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原発・核燃料施設労働者の労災申請・認定状況 
労災申請日 決定日 認定 疾病名 期間と被ばく線量 労基署 施設名 備考 

1975.3.19 1975.10.9 不支給 皮膚炎  福井・敦賀 日本原電敦賀原発 岩佐嘉寿幸さん 

1982.5.31  不支給 
白血病正悪性

リンパ腫 
 島根・松江   

1988.9.2 1991.12.26 支給 
慢性骨髄性白

血病 
11 ヶ月で 40mSv 福島・富岡 東電福島第一原発 

1988 年２月死亡 

配管の腐食防止作業 

1992.12.1 1994.7.27 不支給 
急性骨髄性白

血病 
 

兵庫・神戸

西 
  

1992.12.14 1994.7.27 支給 
急性骨髄性白

血病 

87.7-92.12 の 

5 年 5ヶ月 

兵庫・神戸

西 

九電玄海・関電大飯・高

浜原発 
定期検査作業 

1993.5.6 1994.7.27 支給 
慢性骨髄性白

血病 

81.3-89.12 の 8 年

10 ヶ月で 50.63mSv 
静岡・磐田 中電浜岡原発 

嶋橋伸之さん 1991年 11月に

死亡 計測装置の点検作業 

1996.5.27  不支給 
再生不良性貧

血 
 福島・富岡   

1997.5.16  不支給 
慢性骨髄性白

血病 
 福島・富岡   

1999.1 1999.10 支給 
リンパ性白血

病 

84.12-97.1の 12年

余りで 60mSv 以上 
茨城・日立 

日本原電東海・中電島

根・東電福島第一原発 

日立市の電機メーカー作業

員で機器の点検作業に従事 

1999.10.20 1999.10.26 支給 急性放射線症 1-4.5Sv 茨城・水戸 JCO 東海村事業所 横川豊さん 

1999.10.20 1999.10.26 支給 急性放射線症 6.0-10Sv 茨城・水戸 JCO 東海村事業所 
篠原理人さん 2000 年４月に

死亡 

1999.10.20 1999.10.26 支給 急性放射線症 16-20Sv 以上 茨城・水戸 JCO 東海村事業所 
大内久さん 1999年 12月に死

亡 

1999.11.20 2000.10.24 支給 
急性単球性白

血病 

88.10-99.10 の 12

年で 74.9mSv 
福島・富岡 

福島第一、第二、東海第

二 

配管・架台・構造物等の溶接

作業に従事 

2002.11.8 2004.1.13 支給 多発性骨髄腫 
77.10-82.1 の４年

３ヶ月で 70mSv 
福島・富岡 福島第一、浜岡 

濃縮廃液系配管・格納容器内

定検作業 長尾光明さん 

2002.？ 

04.3.26 審査 

07.7.4 再 審

査 

2003.3.12 

 

 

不支給 

 

 

肺がん 
77.12、78.7 

2.9mSv 
東京・亀戸 福島第一 

応力腐食割れの対策の準備

作業 小田原敦彦さん 

2005.10.28 

2006.10 不服

申し立て 

2007.6 り ん

伺に戻し本性

で再検討 

2006.9.4 

 

 

 

 

不支給 

 

 

再検討中 

 

悪性リンパ腫 
97.9-04.1の６年４

ヶ月で 99.76mSv 
大阪・淀川 

泊、伊方、美浜、高浜、

大飯、敦賀２、玄海、六

ケ所再処理 

定検時の非破壊検査 

喜友名正さん 

2006.2.15  ？ 
急性リンパ性

白血病 
 福島・富岡  放射線管理業務に従事 

2006.？  ？ 
急性リンパ性

白血病 
 福島  

電気計装関係の検査・点検工

事等に従事 

mSv=ミリシーベルト・Sv=シーベルト 
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全国労働安全衛生センター連絡会議の機関誌「安全センター情報｣は、運動・行政・研究な
ど各分野の最新情報の提供、動向の解説、問題提起や全国各地・世界各地の状況など、

他では得られない情報を満載しています。
●1 部：800 円　●購読会費：１部年額10,000 円

●申し込み：全国安全センターTel:03-3636-3882/Fax:03-3636-3881
E-mail:joshrc@jca.apc.org http://www.jca.apc.org/joshrc/
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倒壊した家屋倒壊した家屋倒壊した家屋倒壊した家屋倒壊した家屋
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粉々になり散乱したサイディングボード片など粉々になり散乱したサイディングボード片など粉々になり散乱したサイディングボード片など粉々になり散乱したサイディングボード片など粉々になり散乱したサイディングボード片など
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吹きつけが剥がれ落ち、吹きつけが剥がれ落ち、吹きつけが剥がれ落ち、吹きつけが剥がれ落ち、吹きつけが剥がれ落ち、鉄板が見える天井鉄板が見える天井鉄板が見える天井鉄板が見える天井鉄板が見える天井
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編集／『明日をください』出版委員会
発行／アットワークス
Tel:06-6920-8626 Fax:06-6944-9807
（http://www.atworx.co.jp/works/pub/ashita.html）Ｂ５版108ページ　定価1575円（送料別）
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平原さん親娘
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キム・ミヨン記者　毎日労働ニュース　
2007年07月05日
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毎日労働ニュース　2007 年
08月16日

毎日労働ニュース　2007 年08 月13 日
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「民衆の声」2007 年07 月23 日

　　　　　　　　　　1 2 6 01 2 6 01 2 6 01 2 6 01 2 6 0 円円円円円（（（（（税税税税税込込込込込みみみみみ）））））　　　　　朝朝朝朝朝日日日日日新新新新新聞聞聞聞聞社社社社社
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編集　労働者住民医療機関連絡会議
　　　全国労働安全衛生センター連絡会議
発行　アットワークス tel:06-6920-8626
（http://www.atworx.co.jp/works/pub/28.html）
体裁　A ５判・2 9 0 ページ・ソフトカバー
定価　1,995 円（本体1,900 円＋税）
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