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原爆被爆者相談所

一般社団法人 東友会

TEL 0 3 -5 8 4 2 -5 6 5 5
● 相談時間 ●
〒 113-0034

FAX 03-5842-5653

平日 10:00 ～ 17:00（土曜日は 15:00 まで）
東京都文京区湯島 2-4-4

Web サイト h ttps://t-h ib aku . jp/

平和と労働センター 6 階

E メール so ud an @ t-h ibaku . jp

東友会事務所・原爆被爆者相談所

案内図

（相談員が出張や会議で不在のことがあります。）

◆東友会事務所・相談所にお越しになるときは、
事前に電話でお問い合わせください。

◆東友会の相談は無料です。
謝礼の金品はいっさいお断りしています。
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被爆者健康手帳の取得
直接被爆した人、後から中心地に入った人、市外で救援をした人も
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A
条 件

説 明

１号

（直接被爆）
原爆投下のとき広島・
長崎の右記の地域に
いた人

２号

（入市被爆）
原爆投下から 2 週間
以内に爆心地から
2 km 以内に入った人

３号

1 号、2 号以外に原
爆放射能を身体に受
ける状況にあった人

４号

（胎内被爆）
上記 1 号～ 3 号に該
当する人（母親）の
胎内にいて、それぞ
れ次の日付までに生
まれた人

広 島

長 崎

・当時の広島市内全域

・当時の長崎市内全域

・安佐郡祇園町
・安芸郡戸坂村のうち狐爪木
・安芸郡中山村のうち中、落久

・西彼杵郡福田村のうち大浦郷、
小浦郷、本村郷、小江郷、小
江原郷

保、北平原、西平原、寄田
・安芸郡府中町のうち茂陰北

・西彼杵郡長与村のうち高田郷、
吉無田郷

・投下後～ 1945（昭和 20）年
8 月 20 日まで
・広島の爆心地から 2 km のめ

・投下後～ 1945（昭和 20）年
8 月 23 日まで
・長崎の爆心地から 2 km のめ

やすは……広島駅、神田橋、
県立工業、市立商業など

やすは……金比羅山、西坂国
民学校、稲佐国民学校など

① 近隣の地域で救援や治療・看護にあたった人
② 黒い雨地域で被爆した人（ 2 で説明）のうち、健康管理手当（ 12
で説明）が受けられる病気にかかった人

原爆投下後 ～
1946（昭和 21）年 5 月 31 日

原爆投下後 ～
1946（昭和 21）年 6 月 3 日

まで

まで



２

特例受診者（第 1 種、第 2 種）
、および広島の「黒い雨体験者」
健康診断の無料受診のほか被爆者手帳への切り替えも
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第１種特例受診者と第２種特例受診者の
おもな違い
B
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第１種

第２種

交付
条件

原爆投下時、広島・
長崎の指定された地
域に住んでいたこと

原爆投下時、長崎の
指定された地域に住
んでいたこと

被爆者
手帳へ
の切り
替え

○あり
×なし
被爆者の「健康管理
手当」に該当する疾
病にかかった場合、
被爆者手帳への切り
替えができる

無料の
健康診
断

○あり
年２回の一般健診と
年１回のがん検診

○あり
年１回の一般健診の
み

手当

×なし
被爆者手帳に切り替
えたあとは、被爆者
の手当が受給できる

×なし

医療費
助成

×なし
被爆者手帳に切り替
えたあとは、被爆者
の制度の医療費助成
が受けられる

△ 精神的要因によ
る精神疾患と合併す
る身体的症状が認め
られる疾病の医療費
助成がある。ただし、
長崎県内に住んでい
る人が対象で、当時
胎児だった人は除外
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健康診断を無料で受けられます（定期健診 2 回＋希望健診 2 回=計 4 回）→ 24 の表
東京都は独自に胸部 X 線（レントゲン）、心電図などを追加
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被爆者健康診断

〈東京都での検査項目〉

D

ア 基本検査（問診、血液検査、ＣＲＰ検査、尿定性検査、血圧測定）
イ* 胸部Ｘ線撮影検査
東京都独自の追加項目
ウ* 心電図検査

医師が必要と認めたとき追加で受けられる検査
エ 肝機能検査
オ ヘモグロビンＡ１ｃ
カ* 血清総コレステロール定量検査

東京都独自の追加項目

キ 胃がん検診（問診および胃部直接、または間接Ｘ線検査。被爆者は、Ｘ線検査に替えて胃カメラ（内視鏡）
検査を選択可）
ク 肺がん検診（問診および胸部直接Ｘ線検査。医師が認めたときは、喀痰細胞診）
ケ 多発性骨髄腫検診（問診および血清蛋白分画検査）
コ 大腸がん検診（問診および便潜血検査）
サ 乳がん検診（問診および、視診および触診、乳房Ｘ線検査＝マンモグラフィ）
シ 子宮がん検診（問診、視診、内診および頸部細胞診検査。医師が認めたときは、体部細胞診検査およびコ
ルポスコープ検査）
【注】「一般健診」のうち、* 印のあるものは東京都独自の追加項目です。
他県では ア のみで、医師が認めたときは エ、オ が受けられます。
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被爆者は がん検診も無料（男性＝ 4 種類、女性＝ 6 種類）
年４回の健康診断のうち、１回をがん検診に切り替えます
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精密検査の費用は 制限額以上は自己負担
被爆者健康手帳と医療保険を使い医師の診察で受診を
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ͤΜͷͰɺ΄ͱΜͲͷ䶣⟈㜺㗰͕殻⫴湓Λ扪

