっと参加しやすいものになる

のではないかなと思いました。普段の生活

で大変なこと等、悩んでいることが聞けた

ら良かったです。（北海道／Ｇさん） 

 健康調査は特別の共通テーマになると感じ

ました。 

第１回目としては、スタートしたことで、

まだ参加されていない県の人にも呼びかけ

ていくようにしたいものです。 

被団協が実施するという２世調査は、被団

協に組織されている範囲だけ？（京都／

Ｙ・Ｓさん） 

 大変な準備をされて、確かな一歩を踏み出

せたと思いました。ありがとうございまし

た。またご苦労様でした。課題はネットワ

ークです。ＩＣＴで共有する方策を考える

必要があります。（兵庫／Ｈさん） 

 私は、北海道の民医連のある病院で副院長を

している内科医師です。北海道原爆訴訟の原

告団長である安井晃一さんのお孫さんも内

科医としてすぐ近くの病院に勤務しており、

同じ呼吸器科の後輩で一緒に仕事をしてい

る関係です。考えてみると彼も被爆３世にあ

たるわけですが、お互い普段は全く意識して

いません。 

今回「交流と連帯の夕べ」に参加した時はこ

のことは意識にのぼっておらず、発言を求め

られて思い出したような状態です。「交流と

連帯の夕べ」のチラシを見て、せっかく広島

まで来たので被爆者だけでなく被爆２世・３

世の方の話を聞いてみたい、という軽い気持

ちで参加したのが率直なところです。参加し

てみると、ほとんどの参加者が２世・３世の

方の集まりで、はじめ場違いかな？と正直少

し戸惑いました。でも新たに勉強になったこ

とが非常に多く、参加して良かったと思いま

す。発言を求められた時には、日々の不勉強

から北海道の様子など全く伝えられず、反省

しましたが、自分の不勉強に気づかせてもら

った、という点では良かったと思います。 

今後も何か情報がありましたら教えていた

だけるとありがたいです。被爆２世・３世の

会のますますのご発展をお祈りしておりま

す。（北海道／Ｉさん） 

 第一回の交流会ということで参加できてよ

かったです。もっと時間があれば良かったと

思いました。ホテルが確保できるかどうかの

問題が大きかったので、一年前から次の交流

会はどこで（少なくても広島か長崎かを決め

る）何日に交流をするということを決めてお

くと、早くからホテルの予約ができると思い

ます。（京都／Ｙ・Ｋさん） 

 私自身被爆三世としての活動は数少ないの

ですが、これまでに身近な祖母の被爆体験を

紹介する会合を企画したことがあります。私

の音楽仲間の一人が、福島の原発事故以来、

核問題に関心を持ち始め、ライブの時に原発

や核についても考える連続講座を企画して

いました。毎回講師を呼んで対談したり、ド

キュメンタリー映画を皆で見たり…。そのな

かで被爆体験を祖母に語ってもらうことに

したのです。数十名ほど集まり、祖母、母、

そして私もインタビューに答えました。その

時の様子はネットにもアップされて反響も

ありました。 

また、フランスに祖母を招いて証言会を開い

てくれたリヨン郊外の空手クラブの青年た

ちが来日した時に、私が京都を案内したり交

流したりしました。私の経験はこれくらいで

すが、これからも若い世代にどの様にして被

爆の実相を伝えていけばよいか、活動の方法

やアイデアをいろいろ出し合って工夫して
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いくとよいのではないかと思います。（京都

／Ｍさん） 

 全国の被爆二世三世の会交流集会を企画し、

これだけの資料や会の準備していただいた

平さん、加百さんはじめ、この会開催に中心

となってご尽力いただいた方々に感謝いた

します。充実した内容の夕べとなり、どうも

ありがとうございました。各会からの報告で

活動の様子もわかり、お互いに今後の活動へ

の刺激となったと思います。また、わたした

ちの連帯によって今以上の力が生まれてく

るのではないかと期待が高まりました。第二

回目は三世の参加をもっと呼びかけましょ

う。（京都／Ｔさん） 

 初めて、このような各地で活動されている二

世三世の会の方々が一堂に会する機会をも

っていただき、どうもありがとうございまし

た。 

折角の機会ですので、お一人お一人の紹介と

親の被爆時の状況やその後について、簡単に

お話を聞く機会もあればよかったのではな

いかと思いました。次回以降、ご検討をお願

いいたします。（京都／Ｈさん 被爆者） 

 

 
facebook 投稿記事から 

 

