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先制攻撃に道を開く有事法案の衆院通過に抗議する
与党三党と民主党が修正協議で合意した、というニュースが流れたわずか２
日後の５月１５日、十分な審議がないまま有事法案が衆議院を通過しました。
多くの国民が懸念している、あいまいな「有事」の定義、国民の基本的人権の
保護を先送りしたままの採決に、私たちは抗議します。
法案の「武力攻撃事態」という定義では、武力攻撃の『おそれと予測』も対
象となり、日本が実際に攻撃を受けていない場合であっても、政府の「判断」
で先制攻撃を可能にするものです。また、自衛隊法では条文となっている「国
連法規の遵守」の文言も外されました。
現在、日本を攻撃する意図や可能性のある国家はない、というのが世界の常
識です。あるとすれば、アメリカの先制攻撃の出撃基地が日本に存在するが所
以の反撃です。アメリカ議会は新型で使える小型核の開発にゴーサインを出し、
１年半後には実戦配備を終え、再選をめざすブッシュ大統領はアジアでの核の
先制使用を有力な選択肢と表明しています。
北朝鮮が、イラク戦争を誤った教訓として瀬戸際外交をさらに強めている現
在、私たちはこの恐ろしいシナリオが現実味を帯びてきていることに戦慄を覚
えます。
日本は今、アメリカの力の政策に自国の運命を委ねて自主外交を放棄するの
か、それとも平和憲法を持つ国として国連中心の世界秩序の回復に積極的な役
割を果たすのかが問われています。
私たちは、今回提出されている有事法案は専守防衛ではなく、逆に日本とア
ジア諸国を危険にさらすものであり、今国会での衆院通過に強く抗議し、参院
での廃案を求めるものです。
２００３年５月１５日
核兵器廃絶をめざす富山医師医学者の会世話人会
世話人代表 片山 喬
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なぜ私たちは有事法制に反対するのか
世論調査は賛成多数だが

憲法第９条の戦争の放棄は、日本のため
ではなく、侵略したアジア諸国に対し日
本は安全な国になったことを宣言してい
るのです。
ありそうもない侵略が今にも起こるか
のような浮ついた議論ではなく、実際に
歩んできた歴史の事実と教訓から冷静に
判断しなければなりません。

共同通信社の世論調査によれば、昨年
５月には有事法案への賛成が３９％、反
対が４７％だったのが、今年５月の調査
ではそれぞれ５３．５％、反対は３１．
１％になりました。賛成の理由は「国と
して有事に備えるのは当然」が７割を占
めています。
この結果の背景には、北朝鮮の核開発
問題によって、国民の不安が高まってい
ることが影響していると言えそうです。

アメリカの先制攻撃に巻き込まれる
自衛隊が、今日まで予算や装備を増や
し続けてきたのは「有事に備える」とい
う政府の主張からでした。もし自衛手段
のための法整備が不十分であるならば、
現行自衛隊法を改正すればよいはずです。
この有事法制の狙いは、攻められた時
の「備え」ではなく、アメリカが起こす
戦争に日本国民を強制的に協力させるこ
とにあることから、私たち核廃絶医師の
会は反対しているのです。

日本は攻められたことは一度もない
明治維新以後、日本の近代史は戦争に
明け暮れてきました。しかし日本の国土
が、ある日突然攻められたことは一度も
ありません。すべて日本が最初に手を出
して、その反撃にあい、最後の最後に空
襲を受け、原子爆弾が落とされたのです。

北朝鮮にも抗議声明
５月７日当会は、米韓中の三国協議と
いう重要な外交会議で核開発を事実上宣
言し、核を外交交渉の道具に使う北朝鮮
にたいし、下記の内容で抗議声明を発表
しました。

