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水俣病医学の歴史(1956～1980年)
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水俣病医学の歴史(1980年～)

1980年

第二次訴訟
福岡高裁判決

99 04

関西訴訟
最高裁判決

85 90

専門家会議
判断条件追認

精神神経学会見解
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･専門家会議
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水俣病
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訴訟提訴
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不知火海沿岸
1000人検診
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関西訴訟
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関西訴訟
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･津田意見書
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原田ピラミッドの解明の歴史

感覚障害のみ

ハンター・
ラッセル症候群

急性
劇症

非特異型

不妊

死産
流産

先天性
水俣病

精神遅滞
(非特異的)

胎児 成人

メ
チ
ル
水
銀
曝
露

潜在的影響

約100人

約2000人

数10万人?

地域の人口： 47万人5



水俣病の症状
 感覚の障害

 皮膚感覚障害、視野狭窄

 聴覚、嗅覚、味覚などの異常

 運動の障害
 運動失調、脱力感、話しづらい

 精神機能・知的機能障害
 記憶・判断・集中力の低下など

 その他の症状
 関節や筋肉の痛み、こむらがえり

 不定愁訴

 運動器障害

6
ハンター・ラッセル症候群（５徴）
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当時のチッソ水俣工場(北岡秀郎氏提供)
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Ⅰ－1 水俣奇病の発生と原因究明

1956年5月 細川一 チッソ付属病院院長

「原因不明の中枢神経疾患が多発」

1959年7月 熊本大学研究班

「原因は有機水銀」

1959年11月 厚生省食品衛生調査会水俣食中毒部会

「ある種の有機水銀中毒」

厚生省 翌日解散
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Ⅰ－2 水俣病認定制度の発生

1959年12月30日 チッソの見舞金契約

第３条：「今後見舞金を受けられるのは、診査協

議会が認定した者」

1960年2月3日 水俣病患者診査協議会 第１回会合

委員７名

熊本大学医学部 小児科教授 貴田 丈夫

熊本大学医学部 第一内科助教授 徳臣 晴比古

水俣市立病院院長 大橋 登

水俣市芦北郡医師会会長 浮池 正基

チッソ付属病院嘱託 細川 一

熊本県衛生部長 浜崎 直哉

熊本県水俣保健所長 伊藤 蓮雄
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熊本大学医学部

第一内科

徳臣 晴比古 教授

(1917-2014)

有機水銀説

「水俣地方に發生した原因

不明の中樞神經疾患」第1、2報

「水俣病に関する研究」第3～5報

熊本医学会雑誌、第31巻、1957、 33巻、1959
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徳臣晴比古 助教授、岡嶋透講師:重症例34人を精査報告

求心性視野狭窄（100%)
難聴（85.3%)
言語障害（88.2%)、歩行障害（82.3%)、その他運動失調：書字
障害、釦止め運動拙劣、Adiadochokinesis（93.5%）、指々ー、
指鼻試験拙劣（80.6%)
震顫（75.5%)
知覚障害（被験者30人）；表在（触、温、痛覚鈍麻）、
深部（圧覚、位置覚、運動覚、振動覚、二点識別覚障害)
とも（100％）

精神障害（70.6%）、ほか

徳臣晴比古、岡嶋透、ほか：水俣病に関する研究 第5報
臨床的及び実験的研究より見た本病の原因について、
熊本医学会雑誌、34,補3,490-510,1959 より作成

Ⅰ－3 原因究明をした熊大第１内科



徳臣晴比古、岡嶋透、ほか：水俣病に関する研究 第5報
臨床的及び実験的研究より見た本病の原因について、熊本医学会雑誌、34,補3,490-510,1959 より作成
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熊大第1内科 徳臣晴比古・助教授、岡嶋透講師らの
患者多発地区住民検診

対象：1152名（成人総数1831名の62.9%）
方法：問診により、審定済8名を除く24名を精査
結果：水俣病3名、要経過観察5名を発見

1953年にはじまり、1960年で終了
徳臣晴比古、岡嶋透、ほか：水俣病の疫学、附水俣病

多発地区に認められる脳性小児麻痺患者について、
神経研究の進歩、７(２)、276ー289、(1963)

（論文中に検診時期の記載なく、新聞報道などより60年7月、60
年10月補完と思われる。また、同論文中に水俣市周辺地区住民
毛髪量が報告されているが、その実施時期の記載もなし。原報
告書では60年11月とされている。）

Ⅰ－4 多発地区住民検診と1960年終息宣言





16

（ｐｐｍ） （1960年11月中旬）

～1 1～ 10～ ５０～ 100～ 150～ 200～ 300～ 合計

水俣市 7 31 100 49 11 1 199

津奈木町 12 61 23 4 2 102

湯浦町 14 9 1 24

芦北町 1 19 19 1 40

田浦町 6 15 11 1 33

龍ヶ岳町 2 22 57 5 1 87

御所浦町 6 53 334 75 11 1 2 482

合計 15 125 600 191 27 6 1 2 967

毛髪水銀の最高値は、御所浦町の920ppm、357ppm
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「ハンター・ラッセル(H.・R．)症候群とは求心性視野狭

窄、言語障害、運動失調をtrias(３主徴）として呼んでい
るものであり、言語障害も運動失調の部分現象にすぎな
いのであって、臨床を解しない者の命名であろう。」

「私どもは精細に本病を検討して求心性視野狭窄、難聴、
運動失調（言語障害、歩行障害などを含む）、末梢知覚
障害、精神障害などが
認められることを再三報告している。」

「この中でも運動失調はきわめて重要な症候の一つであ
り、これを欠くアルキル水銀中毒が存在するかどうか疑
わしいと考えている。

徳臣晴比古：有機水銀中毒とその他の疾患にみられる
小脳症状の比較、神経進歩、19、4、706－713、1975

Ⅰ－4 徳臣晴比古教授の病像論



20

Ⅰ－5 脳性小児麻痺患者の多発(１)

1959年10月20日(14人)

熊大研究班、水俣市奇病研究委員会合同会議

「奇病に関係ないと言えるように思う。病理解剖によるほかなし」

(細川一ノート)

1960年6月8日

第2回診査協議会,小児科貴田丈夫教授(60年の検診に不参加)委員長

「髪の毛や爪の水銀を調べて結論を出したい」

「毛髪水銀量は決定的因子になりえない」(柿田俊之：脳性小

児麻痺に関する調査研究，熊医会誌，35，3 1961年3月)

1961年(患児の発見が続き 計17人)

3月21日Ｉ．Ｒ.氏死亡，解剖

7月8日 熊本医学会、第2病理学松本英世助教授，成人のと同様

8月7日 診査協議会 その1人のみは認定、あとの16人は保留
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立津政順 教授

1961年4月着任
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Ⅰ－5 脳性小児麻痺患者の多発(２)

