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資料①  
[韓国] 原爆被害者２世の基礎現況と健康実態調査（要約） 

２００５年２月１４日 国家人権委員会（作成：人道主義実践医師協議会） 

 

１、研究目的 

本研究は、狭義では、現時点における原爆被害者２世の状況を把握し、彼らを対象とする健康

実態調査を行なって彼らの健康上の問題を把握し、これを解決するために医療面における望まし

い政策を政府に提案しようとして行なわれた。また広義では、解放後５９年間、歴史的かつ社会

的に忘れられたままあらゆる困雌と苦痛に耐えてきた、すべての原爆被害者の実態を明らかにし

て社会的に共感層を形成し、より根本的かつ長期的な国家支援政策を促そうとして行なわれた。 

 

２、研究内容および方法 

 本研究は、放射線被爆に関連する日本と韓国の支援制度に対する検討、原爆１世および２世を

対象にした郵便による健康関連の設問調査、そして一部の被害者への健康診断およびインタビュ

ーを通じ、原爆被害者とその家族の健康に関する多様な問題を把握した。また、こうした検討と

調査結果に基づき、原爆被害者 1世と２世のための医療支援システムと制度改善の方策を提案し

た。 

 

３、研究結果 

Ａ．日本と韓国の原爆被害者関連の制度 

（１）日本の原爆被害者ヘの支援実態 

①原子爆弾被爆者の医療等に関する法律（原爆医療法） 

 １９５７年「原爆医療法」が制定されたことで、被爆者は法律に従って「被爆者健康手帳」の

交付を通じて被爆者であることを確認し、受給者の生活水準に関わりなく年２回無料の健康診斯

と無料洽療が可能になった。当初、この法律は被爆者への医療挟助だけを目的にしていたが、１

９６０年に一部条項の改定により医療手当も支給することになった。だが、既に労働能力の相当

部分を喪失した被爆者および被爆死亡者の遺族への生活対策は支援されなかった。 

②原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律（被爆者特別措置法） 

１９６８年、日本政府は被爆者に医療扶助以外にも特別手当などの支給措置を講じて既存の原

爆医療法の限界を克服し、彼らの生活安定と福祉向上を図るために被爆者に対する特別措置に関

する法律（原爆特別措置法｝を制定した． 

この法律には生存被爆者および被爆死亡者の遺族のための特別手当、健康管理于当、保健手当、

医療手当、介護手当、家族介護手当など６つの手当と葬祭費の規定が作られた。これにより、日

本の生存被爆者は葬祭費を除いた手当のうち本人と関係する手当を毎月一つ以上受けられるよう

になり、被爆死亡者の遺族も葬祭費を受けられるようになった。 

そしてこの法律により、６０歳以上の被爆者のうち身体、精神、環境上自宅での生活が難しい

人を収容し、十分な栄養と各種の趣味活動を通じて健康を維持する目的で、１９７０年に原爆養

護ホーム（療養センター）も建設された。だが、この法律はあくまでも被爆者および遺族の生活

保障のためであり、一定レベル以上の所得者には手当を支給しないことを原則とした。 
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③原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（被爆者援護法） 

１９９４年に日本政府は、原爆５０周年にあたって原爆医療法と原爆特別措置法を包括し、原

爆被害に対して軍人および軍属の援護に準じた国家補償の精神によって包括的な援護を提供する

ために、「被爆者援護法」を制定した。 

これにより日本では、被爆者の健康管理と生活向上、福祉増進のために国家が幅広い支援をで

きるようになり、被爆死亡者の遺族に対しても国家慰労金の性格をもつ特別葬祭費を支給するこ

とになった（この法律では、不十分ながらも原爆２世と３世に対して希望者に限り、一定レベル

の健康診断の機会を与えうるようになった）。「被爆者援護法」は、被爆の特殊性と重大性を勘案

した人道主義的な立法として被爆者の国籍を問わないという特徴があり、韓国人被爆者もその受

恵対象になりうる点でも意義がある。 

④原爆被害者２世のための支援制度 

 現在日本では、被爆１世とは異なり、政府レベルで施行している被爆２世に対する別途の具体

的な援護対策や法律はない。その代わり、一部の地方自治体が該当地域に居住している被爆２世

を対象にした医療支援や健康管理ができるようにする条例を作って施行している。したがって、

地方自治体の事情により被爆２世に対する援護策はそれぞれ異なり、例えば埼玉県、東京都、神

奈川県、岡山県、山口県などでは被爆２世の健康管理手帳や健康診断受診証を発給しており、広

島県と長崎県では地方自治休ではなく被爆２世の団体で「被爆２世健康管理票」を発行している

が、その配布過程を地方自治体が支援する形態（官民協力体制）で運営している。 

 