ͱɺᬕ⬉彎㌛ͷ乢㖉Λ〡Ἥͯ͠ɺ䛑忷ͯ͘͠

͑·͢ɻ㮃ⷕ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

͍ͩ͞ɻ

６

医療保険が使える範囲の医療費の自己負担分はほとんどが無料
「保険料」に免除はなし、一部の疾病は助成なし

Ẍ䗾毦ʢᬕ⬉毦乑ɺắᦺ͚ΜΆɺᱱ
助成対象にならない疾病

㲦乑ɺ⊓㪞ᬕ⬉毦ɺⰧ㓺烥疊儔Ẍ䗾ᵖ⫴
ͳͲʣͷʮ毦㌅ʯʹɺ嶜䄲儔ͱͯ͠ͷ㲳

・軽いムシ歯（Ｃ 1、Ｃ 2 など）

᰾ᵖ⫴͋Γ·ͤΜɻ

・遺伝性の病気

ᢢ弥ͷẌ䗾毦Λ᨟ͬͯẌ䗾Λὅ͚ͨͱ͖ɺ
敌⩰͔͔ͬͨẌ䗾懇ͷ  ᶓʙ  ᶓΛ匰⨞憧

E

・被爆前からの精神病
・生まれつきの病気・障害
・明らかに原爆が原因ではない障害（事故、中

ᴟͱͯ͠㊌⽴͍·͢ɻ

毒、伝染病、天災など）

͔͠͠ɺ嶜䄲儔͜ͷ匰⨞憧ᴟ͕ʮ嶜䄲
儔ͷᵖ⫴ʯͰ᷒⼟͞ΕΔͨΊɺ΄ͱΜͲͷẌ

ʹ͋Δͷ᷒⼟⠒慜Ͱͳ͍ͨΊɺ嶜䄲儔

䗾懇͕䀲㌅ʹͳΓ·͢ɻ

⽪⩫Λ庙ͤͯ䀲㌅ʹͳΓ·ͤΜɻ
䕻毐彎䗾⽘ɺ㧵䩄Ẍ毐ɺ忯ᶂ妿⡡ͳͲ͕

ͨͩ͠ɺẌ䗾毦͕᨟͑Δ䱾⊉Ͱɺ表 E



嶜䄲儔Ẍ䗾ͷ┓䷽Λ͍ͯ͠Δʮ嶜䄲儔ᢖ厌䕴

ᢖ㌫ɺẌ䗾毦ͷ䱾⊉Ͱͳ͍➝㌅⨝湓ʢ⨝

䕻Ẍ䗾㢸欸ʯͰ͋Εɺ⠒慜ʹͳΔẌ䗾毦

湓ουʣɺ㋰㒴㌅ʢ彎㌛㒴ͳͲ㒴湧ͷᦄ查ʣ

ͷ䱾⊉ͷ匰⨞憧ᴟͦͷ⏖Ͱ䀲㌅ͱͳΓ·

ΠϯϑϧΤϯβͳͲͷᤡ殟㮃⠙ɺ㧵䩄ͷ匰

͢ɻẌ䗾毦͕᨟͑Δネ炰毐ɾ㋙炰毐ɺ⽪

懇㭎䗾ͳͲɺ嶜䄲儔匰⨞憧Ͱ͢ɻ

仁͖Λ͢Ε䀲㌅ʹͳΓ·͢ɻ

７

医療費の払い戻し請求
医療保険が使える範囲の自己負担分を払ったとき

ʮ嶜䄲儔ᢖ厌䕴䕻Ẍ䗾㢸欸ʯͷ┓䷽Λ͍ͯ͠

ʮᢖ曐憧查ʯ͔ʮᢖ厌䕴䕻Ẍ䗾懇ʯͱͯ͠

ͳ͍䕻毐彎䗾⽘ɺ㧵䩄Ẍ毐ɺ忯ᶂ妿⡡ͳͲ

 ⫀ᴟʢ嶜䄲儔ᬕ⬉⽪⩫ͷΛὅ͚ͨ㏋㓺

Ͱɺ嶜䄲儔ᬕ⬉⽪⩫Λ庙ͤͯɺͦͷ⏖Ͱ

͕ͦΕᦆᲈͷᥝͦͷͷ㓐ʣ·Ͱ͔͞ͷ

䀲㌅ʹͳΓ·ͤΜɻ

΅ͬͯ忼㫉Ͱ͖·͢ɻ㋙炰毐槆㾖毐ͰẌ

͔͠͠ɺ͜ͷͱ͖㊌⽴ͬͨẌ䗾毦ͷ匰⨞

䗾毦͕᨟͑Δ⏖ɺ匰⨞憧ᴟ͕䀲㌅ʹ

憧ᴟɺ⽴͍⽐͕͠ὅ͚ΒΕ·͢ɻ

８

ͳΓ·͢ɻ

装具の払い戻し請求
2 段階の払い戻し手続きになります

ίϧηοτͷΑ͏ͳ㩣搅䙉䳨ằͳͷ͔Βɺ

͠Λὅ͚ɺͦͷ͋ͱᶄẌ䗾毦ͷ匰⨞憧ᴟ

查⢃ͷ㊌㗢Λ᨟ͬͨᢣ凋嶴ᱸɺ傔⽪ɾ傔折ͳ

Λʮ嶜䄲儔ͷᵖ⫴ʯ͔Β⽴͍⽐͠Λὅ͚Δͱ

Ͳͷʮ嶴ᱸʯͷ懇䓝ɺẌ䗾毦ʢᬕ⬉毦ʣ

͍͏ɺ̎㨿氂ͷ⽪仁͖ʹͳΓ·͢ɻ

͕᨟͑Δ䱾⊉ᲈͰ͋Εʮ嶜䄲儔ͷᵖ⫴ʯͷ

㕖᥋曥ͷẌ䗾懇᷒⼟Λὅ͚͍ͯΔ嶜䄲ᤥᢳ

᷒⼟⠒慜ʹͳΓ·͢ɻͨͩ͠ɺ
ʮ嶴ᱸʯⵜ儔

ͷ⏖ɺẌ䗾懇᷒⼟͕微ΊΒΕ͍ͯΔ䕻ᾄ

᪩ᥝʹΘͤͯ㞓儔͕᧷Γ·͔͢Βɺ䕻毐

ʢẌ䗾ᵘʹ弥搌ʣʹ欸ΘΔʮ嶴ᱸʯΛẌ⩠ͷ〧

ͷ䬦ὗͰ䀲㌅ʹͳΔͷͰͳ͘ɺ͍ͬͨΜʮ嶴

䤻ʹΑͬͯ᧷⼟ͨ͠⏖ʹɺ毦͕᨟͑Δ

ᱸʯͷ懇䓝ʢ➙懇ᱤ湓ʣΛ㊌⽴ͬͨ͋ͱͰ⽴

䱾⊉ͷʮ嶴ᱸʯ懇䓝⽴͍⽐͠Λὅ͚Δ͜ͱ

͍⽐͠ͷ忼㫉Λ͠·͢ɻ͜ͷ⏖ɺᶃẌ䗾

͕Ͱ͖·͢ɻ

毦ͷ匰⨞憧ᴟΛ毒͍ͨ毦憧ᴟͷ⽴͍⽐

９

原爆症認定申請
がんや白血病、心筋梗塞、甲状腺機能低下、
肝機能障害などの治療中の人

ʮἄ䄲䕽微➔ʯᵖ⫴ɺ⊓ʹἀ䓒ᷜᮔ䛛͕嶜

Ẍ䗾䇂ᵆ⽪⯞ɺ͜ͷʮἄ䄲䕽ʯͱ微➔͞

䄲儔㌯䰈ͷ㘴⫉ʹ͍ͯ͠Δᵖ⫴Ͱ͢ɻ͜ͷͨ

Εͨ嶜䄲儔ʹ㊌乿͞Ε͍ͯ·͢ɻ

Ίɺ