1961年7月 立津政順教授、原田正純医師初めて水俣訪問

1962年5月 立津政順教授の指導下で、原田正純医師が

患児調査研究を開始

1962年8月 市立病院にて一斉検診

原因不明の脳性小児麻痺の子供達, 1962



患児が亡くなり2例目の解剖。結果1例目と同じ

原田正純医師熊本医学会総会にて発表

直前に貴田教授より発表を控えるように圧力

第2病理学教室2例の発表

診査協議会 16人全員を胎児性水俣病と認定

(延々と7時間の議論，小児科が慎重)

Ⅰ－5 脳性小児麻痺患者の多発(3)

1962年9月15日

1962年11月25日

1962年11月29日
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Ⅰ－6 立津政順教授着任(1961年)後のとりくみ

井上 孟文：水俣病の精神症状,精神神経学雑誌,65,1-14,(1963)

高木 元昭：水俣病の神経症状,精神神経学雑誌65,163-172, 1963)

原田 正純：水俣地区に集団発生した先天性・外因性精神薄弱

－母体内で起こった有機水銀中毒による神経精神障害

“先天性水俣病”－,精神神経学雑誌,66,429-468,(1964)

「水俣では、軽い症状の患者を見落としているのでは

ないかという可能性を考えている」

第4回脳のシンポジウム，討論

神経研究の進歩，13(１)、p93 (1969)
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Ⅰ－7 終息させられた水俣病

1964年2月

熊本県議会「水俣病患者審査会設置条例」議決

1964年3月

水俣病患者審査会

その後の胎児性、小児性患者を合わせて6人認定

総患者数111人。

過去の病気とされる
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1965年1月 新潟水俣病発生

（5月31日公式発表）

住民検診（当初2,913人、後に2万人）

毛髪水銀検査、妊娠規制

Ⅱ－１ 新潟水俣病の発生と椿忠雄教授

新大脳研内科 椿教授
(1921－1987)

病状は感覚障害を基礎に運動失調、

求心性視野狭窄などを重視

はじめは感覚障害だけでも水俣病、

後に他の症状の組合せを要求



水俣病診断要項（椿、1972）

（ａ）神経症状発現以前に阿賀野川の川魚を多量に摂取していたこと
（ｂ）頭髪（または血液、尿）中の水銀量が高値を示したこと*

（ｃ）下記の臨床症状を基本とすること**

①知覚障害（しびれ感、知覚鈍麻）
②求心性視野狭窄
③聴力障害
④小脳症候（言語障害、歩行障害、運動失調、平衡障害）

（ｄ）類似の症候を呈する他の疾患を鑑別できること*** 

* この値は水銀摂取を止めれば、数カ月以内に正常に復するので、川魚摂取時期との関連において考慮すること。

また、その時期の水銀量が不明な場合、できるだけ情勢判断を行なうこと。例えば同一家族で食生活を共にしていた

ものの中に水俣病患者があったり、頭髪などの水銀量の高値を示したものがあれば重視すること。

** 以下の四症候をすべて具備しなければならないわけではない。また知覚障害は最も頻度が高く、特に四肢末端、

口囲、舌に著明であること。またこれが軽快し難いことを重視する。

*** 糖尿病などによる末梢神経障害、脳血管障害、類推症、心因疾患は、特に注意を要する。ただし、上記の疾患

を持っていても、患者の症候がそれのみで説明し難い場合は、水俣病と診断することができる。
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Ⅱ－2 第63回日本内科学会講演会での討論(１)

「この問題は、補償問題

が起こった際に水俣病志

願者が出現したので、過

去において我々は、Ｈ.・

Ｒ.症候群を基準にするこ

とにして処理した」

日本内科学会誌，55(６) p.648

(1966年9月10日)

九州大学勝木司馬助・教授(当時熊大第1内

科教授)の質問を受けて、

「水俣病の症例の中には、知

覚障害のみのものも含まれて

いる」

「必ずしも定型的 Hunter－

Russellの症状を呈しないこと

を強調したい」

新潟大学椿忠雄教授

新潟水俣病を報告

熊本大学徳臣晴比古教授の

返答
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Ⅱ－2 第63回日本内科学会講演会での討論(２)

「毛髪中、尿中水銀量が正常の数倍に達し、わずかに知覚障害を

伴うだけといった症例を如何に取り扱うか問題である。

われわれは、水俣地区で900名の住民の毛髪Ｈｇ量を検査し、

50ppm以上のものが23％に認められ、ほとんど臨床症状は認め

なかった」 日本内科学会誌，55(６) p.648 (1966年9月10日)

付、「熊本大学医学部の第一内科学教室は、毛髪水銀調査の結果をもとに、

御所浦地区の80ppm以上の住民に調査票を送り自覚症状の調査を行った。

その結果は『時々しびれる』というくらいで、高濃度の人たちにもほとんど

症状が無いということであった」

「御所浦島まで確認に行くことは行われなかった」

国立水俣病総合研究センター「水俣病に関する社会科学的研究会」

報告書，「水俣病の悲劇を繰り返さないために‐水俣病の経験から

学ぶもの」,p.108－109，(1999年12月)
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1967年6月 新潟の患者、日本ではじめての

公害裁判に立ち上る

1968年5月 チッソを最後として7社8工場の

アセトアルデヒド工場操業停止

1968年9月 政府は水俣病を公害病と認定

1969年5月 水俣病訴訟支援・公害をなくする県民会議発足、

再開審査会 5人認定(認定患者計116人)

1969年6月 水俣病患者とその家族29世帯112名

チッソ相手の裁判を提訴（水俣病第一次訴訟）

1969年12月 公害被害者救済法公布

認定審査会の発足 (会長 徳臣晴比古教授)

Ⅱ－3 政府の公害病認定とその後の動き(１)



1. 支援者の患者発掘

当初は風呂屋や釣りの現場で

毛髪水銀データ入手後は高値者を中心に

2. 三軒に一軒は急用で断られる

3. 忘れえぬ人々
T.J.さん･･･坪谷の最初の患者。

I.C. I.W.夫妻･･･小児水俣病のI.Y.の両親。T.J.さんの50ｍ先に居住。

I.Y.さん･･･T.J.さんの200ｍ先の出月に居住。

H.B.さん･･･津奈木町赤崎の大工。診断後間もなく死亡。病理解剖。

S.T.さん･･･中学生のときの発病。12年間寝たきり。短歌。小児性。

H.T.さん・・・1963年生まれの胎児性患者。

他

Ⅱ－3 政府の公害病認定とその後の動き(２)

県民会議医師団の活動
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認定基準はH.・R．症候群を重視，すべてそろえば水俣病
発症時期は1953年から1960年までを重視

1970年2月：認定審査会 「公害補償を考慮して慎重を要する」

1970年6月：認定審査会 5人認定(認定患者計121人)