（２）韓国の原爆被害者への支援実態 

韓国の原爆被害者に閏連する既存の資料をみると、目本の市民同体である核援器禁止平和国民

会議の支援を受け、１９７３年１２月に陜川に原爆被害者診療所が設置されたのが、韓国で原爆

被害者を対象にした最初の支援事業だと思われる。 

 その後、１９７７年韓国教会女性連合会がソウルのセブランス病院に在韓被爆者の無料治療支

援事業を展開し、１９７９年６月２５日に日韓両国問で在韓被爆者の医療援護事業として被爆者

の渡日治療、韓国人医師の渡日研修、日本人医師の韓国派遣という三原則の合意がなされ、韓国

人被爆者が日本に行って治療を受けられる道が開かれた。しかし、この３つの合意の中で実践さ

れたのは、被爆者の渡日治療だけであり、それすら重症患者や高齢者は対象から除外され、毎年

６０名づつ２か月間の治療に限定された極めて制限的な水準の施行であり、その実効性に異論が

生じ、事業は１９８６年１１月２日に中断された。その後、１９８９年韓国で国民皆保険制度が

始められ、政府は原爆被害者に対して本人負担金の５０％を政府が負担する措置を施行したこと

があり、１９９０年には盧泰愚大統領の訪目に際し、両同政府は韓国人原爆被害者のため４０億

円規模の支援金の支出に合意した。この支援金を財源として、１９９０年代に韓国の原爆被害者

に対する福祉事業の規模が多少拡大された。だが、日本政府は支援金の拠出が日本の戦争責任を

認めて賠償するレベルではなく、純粋に「人道主義的見地」から支援するものと主張し、韓国政

府ではなく大韓赤十字社を相手側当事者として支援金を拠出して執行を委託した。こうした理由

により、今でも日本側の４０億円の支援金に基づいて運営されている原爆被害者福祉事業の主体

は政府ではなく大韓赤十字社になっている。（担当省庁は特殊福祉事業局）（注①）その上、この

事業の対象は全的に原爆１世のみに限定されており、支援事業の内容は、委託された支援金の管
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理、健康手帳の発給のために日本を訪問する被爆者への便宜提供など、消極的水準に止まる。 

 

Ｂ．原爆被害者の健康実態 

（１）原爆被害者１世の健康実態 

陜川地城に住む原爆被害者１世（２２３人）への健康診断の結果、対照群（２００１年度国民

健康栄養調査を利用して比較しうる一般国民）との違いとして、弛緩期の血圧、肝酵素ＡＳＴ／

ＡＬＴ、血液尿素窒素などは原爆１世集団が対照群に比べて統計的に有意味なほど数値が高く、

ヘマトクリト、空腹時血糖値、クレアチニン測定値は有意味なほど低かった。 

 また、郵便での設問調査の分析結果（１２５６人の資料）では、原爆１世が自分で報告した疾

病の罹患状態を２００１年度国民健康栄養調査の疾病罹患状態と比較して計算した標準化罹患比

で見ると、うつ病が最も違いが人きく（９３倍）、次いで白血病や骨髄腫のようなリンパ、造血系

統の悪性腫瘍が高く（７０倍）、貧血（５２倍）、統合失調症（３６倍）、甲状腺疾患（２１倍）、

心筋梗塞や狭心症（１９倍）、胃・十二指腸潰瘍（１３倍）、ぜん息（９．５倍）、子宮がん（８．

７倍）、胃がん（４.５倍）、脳卒中（３．５倍）、糖尿病（３.２倍）、高血圧（３.１倍）などの順 

で、一般人に比して頻発しているのがわかった。その反面、大腸がん、肝がん、皮膚がんなどは

標準化罹患比の９５％で、統計的に意味がないものとして現われた。 

 

