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東⽇本⼤震災

「原発事故関連死」アーカイブ

⻑期避難 死期早める ⾼齢者施設せんだん（双葉）３６⼈死亡 体調
悪化、⼼労重なり

せんだんの⽞関先には避難当時のままベッドや⾞いすが残されている＝２⽉撮影

 東京電⼒福島第⼀原発事故の避難で、死者数が平常時を⼤きく上回った浜通りなどの３４⾼

齢者施設のうち双葉町の⾼齢者施設「せんだん」では、利⽤者８８⼈の４割超に当たる３６⼈

が１年半余りで亡くなっていた。「せんだん」は第⼀原発から約３．５キロ。切迫した状況

下、利⽤者は５ルートに散り散りになり、約半年で１８⼈が死亡した。⼀度悪化した体調は回

復せず多くの⼈がその後も死期を早めた。弱者が犠牲になる「原発事故関連死」がなくなる⽇

は⾒通せない。 

 第⼀原発１号機で⽔素爆発が起きた平成２３年３⽉１２⽇。施設関係者によると、緊急避難

したのは⽼⼈ホームの⼊所者６７⼈、併設するグループホームの９⼈、ショートステイ８⼈、

デイサービス１⼈、町社会福祉協議会から介助を依頼された在宅の要介護者３⼈の合わせて８

８⼈だった。 

 明確な指⽰がないまま５グループに分かれた８８⼈は当初、受け⼊れ先が決まらず転々とし

た。疲労や⼼労、体育館や公共施設などの寒さ、不慣れな固く冷たい⾷べ物、薬の不⾜など急
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激な環境変化で持病を悪化させ、衰弱も進んだ。このため１９⽇までに別の⾼齢者施設、病