：棄却患者が続出し、川本輝夫氏ら9人が行政不服

審査請求を行なう。

：県民会議医師団(団長上妻四郎医師)活動開始(正式

発足は71年１月）

1971年4月：認定審査会 胎児性2人を含む13人を認定(計134人)

1971年8月：環境庁(大石武一長官)が熊本県の処分取り消しを命じ、

認定についての事務次官通知：「H.・R.症候群を重視するも

症状が1つでも水俣病、疑わしきは水俣病」

Ⅱ－3 政府の公害病認定とその後の動き(3)
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Ⅱ－3 政府の公害病認定とその後の動き(4)

1971年9月3日認定審査会，委員12人中

7人が辞意表明 5人は表明せず

徳臣晴比古会長(熊大第１内科教授)

原田義孝(熊大体研小児科教授)

神原武(熊大医学部中毒研病理学教授)

荒木淑郎(川崎医大神経内科教授)

三嶋 功(水俣市立病院副院長)

朝隈貞光(水俣市・芦北郡医師会会長)

来仙人隆(鹿児島県出水郡医師会会長)

武内忠男(熊大第２病理学教室教授)

立津政順(熊大神経精神医学教室教授)

大橋登(水俣市立病院長)

熊本県衛生部長

鹿児島県衛生部長
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Ⅱ－3 政府の公害病認定とその後の動き(5)

1972年3月：任期切れで徳臣晴比古審査会長辞任

1972年4月：認定審査会長に武内忠男教授、副会長に

立津政順教授が選ばれ、患者救済は前進

県民会議医師団は1973年7月までに800人の住民を診察、

553人が認定申請

202人が認定

8人が棄却

(他は処分保留)
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Ⅱ－3 政府の公害病認定とその後の動き（6）

芦北町女島地区(大の浦、京泊、牛の水)検診

県民会議医師団が行った最初の地域ぐるみ検診(1973年2月～3月)

同地区には当時13歳の胎児性認定患者1人、成人の生存認定患者

1人が存在。Ｋ.区長、Ｔ.民生委員の協力。

目的：県の一斉調査との比較

対象：38世帯、 122人(16歳以上で上記の認定の1人を除く全住民)

受診：36世帯、 87人(受診率71.3％)

結果：

医師団：水俣病 82人 県調査：水俣病疑われた者14人

水俣病疑 5人

1987年3月現在

認定 64人

棄却 17人

他に認定されていた人などを加えると16歳以上
の54％(全人口比では38.3％)が認定患者

{
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Ⅲ 熊大神経精神医学教室の新たなとりくみ

１．胎児性水俣病患者多発地区中学生の一斉検診

熊大公衆衛生医学教室とともに生徒の保健調査とし実施

背景：胎児性水俣病患者22人中14人が発生、うち11人が

同世代、うち9人が生存の水俣市袋中学校区

対照：天草郡維和中学

時：1970年11-12月

対象：223人(1955年4月2日－1958年4月1日までの出生者)

結果： 39人(17.5％)に精神発達遅滞があった。これらの

うち、32人(82.1％)は外因性であった。

結論：この精神発達遅滞はメチル水銀によって、引き起

こされたものと考えられた。
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2．水俣病多発地区住民の悉皆調査（１）

1971年8月12日～9月22日

1972年10月25日～1973年3月14日

熊本大学医学部10年後の水俣病研究班

いわゆる「二次研究班（1971年6月発足）」として実施

(初年度360万円，次年度1000万円の予算)

※カーランドの示唆と財政的支援(ＮＩＨ）の申し入れあり

※1971年2月県知事が寺本広作氏より沢田一精氏に代わり

熊本県の受託事業となる。

Ⅲ 熊大神経精神医学教室の新たなとりくみ
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Ⅲ－2．水俣病多発地区住民の悉皆調査（2）

対象地区

①濃厚汚染地区（水俣市 湯堂、出月、月浦）

（生存37人、死亡21人、計58人の認定患者）

②ネコが狂死し、毛髪水銀高値者が存在した天草郡

御所浦町、嵐口地区。

③対照地区（天草郡有明町）

※厳密な意味で、水銀の非汚染地区ではなかったが、

調査前にはそう考えられていた。

初めから対象者全員を医師が直接診察する
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Ⅲ-2．水俣病多発地区住民の悉皆調査（3）

結論

①受診者965人中、生存認定患者37人の他に238人を

新たに水俣病と診断。全住民の28.5％が水俣病。

②汚染源操業停止の1968年以後も患者発生が続いており、

慢性微量中毒の発生が考えられる。

③「不知火海の漁獲は禁止さるべきである。」と提言。

④対照の有明地区にも水俣病類似患者が発見され、

「第三水俣病」発生の可能性が考えられる。



第三水俣病問題 1973年



水銀使用工場（ 1950～60年代）
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1973年3月、水俣病裁判で原告勝利

見舞金契約は公序良浴に反する.賠償金1600～1800万円

5月22日、熊大第二次水俣病研究班(班長武内忠男教授)

慢性微量中毒と第三水俣病問題を提起。第三水俣病の

汚染源には稼動中の苛性ソーダー工場あり

6月 1日、武内教授 宇土市の剖検例2例を水俣病と発表

6月 7日、熊大原田正純助教授 大牟田市の１例を水俣病と

同一症状の患者と発表

6月17日、徳山湾新南陽市で第四の水俣病発見(藤野)

6月25日、山大中村教授 徳山湾の１例は水俣病の疑いが濃い、

他の2例も疑いがぬぐいきれないと発表

7月 5日、新潟県関川でも類似患者発見(斉藤恒医師)

全国で水銀パニック

Ⅳ 国の攻撃を排し、汚染の実態を明らかにする（１）
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国の第三水俣病潰し：熊本・新潟ではこれ以上認めない

環境庁、「健康調査部会」(班長椿忠雄新大教授)による

類似患者のシロ判定(1973年7月～1974年７月)

通産省、ソーダー業界に製法転換を指導

二次研究班の三教授の認定審査会からの排除

1974年2月 「水俣病認定業務促進検討委員会

(座長：九大黒岩義五郎教授)」による大量棄却処分

1974年9月 「公害健康被害補償法」施行

1977年7月 感覚障害をベースにその他の症状の組合せを

要求する「判断条件」の作成

1978年7月 上記に高度の蓋然性をつけ加えた「新次官通

知」への格上げ

Ⅳ 国の攻撃を排し、汚染の実態を明らかにする（２）
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1973年1月 水俣病第二次訴訟提訴、医学論争となる