の問題は、国際社会から孤立しているこ
とであり、その原因は国内における悲惨
な人権状況と、国際的な無法行為を清算
しないまま、瀬戸際外交を続けているこ
とにあります。
国連人権委員会は北朝鮮の人権状況の
改善を促す決議案を採択しました。また
日本人拉致問題についても、その事実は
認めたものの国家的犯罪に対する反省は
なく、真相究明を求める声にも誠意を見
せていません。
イラク戦争で実証されたように、先制
攻撃を辞さない米ブッシュ政権とのポー
カーゲームは自殺行為であり、周辺国を
も危険にさらす愚かな選択です。北朝鮮
にとって最も効果のある安全保障は、た
だちに核開発を中止し、周辺各国と平和
友好の外交関係を築き、国際社会への復
帰を本気でめざす道です。
私たちは北朝鮮に対し核開発の即時中
止と平和的手段による問題解決をはかる
よう強く求めます。

北朝鮮は核開発をただちに中止し
平和と友好による国際社会への復帰めざせ
北朝鮮は４月末の米韓中三国協議にお
いて、実質的な核保有宣言を行ないまし
た。これは、核拡散防止条約（ NPT）や 1
992年の朝鮮半島非核化共同宣言に反し、
また昨年９月の日朝平壌宣言でうたった
「朝鮮半島の核問題の包括的な解決のた
め、関連するすべての国際的合意を遵守
する」という精神を裏切る行為です。
核兵器の開発や実験、配備、使用など
を許さない立場で活動してきた私たちは、
核兵器による威嚇を国際外交の道具に使
うやり方に対し、強く抗議するものです。
そもそも北朝鮮にとっての安全保障上
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ピースウォークin富山に参加
とのジレンマも聞かれました。

当会に２６名からの募金と
２名の医師が入会
また、ポスター作成や送付などのため
の「イラク戦争反対行動募金」を呼びか
けたところ、２６名の方々から計５万２
千円寄せられました。なお、２名の先生
に当会に入会いただきました。

募金に協力いただいた先生方

１列目左から太田真治世話人、矢野博明世話人、
１人おいて小熊清史世話人、片山喬世話人代表

（敬称略）
石橋陽二、伊藤元弥、太田真治、大村
栄、小熊清史、鏡森定信、片岡玲典、倉
田幸夫、斉藤周子、澤田克巳、渋谷敏幸、
島田憲一、高田良子、高野昇治、高野康
雄、塚田邦夫、津田達雄、寺島祐輔、平
野秀一、藤井俊彦、松井一成、松岡宗里、
吉田耕司郎、吉田雅一、米田欽一、渡辺
多恵

３月３０日（日）、個人やＮＰＯ（非
営利組織）など幅広い市民が結集した
「ピース・トーク＆ウォークin富山」が
開催され、当会からは片山世話人代表を
先頭に、矢野・小熊・太田各世話人と事
務局が参加しました。
３月末、当会では、この戦争に反対す
る意思表示する方法として、診療室に掲
示できるポスターを作成しました。そし
て保険医協会の協力で、より広範な医療
人が参加できるよう県内の医師、歯科医
師、医学者に送付しました。
作成したポスターはフォトジャーナリ
ストの森住卓氏の写真を使用し、湾岸戦
争で使われた劣化ウラン弾による放射線
障害に苦しむ子どもたちが、切々と戦争
の悲惨さを訴えてきます。
医科開業医、歯科開業医、医薬大教授、
公的病院の勤務医・医局宛に、１５００
枚以上送付しました。

平和のために何か
行動したいが…との声も
その際に同封したアンケート用紙では
「ブッシュの個人的感情で世界を危険に
さらされてはたまらない」「人を殺める
事はいつ、いかなる時でも絶対悪です」
「サダムは正しくないが、ブッシュの戦
争も正しくない」などの声が寄せられて
います。また「平和のために何か行動し
たいが、診療が忙しくそうもいかない」

県内の医師、歯科医医師、医学者に約１５００枚届け
たポスター
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アメリカが「使える」核兵器開発に着手
１年半後に実戦配備、核先制攻撃はアジアを想定

