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日本における原子力災害医療体制の変遷に関する文献調査
松成裕子1），今村圭子1），吉永健嗣2）

要旨
日本における原子力災害医療体制については，これまで２つの事故によって大きく変化し，その体制，名称も
変化してきた。今回，これまでの放射線事故，災害に対する被ばく医療に関する文献調査を実施した。それに
よって，原子力災害医療体制の歴史的変遷が明らになった。それは，「緊急時対応」であったものが，東海村
JCO 臨界事故以降は「緊急被ばく医療」となり，福島第一原発の事故以降は，新たな原子力災害の医療体制と
なった。
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Ⅰ

はじめに

JCO 臨界事故後の「緊急被ばく医療体制」となり，今回

2011年３月11日に発生した東日本大震災における東京

の福島第一原発事故後の「原子力災害医療体制」の見直

電力福島第一原子力発電所（以下，福島第一原発）の事

しである。今回の調査では，これまでの放射線事故，災

故では，地震，津波，放射性物質の環境への放出という

害に関する文献調査によって，想定しえなかった問題，

複合災害となった1）。このような複合災害による福島第

そして必要となった医療や医療体制の課題を明らかにす

一原発の事故後には，これまでの我が国の緊急被ばく医

ることを目的とする。このことにより，被ばく医療にお

療体制は大きく見直され，原子力規制庁はその教訓か

ける原子力災害医療体制の歴史的変遷を整理すること

ら，多数の汚染等傷病者の発生にも対応できる体制とし

で，放射線事故，災害に対する被ばく医療や原子力災害

て，災害・救急医療体制と融合させた原子力災害医療体

医療体制の課題が明らかとなり，今後の制度・政策のあ

2）

制を構想した 。このことによって，原子力災害対策指

り方の一助につなげてもらえればと考える。

針（2015年４月22日全部改正）に基づいた予防的防護措
置を準備する区域および緊急時防護措置を準備する区域

用語の定義（放射線に関する用語は統一されたものはな

の拡大し，それに伴い，被ばく医療機関は，福島第一原

く，また，新しい語句もあり，この論文の中で用いる語

3）

発事故後に増加していることが先行研究 において明ら

とし，解説する）

かとなった。そして，1999年９月30日には，茨城県東海

放射線事故：放射線利用が適切に行われなかった場合，

村核燃料加工施設ジェー・シー・オー（以下 JCO 略記）

たとえば，法で定める基準が充たされていないとか，放

で臨界事故が発生4）し，人命を失ったほか，事故発生施

射性物質を取扱う際に単純な過ちを犯すとか，その管理

設周辺の住民の避難所への避難，屋内待機の指導もなさ

に不備があったり，法に反する行為が関わったりする

れた5）。このように，日本における原子力災害医療体制

と，放射線被ばく事故の発生に至る7）。

については，この２つの事故によって大きく変化し6），

被ばく医療：被ばく医療とは，放射性物質による汚染お

その体制，名称も変化してきた。それは，原子力災害対

よび放射性物質や放射線による被ばく事故など低頻度の

策編における「緊急時対応」としての医療から，東海村

事象に対する医療である8）。

1）
2）
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緊急被ばく医療：原子力災害や放射線事故により，被ば

がどのように変化したかを分析し，今回特に福島第一原

くした患者もしくは放射性物質による汚染を伴う救急患

発事故後の被ばく医療体制について分析した。

者に対する医療であり，通常の救急医療に被ばくもしく
は放射性物質による汚染対応が加わったものである9）。

Ⅲ

緊急の医療を要するものである8）。

１．日本における原子力災害医療体制に関する文献の検

結果

索結果

原子力災害医療：原子力災害とは，原子力施設の事故等
に起因する放射性物質または放射線の異常な放出により

医中誌（検索期間は1977年～2018年12月）の「被ばく

生じる被害を意味する。原子力災害対策特別措置法で

医療体制」に関する文献を検索した。まず，キーワード

は，原子力施設外における放射性物質または放射線の放

を複数とし，
「被ばく医療」，
「原発事故」，
「原子力災害」，

出が一定の水準を超えた場合には，原子力緊急事態（第

「緊急被ばく医療」，「放射線災害」，「臨界事故」，
「NBS

２条第２号に規定する「原子力緊急事態」をいう。）に

災害」および「医療体制」による検索を行った。
「被ば

該当するものとされ，緊急事態応急対策が講じられ

く医療」と「医療体制」では，65件の検索であった。「原

10）

る 。
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発事故」と「医療体制」では，43件の検索であった。「原
子力災害」と「医療体制」では，85件の検索であった。