（２）被爆被害者２世の健康実態 

 まず、前記の原爆被害者１世への郵便での設問調査を通じ、子どもの性別、生死確認などの基

本情報を忠実に提供した１０９２世帯の子女４０８０人を分析した。彼ら原爆２世の中で７．３％、

２９９人が死亡したと確認されたが、彼らの死亡年齢は１０歳未満（５２.２％）が最多で、死亡

原囚では原囚不明や未詳の場介（６０．９％）が最も多く、次いで感染症の疾患（９.４％）、事

故死（８．０％）と集計された。現在生存している原爆２世３７８１人のうち、先天性の奇形と

疾病があると原爆１世が報告したのは１９人（０．５％）だった。彼らの中で精神疾患が７名（０．

２％）と最も多く、次いで脊髄異常（０．１％）、骨関節奇形（０．０５％）が多かった。ダウン

症候群、心臓奇形、先天性免疫グロブリン欠乏症、先天性黄疸なども各１名報告された。 

また同期問に、全国に散在している原爆被害者２世に対する郵便での設問調査も並行したが、

応答者の中で本人の生年月日や性別などを正確に記載した１２２６人の設問を分析してみた。そ

の結果、原爆２世の男性が自己報告した疾病の場合、同じ年齢層に比して貧血８８倍、心筋梗塞・

狭心症８１倍、うつ病６５倍、ぜん息２６倍、統合失調症２３倍、甲状腺疾患１４倍、胃・十二

指腸潰瘍９.７倍、大腸がん７.９倍、脳卒中６.１倍、高血圧４.８倍、糖尿病３.４倍などだった。

その反面、肝がんや胃がんなどは標準化罹患比の９５％で統計的に意味ないものと確認された。

原爆２世の女性の場合、心筋梗塞・狭心症が８９倍、うつ病７１倍、乳房の良性腫瘍６４倍、ぜ

ん息２３倍、貧血２１倍、統合失調症１８倍、胃・十二指腸潰瘍１６倍、肝がん１３倍、白血病

１３倍、甲状腺疾患１０倍、胃がん６．１倍、脳卒中４．０倍、糖尿病４．０倍、高血圧３.５倍

だった。反面、乳がん、子宮がんは統計的に意味ある違いはなかった． 

 

Ｃ．原爆被害者支援のための政策 

（1）原爆被害者１世に対する政策 
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具体的な支援と並行して、韓国人原爆被害者の歴史的な性恪を規定しなければならないが、韓

国人被爆者の数と範囲に関する正確な把握、原爆被害に対する日本および米国の責任究明、日本

帝国主義による植民地支配の歴史、わが政府が責任放棄した部分の究明、またこの間原爆被害者

が受けてきた社会的冷遇などに対する正確な歴史的・社会的評価が行われるべきだろう。 

具体的な改善案としては、国内の原爆被害者に対する総合的な真相調査を実施し、国内の原爆

被害者福祉事業の責任主体を正確に設定（大韓赤十字社ではなく政府の責任強化）し、福祉事業

の保障性と責任性を拡大強化し、在韓被爆者に対して目本の「被爆者援護法」が適用できるよう

に、政府が外交的に働きかけると同時に、韓国内でも「原爆被害者の真相究明と保健福祉のため

の特別措置法（仮称）」（注２）を制定・運営するようにすべきだろう。 

もちろん、現在次のような最も緊急な問題を政府が優先的に解決していくべきである。日本の

「被爆者援護法」の健康手当の発給と関連し、被爆の有無に対する証明など在韓被爆者が不当に

扱われる問題を解消し、陜川に設置・運営されている原爆被害者福祉会館の診療機能を強化し、

利用者の高齢化とともに療養機能を拡大するなどの改善を図り、原爆被害者を対象とする専門病

院の拡大指定などすぐ改善できる部分について優先的な支援を実現すべきだろう。 

 