ʮἄ䄲䕽微➔ʯ͚ͩɺἀ䓒ᷜᮔ⓬匧͕ʮ䕴

ʮἄ䄲䕽ʯͱ微➔͞ΕΔͨΊʹɺʮ㊟⠙伓

䕻ɾ氕➰微➔⟹㗰ᦺἄ❃䄲⯃嶜䄲儔Ẍ䗾ᴟ䩄

扚≶ⳕʯͱʮ庉Ẍ䗾ⳕʯͷ̎ͭͷ㕄ᦔ͕Ⱬ庉Ͱ

ᦺʯͷⷕ庙Λ具͍ͯ⟹㗰͠·͢ʢͷ⽪⯞ͷ

͢ɻʮἄ䄲䕽ʯͱ微➔͞ΕΔ䯚  ͷ㕄ᦔɺʮ㊟

⟹㗰曥旊⫫䛧͕⯞͍ͯ͠·͢ʣɻ

⠙伓扚≶ⳕʯͷ㕄ᦔ 表 F-1 ʢ ϖʔδʣͷ



ͱ͓ΓͰ͢ɻ

ᱤ湓⊓͕憧͠·͢ɻͭ·Γɺᬕ⬉毦归Λ

嶜䄲ͨ͠拉汰ᱠ⨷ͨ͠㍟ɺ嶜䄲儔⽪⩫

᨟Θͳͯ͘ɺ
ʮ微➔〧➔Ẍ䗾㢸欸ʯʹ͔͔Δ

ʹ弥搌͞Ε͍ͯ·͢ͷͰ䢦微͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ͱẌ䗾懇͕䀲㌅ʹͳΓ·͢ɻ

͜Εɺ嶜䄲儔⽪⩫Λ䓧忼ͨ͠ͱ͖䓧忼儔͕

͔͠͠ɺ䀲㌅ʹͳΔẌ䗾懇ɺ微➔͞Εͨ

㒴͍ͨᲈ➹Λͱʹ弥搌͞Ε͍ͯ·͢ɻ·Ε

䕻㪥氕➰ͷ㭎䗾懇͚ͩͰ͢ɻ微➔͞Εͨ䕻

ʹɺ䓧忼ͷ气ʹ㒴͍ͨᲈ➹ͱ⽪⩫ͷ弥搌͕旐ͬ

㪥ͷ懇䓝ͰɺẌ䗾毦ͷ᨟͑ͳ͍⨝湓ϕο

͍ͯΔ⏖͕͋Γ·͢ɻͦͷΑ͏ͳ⏖ɺ

υᦄͳͲ匰⨞憧ʹͳΓ·͢ɻ

㕖Ἰᦺʹ͓䟝Β͍ͤͩ͘͞ɻ

ἄ䄲䕽ͱ微➔͞Εͨ嶜䄲儔ʢẌ䗾䇂ᵆ⽪⯞

ἄ䄲䕽ͱ微➔͞ΕΔͨΊͷ䯚̎ͷ㕄ᦔɺ

ͱ䇂ᵆ⽪⯞ͷὅ乿儔ʣɺ·ͨͦͷ嶜䄲儔Λ⾘

䓧忼͢Δ䕻㪥ͷ㭎䗾九方廇⟫͕Ⱬ庉͕Ͳ͏

滵͢Δᥝɺ⽘ⰲ䪇ɾ᧨㪞䪇ͷʮ䇂ᵆ氕➰儔

͔ͱ͍͏ʮ庉Ẍ䗾ⳕʯͰ͢ʢ表 F-2 ʣɻ

ハ毒ʯ͕ὅ͚ΒΕ·͢ɻ

ἄ䄲䕽ͱ微➔͞Εͨ䕻㪥氕➰ͷ㭎䗾ɺ

原爆症認定で「放射線起因性」が認められる範囲 F-1
（1）悪性腫瘍（固形がん）、白血病、副甲状腺機能亢進症
① 被爆地点が爆心地より約 3 . 5 km 以内である者
② 原爆投下より約 100 時間以内に爆心地から約 2 km 内に入市した者
③ 原爆投下より約 100 時間経過後から、原爆投下より約 2 週間以内の期間に、爆心地から約
2 km の地点に 1 週間程度以上滞在【注】 した者
【注】 広島＝ 8 月 14 日より前に入市し、その後 1 週間程度継続して滞在
長崎＝ 8 月 17 日より前に入市し、その後 1 週間程度継続して滞在
（2）心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬変
① 被爆地点が爆心地より約 2 . 0 km 以内である者
② 原爆投下より翌日までに爆心地から約 1 . 0 km 内に入市した者
（3）放射線白内障（加齢性白内障は除く）
① 被爆地点が爆心地より約 1 . 5 km 以内である者

原爆症認定で「要医療性」が認められる範囲

F-2

（1）悪性腫瘍（固形がん）、白血病
手術、制がん剤、放射線療法やホルモン療法などが終わった後、ほぼ 5 年以内。
乳がん、腎盂がん、尿管がん、膀胱がん、前立腺がん、甲状腺がんなどは、10 年以内でも認
定される場合があります。
（2）副甲状腺機能亢進症、心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬変
定期的に医師の診察を受けて治療を受けている間。
（3）放射線白内障（加齢性白内障は除く）
手術を予定していて、手術前の場合。（手術した後だと、「要医療性」はないと判断されてしま
います。）
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手当