このように、ブッシュ大統領は先制攻
撃と核兵器使用宣言で、「ならず者国家」
のどの指導者よりも危険な人物となった
という意見もあります。
ここ最近、アメリカは臨界前核実験を
繰り返していますが、新型核兵器開発は
爆発を伴う核実験が必要と見られていま
す。これは包括的核実験禁止条約（ＣＴ
ＢＴ）に違反します。アメリカはクリン
トン前大統領が調印したものの、議会が
批准を拒否しました。ブッシュ大統領は、
昨年「ＣＴＢＴには拘束されない」とい
う声明を出し、世界から批判を浴びてい
ます。
５月２０日、アメリカ上院本会議は小
型核の研究開発禁止規定の維持を求める
民主党提出の修正案を否決し、ブッシュ
政権は「使える」核兵器開発に本格的に
着手しました。これを受けて、ラムズフェ
ルド国防長官は会見で、地中貫通型ミサ
イルへの搭載を示唆しています。
アメリカが冷戦時代の戦略を根本的に
見直したのは９・１１事件でした。一つ
は、アメリカにとって現在は脅威でなく
とも、将来その可能性があると判断した
相手には、「先制攻撃」を加えることを
基本としたことです。
もう一つは、使わないことを前提とし
ている大型の戦略核兵器の抑止効果は、
テロリストや「ならず者国家」に対する
圧力とはならない、必要なら核兵器を使
うという姿勢に変わったことです。
そして昨年３月、国防総省の機密文書
によれば、ブッシュ政権がイラクと北朝
鮮での核兵器使用計画の策定を命じた、
と報道されました。イラク戦争が終結し
た今、アメリカによる新型核の最初の先
制使用はアジア、というシナリオが非常
に現実味を帯びてきています。