（２）原爆被害者２世に対する政策 

 まず、前述した原爆１世と同様、政府レベルの原爆２世に対する実態調査を実現すべきだろう。

本稿で言及した原爆２世に対する情報は大部分を原爆１世を通じて得たもので、現在生存して原

爆被害者協会に登録された人数は２２００余人程で、原爆１世の９０％以上が既に死亡している。

したがって、民問団体の力だけでは既に死亡した９０％以上の原爆１世の子女に対する情報や資

料を確保するのは、現実的にはほぼ不可能である。その上、当時の社会と現場状況について証言

できる原爆１世の生存者が高齢である点を考慮すれば、実態調査は一日も早く執行されるべき事

業と判断される。それゆえ、手遅れになる前に政府は専門部署を設けて被爆者に対する広範な実

態調査を施行すべきである。 

 また、原爆２世と確認された人々に対して、少なくとも希望者に限って最低１年単位でがん検

診を含めた定期検診を行なう必要がある。疾病に苦しむ人々だけでなく、現在健康と判断される

人々の場合でも、最小限日本で施行されているレベルの定期的な健康診断事業が推進されねばな

らない。そして、原爆指定病院を設定して健康診断の資料が集積・管理されるようにするのが望

ましい。この過程で、原爆１世の個人別被爆量が推定されるべきであり、原爆１世と原爆２世の

コホート（注③）を構築し、長期間に追跡観察することで被爆による健康問題を確認し、事後に

日本政府に対して戦争と関連した責任問題を提起できる科学的なデータを収集しなければならな

い。そして、原爆２世に対して現在の水準で検査可能な分子遺伝学的な調査を行ない、同時に未

来において遺伝学知識がより発展した場合に備え、因果関係を確認するための目的で原爆２世の

遺伝子サンプルを採取し、保管することが必要だと判断される。 

もちろん、自活能力を喪失した原爆２世に対する生活費および医療費の支援（先支援）を実現

することもまた焦川の課題である。原爆２世の中には現在の医学水準では因果関係を簡単に説明

しがたいが、その危険度においては極めて深刻な疾病によって苦痛を受けている人がいる。だが、

政府は「先立証」の原則を固守しているため、当事者が受ける肉体的、精神的、経済的苦痛は深

刻なレベルに達している。さらに、歴史的かつ社会的な責任を考慮する場合、彼らを「先支援」
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して原爆の被害による遺伝の可能性を開いておき、持続的な研究課題として、その因果関係の立

証責任を政府が担うのが妥当と判断される。 

 現在、陜川の原爆被害者福祉会館は原爆１世のための施設として運営されている。現在生存し

ている原爆１世の期待寿命はそう長くなく、原爆２世の年齢も次第に高齢化している点を考慮す

れば、漸進的に原爆被害者福祉会館を原爆２世も収容できる施設に転換する必要があると思われ

る。現在深刻な精神疾患を病んで、また他の健康上の問題により自活能力をほぼ喪夫したと判断

される原爆２世の場合、陜川原爆被害者福祉会館に優先的に収容する方案も考慮する必要がある

だろう。 

その他、原爆１世の中には社会的偏見や先入観のために子女が受ける不利益を考え、自ら子女

に被爆の事実を隠すケースがあるし、原爆２世の中でも両親が被爆した事実を打ち明ける場合よ

り隠す傾向が多いのは確かである。これもまた、もし自分が原爆２世という事実が知られると、

社会的偏見による差別と不利益を被るのではないか、という憂慮によるものと判断される。原爆

被害者問題を社会的に解決しようとするなら、結局この部分に対する政府レベルの繊細な配慮と

正確な調査が実現されねばならず、十分な政策的考慮を伴う必要があると思われる。また原爆１

世と同様、原爆２世の場合も南北問に相互の交流を通じて共同で対応する方案を模索する必要が

あるだろう。南北の原爆被害者同士の交流と共同対応は、目本政府への圧迫になりうる反面、原

爆被害者が提起する問題が、単に被害者の補償レベルにとどまることなく、韓（朝鮮）半島全体

の反核・平和運動へと継承される契機にもなりうるだろう。 

 