医療特別手当／毎月 141,900 円（2022 年度額）
原爆症の治療や経過観察を受けている認定被爆者だけ

Ẍ䗾䇂ᵆ⽪⯞ɺἀ䓒ᷜᮔ⓬匧͕ἄ䄲䕽ͱ

➔͞Εͨ⏖ɺἄ䄲䕽ͷ微➔䓧忼Λͨ͠㓐ͷ

微➔ͨ͠嶜䄲儔͚͕ͩὅ͚ΒΕ·͢ɻ

僄㓐ʹ͔͞ͷ΅ͬͯ㊌乿͞Ε·͢ɻ

微➔䓧忼ͷ⟹㗰ʹɺ̏Χ㓐͔ΒẤ⫀䪃⫴

䇂ᵆ⽪⯞ɺᬕ⬉䱛䍨⽪⯞ɺᬕ⽪⯞ͱᢖ伍

ͷ㓺欨͕͔͔͍ͬͯ·͕͢ɺ微➔䓧忼ͷͱ͖

ʹὅ乿Ͱ͖·ͤΜɻ

ʹẌ䗾䇂ᵆ⽪⯞ͷ䓧忼㒴Λᾃ㏋ʹᴒͤɺ微

11

手当

ʮ䇂ᵆ氕➰儔ハ毒ʯͷ⠒慜Ͱ͢ʢ 9 Ἥ䂁ʣ
ɻ

特別手当／毎月 52,400 円（2022 年度額）
原爆症と認定された病気などが治った人、後遺症がない人

Ẍ䗾䇂ᵆ⽪⯞ͷ㕄ᦔͷͻͱͭʹʮ庉Ẍ䗾ⳕʯ

͜ͷͨΊɺẌ䗾䇂ᵆ⽪⯞Λὅ͚͍ͯΔᥝɺ

͕㫉ΊΒΕ·͢ʢ 6 ページ 9 ʣ
ɻ䇂ᵆ⽪⯞ɺ

㓂ᴻʹ䓧忼ͨ͠⫀͔Β  ⫀͝ͱʢ䘿ᲈ氕͚ͩ

ἄ䄲䕽ͱ微➔͞Εͨ嶜䄲儔͕ɺ微➔͞Εͨ䕻

䓧忼ͨ͠⫀ͷ僄⫀ʣʹɺ
ʮẌ䗾䇂ᵆ⽪⯞ᬕ⬉

㪥ͷʮ庉Ẍ䗾ⳕʯ͕ͳ͘ͳͬͨͱ͖ʹɺẌ䗾

䈃㭖⡫ʯΛ・ᴒ͢Δ͜ͱ͕㫉ΊΒΕ·͢ɻ

䇂ᵆ⽪⯞͔ΒᴡΓ㓀͑ʹͳΔ⽪⯞Ͱ͢ɻᶸʮ庉

͜ͷͱ͖・ᴒ͢Δ⠗䓝ͷ彎㌛㒴Ͱɺᵬ弥ͷ
ʮ庉Ẍ䗾ⳕʯ͕ͳ͍ͱ㕖᥋曥͕ᵃ㌛ͨ͠⏖ʹɺ

Ẍ䗾ⳕʯ͕ͳ͍ᶹͱɺἄ䄲䕽ͱ微ΊΒΕͨ
䕻㪥ͷ㭎䗾九方廇⟫͕乏Θͬͯ㭎ͬͨ⏖

䇂ᵆ⽪⯞ʹᴡΓ㓀͑ΒΕ·͢ɻ

ɺͦͷ䕻㪥ͷ㭎䗾ʹΑΔⰧ昧䕽ͳ͍⏖

Ẍ䗾䇂ᵆ⽪⯞ɺᬕ⬉䱛䍨⽪⯞ɺᬕ⽪⯞ͱ

Λ͍͍·͢ɻ͕Μͷ⏖ͷ九方廇⟫ͷ⫀㋕ɺ
ἀ䓒ᷜᮔ䛛͕͕Μͷ䪪湧㩛ʹ  ⫀͔  ⫀䪃

ᢖ伍ʹὅ乿Ͱ͖·ͤΜɻ
ʮ䇂ᵆ氕➰儔ハ毒ʯͷ⠒慜Ͱ͢ʢ 9 Ἥ䂁ʣ
ɻ

⫴ͱ㬌Ί͍ͯ·͢ɻ
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手当

健康管理手当／毎月

34,900 円（2022 年度額）

指定された病気にかかって医師の管理下にある人
ᬕ⬉䱛䍨⽪⯞ɺ嶜䄲儔ͷ䷽̔ᶓ͕ὅ͚ͯ

ͯɺ㒪㌞͕Ⱬ庉ʹͳΓ·͢ɻᬕ⬉䱛䍨⽪⯞

͍Δ⽪⯞Ͱ͢ɻ͜ͷ⽪⯞ͷ㕄ᦔɺ嶜䄲儔ᬕ

Λ͍ͭ·Ͱὅ͚ΒΕΔ͔ɺ
ʮᬕ⬉䱛䍨⽪⯞归

⬉⽪⩫Λὅ͚͍ͯΔᥝ͕ɺ〧➔͞Εͨ  ͷ

㒴ʯʹ弥ᱠ͞Ε͍ͯ·͢ͷͰɺ䢦微ͯ͠Έ·

氕➰Λͱͳ͏䕻㪥ʢ9 ページ表 G ʣʹ͔

͠ΐ͏ɻ

͔͍ͬͯͯɺ㭎䗾九方廇⟫Λὅ͚͍ͯΔ͜

乏採㊌乿ʹͳ͍ͬͯΔ䕻ᾄͰ㭎䗾Λὅ͚ͯ

ͱ͚ͩͰ͢ɻ嶜䄲ͷ䈃㭖ɺ嶜䄲ͨ͠拉汰ɺ

͍Δ⏖ɺ乏採㊌乿ʹⓄ㒪Ͱ͖·͢ɻⓄ㒪

͜ͷ⽪⯞ͷ㕄ᦔͰ͋Γ·ͤΜɻ

ͷ䓧忼ɺͦͷᥝͷᬕ⬉䱛䍨⽪⯞ͷ㒪㌞䓧忼

䕻㪥ͷἄ≶͕㎑Β͔ʹἄ䄲ᦆⓗʹ͋Δ⏖

ͷͱ͖ͱ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
ᬕ⬉䱛䍨⽪⯞ͷ㒪㌞⽪仁͖͕Ⱬ庉ͳᥝʹɺ

ʢ昧ᦽɾ䓒·Ε͖ͭɾᦽ㗀䕻ɾᣋ㩟ɾᤤ㊧ɾ
⓮㾜ͳͲʣͰɺὅ乿Ͱ͖·ͤΜɻ

㓺殻ͷ  Χ㓐͘Β͍ᵬʹɺ㕖᥋曥͔Β㔋ᥝʹ

ᬕ⬉䱛䍨⽪⯞Λὅ͚͍ͯΔᥝͷ΄ͱΜͲͷ

敌䟝㒴ͱ㒪㌞䓝ͷ䓧忼䓝丞͕曞攘͞Ε·͢ɻ

㒪㌞⽪仁͖͕⬘͞Εɺ乏採㊌乿ʹͳΓ·͠

͜ͷͱ͖ɺ〧➔͞Εͨ䕻㪥͕㭎͍ͬͯΔᥝɺ

ͨɻ͔͠͠ɺ䓧忼䕻ᾄ彎㌛㒴ͷ㒴͖㌫ʹΑͬ

〧➔͞Εͨ䕻㪥ʹ͔͔͍ͬͯͯ㭎䗾Λ仁͚



G
11 の障害とおもな病名
① 造血機能障害

支給期限

再生不良性貧血、血小板減少症、白血球減
少症など

終身支給

鉄欠乏性貧血

最高 3 年で 更新

その他の貧血症

最高 5 年で 更新

② 肝臓機能障害

アルコール性、ウイルス性を除く慢性肝炎・ 終身支給
肝硬変など

③ 細胞増殖機能障害

すべての部位の悪性新生物（がん・白血病
など）

終身支給

〈脳腫瘍だけは良性腫瘍でも認められる場合があります〉

④ 内分泌腺機能障害

糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺腫など

終身支給

甲状腺機能亢進症

最高 5 年で 更新

⑤ 脳血管障害

脳出血、くも膜下出血、脳梗塞など

終身支給

⑥ 循環器機能障害

高血圧性心疾患、狭心症、心筋梗塞など

終身支給

⑦ 腎臓機能障害

慢性腎炎、ネフローゼなど

終身支給

⑧ 水晶体混濁による視機能障害

先天性・糖尿病性を除く白内障のみ

最高 5 年で 更新

⑨ 呼吸器機能障害

肺気腫、肺線維症など

終身支給

⑩ 運動器機能障害