研究方法

「緊急被ばく医療」と「医療体制」では，52件の検索で

１．被ばく医療体制に関する文献検索源

あった。「放射線災害」と「医療体制」では，80件の検

医学中央雑誌 Web（以下，医中誌）
：今回は，日本国

索であった。「臨界事故」と「医療体制」では，８件の

内における被ばく医療体制に関する現状を明らかにする

検索であった。「NBS 災害」と「医療体制」では，０件

ことに主眼を置くことにし，医中誌を選択した。

の検索であった。これらの検索されたすべての文献につ
いて，重複文献を除くと，100件（表１）の文献が認め

２．検索期間とキーワード

られた。

1977年～2018年12月として，「被ばく医療体制」に関

表１

する文献を検索した。広く文献を網羅することからキー
ワードは，「被ばく医療」，「原発事故」，「原子力災害」，
「緊急被ばく医療」，「放射線災害」，「臨界事故」，「NBS
災害」の複数とした。それに AND 検索として「医療体
制」を加え，検索を行った。抽出文献は，原著論文だけ
ではなく，広く総説，解説・特集，会議録も加えた。
３．文献の分類

重複文献を除く100件について

キーワード
「被ばく医療」＆「医療体制」
「原発事故」＆「医療体制」
「原子力災害」＆「医療体制」
「緊急被ばく医療」＆「医療体制」
「放射線災害」＆「医療体制」
「臨界事故」＆「医療体制」
「NBS 災害」＆「医療体制」

文献数（件）
65
43
85
52
80
8
0

文献の分類では，被ばく医療の歴史的変遷を明らかに
２．
「東海村 JCO 臨界事故」および「福島第一原発事故」

することもあり，発表日の「東海村 JCO 臨界事故」お
よび「福島第一原発事故」の前後年の期間で区分し，文

の前後年の期間による文献の区分について

献の分類を行った。また，ここでは，文献タイトルは内

日本における原子力災害医療体制については，これま

容を端的に，過不足なく表わすこととし，研究内容の判

で２つの事故によって大きく変化した6）。従って，文献

断を行った。そして，放射線に関する事故の前後を調査

の時期による分類は，
「東海村 JCO 臨界事故」および「福

することで，放射線に関する事故後の被ばく医療に関す

島第一原発事故」の前後年の期間によって区分した。そ

る医療体制の変化を見ることができるとした。次の分類

れによる100件の文献を分類すると，東海村 JCO 臨界事

では，タイトルおよび要約から被ばく医療に関する医療

故以前では，２件であり，東海村 JCO 臨界事故以後か

体制等について言及した文献を選び，それぞれの文献の

ら福島第一原発事故前までは，36件であった。福島第一

種類（原著論文，総説，解説・特集，会議録）に区分し

原発事故以後は，62件（表２）であった。

た。そして，文献の種類ごとに，タイトルおよび要約か

表２

ら内容を分類し，全体の傾向を分析した。
４．文献の分析
これらの文献について，原著論文および総説，解説・
特集の論文を精読し，放射線事故を境に被ばく医療体制
─8─