４．結論 

 今までわが国では、原爆による被害は科学的に十分に究明できなかったが、その特性上、原爆

１世だけでなく原爆２世以後にも被害が及ぶ可能性はありうると判断される。大部分の原爆被害

者は、国家によって保護されるべき国民として、外国による労働力と人問性までも搾収された植

民地被支配の歴史の実質的な被害当事者であると同時に、被爆など個人的には避けることが不可

能な被害を被った。したがって、少なくとも事後にでも国家に保護されてしかるべきだったが、

そうはならなかった二重の被害者である。さらに、このように不当な被害を受けた人々のその被

害が次の世代にまで引き継がれるならば、その子孫も含めて国家が当然責任をもって保護すべき

責任があるものと判断される。それゆえ、国家は急いで原爆１世のみならず、原爆２世に対して

も健康上の被害が存在するのか、より綿密に調査しなければならず、彼らを保護するために政策

的な支援方案を多角的かつ至急につくるべきである。 

 

（注） 

① 大韓赤十字社特殊福祉事業局は、まだ健康手帳を発給されていない韓国の被爆者のために被

爆者健康手帳の交付、渡日支援事業、渡日治療支援事業、医師など研修招請・派遣事業、情

報提供および相談事業、被爆確認証の交付事業、その他の在韓被爆者の健康維持および増進

事業をしている。また、日本政府と在韓原爆１世のうち原爆被害者と認定された人々の援護

手当支給業務の委託契約を締結し、２００３年９月からは日本政府に代わって韓国に居住し

ている援護手当受給権者に対して援護手当を支給している。 

② この特別法の法律適用の対象として、原爆１世のみならず２世（医学的には問題が究明され
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るまでは彼らの子孫も）も含めねばならないだろう。 

③ コホ―トとはラテン語に由来している。辞典上はある特定時期に生まれた人口集団を意味し、

内容的に研究対象として同じ特性をもつ集団を指す場合に使う。 
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資料② 
放射線影響研究所による「被爆二世健康影響調査」報告資料（要約版） 
 

放射線影響研究所(放影研)記者発表資料 2007．2．28  

 

被爆二世健康影響調査の解析結果について  

被爆二世健康影響調査科学・倫理合同委員会  

 

 

調査の概要  

被爆二世健康影響調査は、成人期に発症する多因子疾患（高血圧、糖尿病、高コレステロール

血症、心筋梗塞、狭心症、脳卒中）の有病率と親の放射線被曝との関連性の有無を調べるために、

2000年から7年間にわたって調査が行われた。  

多因子疾患は、遺伝的要因やライフスタイル要因によって発症すると考えられている。多因子疾

患の有病率は成人期に高くなるので、放射線の遺伝的影響メカニズムとの関連性を評価する意義

は大きい。しかし、実際にヒトを対象にした研究はなく、この調査は世界で初めての研究となっ

た。  

この調査の実施にあたっては、計画段階から、外部の専門家からなる科学委員会、倫理委員会、

解析部会が設置され、研究目的、計画の妥当性や調査方法の倫理性を検証することとした。結果

的に、現在までに5回の科学委員会、4回の倫理委員会、6回の科学・倫理合同委員会、4回の解析

部会を開催した。  

 

調査対象  

調査対象者は、放影研ですすめている被爆二世調査集団約77,000人の中から、広島市・長崎市

およびその周辺地域に本籍をおき、かつ、この地域に現住所をおいている人で、両親またはどち

らかの被曝線量が5mGy以上の人、および両親の線量とも5mGy未満または両親とも非被爆の親から

生まれ、性、市、年齢が前者とマッチした人、合計24,673人を抽出し、被爆二世健康影響調査の

郵便調査対象集団とした。郵便調査では、本人の健康状態、喫煙、飲酒、食生活、運動、家族構

成、職業、教育歴、妊娠・出産などを自記式質問票に記入してもらった。更に、健康影響調査の

目的である臨床健康診断調査への参加を募るために、健康診断受診の意思を尋ね、受診希望者に

健診の勧奨をした。郵便調査において受診希望した人は57.3％で、その内84.5%の11,951人の方々

が実際に受診した。また、質問票の回答で得た生活習慣データについては、健康診断で得られた

多因子疾患の解析に組み入れる情報とした。  

 