変形性脊椎症、変形性関節症など

終身支給

⑪ 潰瘍による消化器機能障害

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎

最高 3 年で 更新

【注】 ほとんどは 終身支給 ですが、更新 とある病気で「健康管理手当」を受けている人は、書かれた
年数以内で更新手続きが必要になります。

͍ͯͳ͍ᥝɺ⽪⯞Λ什仁Ͱ͖ͳ͍⏖͕͋

Ẍ䗾䇂ᵆ⽪⯞ɺ䇂ᵆ⽪⯞ɺᬕ⽪⯞ɺἄ❃

Γ·͢ɻ
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䄲⯃⠬渮䕽⽪⯞ͱᢖ伍ʹὅ乿Ͱ͖·ͤΜɻ

手当

原子爆弾小頭症手当／毎月 48,840 円（2022 年度額）
4 号被爆者（胎内被爆者）で小頭症による障害がある人

ἄ❃䄲⯃⠬渮䕽⽪⯞ɺ㩚庼ͷ凸ᲈͰ嶜䄲

͜ͷΑ͏ͳ氕➰ɺ╠◼  Χ㓐͔Β  Χ㓐

ͨ͠ᥝʹ嶜䄲儔ᬕ⬉⽪⩫ͷ㭭  㕄ʹΑΔẋᴟ

ΑΓᵬʹ    LN ᦆᲈͰ䛋ネ嶜䄲ͨ͠㩚庼ͷ

͕ʮ Ὧʯʢ 2 ページ １ ʣͷͳ͔Ͱɺ䟝䙉氕

凸᱂ʹ䍠ΕΔ͜ͱ͕͋Δͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻ

➰ɺ䶣䥻䘼旌斧㶙ͳͲͷ氕➰͕͋Δᥝ͕ɺ
ʮ擆

Ẍ䗾䇂ᵆ⽪⯞ɺ䇂ᵆ⽪⯞ͷͲͪΒ͔ͱᢖ伍

拉汰㍤㓺凸ᲈ嶜䄲䕽᪻傏ʯͱ͍ΘΕΔʮ⠬渮

ʹὅ乿Ͱ͖·͕͢ɺᬕ⬉䱛䍨⽪⯞ɺᬕ⽪⯞

䕽ʯʹ微➔͞ΕΔͱὅ͚ΒΕ·͢ɻ

ͱᢖ伍ʹὅ乿Ͱ͖·ͤΜɻ
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手当

保健手当／毎月 17,500 円（2022 年度額）
原爆投下のとき爆心地から半径 2 km 以内の場所にいた人

手当

保健手当・高額／毎月 34,900 円（2022 年度額）
保健手当の条件にあって、身体の障害がある人など

ἄ䄲⾹ᢣͷͱ͖䄲Ⱪ⋐͔Β  LN ᦆᲈʹ͍

䱛䍨⽪⯞ͱᢖ伍ʹὅ乿Ͱ͖·ͤΜɻ

ͨᥝʢ䛋ネ嶜䄲儔ʣͱɺͦͷᥝͷ凸᱂ͩͬͨ

ᬕ⽪⯞ͷ㕄ᦔʹ͋Δᥝ͕ɺ〧➔͞Εͨ 

ᥝʹ㩚庼͕䄲Ⱪ⋐͔Β  LN ᦆᲈͰ䛋ネʹ嶜

ͭͷ㕄ᦔ
ʢ下表 H ʣ
ͷͲΕ͔ʹ͋ͯ·Δ⏖ɺ

䄲ͨ͠ᥝʢ凸ᲈ嶜䄲儔ʗ 2 ページ １ ʣ͕䓧

⽪⯞湓Λᬕ⬉䱛䍨⽪⯞ͱᾃ͡湓ʹ⑄湓Ͱ͖·

忼Ͱ͖·͢ɻ

͢ɻ

͜ͷ⽪⯞ɺ嶜䄲䈃㭖ͱ拉汰͚͕ͩ㕄ᦔʹ

㾄᭶έΨͷ拌ͳͲ採᧭ͷ氕➰Ͱ䓧忼͢Δ

͞Ε͍ͯͯɺ䕻㪥ͱ欸ᩡ͋Γ·ͤΜɻẌ䗾

⏖ɺ氕➰ͷἄ≶͕㎑Β͔ʹἄ䄲ᦆⓗʹ͋Δ

䇂ᵆ⽪⯞ɺ䇂ᵆ⽪⯞ɺἄ䄲⠬渮䕽⽪⯞ɺᬕ⬉

⏖微ΊΒΕ·ͤΜɻ

「保健手当」が「高額」になる 3 つの条件 H
① 被爆当時の火傷やケガの跡が、頭・顔・手などに、一定の大きさ以上に残っている人
② 身体障害者手帳 3 級程度以上の障害のある人
③ 配偶者・子ども・孫のいない 70 歳以上の独り暮らしの人
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手当

一般（他人）介護手当（在宅被爆者の制度）
自宅で、介護人を雇って自宅で身の回りの世話を受けている人
介護保険のヘルパーや別居の親族の介護を受けている人
手当額は 11 ページ J 表

ᥭ想͕Ⱬ庉ʹͳͬͨ⋆❾ͷ嶜䄲儔͕ɺᥭ想

介護手当を受けられる

毦ͷϔϧύʔʹΑΔᥭ想䓒㯙ͷㄦ᷒Λὅ

障害の目安

͚͍ͯͨΓɺᥭ想ᥝΛ汎͍ͬͯΔɺ䟝ᥝᵆ
⡥ͷ庼㍂ʹᥭ想㌅Λ⽴ͬͯᥭ想Λὅ͚͍ͯΔ

I

● 被爆者の介護手当の「重度」の目安
＝身体障害者手帳 1、2 級程度
（介護保険の要介護度 4、5 程度）

⏖ʹὅ͚ΒΕ·͢ɻ
䕻毐ᥭ想儏ᥝᬕ㌯彀ɺ儏ᥝϗʔϜͳͲ
ͷ㌯彀ʹᱠ⽘͍ͯ͠Δ⏖ɺ⠒慜ʹͳΓ·

● 被爆者の介護手当の「中度」の目安

ͤΜɻ

＝身体障害者手帳 3 級程度
（介護保険の要介護度 2、3 程度）

ᢖ㏋䙉ʹᱠ毐ͨ͠ΓɺγϣʔτεςΠΛ͠
ͨ㓺欨ͷᥭ想㌅忼㫉Ͱ͖·ͤΜʢᱠ⽘㍟ͱ
攖⽘㍟毒͘ʣɻ

͕͢ɺ㕖᥋曥͕微➔͍ͯ͠Δᨬ͔Βɺᵆボ
ͷΑ͏ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ

要介護度の目安ʢ表 I ʣ

採᧭氕➰儔  丠䪃⫴ͷ氕➰ͱʮ䭮ͯΔ͕

嶜䄲儔ͷᥭ想⽪⯞ͱᥭ想毦ͷ微➔⎛㴿ɺ
採᧭氕➰儔ᥭ想毦ͷ䯷丠ͷ⎛㴿旐͍·

㧯崷Ͱ͖ͳ͍ʯɺʮ䆇折͕·ͬͨ͘᨟͑ͳ͍ʯɺ
ʮ䆇⽪ͷ〧Λᱤ曐⓶͔ͬͨɺᱤ曐ͷ〧͕·ͬͨ

  