ア メリ カ の「 使 え る」 小 型核 兵 器 開発 に 反対 す る

イ ラ ク戦 争の 行方 が混 沌 とし てい るな か、 ブ ッシ ュ米 大統 領

は今 後 使用 可能 な小 型核 兵 器の 研究 ・開 発の 解 禁と 予算 計上 を

議会 に 要請 しま した 。イ ラ ク戦 争で 使用 した 特 殊貫 通弾 への 搭

載を 視 野に 入れ 、「 フセ イ ンを 殺せ なか った の は爆 弾に 威力 が

なか っ たか らだ 」と 言わ ん ばか りの やり 方に 私 たち は戦 慄を 覚
えま す 。

アメリカでは国防権限法にある「ファース・スプラット条項」

によ り 、広 島型 の三 分の 一 以下 の威 力の 核兵 器 の研 究・ 開発 ・

製造 は 一切 禁止 され てい ま す。 これ は、 核兵 器 が容 易に 使用 さ

れる こ とを 防ぐ ため に、 ク リン トン 政権 発足 直 後の 一九 九三 年

に民 主 党の スプ ラッ ト下 院 議員 が提 案し 、現 在 まで 共和 党の 批

判を 受 けな がら も、 使え る 核兵 器開 発を 抑制 し てき た、 アメ リ

カの 良 心と も言 うべ きも の です 。

し か し二 〇〇 二年 初頭 に 出さ れた ブッ シュ 政 権の 「核 戦略 見

直 し 」 で は、 イ ラ ク 、 北 朝 鮮 、 中 国、 ロ シ ア 、 イ ラ ン 、 リ ビ ア、

シリ ア の七 カ国 を名 指し で 核攻 撃の 対象 とし て いる こと と、 ピ

ンポ イ ント 攻撃 可能 な核 兵 器開 発が 盛り 込ま れ まし た。

国 連 憲章 を無 視し て先 制 攻撃 を行 ない 、罪 も ない イラ ク市 民

の犠 牲 を「 誤爆 」で 済ま せ 、ア メリ カに 批判 的 なメ ディ アも 標

的に し たブ ッシ ュ大 統領 は 、今 や世 界共 通の 脅 威と なり つつ あ

りま す 。熱 病に 憑か れた 指 導者 は、 この まま で は核 兵器 を使 用

する こ とに 何の ため らい も ない でし ょう 。

私 た ちは 、世 界の 平和 を 願う 世論 によ って 米 国議 会が 小型 核

片山

喬

禁止 条 項を 守り 、ブ ッシ ュ 政権 の暴 走に ブレ ー キを かけ るこ と

を心 か ら願 わず にい られ ま せん 。

二〇 〇 三年 四月 二十 二日

核兵 器廃 絶を めざ す 富山 医師 医学 者の 会

世話 人代 表

4

2003年6月5日

イラク戦争 略奪はアメリカの扇動
5/5 森住卓写真展と講演会
５月５日に富山市民プラザで写真家
森住卓氏の写真展及び講演会が行なわ
れました。森住氏は今までにイラクを
幾度も訪れ、劣化ウラン弾の被害を取
材し、写真と講演を通じて世界に訴え
てきました。今年は戦火の中を二度訪
れ、バグダッドの惨状を写真に収めて
こられました。フリージャーナリスト
からみたイラクの実情をお伝えします。

私が今回イラクに入国したのは開戦後
の３月２１日でした。最初の夜は疲労で
熟睡していましたが、爆撃でホテルの部
屋が何度も揺れたのがわかりました。普
通、外国人は市内を勝手に出歩くことは
できず、情報省のバスに乗せられ見学す
るのですが、私はイラク攻撃を糾弾する
アメリカのＮＧＯとともに行動していた
ために自由に見て回ることができました。

は終わっても、戦後処理をめぐる情報戦
は依然続いていたのです。

病院さえも略奪の対象に
イラクの病院は湾岸戦争後の経済制裁
によって、薬も医療機器も不足し新しい
医学技術も導入されず、治療もままなら
ない状態となっていました。多くの子供
たちは劣化ウラン弾の放射線障害による
病気が治ったためではなく、薬がもらえ
ないために退院せざるを得ませんでした。
さらに４月のバグダッド占領後は病院
も略奪の対象となってしまい、今でも機
能は回復していません。米軍はクリスチャ
ン系の病院は警備しますが、赤新月社
（赤十字社）系の病院は放置し、荒らさ
れるがままになっています。戦争が一段
落し、世界中から医薬品が届けられるよ
うになりましたが、市内の治安が悪いた
めに病人を移送することすらままなりま
せん。占領後は停電が続いており、霊安
室の冷凍庫が使えないために、病院の裏
庭は即席の墓地となってしまっています。

略奪は米軍が扇動したもの
４月になり、バグダッドが陥落した後
に再度入国しました。そのころは町の至
る所で略奪が行なわれていました。私に
は理性的で思慮深いイラク人が略奪を働
くことが信じられなかったのです。
しかし後に「人間の盾」としてバグダッ
ドに留まっていたスウェーデン人が明ら
かにしたのですが、破壊されたイラク行
政府ビルの前で、米兵が集まってきた住
民にアラビア語で「ビルの中のものを持
ち出してよい」と、略奪を呼び掛けてい
たというのです。その直後から激しい略
奪が全市に波及していきました。さらに
米軍は刑務所に囚われていた犯罪者を釈
放し、略奪をけしかけたといわれていま
す。
米軍は市民の略奪行為を演出して、イ
ラク人が統治能力を持たないことを世界
にアピールし、アメリカがイラクに居座
ることを正当化しようとしました。戦闘

イラクのことはイラクが決める
私はアメリカ人にこそイラクの実情を
知って欲しい、この思いから全米で写真
展を開いてきました。
アメリカは中東の覇権を握るため、時
には武器を与えるなど、その時々の必要
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みにじったアメリカが国際的に認められ
るはずがないと、僕は思っています。
（講演前半で語られた劣化ウラン弾の影
響については割愛させていただきます。
ご了承下さい－編集担当）