統計解析方法  

高血圧、糖尿病、高コレステロール血症、心筋梗塞、狭心症、脳卒中のうちいずれかの所見が

ある場合、「多因子疾患を有する」と定義し、その有無を結果変数として、ロジスティック回帰

法により親の被曝線量（父親、母親別）との関係を解析した。その際、年齢、 
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性別、BMI、飲酒・喫煙習慣、閉経情報（女性のみ）、親の多因子疾患既往歴など、多因子疾患

リスクとして一般的によく知られている因子を解析に含めた。また、放射線影響を修飾し得ると

考えられる、性別、親の被爆時年齢、被爆から出生までの時間などの要因について影響の程度を

検討した。なお、本人の健康状態や親の被爆状態などの条件が受診率へ及ぼす影響を確かめるた

め、実際に受診した人と受診しなかった人の比較を行った。  

 

解析結果  

 今回の調査で得られたデータの解析では、親の放射線被曝に関連した子供の多因子疾患を一

括して見た場合に、リスクの増加を示す証拠は見られなかった（父親線量1Gyのオッズ比0.91、

母親線量1Gyのオッズ比0.98で、いずれも統計学的に有意でなかった）。  

 男性において、父親の線量と多因子疾患有病率に負の関連が示唆された。ただし、これに関

しては、注意深い解釈が必要である。  

 

科学・倫理合同委員会のコメント  

① 今回の被爆二世健康影響調査は、科学委員会が承認した方法に基づき、倫理委員会の定めた条

件のもとで的確に実施された。また、集められた調査データは、解析部会で承認された統計

的手法に基づいて、適正な解析が行われたことを確認した。  

② 現時点では、親の被曝と二世への健康影響の関連はほとんど見出されなかったが、父親の被曝

線量と二世男性の多因子疾患との間にのみ、有病率が有意に低い負の関連が認められた。こ

れらの結果については、対象者の平均年齢が48.6歳と比較的低いことを考慮すると、有意の

差が認められなかった調査項目を含めて、引き続き調査を行い、注意深い検討が求められる。  

③ 調査対象者の受診率は48.4％であった。対象者は男性が女性より約16％多かったのに対し、受

診者は女性が男性より約10％多かった。このような対象者と受診者の性別分布の違いが生じ

た原因を検討する必要がある。  

④ 多因子疾患を一括する解析に加え、可能なものについては、個別の解析を行うことを勧奨する。  

⑤ 今後、対象者の高齢化に伴い、これまでの調査項目以外の健康指標の調査が必要となる可能性

を考慮しなければならない。また、遺伝子解析技術の進歩などによって、遺伝的素質と発症

の関連など、新しい視点の導入が求められることなども予測され、調査研究の継続を望みた

い。  

⑥ 上記のことを考慮すると、被爆二世固定集団の臨床健康調査を前向きに継続することを勧奨す

る。  

⑦ 今回の一連の調査、研究に協力いただいた被爆二世の方々に感謝する。  
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資料③  

現在の原爆被爆二世健康診断の検査項目 

 