1979年3月 棄却患者など原告勝訴、チッソは控訴

1985年8月 福岡高裁判決、原告勝訴、確定

異例の行政批判、病像でも医師団の主張を認め

汚染と四肢末梢タイプの感覚障害あれば水俣病

国は「司法と行政とは別だ」と異例の居なおり

特別医療事業の開始（救済基準は県民会議医師

団の基準）

1980年5月 国・県の行政責任を問う水俣病第三次訴訟

提訴、全国化

Ⅳ 国の攻撃を排し、汚染の実態を明らかにする（３）



椿忠雄・1974年・神経進歩誌



1974年椿論文

I. メチル水銀中毒症と水俣病
II. 新潟における水俣病診断の経緯
III. 臨床診断についての考え方
IV. 診断の実際
V. 頸椎症の神経症状－水俣病との鑑別診断を中心に
VI. 糖尿病に合併する神経症候
VII. 一般老年者の知覚障害
VIII.鑑別診断の小括
IX. 新しい検査法
X. 患者の認定
XI. 汚染地域以外の地域における患者の診断
XII. むすび



1974年神経進歩誌・椿論文の問題点 （高岡 滋医師）

 メチル水銀被曝露者あるいは水俣病患者に関するデータを何ら提示す

ることなく、水俣病の診断において、医師に解決不能な因子が存在する

と断定し、その因子に、詐病、ヒステリー、合併症などが含まれることを

暗に示そうとした。

 水俣病の医学的診断の責任が医師にあることを曖昧化した。自らの診

断に際しての葛藤を語り、申請時診断医に対する非難をおこなったが、

その具体的内容に触れもせず、解決策も示さず、解決不可能性を暗に

示唆した。

 科学的妥当性を欠いたこの論文を日本の神経学専門誌に掲載させた。

 水俣病は、通常の医学の土俵の外に位置づけられることとなった。



「水俣病は公害病または社会病である」

Ⅰ. メチル水銀中毒症と水俣病



椿教授の過ちの本質



Ⅳ 国の攻撃を排し、汚染の実態を明らかにする（4）

水俣診療所の建設 1974年1月



原田ピラミッドの解明の歴史

感覚障害のみ

ハンター・
ラッセル症候群

急性
劇症

非特異型

不妊

死産
流産

先天性
水俣病

精神遅滞
(非特異的)

胎児 成人

メ
チ
ル
水
銀
曝
露

潜在的影響

約100人

約2000人

数10万人?

地域の人口： 47万人51
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Ⅳ 国の攻撃を排し、汚染の実態を明らかにする（５）



Ⅳ 国の攻撃を排し、汚染の実態を明らかにする
（６）桂 島 研 究

それまで、鹿児島大学により、
「水俣病患者はいない」とされ
ていた桂島の住民のほとんどを
検診
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1974年11月2日
読売新聞





汚染地域 と 非汚染地域の比較

汚染地域：
桂島

非汚染地域：
奄美



電気閾値



1974年11月(掘り起こし検診)～1980年まで
6年がかりで実施した。

四肢末梢性（優位､手袋・足袋状）感覚障害だけの
慢性水俣病の存在を KUMAMOTO MEDICAL JOURNAL,44(4),

139－155、1994 に6年がかりで掲載する。
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Ⅳ 桂島精密検診 (1)対象の分類



Ⅳ 桂島精密検診 (2)毛髪中水銀濃度

毛髪中水銀濃度(ppm) 年齢・性対照のためにランダムサンプリング後

（ｐｐｍ）
Ｎ：桂島（1975）

Ｎ：対象（1976）

（鹿児島県大口）

Ｎ：対照（1976）

（鹿児島県奄美大島）

男
性

２８ 11.69±7.51* １１ 5.17±1.68 ２１ 7.94±4.86

女
性

２９ 7.94±6.82** ３４ 3.78±2.20

合
計

５７ 9.78±7.41** ５５ 5.37±3.98

*ｐ＜０．０１（桂島＞大口）、ｐ＜０．０５（桂島＞奄美）

**ｐ＜０．００１（桂島＞奄美）

Ｎ 桂島（1975） Ｎ 対照（1976）

（鹿児島県奄美大島）

男 性 １３ 13.20±10.19 １４ 7.69±4.86

女 性 １８ 10.02±7.75* １９ 4.29±2.46

合 計 ３１ 11.35±8.99* ３３ 5.73±4.04

（ｐｐｍ）

*ｐ＜０．０１
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Ⅳ． 桂島精密検診 （3）栄養調査(1975，76年）

一日当たりの魚介類摂取量とメチル水銀摂取量

桂 島 住 民

１１

対 照 地 域

６

年 齢 ２４～７９歳（平均48歳） ４２～６５歳（平均52歳）

体 重 ４８～６６ｋｇ（54.8ｋｇ） ３８～５９ｋｇ（49.5ｋｇ）

1日あたりの

魚介類摂取量*
９１～８４２ｇ（333.6ｇ） ６８～４２０ｇ（200.0ｇ）

1日当たりの

メチル水銀摂取量**
０．０２８ｍｇ***

*日本の平均（１９７４）は９１．０ｇ

**厚生省による一日摂取許容量は０．０２５ｍｇ

***メチル水銀含有量は総水銀量の６０％として計算した
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（４）桂島における正常妊娠と異常妊娠
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Ⅳ．桂島精密検診（5）神経精神学的所見の比較



Ⅴ 桂島精密検診
(6）桂島で生まれ、ひき続き居住している住民の感覚障害 ( ）：％

対象を

出生年

で分類

成 人 若 年 者

Ａ0 Ａ1 Ａ2 Ａ3 Ａ4

1945年以前 46~53年 54~60年 61~66年 67~72年

対象者 46 12 ９ 11 13

受診者 46(100.0) 12(100.0) ７(77.8) 8(72.7) 13(100.0)

感覚障害 46(100.0) １２(100.0) ６(85.7) ３(37.5) １(7.6)

四肢末

梢優位
44(95.7) １２(100.0) ６(85.7) ３(37.5) １(7.6)

口周囲 23(50.0) ８(66.7) １(14.3) ０ ０

全身性 ８(17.4) ０ ０ ０ ０

(  )%
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1977年12月、1979年3月調査

A3群 1962年～1964年生まれの男児3例
手指・足趾のみの感覚障害

A4群 1968年11月生まれの女児
手・足関節に及ぶ四肢末梢優位の感覚障害

これらをメチル水銀の「比較的少量」の汚染の影響と
考えた（1980年）

Ⅳ 桂島精密検診
(7)若年者の特徴ある症例

65



66

桂島検診で医師団の診断基準確立

「魚介類多食の疫学条件に

四肢末梢優位の感覚障害あれば

水俣病と診断できる」

Ⅳ 桂島精密検診 (8) 結 論
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Ⅴ 国相手の第三次訴訟と政府解決策（１）

第三次訴訟(1980年5月)の発展

全国規模の闘い

新潟水俣病第二次訴訟(82年6月)

水俣病東京訴訟(84年5月)

水俣病京都訴訟(85年11月)

水俣病福岡訴訟(88年3月)