に応じてイラクを思うがままに扱ってき
ました。そして今回の戦争です。これは
アメリカの非道ぶり、無法ぶりの総まと
めといえるでしょう。
どのような政府であれ、イラクのこと
はイラクが決める。この当然の権利を踏

反核京都医師の会世話人

足立

明

＊本稿は著者の了解を得て、京都保険医新聞より転載させていただきました。
１９８２年核戦争防止・核兵器廃絶を訴
える京都医師の会世話人。１９９１年
京都道路問題連絡協議会代表、現在、京
の道と交通を考えるネットワーク代表。
共著『原子力と共存できるか』。

足立 明（あだち あきら）
京都市南区、内科開業医。１９７１年京
都府保険医協会公害委員会発足以来、主
に大気汚染担当。１９７３年京都府医師
会公害対策委員会では１３年間、京都市
の自動車排ガスの環境影響調査に従事。

① 原爆同様の被害をもたらす危険な兵器
「イラクに劣化ウラン弾が使われてい
た」とニュース報道しているが、米軍当
局は開戦前から「使用する」と言明して
いる。

会議）は「劣化ウラン弾は原爆と同じ。
もう一つの広島」と言っているのだが、
米国は通常兵器と看做して使用している。
さらにＥＵを始め多くの国へ輸出してい
るため、世界中に放射能汚染の危険性が

劣化ウランＤＵ（ depleted uranium）
というと、いかにも害がないように聞こ
えて、劣化という表現はその危険性を隠
す恐れがある。劣化ウランには０・２～
０・３％のウラン２３５が含まれる。残
り９９・７％のウラン２３８も質量当た
りウラン２３５の１７％の放射能を持つ
核物質なのである。
なぜ使われるのか。それは原子力産業
がもてあましている放射性廃棄物だし、
原材料はもちろんタダ。軍事的効果が抜
群で、安く容易に人を殺すことができる
からである。その徹甲弾は敵戦車をマッ
チ箱のように撃破し、火災を起こす。
一番困るのはＤＵの火災効果で、敵を
殺傷と同時に放射性エアロゾルとなって
飛散すること。特にその体内被曝によっ
て広島原爆と同じ深刻な被害が起こって
いる。ＩＰＰＮＷ（核戦争防止国際医師

ある。（京都保険医新聞№ 2372）
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② 化学・放射能毒性で先天的異常も
劣化ウラン弾は、湾岸戦争でイラクに
３２０～７５０ｔ、バルカンに６ｔ使用
された。７０％は衝撃による自然発火に
よって、酸化ウランのエアロゾルになる。
大気汚染の浮遊粒子状物質ＳＰＭと同じ
ように、５マイクロメーター以下で容易
に肺胞から血流に入って、全身殊に腎・
肝・生殖器を障害し、さらに脳神経系、
免疫系等もやられる。重金属化学毒性と
放射能毒性の複合被害である。
米軍戦死者数より一桁上の復員後病死
者を出しているのは、この湾岸戦争症候
群、バルカン症候群と呼ばれるものであ
る。復員軍人の尿中に、９年後にもウラ
ンが検出され、陰毛、精液にも見られる
ことは、生殖器障害があるわけで、胎盤
を通過して種々の先天的異常を多発させ
ている。帰還兵のグループで６７％に先
天的奇形児、イラクの５歳未満の死亡が、
湾岸戦争後急に２倍以上に増えた等、多
数のレポートがある。
ウラン２３８は、発火し崩壊して核種
を多く生成するが、その核種も放射性で
あり、崩壊前のウランの放射能の強さと
同じである（放射平衡）。つまり、放射
能は形を変えただけで無くならない。放

射能は細胞を障害し、遺伝子の突然変異
を起こしていく。広島で証明されている
ように、白血病はすぐだが、発ガンには
５年から６０年かかるため、発症の予測
が難しい。低レベルの放射能でも閾値
（ルビ＝いきち）なしに遺伝子異常を起
こして、その突然変異で発ガンするとい
う学説が有力になってきている。
（京都保険医新聞№ 2373）