１. 理学的検査   視診、触診、聴診 

２. 臨床病理学的検査 

検査 項目 検査目的 

白血球数  細菌やウィルスの感染、炎症をチェック。体内に炎症が発生する
と高くなり、免疫力低下で低くなる。 

赤血球数   

ヘモグロビ ン（Ｈｂ） 貧血の検査。 

ヘマトクリ ット（Ｈｔ）  

ヘモグロビ ンＡ1ｃ 糖尿病がどれくらいコントロールできているかを調べる検査。 

 ＡＳＴ 病気などで細胞が壊れると高くなる。 

肝機能検査 ＡＬＴ 肝機能や黄疸の鑑別、骨の状態等を調べる。 

 γ-ＧＴＰ 慢性肝炎、アルコール性肝障害、肝硬変、脂肪肝等の検査。 

ＣＲＰ  病気の活動性・重症度が反映する。体内に炎症が発生すると高く
なる。 

 蛋白 腎臓、膀胱、尿道等の病気の有無を調べる検査。 

尿検査 糖 糖尿病の検査。 

 ウロビリノーゲン 主に肝臓の病気や黄疸等をチェック。 

 潜血 腎臓や尿管、膀胱などの炎症、結石の検査。 

血圧値   
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資料④ 

地方自治体独自の被爆二世対策一覧 

（２０１２年８月現在） 

 ガン検診の実施 医療費の助成 被爆二世手帳の発行 

埼玉県   「被爆二世健康手帳」を交

付 

東京都 胃がん、肺がん、乳が

ん、子宮がん、多発性

骨髄腫、大腸がん検診 

１１の疾病にかかり６ヶ月以上

の治療を必要とする時、医療費の

自己負担分を助成 

期限は最長１年、但し更新でき

る。 

「健康診断受診表」を交付 

神 奈 川

県 

 １１の疾病にかかり、治療を必要

とする時、医療費の自己負担分を

助成 

「被爆者のこども健康診

断受診表」を交付 

（川崎市、横浜市にも共

通） 静岡県 胃がん、肺がん、乳が

ん、子宮がん、多発性

骨髄腫、大腸がん検診 

  

島根県   「原子爆弾被爆者証明書」

の交付 

岡山県   「健康診断の記録」（被爆

者二世）を交付 

山口県   「被爆者二世健康診断記

録表」を交付 

川崎市  政令指定都市として神奈川県と

同様の医療費助成を独自に実施 

 

横浜市  政令指定都市として神奈川県と

同様の医療費助成を独自に実施 

その他、診断書、医療費証明書、

入院時の食事療養費も助成 

 

吹 田 市

（ 大 阪

府） 

 １１の疾病にかかり、治療を必要

とする時、医療費の自己負担分を

助成 

「吹田市原子爆弾被爆二

世健康管理手帳」を交付 

摂 津 市

（ 大 阪

府） 

 １１の疾病にかかり、治療を必要

とする時、医療費の自己負担分を

助成 

「二世登録証」を交付 
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資料⑤ 

『学校給食通信』№７３（２０１２年１２月３０日発行）より転載 

 

原爆被爆者の夫を６７年間 
白血病にさせなかった食生活     

いのちをはぐくむ「学校給食全国研究会」 

雨宮正子 

 

広島で原爆被害を受けた夫 

 １９５０年に結婚したころ毎朝髪の毛が抜

けている夫に疑問を感じていました。その後、

高熱をよく出していてどうしていいのかわか

らない毎日でした。今のように民医連もなく開

業医を訪ねても理由はわかりませんでした。い

ただいた解熱剤でもショックし救急車で３度

も運ばれました。 

 不安の続く中にあって３年後、ラジオで「佐

倉連隊の宮崎隊長が白血病で死亡しました」と

の放送がありました。このとき夫が「俺の部隊

の隊長だ」といいました。この時初めて夫が広

島で被爆したことを知らされたのです。 

 夫の話によると 

１９４５年６月１９歳で招集され千葉

県の佐倉連隊に入り１ヶ月後、広島に派遣

された。佐倉連隊３３００人は本土決戦に

備え米子と広島に派遣され夫は広島にむ

かった。広島の奥で本土決戦に備え穴を掘

り火炎瓶と爆雷をかかえての訓練をした。 

 ８月６日の朝、空襲警報の中、佐倉東部

６４連隊は貨物に便乗し広島市に向かっ

た。その目前で原爆投下を目の当たりにし

た。黄色い煙、生暖かい光線、きのこ雲。

隊長の説明で「広島市に新型爆弾が投下さ

れ市民１３万人が死亡している。この遺体

を収容するように」とのことだった。 

 夫は８月６日より１０日間遺体収容を

した。焦土の上では履いていた靴もボロボ

ロになり裸足で遺体収容をした。 

と聞かされ、

体内被曝も重

症だったのだ

と知らされま

した。 

 夫の被爆体

験を聞かされ

たとき、子ど

もは３歳と１

歳でした。私

は夫が白血病

になったらど

うしようと不安でした。 

 理由のわからない高熱に夫は扁桃腺が腫れ

ているからだといい、手術をしましたが治りま

せんでした。 

 

体質改善の食生活を 

 医学書をみても原爆による治療のことはわ

からない。でも人間の細胞は６０兆個もある、

傷ついた細胞の修復には食生活で改善できる

ことを見つけ出しました。 

 「傷んだ細胞も修復できる、１０年はかかる

けれど全部修復できる」の記述に食生活で夫の

体を治していこう、と思い立ち、調理の勉強を

始めました。 

 東京の女学院の調理師科に入学し３年間、日

本料理、西洋料理、中国料理の勉強をしました。 

 また栄養大学も聴講し食の科学も学習しま

した。ここで分ったことは食べ物にある体への
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影響、特に優れた唾液は発がん物質も死滅させ