原告数を増やす(マンモス訴訟)

熊本 1400名

1000名検診(87年11月)

国民世論に対するアピール、現地調査

各県知事・県内自治体への要請キャラバン,

学者・文化人の支援声明

国連人権救済センターへの申し立て

100万人医療救済請願署名
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Ⅴ 国相手の第三次訴訟と政府解決策（2）
学際的追求

京都シンポジウム(88年6月)

水俣国際フォーラム(88年11月）

60年前の「水俣病」証言

有機水銀中毒に関する文献的考察

京都訴訟弁護士 浅岡 美恵＊

水銀中毒の中で、アセトアルデヒド工場内に発生した新たな
有機水銀中毒を解明したＺａｎｇｇｅｒ(1930年)

四肢の疲労感、心臓障害(不安定)、時々おこる四肢の重圧感、
頭痛、抑うつ、目まい、嘔吐、不安感、発汗傾向、軽微の体重
減少、不眠、性欲減退、紅斑

＊ 浅岡美恵: 熊精協会誌,Ｎo.54, 1988年







71

Ⅴ 国相手の第三次訴訟と政府解決策（3）

1987年3月 熊本地裁、第三次訴訟一陣（相良甲子彦裁判

長）判決

国の水俣病の発生・拡大に対する責任を断罪

水俣病の病像においても、県民会議医師団の主

張をほぼ全面的に認める。棄却者34人を含む全

員を水俣病とする。

1992年6月 国はボーダーライン層として、1986年6月医療

費だけの特別医療事業を実施していたが、そ

れに通院費を加えた総合対策医療事業で糊塗

する (救済基準は県民会議医師団の基準)。
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1993年 5月 福岡高裁（友納治夫裁判長）和解案

（救済基準は県民会議医師団の基準）

４00万円を基本として減額200万円，

増額最高400万円加算

1995年12月 政府解決策と内閣総理大臣談話

（救済基準は県民会議医師団の基準）

1996年 5月 原告団苦渋の選択で受け入れ、裁判を取り
下げ、チッソと協定書締結
解決策は原告患者の5倍以上の12,371人
(1997年3月)を救済対象とする

国の責任が曖昧、「水俣病」とはっきり
表現されていない、一時金が260万円と
低額などの不十分な面あり

Ⅴ 国相手の第三次訴訟と政府解決策（4）
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Ⅴ 国相手の第三次訴訟と政府解決策（5）

政府解決策までの認定申請者（熊本・鹿児島県）

延べ 21,021人

救済された者

うち行政認定 2,265人（1,577人死亡）

95年政治解決で補償 11,537人（保健手帳

1,184人含む）

（2006年3月末現在）
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Ⅵ 日本精神神経学会のとりくみ
日本精神神経学会・研究と人権問題委員会

水俣病問題小委員会 『資料集水俣病問題』

精神神経学雑誌，99，p1142-1153,1997

『環境庁環境保健部長通知』(昭和52年環境保業262号)『「後
天性水俣病の判断条件について」に対する見解』

精神神経学雑誌，100，p765-790,1998

昭和60年10月15日付『「水俣病の判断条件に関する医学専門会
議の意見」に対する見解』

精神神経学雑誌，101，p539-558,1999

『水俣病問題における認定制度と医学専門家の関わりに関する
見解－平成3年11月26日付け中央公害対策審議会「今後の水俣
病対策のあり方について(答申)」(中公審302号)』

精神神経学雑誌，105，p809-834,2003
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最高裁判決（2004年10月、水俣病関西訴訟）

国と熊本県の行政責任確定

現行の認定基準より幅広い救済基準確定

「感覚障害だけでも水俣病」，賠償金450～850万円

環境省：水俣病の診断基準を変えない。

熊本県：環境・住民(両県で47万人)調査を国に要求

救済対象者が2万7千人がいることを示唆

国：2007年4月認定申請者、保健手帳交付者対象に全員

のアンケート調査、５％の症状調査

あらたな認定申請者が急増 5,680人

あらたな保健手帳希望者が急増 15,409人（交付者 13,217人）

（2007年10月31日現在)

Ⅶ 最高裁判決とその後の動き(1)
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Ⅶ 最高裁判決とその後の動き(2)

2005年10月：溝口訴訟義務づけ追加提訴

2005年10月：ノーモア・ミナマタ国賠訴訟提訴

原告患者 1472人 (2007年10月末)

2007年 4月：新潟三次訴訟

原告患者 13人 (07年11月8日)

2007年 5月：関西訴訟勝訴患者81歳女性提訴

2007年 5月：関西訴訟勝訴患者川上敏行夫妻提訴

2007年10月：水俣病互助会提訴(胎児性被害焦点)

原告患者 9人



Ⅶ 最高裁判決とその後の動き（3）

１）2005年10月 新保健手帳の新設

・従来の医療手帳の格下げ

・汚染指定地域の狭隘化

・汚染年の限定化

新保健手帳の取得資格を、1968年までの出生、

かつ1 年以上居住に限定

２） 2008年8月 治療研究手帳の資格を1968年までの出生、

かつ5年以上の居住に限定

３) 2009年7月 チッソ救済の水俣病特措法強行成立

・救済対象地域と年代（1969年11月までの出生）

の制限



2009年9月不知火海沿岸住民1044名検診

（第2回大検診、実行委員長原田正純教授）

全国から医師140名を含む710名のスタッフ

指定対象地域の内外に差なく93％に共通診断

の水俣病症状有

1969年以降の出生者や転入者も86％に同症状有

2010年1月熊本地裁 ノーモア･ミナマタ訴訟で

和解勧告 国は史上はじめて受け入れ

Ⅶ 2004年最高裁判決とその後の動き（4）
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魚介類を介したメチル水銀の曝露歴があり、

以下の症候を有するもの。

(A) 四肢末梢優位の表在感覚障害

(B) 全身性表在感覚障害

(C) 舌の二点識別覚の障害

(D) 口周囲の感覚障害

(E) 求心性視野狭窄

上記(A)～(E)に示す身体的な異常所見を認めないものの、魚介
類を介したメチル水銀の濃厚な曝露歴があり、メチル水銀による
もの以外に原因が考えられない、大脳皮質障害と考えられる知的
障害、精神障害、または運動障害を認めるもの。

共通診断書の診断基準 （2006年4月）

ノーモア・
ミナマタ
訴訟で
主張した
診断基準



これまでの水俣病のひろがりの認識

6
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太枠：公健法上の指定地域

：特措法上の対象地域

：治研手帳交付範囲



対象地域(6市2町：17会場)2009年大検診対象地域

9



2009年大検診 神経所見(地域別)
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2012年大検診 神経所見（検診会場別）
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2012年大検診 神経所見



86

2012年大検診 診断結果

四肢感覚障害：四肢末梢優位又は全身性
（ ）：％

協立病院 279 (83)