主要事故区分による文献数

時期
東海村 JCO 臨界事故以前
東海村 JCO 臨界事故以後
福島第一原発事故以前
福島第一原発事故以後

文献数（件）
2
36
62

３．日本における原子力災害医療体制に関する文献の種

原子力発電所事故前後における日本の緊急被ばく医療体

類について

3）

制」 についての旧制度の各地の被ばく医療機関の指定
状況を調査したものであった。もう１件は，2014年の原

1）日本における原子力災害医療体制に関する文献の種
類

子力災害を考える被ばく医療機関の課題（表３－67）に

次に，100件の文献（表３）について，それぞれの文

ついての論文であった。

献の種類（原著論文，総説，解説・特集，会議録）に区
５．新しい原子力災害医療体制に関する文献の内容

分したところ，会議録が51件であり，総説，解説・特集

以上は，文献の概要を把握してきたが，今回，新たな

が45件であり，原著論文は４件であった。
2）「東海村 JCO 臨界事故」および「福島第一原発事故」

原子力災害医療体制についての文献調査であることか

の前後年による文献の区分と種類

ら，福島第一原発事故以後における総説，解説・特集お

東海村 JCO 臨界事故以前の２件は，会議録１件と原

よび原著論文について，その内容を精読し，新たな原子

著論文１件であった。東海村 JCO 臨界事故以後から福

力災害医療体制を明らかにした。その対象論文は，30件

島第一原発事故前までは36件であり，会議録18件，総説，

であった。

解説・特集17件，原著論文１件であった。福島第一原発

原著論文では，１件は「東京電力福島第一原子力発電

事故以後は，62件であり，会議録32件，総説，解説・特

3）
につ
所事故前後における日本の緊急被ばく医療体制」

集28件，原著論文２件であった。

いての旧制度の各地の被ばく医療機関の指定状況を調査
したものであった。もう１件は，2014年の原子力災害を

４．日本における原子力災害医療体制に関する文献の概

考える被ばく医療機関の課題（表３－67）についての論

要について

文であった。また，総説，解説・特集については，大き
く３つに分類され，事故後の緊急被ばく医療体制につい

1）東海村 JCO 臨界事故以前の文献の概要
まず，東海村 JCO 臨界事故以前の２件は，会議録で

ての文献と事故後の緊急被ばく医療体制の課題について

は，原子力災害緊急時医療体制の研究に関するもので

文献，新しい被ばく医療体制に関する文献であった。事

あった（表３－１）。原著論文としてソ連チェルノブイ

故後の緊急被ばく医療体制についての文献（表３－39,

リ原子力発電所事故後の情勢（表３－２）として，内容

40, 41）では，福島第一原発事故だけではなく東日本大

は原子力発電所の医療施設・緊急時医療体制及び放射線

震災時の医療支援についての文献，福島第一原発事故を

被曝者の追跡調査などの調査報告であった。

受け，さらなる緊急被ばく医療体制の構築（表３－42），

2）東海村 JCO 臨界事故以後から福島第一原発事故前ま

三次被ばく医療機関の活動（表３－43）がまとめられて

での文献の概要

いた。よりよい医療の復旧・復興を目指した緊急被ばく

次に，東海村 JCO 臨界事故以後から福島第一原発事

医療体制とその対応および今後の課題（表３－44），我

故前までは，会議録においては緊急被ばく医療体制に関

が国の原子力災害・放射能汚染への対応としての緊急被

すること，アジアの緊急被ばく医療体制についてであっ

ばく医療体制（表３－45），医療者に向けた君は放射線

た。そして，東海村臨界事故の教訓としての解説・特集

にどう立ち向かえるかとした地域における緊急被ばく医

論文が公表され，それに対応した緊急被ばく医療体制に

療体制の整備（表３－46），大学病院の麻酔科医が広域

ついての解説・特集論文が示された。次は，その緊急被

災害に果たす役割（表３－47）などの９件であった。

ばく医療体制におけるそれぞれの代表施設の解説・特集

事故後の緊急被ばく医療体制の課題に関する文献で

論文の発表であった。原著論文１件については，福井県

は，東日本大震災における放射線汚染と避難命令への対

における原発事故に関連した熱傷（表３－31）について

応（表３－49），東日本大震災の経験を活かした高齢者

であった。

災害時医療ガイドライン作成（表３－50），原発事故の

3）福島第一原発事故以後の文献の概要

DMAT 活動による健康安全・危機管理研究の再構築（表

最後に福島第一原発事故以後では，会議録では，福島

３－48），原発事故と放射線の健康影響の低線量被ばく

第一原発事故後の実際の医療対応についての文献，そこ

のリスク（表３－51），基幹災害拠点病院 DMAT として

からの事故後の緊急被ばく医療体制の課題について文

の活動（表３－52），原子力災害と公衆衛生の課題とし

献，そして，原子力災害における新たな医療体制に関す

ての放射線防護（表３－53），被ばく医療体制整備の活

る文献であった。また，総説，解説・特集では，福島に

動と緊急被ばく医療研究の今後の在り方（表３－54），

おける実際の医療活動に関する報告，新しい被ばく医療

環境における放射線の安全性についてのチェルノブイリ

体制に関する文献，原子力災害医療に関することであっ

原発事故の経験から福島へ（表３－55）と題した論文，

た。そして，原著論文では，１件は「東京電力福島第一

災害拠点病院としての緊急被ばく医療に対する取り組み
─9─

表３ 重複文献を除く100件の詳細区分
東海村 JCO 臨界事故以前を「JCO 前」，JCO 後から福島第一原発事故以前を「福島前」とし，福島第一原発事故後を「福島前」略記
する。
広く被ばく医療課題を示している文献「被ばく医療課題」とし，臨界事故の教訓については，「JCO 課題」，緊急被ばく医療体制につ
いての課題は「旧体制課題」，医療や放射線診療への課題は「課題提言」，被ばく医療体制に関する課題は「医療体制課題」とし，原
子力災害医療体制については，「新医療体制」とした。
文献
文献タイトル
番号
１
篠原 照彦：ソ連チェルノブイリ原子力発電所事故後の情勢（原子力発電所の医療施設・緊急時
医療体制及び放射線被曝者の追跡調査その他）の調査報告，富士メディカルフォーラム 1990；
162：46–52
２
篠原 照彦：原子力災害緊急時医療体制の研究．茨城県救急医学雑誌 1998；21：98
３
原口 義座，佐藤敏信：
【東海村臨界事故の教訓】 緊急時被曝医療体制とその活動 緊急時被曝
医療体制は今回 , どのように機能したか 現地における災害医療対策の概要と今後の課題，
INNERVISION 2000；15（2）
：６–10
４
篠原 照彦：
【東海村臨界事故の教訓】 緊急時被曝医療体制とその活動 緊急時被曝医療体制は
今回 , どのように機能したか 包括医療としてのあり方について，INNERVISION 2000；15（2）
：
11–15
５
錬石 和男：
【東海村臨界事故の教訓】 緊急時被曝医療体制とその活動 厚生省派遣の医療支援
団の活動，INNERVISION 2000；15（2）
：16–17
６
鈴木 元：
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（表３－68），放医研の役割としての REMAT 活動（表３