るということです。 

 優れた唾液を作るには食の科学を正しくつ

かみ調理し食事を提供するということでした。 

 

白血病にさせない食事作りを 

 １９６０年代のことを振り返ると、それは手

探りのようでした。日本の高度成長期なのでラ

ーメンが大量に出回り、加工食品が続々と生産

され日本の食生活が大きく変貌する時でした。

こうした中で外食がどんどん広がっていた時

です。 

 免疫力をあげ細胞を回復させるにはまず酵

素が求められるのです。 

 夫の好物は唐揚げなど揚げ物や加工品が何

よりでした。 

 これらを消化させるには大量の酵素が必要

です。また酵素は過熱に弱いため免疫力を高め

る酵素はこわれてしまいます。毒素を排出し免

疫力を高める食のために私は素材からの手作

りに徹したのです。 

 農薬はいけない、食品添加物もいけない、加

工食品もいけない、これらはすべて免疫力を壊

すのです。ですからお味噌も自分で作りました。 

 いまは冷凍加工食品が大量に出回っていて

簡単料理が山と出回っていますが４０年も前

の時代に大豆をゆですり鉢でつぶし麹と塩を

混ぜて寝かして作りました。 

 梅干も糠みそも全部手作りです。こんな話を

するとびっくりされるかもしれませんが私の

糠味噌は５０年もかき回しています。 

 味噌や糠漬けは微生物により酵素が多く含

まれていて夫の体に入りこんだ放射性物質の

解毒になるのです。 

 糠みそは酵素が働きビタミンもつけた野菜

についているので漬物としては最高です。 

 これらの料理を使って夫の食事やお弁当を

４０年間、作りました。 

 体内被曝で体内に残る放射性物質をとりの

ぞかないでいると活性酵素が生じこれが癌化

していくと聞きましたので白血病も血液の癌

じゃないか、それなら血液をきれいにする食事

を作ることが何より大切だと思いました。 

 ですから白血病にさせない食事は癌にかか

らない食事と同じと考えて食事作りをしまし

た。 

 

具体的には 

 米も野菜も卵もその他の食材も無農薬を進

めているところから入れました。 

 素材からの手作りなので時には午前３時か

ら煮込んだ日もありました。 

 だしからこだわって作るので夫はいつも「お

母さんの作るものはおいしい」と言ってくれま

した。 

 季節の野菜、季節の果物、そして手作り。 

 「まごはやさしいこ」の食事です。この「ま

ごはやさしいこ」の言葉を非行が問題になって

いる子どもの食事の講演を聞いたとき、非行に

走る子も脳の病気なんだ、だから「まごはやさ

しいこ」という食事をすることで脳の健康を守

ることができるのだと思いました。 

 

ま＝豆  ご＝ごま  わ＝わかめ・海草  

や＝野菜  さ＝魚  し＝しいたけ、きのこ  

い＝芋  こ＝米 

 

 これは日本の伝統的な食事です。これらの材

料で日本の食文化を提供することで夫は被爆

後６７年、元気で生きてくれました。 

 今年の５月に８７歳で亡くなりました。肺炎

でした。救急車で運ばれて以来、私の調理した

食事ができなくなり弱っていきました。 

 毎日、髪をとかす度にたくさん髪が抜けまし

た。医者に「被爆者です」といっても、「ああ

そうですか」という返事のみでした。 

 食こそいのちというけれど、全くその通りだ

と思いました。いま福島原発の影響でセシウム
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牛肉が学校給食に出され、これを抗議に行った

とき、何の反応もない自治体の長の態度に激し

い怒りを覚えました。食べてしまったんだから

しょうがないではなくデトックスをして下さ

いと心からいってきましたが、どうなったかま

だ分りません。食べてしまったからおしまいで

はなく私が夫にしたように、食生活改善で体の

中に取り込んだ汚染をなくす食を進めさせた

いと思います。

 