͘᨟͑ͳ͍ʯͱ͍͏䈃⸡Ͱ͢ɻ

懗㘷Ⱬ庉͋Γ·ͤΜɻ庼㍂͕ᥭ想Λ͍ͯ͠

Ⱪ匕ϖʔεϝʔΧʔΛᱠΕͨᥝɺᥝ⨕攴㕼

Δ⏖Ͱɺᵆ⡥͍ͯͯ͠ᥭ想㌅͕㊌⽴ΘΕ

Λὅ͚͍ͯΔᥝͳͲɺ採᧭氕➰儔ͷ䯷丠͕

͍ͯΕɺ
ʮᢖ厌ʢᥝʣᥭ想⽪⯞ʯ⠒慜ʹͳ

 丠ᦆᢢʹͳΓ·͕͢ɺ採ͷ≴Γͷ͜ͱ͕匰

Γ·͢ɻᾃ⡥ͷ➵㍂͚ͩͰᥭ想͍ͯ͠Δ⏖

ᴟͰͰ͖Δ⏖⠒慜ⓗͰ͢ɻ

 16 ΛἭ䂁͍ͯͩ͘͠͞ɻ
ᥭ想毦ͷϗʔϜϔϧϓʢ弽ᥭ想ʣΛὅ

その他の注意点

͚͍ͯΔᥝͰ⽘ⰲ䪇͕忞䪇͞Ε͍ͯΔᢳ⩦ͷ

嶜䄲儔ͷᥭ想⽪⯞ɺ氕➰ͷἄ≶͕ɺᤤ㊧

ᥝɺᥭ想⽪⯞͕微➔͞ΕΕɺϗʔϜϔϧ

ᣋ㩟ͳͲ㎑Β͔ʹἄ䄲ᦆⓗʹ͋Δ⏖ɺ

ϓͷ匰⨞憧Λʮᢖ厌ʢᥝʣᥭ想⽪⯞ʯͷ

ὅ乿Ͱ͖·ͤΜ͕ɺͷ䕻㪥微䟝䕽ͳͲ͕

ᢖ曐ʹ忼㫉Ͱ͖·͢ʢ 関連＝ 12 ページ 19 ʣ
ɻ

͋Δ⏖ɺᥭ想⽪⯞͕ὅ͚ΒΕΔ͜ͱ͋

ʮ➵㍂ᥭ想⽪⯞ʯͱᢖ伍ʹὅ乿Ͱ͖·ͤΜɻ

Γ·͢ɻ

ʮᢖ厌ʢᥝʣᥭ想⽪⯞ʯ㩛⫀ɺ㒪㌞⽪仁

嶜䄲儔ͷᥭ想⽪⯞Λὅ͚ΔͨΊͷᥭ想ᥝʹɺ
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手当

͖͕Ⱬ庉Ͱ͢ɻ

家族介護手当（在宅被爆者の制度）
自宅で、同居の家族から身の回りの世話を受けている人
介護保険ホームヘルプの介護サービス費を負担していない人
手当額は

表 J

ɺ⠒慜ʹͳΓ·ͤΜɻ

ʮᢖ厌ʢᥝʣᥭ想⽪⯞ʯ͕ὅ͚ΒΕΔ㕄ᦔ
ʹ͋Δ嶜䄲儔ʢ 10 ページ 15 ʣ͕ɺᥭ想ᥝʹ

⽘ⰲ䪇洐忞䪇ᢳ⩦Ͱ͋Εɺᥭ想毦ͷϗʔ

懇䓝Λ⽴Θͳ͍Ͱᥭ想Λὅ͚͍ͯΔ⏖ɺ
ʮ➵

ϜϔϧϓΛὅ͚͍ͯͯɺ䓧忼͢Εᥭ想αʔ

㍂ᥭ想⽪⯞ʯΛὅ乿Ͱ͖·͢ɻ

Ϗεᵋ䓝㌅ͷ匰⨞憧͕᰾毒͞Ε·͢ʢ 12
ページ 19 ʣɻ͜ͷ⏖ɺᾃ⡥ͷ➵㍂ͳͲ͔

⠒慜ɺᾃ⡥ͷ➵㍂ͳͲʹ恸䤾Λ⽴Θͣʹ

Βᥭ想Λὅ͚͍ͯΕɺ
ʮ➵㍂ᥭ想⽪⯞ʯͷ⠒

採ͷ≴Γͷᢳ徎Λὅ͚͍ͯΔ嶜䄲儔Ͱ͢ɻ
䕻毐ᥭ想毦ͷ㌯彀ʹᱠ⽘͍ͯ͠Δ⏖

慜ʹͳΓ·͢ɻ

J
手当額（2022年度の例）

手当名

国の基準額

東京都の独自加算後の額 ※

重度

105,560円限度／月

125,560円限度／月

中度

70,360円限度／月

90,360円限度／月

一般（他人）介護手当
※ 東京都の独自施策 として、
「 1日1,000円×20日分 ＝20,000円限度」を国の基準額に加算

家族介護手当

22,280円／月

39,780円／月

※ 東京都の独自施策 として、
「17,500円／月」を国の基準額に加算

【注】・
「介護手当」は他の手当を受けていても受けられます。
・ただし、
「一般（他人）介護手当」と「家族介護手当」を同時には受けられません。
・
「介護手当」の支給額も、年度ごとに物価スライドで変更されます。

  

ᥭ想毦ͷϗʔϜϔϧϓΛὅ͚ͯ匰⨞憧

⊓ͷ⎛㴿Ͱɺ
ʮᢖ厌ʢᥝʣᥭ想⽪⯞ʯͷ

Λ͍ͯ͠Δᥝɺ䟝ᥝᵆ⡥ͷ庼㍂ʹ恸䤾Λ⽴ͬ

ʮᣋ⫴ʯͷ氕➰ͷᥝʮ➵㍂ᥭ想⽪⯞ʯΛὅ͚

ͯᥭ想Λὅ͚͍ͯΔᥝɺʮᢖ厌ʢᥝʣᥭ想

ΒΕ·ͤΜ͕ɺ㕖᥋曥䈸匰ʹʮᣋ⫴ʯͷ氕

⽪⯞ʯΛ䓧忼͍ͯͩ͘͠͞ɻ

➰ͷᥝ·Ͱ䱾⊉Λ⫓͍͛ͯ·͢ɻ

ʮ➵㍂ᥭ想⽪⯞ʯͱʮᢖ厌ʢᥝʣᥭ想⽪⯞ʯ
ᢖ伍ʹὅ乿Ͱ͖·ͤΜɻ
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ʮ➵㍂ᥭ想⽪⯞ʯ㩛⫀ɺ㒪㌞⽪仁͖͕Ⱬ庉
Ͱ͢ɻ

葬祭料／ 212,000 円（2022 年度額）
被爆者が病気などで亡くなった場合、葬儀をした人に支給
·ͤΜɻ

坪䦕㌅ɺ嶜䄲儔ᬕ⬉⽪⩫ͷΛὅ͚ͯ
͍ͨᥝ͕͘ͳͬͨͱ͖ɺ坪ᯘΛͨ͠ᥝ͕䓧

嶜䄲͕ἄ≶ͷͻͱͭʹͳͬͯ嶜䄲儔͕匰㩄

忼Ͱ͖·͢ɻ坪ᯘΛͨ͠ᥝ͕䟝ᥝἸᥝͳͲ

ͨ͠ͱ儑͑ΒΕΔ⏖ɺ坪䦕㌅Λ䓧忼Ͱ͖

Ͱ䓧忼Ͱ͖·͢ɻ

·͢ɻ͜ͷ⏖ɺ嶜䄲ͷ͜ͱͰⵤΜͰ͍ͨ
͜ͱΛ㋰䮄ʹ㒴͍ͯ䓧忼͢Δ͜ͱ͕Ⱬ庉Ͱ͢ɻ

㨅≶͕ɺᤤ㊧ɾ⓮㾜ͳͲͷ⏖ὅ͚ΒΕ
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介護保険が使える範囲のサービス利用料の自己負担分
被爆者健康手帳で無料になるもの、ならないもの