③ ウラン汚染で慢性的放射能障害に
劣化ウランが原爆と違う点は、核分裂
連鎖反応（核爆発）がないだけで、原爆
ウランの１７％の放射能は持っている。
１００万発も使えばその放射能は膨大と
なり、被害も比例することになる。
４月１０日の新聞は「バグダッド陥落」
と躍る。ハイテク機器を組み込んだ劣化
ウラン弾の威力に、イラク側は戦略を変
えたようである。テレビの実況でウラン
弾が命中した戦車は、一瞬にして破壊と
同時に発火している。発生した酸化ウラ
ンエアロゾルは飛散して、人体の外部、
内部被曝を来し、さらに風、砂、人体、
車輌等で１００ｋｍでも移動する。土壌
中に入り飲料水を汚染し、生物濃縮を繰
り返し、人間は濃厚なウラン放射能に被
曝することになる。イラクの土壌中には、

劣化ウランが数トン以上あると言われ、
これは慢性的放射能障害の唯一の原因と
なっている。今回のイラク戦でさらに量
的に上積みされて、人々は広島と同じ、
長い放射能毒性に苦しむことになる。
米英軍は、湾岸戦争での劣化ウラン弾
の戦果に満足していたが、研究調査の予
想通り、自軍の将兵にも被害が出て判っ
たことで、今回は戦車乗員を守る装甲に
は使っておらず、生化学兵器予防具を全
て装着するなどの工夫をしている。
「早く戦争を終わらせる」と言ってい
るのは、劣化ウランの自軍被害予防のた
めもあると考えられる。
（京都保険医新聞№ 2374）
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④ 広島原爆病と水俣病の合併
劣化ウラン弾は発火とともにウラン放
射性微粒子となり、高熱でセラミック状
になると体外排出は半減期１０～２０年
で、５マイクロメーター以下になると半
永久的に出ない。健康被害は湾岸戦争で
証明済みなのだが、疫学的調査がされて
いないので、使用者側は頑として否認し
ている。数年前までの我が国の大気環境
汚染裁判のように、被害者個人と汚染原
因を特定するのは不可能に近い。部分的
に学者が特定器官と結びつけても、使用
者側は何とでも否定できる。
放射能と同時に重金属としての化学反
応は、その表面積に比例するので、超微
粒子になった場合、その危険性は桁違い
に大きく、数千万倍にもなると言う。肺
を通って血中に入った劣化ウラン粒子は
骨、リンパ節、肝、骨に留まり、免疫シ
ステムや骨髄を破壊する。白血病、ガン
の他、骨、呼吸器、消化器疾患、関節炎、
先天性異常等多彩である。
バルカンのコソボでは、劣化ウランで
はなく、使用済み核燃料からの減損ウラ
ンがあった。これはウランとプルトニウ
ムと核分裂生成物質（死の灰）が混入し、
さらに悪質である。当然その放射能毒性
も強く、人間の寿命感覚では永久に障害
が続く。
この放射能と重金属毒性の複合症状は、

イラクの小児白血病が末梢神経麻痺や腎
臓障害を併発していて特徴的である。日
本で言えば、広島原爆病と水俣病に環境
ホルモン作用を併発したものと考えて良
いだろう。
（京都保険医新聞№ 2376,2377）

⑤ 彼らは荒廃を作り出し、それを平和と呼んだ
軍事活動はそもそも秘密、何でもあり。
「勝てば官軍」それは人間の本質が暴力
であるから。ベトナムの枯れ葉作戦に始
まる米国の非人道的、非論理的な数多い
行動は、ローマ帝国の衰亡期によく似て
いる。米国民の多くは真実の情報を知ら
されていないだけで、社会正義に反する
戦争の事実を知れば、民衆の支持は失わ
れていくだろう。兵士は消耗品と見なさ
れ、当然のコストであり、自軍兵士の損
耗が確率的に少なければ良い。米経済の
特長は、軍産複合体の収益性の高いペン
タゴンとの契約企業に依存している。劣
化ウラン弾も親米の諸国１０カ国以上に
輸出されているし、米国は世界の全兵器