点は，「緊急時医療行為の観点からは，周辺住民も原子

－78）について，急性期から亜急性期までの緊急被ばく

力事業所の従業員も基本的には同様であることに配慮す

医療体制の構築（表３－70），九州での原子力防災への

る必要がある」としたことであった。これらのことに関

提言（表３－69），原発事故から学んだ大規模災害医療

連した文献として，まず，2000年には東海村臨界事故の

の教訓（表３－79），福島の原発事故後の地域医療体制

教訓としての解説・特集論文が出され，課題が明らかに

の変遷と残された課題（表３－94）の14件であった。

なっていた。ここでは，臨界事故の教訓として，原口は

新しい被ばく医療体制に関する文献では，緊急被ばく

「わが国では核災害として最大の規模のものとなった」5）

医療体制に災害医療のエッセンスが取り込まれた新体制

と核災害として捉え，災害医療対策の必要を提言してい

を構築（表３－99），新体制への構築に関する意見交換

る。また，地域保健特別対策事業としての健康影響の調

会の取り組み（表３－95），緊急被ばく医療体制から原

査4）についての活動の報告もなされていた。次に，それ

子力災害医療体制へ（表３－92）の変換について記した，

に対応した緊急被ばく医療体制についての解説・特集論

原子力施設内の医療システムの構築（表３－89）に向け

文は2002年に出されるようになった。それにより，これ

たこと，新たな被ばく医療体制の放医研の役割（表３－

まで「緊急時対応」とされてきたことが，「緊急被ばく

81）について記した論文の５件であった。

医療のあり方について」としてまとめられた12）。そして，

Ⅳ

この緊急被ばく医療体制では，日本を二つに区分し，広

考察

範囲で捉え，さらに「初期被ばく医療機関」「二次被ば

１．日本における原子力に関わる事件，事故，出来事と
文献内容との対比について

く医療機関」「三次被ばく医療機関」の三つに分類にさ
れ13)，連携を図るシステムであり，これが原子力施設

1）東海村 JCO 臨界事故以前の出来事について

の緊急時だけではなく，すなわち「緊急時対応」だけで

我が国の防災基本計画は，1963年に策定されて以来，

はなく，被ばく患者が発生した場合にも対応できる緊急

大災害ごとに改正されてきた。そして，原子力発電所の

被ばく医療の体制であり，災害として周辺住民をも含め

事故として1979年の米国のスリーマイル島原子力発電所

た医療システムとなった。

炉心溶融を伴う事故，1986年旧ソ連チェルノブイリ原子

3）福島第一原発事故以後の出来事について

力発電所の放射性物質放出事故が起きた。日本において

そして，今回，福島第一原発事故によって，これまで

は，さらに，1995年阪神・淡路大震災，1997年旧動力炉・

の緊急被ばく医療体制は大きく見直された。そして，

核燃料開発事業団東海再処理施設の火災爆発事故が起

2011年から2014年までに，事故後の緊急被ばく医療体制

こったことにより，1997年６月に防災基本計画の第10編

についての文献と事故後の緊急被ばく医療体制の課題に

として原子力災害対策編が加えられた1）。このように原

ついての文献，解説・特集論文が出されていた。中には，

子力発電所の事故，大震災，東海再処理施設の火災爆発

原子力発電所所在地域を支える災害拠点病院としての緊

事故の後に，原子力発電所の医療施設・緊急時医療体制

急被ばく医療に対する取り組み13）として，2002年から医

及び放射線被曝者の追跡調査などの調査報告（表３－

療チームを結成し，マニュアル作成，地域の被ばく医療

１）がなされたことで，その対応の必要が明らかになり，

ネットワーク会議を立ち上げ，緊急被ばく医療を災害医

原子力災害対策編に「緊急時対応」が加えられたと考え

療の重要な一領域と捉えた活動もあった。それは，その

る。そして，この「緊急時対応」に対する原子力災害緊

時の「緊急被ばく医療体制」の問題点，改善点が論文等

急時医療体制の研究（表３－２）の成果が提言されてい

により提言されていた。そして，このような未曽有の事

た。

態によって，従来の原子力災害のみを念頭に置いた緊急

2）東海村 JCO 臨界事故以後の出来事について

被ばく医療体制が万全に機能しなかった反省から，一般

そして，東海村 JCO 臨界事故以降，法令や指針の見

災害 + 原子力災害が発生する事態，いわゆる複合災害

直しが行われた。それにより，2001年６月にはこの時の