ᥭ想毦ͷʮ毦㌅ʯͦͷͷɺ嶜䄲儔

⊉ⓄΘΓ·͢ɻ嶜䄲儔͕ᥭ想毦ᵖ⫴Λᵋ

ͷ㲳᰾ᵖ⫴͋Γ·ͤΜɻ

䓝͢Δͱ͖ɺͰ͖Δ͚ͩ㌞͍͠ⶀ⏑ΛⰲΔ

ᥭ想毦ᵖ⫴ͷͳ͔ʹɺ嶜䄲儔Λ䛋ネ㊌ㄦ

Α͏ʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

͢Δ添䛄͋Γ·ͤΜ͕ɺʮ嶜䄲儔ͷᵖ⫴ʯʹ

ʮ嶜䄲儔ͷᵖ⫴ʯͰ᷒⼟͕͋Δᥭ想αʔϏε

Αͬͯ᷒⼟͞ΕΔͷ͕͋ΔͨΊɺᥭ想毦

ͷ志㎑ɺᵆͷ❃「介護保険制度と原爆被

αʔϏεͱᥭ想ᤡ殟αʔϏεͷᵋ䓝㌅ͷ匰⨞

爆者 Ver.39」
（2022 年 4 月）Λ͝庸ͩ͘

憧ᴟ͕ɺ嶜䄲儔⽪⩫Ͱ䀲㌅ʹͳΔͷ͕͋

͍͞ɻ

Γ·͢ɻ

㕖Ἰᦺɺ㓐ᴧ丞ʮ㕖ἸʯͳͲͰɺ㓂㌞ͷ

ᥭ想毦ᵖ⫴ɺ➙ⶀʹΘͤͯ͠͠

ⶀ⏑Λ・ᨼ͍ͯ͠·͢ɻ

㊚➔͞Εɺ
ʮ嶜䄲儔ͷᵖ⫴ʯͰΧόʔͰ͖Δ䱾
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被爆者の制度以外で減免措置があるもの
「所得税非課税世帯は訪問介護（ホームヘルプ）」利用料が免除

ᥭ想αʔϏεͷͻͱͭʮ弽ᥭ想ʢϗʔϜ
ϔϧϓʣʯͷ匰⨞憧ᴟɺ敌⩰嶜䄲儔㊌
⽴͏Ⱬ庉͕͋Γ·͢ɻ͔͠͠ɺ⽘ⰲ䪇洐忞䪇
被爆者がつくる新聞「東友」を読みましょう

ᢳ⩦Ͱ͋Εɺ䓧忼ͯ͠微ΊΒΕΔͱαʔϏ
εᵋ䓝㌅͕᰾毒͞Ε·͢ɻ

被爆者と被爆二世の制度、医療・介護にかかわる
情報などが載っている月刊新聞です。

͜Εɺ
ʮ嶜䄲儔ͷᵖ⫴ʯͰͳ͘ɺ匰㭎᧭

◆ 年間購読料＝ 2,000 円（郵送料含む）

ͷ᧧⽘ⰲ儔ᾊ͚ͷ㲳᰾ᵖ⫴Ͱ͢ɻ

  

20

養護老人ホーム（老人福祉制度）の利用料
被爆者は全額助成＝払い戻し請求で返してもらえます

滵想儏ᥝϗʔϜͱɺʮ儏ᥝ䧐䥕㭭  㕄ͷ

滵想儏ᥝϗʔϜͷᵋ䓝㌅ɺ嶜䄲儔ㄦ想㭭

ʯͰ㬌ΊΒΕ͍ͯΔ㌯彀Ͱɺ䶣䥻採᧭ɺ

ɾ 㕄ͷ㌯䰈Ͱ嶜䄲儔ᵋ䓝㌅͕ᱤ湓᷒

䐹ᢢɺ九㲦䙉䍨䓥Ͱɺ匰❾Ͱ滵想Λὅ͚Δ

⼟͞Ε·͢ɻ

͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍  㧼ᦆᢢͷᥝ͕ᱠ⽘Ͱ͖Δ

➙气ʹᢖ⫴ᵋ䓝㌅Λ⽴͔ͬͯΒɺ⽴͍⽐

㌯彀Ͱ͢ɻ
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͠ͷ䓧忼Λ͢Δ͜ͱʹͳΓ·͢ɻ

都営交通の無料パス（都営地下鉄、都バス、都電、日暮里・舎人ライナー）
「医療特別手当」
「特別手当」
「健康管理手当」を受けている人
⽪⯞ʯΛὅ͚͍ͯΔᥝ͕攏᷌͞Ε·ͨ͠ɻ͓

 ⫀  㓐͔Βʮ曥ℴ敌䀲㌅揊ᵘʯ
ʢ曥ℴ敌䀲㌅ύεʣͷ⠒慜͕⫓͛ΒΕ·ͨ͠ɻ

᧨·͍ͷẋ⨷䓭㔮Ⱃ⽘ͷ䀲㌅揊ᵘ䘼崷䬦ὗ

ⰰ㕉ɺ
ʮἄ䄲䕽ͷ微➔归ʯΛ〡͍ͬͯΔᥝʢʹ

ʢⓝ͘䧐䥕欸敡ͷ曐⡡ʣͰ䓧͠撢ΜͰͩ͘͞
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⯞归㒴Λ〡Ἥ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

海外に住む被爆者の手続き
海外にいても、手帳、医療費、手当などの申請ができます
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遺品の遺贈、被爆体験の記録
国立原爆死没者追悼平和祈念館の活用を

ʮ⊓䭮ἄ䄲㨅㬸儔攏⪿

䥔Ⲥ漰ʯɺʮἄ
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⤭⨷ʹɺ⊓͕彀䭮ͨ͠ͷͰ͢ɻ
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ΓͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠·͢ɻ

ͷᾄᵬͱᲤ䛽Λ䘽楷ɾ㪿ᣪ❊͍ͯ͠·͢ɻ

ʮ攏䥔Ⲥ漰ʯͷἄ䄲㨅㬸儔䘽楷昧‼ͷ

嶜䄲儔͕㒴͍ͨ⽪弥昧‼ͳͲὅ͚͚ͯ

昧戢ʹ͍ͭͯɺ⯞ᴻ㨅㬸儔ͷ昧㍂͔Βͷ

͍·͢ɻ䫕㞝䙉ʹ嶜䄲儔ͷ归弋ΛϏσΦʹ楷

䓧͠撢Έʹ殻ΒΕ͍ͯ·͕ͨ͠ɺ昧㍂ͷ͍ͳ

䓯͠ɺ❊͍ͯ͠·͢ɻᾃⷕ͕ⰲΒΕ͍ͯΔ

͍㨅㬸儔͍ΔͷͰɺ䍠⋆Ἰᥝɾ䟝ᥝͳͲ

ͷʹ͍ͭͯɺ⽪弥ϏσΦΛ漰ᲈͰᱫ欜

͔Βͷ䓧͠撢Έὅ͚͚⠒慜ʹͳ͍ͬͯ·

͠ɺ弽ΕΔᱤ⊓ɾᱤᢳ䔃ͷᥝ͕忘ΜͩΓ庙ͨ

͢ɻ

国立原爆死没者追悼平和祈念館の連絡先 K
国立広島原爆死没者追悼平和祈念館
〒 730-0811

広島市中区中島町 1 番 6 号

電話 082 － 543 － 6271
国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館
〒 852-8117 長崎市平野町 7 番 8 号
電話 095 － 814 － 0055
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被爆二世 ―― 都内に住む被爆者手帳所持者の実子
「健康診断受診票」を申請すれば健康診断とがん検診が無料