市公民館 239 (87)

高尾野 259 (91)

天草東 152 (89)

天草中央 106 (81)

天草教育 178 (91)

計 1213 (87)

2012年 2009年

救済対象地域内 665 (86) (91)

救済対象地域外 504 (88) (88)

救済対象年外

35 (85)
昭和44年12月
以降出生者

(83)
昭和44年1月以
降出生者

合計 1204 (87)
※不明の9を除く

(90)



芦北町山間部の住民検診から見える水俣病の
地域ぐるみ汚染の実態

水俣協立病院 藤野 糺

神経内科リハビリテーション協立クリニック 高岡 滋

2012.2.18 第85回熊本精神神経学会



対象地と魚介類摂取状況

芦北町大字黒岩

雲海、標高 514 ｍ

田浦漁港から 15ｋ ｍ

1961年まで山道

“めご” での魚行商

その後砂利道が出来、

鮮魚店開店

７１年までは行商も来る

その後舗装され、行商はなし

魚介類を多食



黒岩地区の雲海



自 覚 症 状

「いつも」または「時々」ある症状



神 経 所 見



フォン・フライの触毛検査

ゼメス-ウェインシュタイ

モノフィラメントを使用

20種類のフィラメント

(0.008-300g)

検査する部位を教え、被検者の目を閉じさせる。

フィラメントが約90°曲がる程度に皮膚に押さえつける。

閾値は、被検者が感じることができる最も細いフィラメントのサイズ
（あるいは重さ）である。

施行する場所は、下口唇、胸骨部、両示指の腹側、両拇趾の腹側で
ある。

92



FREY触毛による触覚閾値von



振 動 覚 閾 値



位 置 感 覚 閾 値

(5㎜が判別不能の割合)



二点識別覚検査

製図用コンパスを使用。

被検者の目を閉じさせる。

皮膚に対して30～45°の角度、

1～2mm の深さで約1秒当てる。

二肢強制選択法またはYes-No法を用いる。

正しく回答した最小距離を閾値とする。

検査する距離は、1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 
25, 30, 36mmである。

検査部位は、下口唇と舌、両示指腹側。
96



二 点 識 別 覚 閾 値
(6㎜より大の割合)



水俣市山間部の住民検診から見える

水俣病の地域ぐるみ汚染の実態

くまもと青明病院・水俣協立病院 藤野 糺

2012.7.14 第86回熊本精神神経学会



対象地と魚介類摂取状況

水俣市大字越小場

県境、標高 300ｍ の山間部、丸島漁港から 13.3ｋｍ

1950~70年代まで山野線や車での魚行商、魚介類を多食

越小場

救済対象地域



自 覚 症 状
「いつも」または「時々」ある症状



神 経 所 見
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伊佐（旧大口）市山間部の住民検診から見える

水俣病の地域ぐるみ汚染の実態

くまもと青明病院・水俣協立病院 藤野 糺

神経内科・リハビリテーション協立クリニック 高岡 滋

2013.7.20 第88回熊本精神神経学会



南日本新聞
1960年2月26日



南日本新聞
1960年2月27日



南日本新聞
1960年2月27日 1960年3月12日
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対象地と魚介類摂取状況
伊佐（旧大口）市大字山野小字布計、周辺地区

布計：県境、標高460ｍ の山間部、丸島漁港から23ｋｍ~44km）

1940~70年代まで旧国鉄山野線や車での魚行商、魚介類を多食

越小場

救済対象地域
布計
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自覚症状出現頻度（いつも+時々）
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神 経 所 見
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天草・水俣病救済対象外地域に
おける神経症候

藤野 糺 ： くまもと青明病院・水俣協立病院

高岡 滋 ： 神経内科リハビリテーション協立クリニック

赤木健利 ： 桜が丘病院

2015.7.18 第92回 熊本精神神経学会
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太 枠 ：公健法上の指定地域

：特措法上の対象地域

：治研手帳交付範囲

110

倉岳地区

宮野河内
地区
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原因確率

汚染地区有症率－対照地区有症率

原因確率＝

汚染地区有症率

汚染地区有症率

藤野（桂島、1977）36.7％、原田（袋、1983）52.8％、原田（湯ノ口、1983）30.6％

対照地区有症率

藤野（1977）0％、二宮（1995）0.7％、徳臣（1976）1.1％、熊本（1993）0.2％、

納（1993）1.0％

例 汚染地区＝25％、対照地区＝1％→原因確率＝（25-1）/25＝96％

倉岳 汚染地区＝31.8％、対照地区＝1％→原因確率＝（31.8-1）/31.8＝96.9％
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倉岳地区における感覚障害の原因確立

2005年11月～2014年4月

調査地域の四肢末梢の感覚障害のある対

象者が水俣病である確率（原因確率）

（調査地域では、対象者以外は四肢末梢の

感覚障害はゼロ、と仮定）

非汚染地域の

四肢末梢感覚障害の有

症率

1%の場合 2%の場合

検診対象者で四肢末梢の

感覚障害を認めたもの

211/663

(31.8%)
96.9% 93.7%

上記＋検診非対象者で救

済されたもの（４７）

258/663

(38.9%)
97.4% 94.9%

救済対象者のみ（行政の判

断が基準）

213/663

(32.1%)
96.9% 93.8%



天草市宮野河内地区の触痛覚のいずれもが障害された時
の感覚障害の有病率および蓋然性（原因）確率2015年10,11月

割合 天草地区
(対調査数比)

天草地区
（対人口比）

奄美地区
(対調査数比)

四肢優位の感覚障害 61.1% 32.0% 1.4%

全身性感覚障害 21.3% 11.2% 0.0%

四肢の感覚障害 75.9% 39.8% 1.4%

口周囲感覚障害 37.0% 19.4% 0.0%

上記いずれかあり 75.9% 39.8% 1.4%

触覚と痛覚がいずれもが
障害されている場合の蓋然性確率

天草地区(対調査数比)
対奄美地区

天草地区（対人口比）
対奄美地区

四肢優位の感覚障害 97.7% 95.5%
全身性感覚障害 100.0% 100.0%
四肢の感覚障害 98.1% 96.4%
口周囲感覚障害 100.0% 100.0%

上記いずれかあり 98.1% 96.4%



メチル水銀の濃厚汚染地域における
異常妊娠の発生推移についての

疫学的研究

くすのきクリニック 板井八重子

水俣協立病院 藤野糺

第6回水銀国際会議 2001年10月







茂道

赤崎





２０１１．１．８

第６回水俣病事件研究交流集会

チッソ・アセトアルデヒド工場操業停止
（1968年5月18日）後の出生者の症状

水俣協立病院
熊本学園大学客員研究員 藤野 糺

第2報 症例の追加報告

（特に1969年11月以後の出生者の症状)と臍帯メチル水銀濃度



Ⅱ 対象と方法（１）

対象:1968. 5.18 アセトアルデヒド工場操業停止後の 出生者

不知火海一円にて在胎後出生し、一定期間居住

6

生年月 男 女 計

A群：
1968年5月～1969年11月

33 21 54

B群：
1969年12月～1986年5月

36 27 63

計 69 48 117

検診期間 ： 2005年6月～2010年11月
検診場所 ： 水俣協立病院 神経内科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ協立ｸﾘﾆｯｸ