院、近親者宅に振り分けられた。 

 ８８⼈のうち６７⼈が福島市、伊達市、会津美⾥町、栃⽊県の１６施設に移った。このうち

２８⼈が、病気や体調を悪化させて死亡した。８⼈は福島市、郡⼭市、⼆本松市、栃⽊県の病

院に⼊院し、３⼈が死亡した。家族に引き取られた１３⼈のうち５⼈も死亡した。 

 亡くなった３６⼈（⼥性２５⼈、男性１１⼈）のうち、避難から約半年で亡くなったのは半

数の１８⼈。さらに昨年１２⽉までに１８⼈が死亡している。死因の多くは肺炎や⽼衰などだ

ったという。 

 避難から８カ⽉後、埼⽟県の病院で亡くなった双葉町の１０２歳の⼥性は避難前は⾷事も排

せつも⾃⽴し、⽇常⽣活に⼤きな⽀障はなかった。しかし、避難後、肺炎と⼼筋梗塞を患い、

⼀時は回復したものの再び悪化させて亡くなった。 

 岩元善⼀施設⻑は「原発が爆発した極限状態の中で避難先を転々とした。⽣活環境の急変で

死期が早まった⼈は少なくないだろう」と振り返った。

■震災直後、散り散りに移動  

 「せんだん」の⽼⼈ホームには要介護４、５の寝たきりの⾼齢者が２５⼈いた。岩元施設⻑

は移動のリスクを考慮し、当初、職員と施設にとどまるつもりだった。しかし、３⽉１２⽇昼

すぎ、町から「全員避難」を命じられた。 

 ⾃衛隊のヘリが迎えに来る双葉⾼までは約１．５キロ離れていた。寝たきりの⼊所者はベッ

ドごと⽞関先まで運び、⾃衛隊のトラックや施設の送迎⾞などに乗せて搬送した。  

 半数ほどを誘導し、ヘリを待っていた午後３時３６分、１号機で⽔素爆発。現場は混乱し、

県警⾞両と⾃衛隊トラック、施設の送迎⾞、職員の私有⾞に分乗し散り散りになった。結果と

して避難は【図】の通りで、５つのグループに分かれた。当⽇、ヘリで⼆本松市に搬送された

のは５⼈だけだった。 

 双葉⾼には利⽤者１２⼈と岩元施設⻑が残された。飲み物も⾷べ物もないまま同校体育館で

⼀夜を明かし、翌⽇、⾃衛隊ヘリで⼆本松市に搬送された。

【特別養護⽼⼈ホームせんだんの避難ルート】 

（１）南相⾺市→川俣町 １８⼈（避難後に５⼈死亡） 

 １２⽇午後２時ごろ双葉⾼に移動。⾃衛隊ヘリに乗れず、施設送迎⽤の⾞両などで南相⾺市

へ。道の駅南相⾺で⼀夜を明かす。１３⽇、川俣町の川俣⾼体育館に着いたが満杯のため同町

体育館へ。１３⼈が栃⽊県の施設に⼊所。１⼈が栃⽊県で⼊院し、４⼈は家族に引き取られ

た。 

（２）川俣町→福島市 ３６⼈（避難後に２２⼈死亡） 

 １２⽇午後３時ごろ、⾃衛隊のトラックと職員の⾞で浪江町から川俣町を経て福島市へ。受

け⼊れ先の福島⾼体育館に⾏き着いたのは午後１１時３０分ごろ。３１⼈が福島市、伊達市、

栃⽊県の施設へ。３⼈が福島市で⼊院し、２⼈は家族に引き取られた。 

（３）浪江町→南相⾺市→郡⼭市 １７⼈（避難後に４⼈死亡） 

 １２⽇午後、双葉⾼に移動したが⾃衛隊ヘリの搬送ができず、県警のバスで浪江町の苅野⼩

へ。警察官らに再避難を促され南相⾺市に向かう。午後１１時３０分ごろ渡辺病院に到着。１

３⽇、同市の特別養護⽼⼈ホーム⻑寿荘に移動。１６⽇、福島市などを経て郡⼭市の郡⼭養護

学校へ。１２⼈が会津美⾥町と栃⽊県の施設に⼊所。１⼈が郡⼭市で⼊院し、４⼈が家族に引

き取られた。 

（４）⼆本松市→郡⼭市 １２⼈（避難後に４⼈死亡） 

 １２⽇、⾃衛隊ヘリに乗るため双葉⾼校庭に移動したが岩元施設⻑と共に取り残され、体育

館で⼀夜を明かす。１３⽇午後４時すぎ、⾃衛隊ヘリで⼆本松市の⼆本松北⼩に着陸。午後１

０時２０分に郡⼭養護学校に避難した。７⼈が会津美⾥町と栃⽊県の施設に⼊所。２⼈が郡⼭

市で⼊院し、３⼈が家族に引き取られた。 

（５）⼆本松市→郡⼭市 ５⼈（避難後に１⼈死亡） 
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前の記事： 死亡率震災前の２・４倍 特養施設など
で増える

次の記事： 役場機能移転 飯野に役場機能 住宅整
備が急務 飯舘

原発事故関連死 東電、請求棄却求める 因果関係⽰す証拠要求 飯舘１０２
歳⾃殺 ⼝頭弁論

(2015 09/16)

震災関連死の現状報告 早⼤の復興シンポで浪江町⻑ (2015 04/05)

避難者の体調データ化 県が４００⼈態勢で 専⾨機関に橋渡し (2015 04/03)

⽀援相談員倍増４００⼈に 県が対策 (2015 03/13)

不認定「納得できぬ」 異議申し⽴ての遺族 年⽉たち⽴証限界 明確な基
準、国と県に求める

(2015 02/22)

県内 「不認定」に異議４６件 本社調査 基準のばらつき背景に (2015 02/22)

 １２⽇午後４時ごろ、⾃衛隊ヘリで⼆本松市の⼆本松北⼩に着陸し、同市の県男⼥共⽣セン

ターへ。１６⽇、郡⼭養護学校に移動。４⼈が栃⽊県の施設に⼊所、１⼈が⼆本松市の病院に

⼊院した。

※特別養護⽼⼈ホームせんだん 社会福祉法⼈ふたば福祉会が平成１７年１１⽉に双葉町⻑塚

に開所した。定員７０⼈。グループホーム「せんだんの家」（定員９⼈）を併設し、ショート

ステイ（同１０⼈）と共同型デイサービス（同３⼈）も運営していたが原発事故で休⽌を余儀

なくされた。２４年１⽉、いわき市の南台仮設住宅の⼀⾓にグループホームを再オープンし

た。

（2013/03/02 14:53 カテゴリー：原発事故関連死）

広告料⾦・お問い合わせ

⾃然と融合するスタイリッシュな結婚式
場  KIOKUNOMORI【記憶の森】 （郡
⼭市）【ウィズウエディング】

会津若松市にある結婚式場 アニエス会津
【ウィズウエディング】

少⼈数専⾨式場で極上のおもてなし【郡⼭
市の結婚式場 KAI KORIYAMA】【ウィズ
ウエディング】

もっと⾒る>>

ニュースランキング

野球⼈気復活を（５⽉２５⽇）
中国、⽶国と北朝鮮に対話促す
膵臓がん発症の新メカニズム解明
茨城・⽜久の⼊管で３⼈⾃殺未遂
難⺠申請者、８年ぶり減少
「今治」商標登録に異議
イラン、核合意維持で欧州に圧⼒
⽇ロ、対北朝鮮で連携確認へ
⾃⺠、防衛⼤綱提⾔を了承
天皇陛下が最後の⽥植え

携帯＆スマートフォンサイト
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