ᣀ庼ͷ͍ͣΕ͔͕嶜䄲儔⽪⩫ͷΛὅ͚
͍ͯΔ⏖ɺ曥ᲈʹ᧨Ή➙❃ʢ嶜䄲ᤥᢳʣɺ
䓧忼͢Εɺ
ʮ嶜䄲儔ͷ❃ʯͱͯ͠ͷ᷒⼟͕ὅ

ඃരೋੈͷࢪࡦ͕ड͚ΒΕΔਓ L
● 広島で被爆し、被爆者手帳の交付を受
けた人の実子で、

͚ΒΕ·͢ʢ表 L ʣɻ➙䅭㩚͕͢Ͱʹ㨅ἧ͠
͍ͯΔ⏖Ͱɺ䓒ᵬʹ嶜䄲儔ᬕ⬉⽪⩫Λὅ

1946（昭和 21）年 6 月 1 日以降
に生まれた人

͚͍ͯΕ䓧忼Ͱ͖·͕͢ɺ庼͕嶜䄲儔⽪⩫
ͷΛὅ͚͍ͯͳ͔ͬͨ⏖ɺ⠒慜ⓗͱ

● 長崎で被爆し、被爆者手帳の交付を受
けた人の実子で、

͞Ε͍ͯ·͢ɻ
嶜䄲ᤥᢳͱɺ凸ᲈ嶜䄲儔ͱͯ͠嶜䄲儔ᬕ

1946（昭和 21）年 6 月 4 日以降
に生まれた人
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͍·͕͢ɺ凬Χϝϥʢᲈ度樾ʣʹΑΔ凬͕Μ

ඃരೋੈͷ݈߁அͷ࣌ ظM

㜺彎ᾤ·Ε͍ͯ·ͤΜɻ
͕Μ㜺彎Λ⩁㓮͢Δ⏖ɺ⫀̎≴͋Δᬕ

早期発見、早期治療…

˔

定期健康診断（年２回）

彎ͷ͏ͪͷᢖ㌫Λ͕Μ㜺彎ʢ䓪ⳕ  䪪ɾ╇ⳕ
 䪪ͷᱤ曐Λὅ͚ͯ  ≴ᴟʣʹえΓ㓀͑ΒΕ
·͢ɻͨͱ͑ɺ㎮㓺Λᢖ厌ᬕ彎ɺ䨾㓺Λ͕
Μ㜺彎ͱ͍͏ᱸʹͰ͢ɻ

春期

5 月～ 6 月

秋期

11 月～ 12 月

͜ͷؒظҎ֎ʹड͍ͨ͠߹ɺ౦༑
ձʹ͝࿈བྷ͍ͩ͘͞ɻ

嶜䄲ᤥᢳͷᬕ⬉彎㌛ͱ͕Μ㜺彎͕ὅ͚ΒΕ
Δͷɺ㩛⫀ɺ㎮㓺ʢ 㓐ʙ  㓐ʣ
ɺ䨾㓺ʢ
 㓐ʙ  㓐ʣͱ͞Ε͍ͯ·͢ɻ͜ͷ㓺欨ᦆ

東京都の場合
無料で受けられる
一般健診とがん検診の条件 N

ⓗͰɺ〧➔䕻毐͕ὅ͚ᱠΕͯ͘ΕΕɺᬕ
⬉彎㌛͕Μ㜺彎Λὅ͚ΒΕ·͢ɻ

一般健診

嶜䄲ᤥᢳɺᬕ⬉彎㌛ͷ乢㖉ͰẌ⩠͕Ⱬ庉

定期健診
希望健診
（年２回） （年２回）

ͱ微Ίͨ⏖ɺ䶣⟈㜺㗰ὅ͚ΒΕ·͕͢ɺ
殻⫴湓͕㬌ΊΒΕ͍ͯ·͢ͷͰɺ㮃ⷕͯ͘͠
被爆者

͍ͩ͞ʢ4 ページ表 D ʣɻ

「被爆者健康手帳」
所持者

【注意】⊓ͷ➔ΊΔ㌯䰈Ͱɺ嶜䄲ᤥᢳᢖ
厌ͷᬕ⬉彎㌛Λ䀲㌅Ͱὅ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

（4ページ ３ 参照）

͜ͷ㿝Ͳͷ曥旊⫫䛧ʹ᧨ΜͰ͍ͯᱱ敌Ͱ

被爆二世

͢ɻ

がん
検診

① ② ③ ④

★

③か④のどちらか１つを★に切
り替えて受けられます。
（例：①＋③＋★の計3回など）

① ②

★

東京都 の「 健康診
断受診票」所持者

①か②のどちらかを★に切り替
※二世のがん検診は東京都 えて受けられます。
（例：①＋★、または ★＋②）
の独自施策です。

ͨͩ͠ɺͦͷ⽪仁͖➙㌯ᲈ➹曥旊⫫䛧
ʹΑͬͯ䔪ͳΓ·͢ɻ͜͜Ͱ乄ᥭ͍ͯ͠Δͷ
㕖᥋曥ʹ͓͚ΔᤤᨬͰ͢ɻ
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東京都独自

被爆二世への医療費助成

半年以上治療が必要と見込まれる指定疾病にかかったとき
その病気の医療費の自己負担分が助成される制度があります
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被爆二世の医療費助成の対象になる 11 種類の障害とおもな病名 O
① 造血機能障害

⑥ 循環器機能障害

欠乏性貧血、再生不良性貧血、血小板減
少症、白血球減少症など

高血圧症、高血圧性心疾患、狭心症、心
筋梗塞、慢性虚血性心疾患、心房細動な
ど

② 肝臓機能障害
⑦ 腎臓機能障害

アルコール性・ウイルス性を除く慢性肝
炎、肝硬変、脂肪肝など

慢性腎炎、ネフローゼ、慢性腎不全、慢
性糸球体腎炎など

③ 細胞増殖機能障害
すべての部位の悪性新生物（がん・白血病）
脳腫瘍だけは良性腫瘍でも認められる場合があ
ります。

⑧ 水晶体混濁による視機能障害
先天性・糖尿病性を除く白内障のみ

⑨ 呼吸器機能障害
④ 内分泌腺機能障害

肺気腫、間質性肺炎、肺線維症など

糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺腫、
甲状腺機能亢進症、脂質異常症など

⑩ 運動器機能障害
骨粗鬆症、変形性脊椎症、変形性関節症
など

⑤ 脳血管障害
脳出血、くも膜下出血、脳梗塞など

⑪ 潰瘍による消化器機能障害
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎

  