の７５％を供給している。
欧米の識者、新聞人の中には、劣化ウ
ラン弾の使用は道義の問題であり、国際
法違反、人道犯罪、戦争犯罪であり、自
分たち自身が大量破壊兵器を使用してい
る、と言っている。ジュネーブ条約、ハー
グ条約は、毒性や不必要な苦しみを与え
る兵器を明確に禁止している。
４５億年かけて放射性物質をなじませ
てきた物を原子爆弾や劣化ウラン弾等の
ダーティボムに使用して、最大の環境破
壊を起こした。いずれ低レベル被曝は世
界に拡散する。天に唾する行為である。
現実に核実験場、軍事基地、及びその周
辺地区の被曝者が声を挙げても、被害弁
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償は非常に部分的に抑えられている。
イラク問題でも全てに言えることは、
マスコミに出していないところに決定的
な真実が存在するということである。
「対照地区と被害地区とを厳密に疫学的
に比較する」調査は、複雑な交絡因子が
あり、イラクでは特に大変である。しか
し、欧米専門家有志が声を挙げ、核心を
ついた議論が出ているので、資料として
まとめること、さらにＵＮＥＰ（国連環
境計画）調査などをバックアップするこ

とが必要である。今の時点で追及しなけ
れば、ウラン被害は検証できなくなる。
多くの人がこの問題に関心を持って行動
することしか、解決への道はないだろう。
暴力と詭弁がまかり通り、人間の倫理
と理念がなくなっている現在、根源の問
題を論ずる思想家の毅然たる喝破が今、
切望される。
（京都保険医新聞№ 2378）

原爆症「認定」求めて集団訴訟
たちの問題を抱えていますが、放射線と
の関連性を認めていません。
この裁判で放射線被害の残忍さを科学
的に証明していくことは、アメリカに劣
化ウラン弾や小規模核兵器の使用をやめ
させる世論形成の大きな力となることで
しょう。

広島、長崎の被爆者が原爆症認定を求
めて全国各地で集団提訴が行なわれてい
ます。この裁判は、厳しい認定基準の是
非と国の姿勢が問われる裁判になるもの
といわれています。
被爆者はがんや機能障害などの病気に
苦しんできましたが、その病気の起因性
（原爆放射線の影響による）と要医療性
（治療を必要としている）の二つの条件
を満たせば「原爆症」と認定され、医療
費負担の免除に加えて、医療特別手当
（月額１４万９６００円）が支給される
ことになっています。

放射線被害を過小評価する
日米政府の姿勢
起因性について、松谷訴訟の最高裁で
国は敗訴したにもかかわらず、それまで
使用していた被曝線量推定方式よりハー
ドルの高い「原因確率」という基準で審
査しています。その結果、被爆者手帳取
得者２８万５６２０人にたいし、認定者
はわずかその０．７％である２１６９人
にすぎないという状況です。「認定は国
の予算の範囲内で限られている」と、裁
判で国側証人が本音を漏らしたこともあ
るといいます。
日本政府が、これほどまでに原爆症認
定にこだわる背景として、アメリカの圧
力があることは公然の秘密となっていま
す。アメリカは国内に、核実験に伴う多
くの被爆者（いわゆる風下の人々）の健
康被害や、劣化ウラン弾のエアロゾルを
浴びたと思われる湾岸戦争症候群の兵士

自分の被爆体験を描いた絵を示す原告団

原因確率（寄与リスク）
アメリカがネバダ核実験場のデータ
に、日本家屋などの遮蔽物情報と広島・
長崎の被爆者や放射線量の痕跡をコン
ピューターで計算したもの。
しかし、①爆心地から２キロ以遠の
被曝線量を過小評価している、②７２
時間後の爆心地に入った人への影響は
ないとしている、③放射能汚染物質の
摂取による体内被曝を考慮していない
など、④人体への影響がガンマ線より
５～２０倍の中性子線の被曝推定量を
単純に合計しています。
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氷見市出身監督のドキュメンタリ映画の上映会