■京都／守田敏也さん 

先ほどまで被爆二世三世の全国交流会に参加

していました。僕が参加している京都の会が呼び

かけ、岡山、広島が応えてくれて今日の会合とな

りました。 

といっても被爆者の運動にはいろいろな脈絡

があり、各地にもいろいろな団体があります。今

日の交流会もその一つの流れのもので、決して二

世三世の全体を代表しているわけではありませ

ん。 

といっても僕はこの辺の脈絡をきちんと把握

できておらず、被爆者運動への見識がまだまだ不

十分で、とても申し訳ないことだと思っています。

今後、この点を懸命に補っていかなくてはと強く

思っています。 

そんな中でも、今日、参加したのは、少しでも

より多くの二世、三世の方と交流したいと思った

のと、京都の会で被爆二世の健康調査アンケート

を行ってきたので、その成果を他の地域の方たち

にも伝え、できるならば広げていきたいと思った

からです。 

というのは調査をしてみると、被爆二世三世の

多くの方が子どものときに似た経験をしていた

ことが分かりました。とくに顕著なのはよく鼻血

を出していたことや怪我をするとうんだりしや

すく治りが悪かったこと、喘息にかかっていた人

が多いことなどなどです。 

そして実はそれがいま、福島原発事故で被ばく

した方にも起こっているように思えるのです。よ

り正確に言うと似た体験を多く耳にしているの

で、さらに調査を進め、データを重ねることから

実態に迫りたいのです。 

今日はそんなことを発言しましたが、他の地域

の二世、そして三世の方からもよく似た経験があ

るという意見がいくつも出てきました。 

他にも印象的なことがありましたが、それはま

たの時にご報告したいと思います。ともあれ実り

多い会合となりました。 

 

■広島／奥尾秀之さん 

８月５日の夜、「第一回全国被爆２・３世連帯

と交流の夕べ」を開催しました。 

原水爆禁止世界大会の期間中であれば、全国か

ら参加し易いであろうと設定した日程ですが、５

日の夜は関連行事や、様々な団体の交流会も開催

され、なかなか難しいかもしれませんね。それで

も９都道府県、３７名が参加。被爆３世は４人の

参加でした。 

岡山県の被爆２世３世の会を取材している岡

山県のテレビ局２社が取材されていましたが、活

発な活動をされておられるのに加え、被爆３世の

青年が参加されているのもあったかもしれませ

んね。 
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交流会の最初に、今回の交流会を準備した京都、

岡山、広島の代表を紹介し、広島医療生協副理事

長の青木克明先生から基調講演をいただきまし

た。約１時間、パワーポイントを使って被爆二世

検診から見た特徴や、今後私たち２世 3世に求め

られている運動の方向性まで提案していただき

ました。 

さらに、日本被団協の児玉事務局次長からは、

厚生労働省への要請内容と政府の姿勢、そして被

爆二世への援護施策が自治体によって違うこと、

被爆二世の健康調査アンケートのことなどが報

告されました。 

各地からの報告では、非常に詳しく調査されて

いる内容や、運動と組織化の困難な状態、被爆者

と協力しながら運動する内容など短時間ではあ

りましたが中身の濃い内容でした。特に、今年か

ら被爆二世検診に加えられた多発性骨髄腫と言

う病気はプルトニュウム由来の病気であり、長崎

の被爆者に多かったことなど、初めて聞く内容も

あって、充実した交流会でした。 

今後は、被爆２世の健康調査や、政府や自治体

などへの要請内容など共同して取り組めるとこ

ろまで進んで行けないかを展望したいと密かに

願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