Ⅱ 対象と方法（2）

暦年齢 (2010年10月末）

A群 41.5±0.5 (40～42歳）
B群 36.8±3.8 (24～40歳）

診察年齢

A群 39.1±1.6 (35～41歳）
B群 34.6±4.4 (19～40歳）

7
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Ⅱ 対象と方法（3）

問診 診察

１．居住歴 １．血圧・脈拍
２．学歴、職歴 ２．精神症状
３．嗜好、食習慣 ３．脳神経
４．家族歴 ４．頚部
５．既往歴 ５．運動系
６．現病歴 ６．反射
７．自覚症状 ７．知覚系
８．その他 触覚（筆）

（水俣病に関すること） 痛覚（痛覚針）
定量検査



Ⅲ 結果（１）

１・ 居 住 歴 （１） 出 生 地 (    ) : %

出 生 地

水俣市 34 (29.1)
旧芦北町 28 （23.9)
津奈木町 4 (  3.4)
旧田浦町 6 (  5.1)
八代市 1 (  0.9)
旧龍ヶ岳町 5 (  4.3)
旧御所浦町 14 (12.0)
旧出水市 18 (15.4)
旧高尾野町 1 ( 0.9)
旧東町 4 ( 3.4)
旧長島町 2 ( 1.7) 9



Ⅲ 結果（2）

1. 居住歴 （２） 汚染地居住年数

A群 30.7±9.4      （ 9～41年）

B群 28.6±7.6   （10～40年）

計 29.6±8.5   （ 9～41年）

10



Ⅲ 結果（3）

2． 家族歴
人数 （ ）:％

( 行政認定、医療手帳、保健手帳、認定申請中）

あり なし 計

A群 50 (92.6) 4 (8.4) 54(100)

B群 57 (90.5) 6 (9.5) 63(100)

計 107 (91.5)          10 (8.5)        117(100)

11
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Ⅲ 結果（4）

表1 自覚症状 :「いつも」と回答 ％

A群(%) B群(%) 計(%) 未記入数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

こむらがえりがある
体がだるい
肩が凝る
目が疲れやすい
腰が痛い
イライラする
たちくらみがする
頭が痛い
物忘れをする
何もしたくない気分になる
両方の手がしびれる

93
96
96
91
87
91
89
89
85
87
89

100
97
97
97
98
95
97
95
98
90
87

97
96
96
94   
94   
93   
93    
93   
93   
88
88    

2
8
9
12
11
15
7
10
10
14
1
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Ⅲ 結果（5）

表1 自覚症状：「いつも」と回答 （つづき） ％

A群（%） B群(%) 計(%) 未記入数

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

不安感がある
夜眠れない
舌をよくかむ
両方の足がしびれる
耳鳴りがする
会話の最中に自分の話を忘れる
つまづきやすい
指先の細かい作業が苦手である
道を歩いていて横から車が来て
びっくりする
悲しい気持ちになる
物をとり落とす

89
83
78
81
72
74
71
67
72

74
65

86
89
91
90

＊91
86
88

**91
86

84
89

87
86
85
85
82   
80 
80  
80  
79  

79  
78   

30
15
35
8
9
16
22
18
21

16
7

*P<0.05     **P<0.11



Ⅲ 結果（6）

14

表2 神経所見

A.
68.5.18～

69.11の出生者

B
69.12～

86.5の出生者

計

感覚障害
全身性タイプ
四肢末梢性タイプ
口周囲
体幹失調
視野狭窄
上肢失調
構音障害
難聴
振戦

54（100.0）
12（22.2）
42（77.8）
8（14.8）
13（24.1）
9（11.1）
5（ 9.3）
6（11.1）

＊1) 4（ 7.5）
＊2) 5（12.2）

53（84.1）
15（23.8）
38（60.3）

**) 21（33.3）
13（20.6）
7（11.1）

*1） 5（ 8.1）
2（ 3.2）
2（ 3.2）

*3）13（22.4）

113(96.6)
27(23.1)
80(68.4)
29(24.8)
26(22.7)
16(13.7)

*1) 10( 8.6)
8( 6.8)

*1)  6( 5.2)
*4) 18(18.2)

計 54（100.0） 63（100.0） 117（100.0）

＊1）未検1     ＊2）未検13      ＊3)未検5  ＊4）未検18 **P<0.05



出生年代別フォン・フライの触毛検査
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出生年代別振動覚閾値
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出生年代別位置感覚閾値
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年代別二点識別覚閾値
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Ⅲ 結果（７）

15

臍帯メチル水銀値
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Ⅳ 考察

低濃度（長期微量）汚染問題について

(1)1968年以降の汚染の事実

ｲ）水俣湾内外の魚介類・海底土壌などの水銀汚染

ﾛ）臍帯・毛髪中の水銀汚染

ﾊ）1973年生まれのネコの胎児性水俣病の確認

ﾆ）人体解剖脳中の水銀濃度

ﾎ）その他

(2)1997年7月水俣湾安全宣言、仕切り網撤去 18



水俣湾内カサゴの総水銀濃度の変化

Ⅰ．水俣湾浚渫・埋立工事開始直後から終了まで
式典 金田一充章*、松山明人*：過去26年間に亘る水俣湾生息魚の総水銀濃度に関する変化
水環境学雑誌、ｖｏｌ.28、ｎｏ．8、ｐｐ．529－533（2005）（ｐ．531、ｐ．532）より作成

*環境省・国立水俣病総合研究センター
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水俣湾内カサゴの総水銀濃度の変化

Ⅱ．浚渫工事終了から熊本県による仕切網撤去前まで
式典 金田一充章*、松山明人*：過去26年間に亘る水俣湾生息魚の総水銀濃度に関する変化

水環境学雑誌、ｖｏｌ.28、ｎｏ．8、ｐｐ．529－533（2005）（ｐ．531、ｐ．532）より作成
*環境省・国立水俣病総合研究センター 20 136



水俣湾内カサゴの総水銀濃度の変化

Ⅲ．仕切網撤去後～現在まで
式典 金田一充章*、松山明人*：過去26年間に亘る水俣湾生息魚の総水銀濃度に関する変化

水環境学雑誌、ｖｏｌ.28、ｎｏ．8、ｐｐ．529－533（2005）（ｐ．531、ｐ．532）より作成
*環境省・国立水俣病総合研究センター 21 137



FIGURE2 
AMOUNTS OF ACETALDEHYDE PRODUCTION (TONS) BY THE CHEMICAL FACTORY DURING THE PERIOD 1932‐1968 ARE 
SHOWN BY THE LINE, AND METHYLMERCURY CONCENTRATION IN THE UMBILICAL CORDS OF PARTICIPANTS (PPM) 
ARE SHOWN AS DOTS.