への対応に重点を置いた体制整備の必要性が浮き彫りに

原子力安全委員会の原子力発電所等周辺防災対策専門部

なった14）ことが指摘された。

会が「緊急被ばく医療のあり方について」を著し，防災
指針の緊急被ばく医療に関する主旨をより具体的に示し

２．福島第一原発事故以後の新しい原子力災害医療体制

ている。そして，それは「いつでも，どこでも，誰でも

について

最善の医療が受けられる」という救急医療の原則であ

一方，原子力規制庁は，災害・救急医療体制と融合さ

り，医療の点では，原子力施設の緊急時のみならず，被

せた原子力災害医療体制を構想した11）。この構想によっ

ばく患者が発生した場合にも対応できる体制を構築する

て，「原子力災害医療協力機関」「原子力災害拠点病院」

11）

ことも必要であるとしている 。この改訂で注目される

「高度被ばく医療支援センター」「原子力災害医療・総合

─ 14 ─

支援センター」への整備が求められることとなった14）。

たび発生すれば，その影響は大きく広く，地球規模とな

特に，国が指定する「高度被ばく医療支援センター」な

る16）のこのことも視野に知れた対応策が講じられなけれ

らびに「原子力災害医療・総合支援センター」，次に，

ばならないと考える。今回のこの資料は，これから日本

原子力施設等立地隣接自治体が指定する「原子力災害拠

における緊急被ばく医療体制を構築する上でのこれまで

点病院」，同自治体が登録する「原子力災害医療協力機

の課題が明らかとなり，今後の対策の一助になるものと

関」である。そして，それは福島第一原発の事故以降，

考える。

被ばく傷病者の対応は，被ばく医療と災害医療及び救急
医療との連携が不可欠とされ，「災害拠点病院であるこ

Ⅵ

研究の限界

とを原則とし，その他救命救急センター，二次救急医療

本研究の対象論文は，検索源が医中誌だけであったこ

機関，又は災害拠点病院に準ずる医療機関である」とあ

とから100件と少なかった。したがって，一部の限定さ

ることから，原子力災害の医療体制における被ばく医療

れた論文の結果となり，全てを網羅しているとは言い難

機関も災害拠点病院や救急医療体制の充実している機関

く，日本に限られたことであり，一般化できるものでは

に求められるように，施設・設備が整った医療機関に必

ない。今後は他諸国の文献にも着手し，検討していくこ

要な医療体制の位置づけとして成り立っている医療体制

と重要である。

と考える。そして，2017年からこの新しい被ばく医療体
制に関する文献が出されるようになっていた。しかしな
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Abstract
Regarding the nuclear disaster medical system in Japan, the system and name have changed significantly since the occurrence of the two accidents. We conducted a literature survey on papers concerning radiation accidents and radiation medical treatment for disaster that have been published so far. Our research clarified the historical transition of the nuclear disaster medical system. “Emergency actions” became “Emergency Exposure Medicine” after the Tokai Mura JCO Critical
Accident, and after the accident of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, it became a new nuclear disaster medical
system.

Keywords: Nuclear disaster, radiation emergency medicine, radiation exposure medicine
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