
原発被曝労働者の労災認定状況等 

 

(2017 年 9 月現在 原子力資料情報室作成)  

申請日 決定・結果 病名 被曝線量 (期間) 備考 (申請労基署ほか) 

75.3.19 不支給 75.12.19 皮膚炎   原電敦賀。不断水穿孔

工事。 

82.5.31 不支給 白血病性悪性リンパ

腫 

  松江。 

88.9.2 支給 91.12.26 慢性骨髄性白血病 40mSv(11 ヵ月) 福島第一。配管腐食防

止。 

92.12.1 不支給 94.7.27 急性骨髄性白血病   神戸西 

92.12.14 支給 94.7.27 急性骨髄性白血病 72.1mSv(87.7~92.12,  

5 年 5 ヵ月) 

神戸西。玄海・大飯・

高浜。定期検査。 

93.5.6 支給 94.7.24 慢性骨髄性白血病 50.63mSv(81.3~89.12, 

8 年 10 ヵ月) 

磐田。浜岡原発。計測

装置点検。87年度の 9.8 

mSv がピーク。 

96.5.27 不支給 再生不良性貧血   富岡 

97.5.16 不支給 慢性骨髄性白血病   富岡 

98.12.22 支給 99.7.30 急性リンパ性白血病 129.8mSv(84.12~97.1, 

12 年余) 

日立。原電東海・島根・

福島第一等。装置点検。

人間ドックで発見され

る。 

99.10.20 支給 急性放射線症 1～4.5Sv 水戸。JCO東海事業所 

99.10.20 支給 急性放射線症 6～10Sv 水戸。JCO東海事業所 

99.10.20 支給 急性放射線症 16～20Sv 水戸。JCO東海事業所 

99.11.20 支給 00.10.24 急性単球性白血病  

（急性骨髄性白血病

の一種） 

74.9mSv(88.10~99.10, 

11 年) 

富岡。福島第一・第二・

原電東海等。溶接作業。

自ら受診。東電に問い

合わせたら、“男性の被

ばくは 5 年間で 100 

mSv の法令限度以下で

東電に責任はない”と

の回答。 

00.1 不支給 03.3.12 肺がん 2.9mSv(77.12-78.7) 亀戸。福島第一。炉内

α線内部被ばく、全面

マスクをしていなかっ

た。喫煙なし。 

03.1.9 支給 04.1.14 多発性骨髄腫 70mSv(77.10~82.1,   

4 年 3 ヵ月) 

富岡。福島第一・第二・

浜岡・もんじゅ・ふげ

ん。濃縮廃液系配管・

格納容器内定検。原賠

法 に よ る 損 賠 裁 判

(2010.2 上告棄却) 



05.10.8 不明 06.9.15 急性リンパ性白血病   富岡 

05.10.28 支給 08.10.28 悪性リンパ腫 99.76mSv(97.9~04.1,  

6 年 4 ヵ月) 

淀川。泊・敦賀・伊方・

高浜・美浜・大飯・玄

海。非破壊検査。 

06.2.15 不支給 06.9 急性リンパ性白血病   富岡。放射線管理業務

等。 

06.8 不支給 07.3 急性リンパ性白血病   富岡。電気計装関係の

検査・点検工事等。 

08.1.18 支給 10.2 多発性骨髄腫 65mSv 不明（福岡） 

08.9 不支給 10.9.14 心筋梗塞 8.3mSv 松江。島根・敦賀。溶

接工事等。2012.2.17 福

岡地裁提訴。 

08.12.4 支給 10.7 悪性リンパ腫 78.9mSv 不明（長崎） 

08.12 不支給 10.5 悪性リンパ腫   不明（兵庫） 

08.12 不支給 10.5 悪性リンパ腫   不明（福井） 

09.3.21 不支給 悪性リンパ腫   不明（福井） 

09.10.19 支給 11.2 骨髄性白血病 5.2mSv 不明（福岡） 

09.12 不支給 12.8 結腸がん、胃がん 27.17mSv 磐田。美浜・福島第一・

玄海・伊方・浜岡・女

川。 

09.12 支給 11.? 悪性リンパ腫 175.2mSv 不明（神奈川） 

09.12 支給（12 年度） 悪性リンパ腫 138.5mSv 不明（福島） 

12.12 支給 13.12 悪性リンパ腫 168.41mSv(1983.4 入社

~2010.6 まで約 27 年間) 

神戸西。美浜・高浜・

大飯で配管の定険。 

13.8 不支給 15.1 ぼうこう･胃･結腸が

ん(別々に発生) 

56.41mSv(2011.7~10,  

4 ヵ月) 

札幌男性（58 歳）。福島

第一。がれき撤去など。

東 電 等 に 損 賠 裁 判

（15.9.1 提訴）。東電・

原賠法、大成等・「安全

配慮義務違反」・労災行

政訴訟。 

(16.9 再審査棄却) 

14.3.10 支給 15.10.20 急性骨髄性白血病 19.78mSv(11.10~13.12

のうち 532 日間) 

富岡。福島第一・玄海・

福島第二。溶接作業。

原子炉建屋カバーリン

グ工事等。 

支給 16.5 うつ病 

  支給 16.8.19 急性骨髄性白血病 54.4mSv(2011.4~2015.1, 

3 年 9 ヵ月) 

福島労基署。福島第一。

機械修理工事等。50 代

男性。 

  支給 16.12.16 甲状腺がん 149.6mSv(2012 年まで

20 年間)うち 139.12 mSv

は 11.3~12.4 収束作業 

富岡。40 代の東電社員

男性。福島第一元運転

員。甲状腺がん認定の

目安策定（厚労省）。 

※福島第一原発事故後、他に 2 人が労災不支給、4 人が調査中(16 年末) 