「ヒバクシャ」～世界の終わりに～
日時

６月１５日（日）
第１回上映
第２回

会場
入場料
主催

世界で初めて原爆が投下されてからすでに
５７年、経った。ヒバクシャはこの５７年を
どう生きてきたのだろうか。原爆の体験はこ
の間、日本や世界の人々と共有されてきただ
ろうか？ヒバクシャとはどのような存在なの
だろうか？
この疑問は９８年、イラクを訪れ、湾岸戦
争で使われた劣化ウラン弾により白血病を病
んだ多くの子供達に出会ったことから始まっ
た。彼等は世界から隔絶し、自分に何が起き
たのか語る言葉を持たず、十分な医療もなく、
そして私の目の前で亡くなって行った。その
中の一人、１４才の少女、ラシャは「私を忘
れないで」とメモを手渡した。ここから私の
ヒバクシャの声を聞く旅が始まった。
広島で被爆した医師、肥田舜太郎は８５才
の今もヒバクシャの医療と人権の回復に情熱
を傾けている。被曝体験から肥田医師は微量
の放射能がもたらす危険を訴えてきた。肥田
医師の活動を通して、人類史上稀に見る悲惨
な体験から日本のヒバクシャが獲得した、ア
イデンティティ、そしてその魂のメッセージ
を探る。
（中略）
この映画では核の被害者を等しくヒバクシャ
と呼びたい。放射能は目に見えないが確実に
この世界を汚染し続けている。だからこそ、
今、ヒバクシャの声に未来へのメッセージに
耳を傾ける。
（公式ＨＰ「コンセプト」より抜粋）

１３：００
１５：００

サンシップ富山

１Fホール

当日千円（前売８００円）
（財）富山ＹＭＣＡ
薬不 足 に苦 悩す るイ

ラク 南 部の 病院 医師
白 血病 で 亡く

な った ラ シャ

今年８５歳の肥田
舜太郎医師

監督【鎌仲ひとみプロフィール】
１９５８年生まれ、氷見市出身。
９１年１０月、文化庁芸術家海外派遣助成金を受
けて、カナダ国立映画制作所へ渡る。その後ニュー
ヨークなどで活動。９５年帰国。以来、フリーの
映像作家として活躍。

会費納入のお願い

編 集 後 記

私たち医師・医学者の会の活動は、会費中
心に運営しています。活動の基盤となる財政
を確保するため、先生の入会ならびに２００
３年会費の納入をお願いします。
会の趣旨に賛同し、入会を了承される先生
は、ＦＡＸまたは電話でその旨ご連絡くださ
い。会費納入用郵便振替票をお送りします。

●世論調査での有事法制の賛成理由は「攻め
られたら何らかの対応が必要」「万が一の
ときに備えは必要」というもの。当たり前
の標語みたいなものです。
●北朝鮮が金正日体制存立をかけて瀬戸際外
交を展開していることに乗じて、素朴な日
本人の感情につけ入るAll or Nothingの議
論は小泉内閣の最も得意とするところ。
●「自衛隊は軍隊である」こんなことを平気
で言った総理大臣は今までいません。きっ
と有事法に自信を深めたのでしょう。
●しかし、素朴な日本国民は「軍隊」には強
いアレルギーをもっています。自衛隊だか
ら憲法第九条と折り合いがつくんだ、災害
時にも国民を救援すると。国民にも気がつ
いて欲しい、自衛隊を軍隊にする法律が有
事法制だということに。（Ｓ・Ｍ）

◇年会費 ５，０００円（毎年７月が期首）
◇振込方法
「郵便振替票」をご利用下さい。
◇連絡先
核兵器廃絶をめざす
富山医師・医学者の会
富山市桜橋通り６－１３
フコクビル 11階

076(442)8000
10