Yorifuji,T.,Harada,M. et al:What has methylmercury in umbilical cords told us ?-Minamata 

disease-,science of the total environment, submitted
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Ⅳ. アセトアルデヒド生産高と臍帯中メチル水銀濃度

75 percentile



1968年5月22日以降出生者の
臍帯中メチル水銀濃度

出典：原田正純、頼藤貴志：不知火海沿岸住民の保存臍帯のメチル水銀値、
水俣学研究、Vol．１、No.1、March、2009                                                23
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生年 N 最高値
1968.5.22~ 9 1.05

1969. 8 0.32

1970. 1 0.0743

1971. 7 0.83

1972. 2 0.15

1973. 1 0.18

1974. 2 0.43

1975. 1 0.06

1976. 1 0.026

1977. 1 0.29

1978. 1 0.06

1979. 1 0.19

1980. 2 0.18

対照（東京） 0.11±0.03

Ⅳ．考察





Ⅳ．考察

低濃度（長期微量）汚染問題について

水俣以外の地域におけるメチル水銀汚染

1) 1970年 カナダオンタリオ州水銀汚染問題
2) 1971～1986年 中国第2松花江水銀汚染問題
3) 1973年 熊大二次研究班の第三水俣病問題

有明海（有明町、宇土市、大牟田市） 、
徳山湾、関川、ほか

4) 1973～78年 鹿児島湾奥とトカラ列島の自然界で
の水銀汚染問題（鹿児島大学井形昭弘教授）

5)  1992年 アマゾン水銀汚染問題
その他（インドネシア、フィリピン、カン
ボジア、ベトナム、アフリカビクトリア湖
周辺ほか）

26



Ⅳ．考察 低濃度（長期微量）汚染問題について

低濃度汚染の立証の道のり

1) 1973年 徳山湾沿岸住民調査
2) 1975年 カナダ水銀汚染調査
3) 1983年 御所浦町同一住民304名の

6年~6年半後の臨床症状の推移
4)   1986年 同一検者による1971~86年間の

510名の臨床症状の推移
5)   1986年 徳山湾沿岸住民の再調査（計54名）
6)   1987年 汚染源排水停止後の転入者7名の臨床症状
7)   1992年 アマゾン水銀汚染問題調査
8)   1998年 原田正純医師らによるアマゾン川流域住民50名の調査
9)   1999年 中国松花江流域住民調査（196名）

10)   2002年 カナダ水銀汚染再調査（57名）
11) 2004年 カナダ水銀汚染再々調査（ 延べ198名、うち27名を経年

調査）
12）2010年 カナダ水銀汚染4回目調査 （198名） 27



Ⅴ．結論

（1）水俣湾周辺の沿岸で、1968年5月18日以降に生まれ

育った住民にみられる四肢末梢優位の感覚障害は、
メチル水銀の影響と考えられる

（2）桂島では、1975年の栄養調査で当時の厚生省による
1日摂取許容量を超えるメチル水銀摂取があったと
推計された

(3) 1969年11月までの出生者とそれ以降の出生者との間
の自覚症状・神経所見の出現頻度に大きな差はない

(4) 特措法の救済年代を1969年11月までとしていることに
医学的根拠は認めない

28
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Ⅷ．最近の話題

１．低濃度汚染の影響

世界の妊婦や小児に対する魚介類の摂取制限勧告

(日本：2003．6月)

2．世界の水銀削減の取り組み

マジソン宣言：「魚を持続的に食べ続けるためには

大気中の水銀削減が急務」 (2006．8月11日)

3. 水銀に関する水俣条約

2020年目標に人為的な水銀の排出削減を進める

（2014. 11月）
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Ⅷ-１ 低濃度汚染の影響(１)

厚生労働省の妊婦に対する魚介類摂取制限勧告



146開会総会＜水俣市文化会館＞2001年10月15日

Ⅷ-１ 低濃度汚染の影響(２)

第6回国際水銀会議
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Ⅷ-１ 低濃度汚染の影響(４) 安全基準・規制値の強化
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Ⅷ-１ 低濃度汚染の影響(5) 現在の日本人の毛髪水銀値
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世界のメチル水銀摂取許容量

Ⅷ-１ 低濃度汚染の影響(6)



水俣病検診1万人のまとめ

神経内科リハビリテーション 協立クリニック

（熊本県水俣市）

高岡 滋

2016年10月





年代別の症候比較



居住地別の症候比較



汚染地域居住地別の症候比較



救済期限（2012/7/31）前後の症候の比較





対象地域内外での他症候の比較



漁業従事の有無による症候の差



原田ピラミッドの解明の歴史

感覚障害のみ

ハンター・
ラッセル症候群

急性
劇症

非特異型

不妊

死産
流産

先天性
水俣病

精神遅滞
(非特異的)

胎児 成人

メ
チ
ル
水
銀
曝
露

潜在的影響

約100人

約2000人

数10万人?

地域の人口： 47万人159



共通診断書の診断基準
魚介類を介したメチル水銀の曝露歴があり、

以下の症候を有するもの。

(A) 四肢末梢優位の表在感覚障害

(B) 全身性表在感覚障害

(C) 舌の二点識別覚の障害

(D) 口周囲の感覚障害

(E) 求心性視野狭窄

上記(A)～(E)に示す身体的な異常所見を認めないものの、魚介
類を介したメチル水銀の濃厚な曝露歴があり、メチル水銀による
もの以外に原因が考えられない、大脳皮質障害と考えられる知的

障害、精神障害、または運動障害を認めるもの。

ノーモア・
ミナマタ
訴訟で
主張した
診断基準
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これまで表に出た水俣病被害者の総数
熊本県、鹿児島県の合計

行政認定患者（2017 年9月末現在） 2,282人

同上却下14,416（1996年7月末現在）

1995年政治解決策による救済 11,537人

同 上 却下 2,266人

（一部は特措法に申請）

ノーモア・ミナマタ訴訟原告患者 2,992人

水俣病特措法申請者 （2012年7月末締切現在） 63,043人
取り下げ315人,救済53,156人（2014年8月環境省発表）

公健法に申請中（未処分者, 17年9月末現在） 2,006人

同上で却下（04年10月後, 17年9月末現在） 1,201人

合 計 85,327人
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撮影 山本達雄氏

ご清聴ありがとうございました



水俣病救済の歴史

1900年

新日窒創立 ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
生産開始

水俣病
公式確認 一次訴訟

提訴

関西訴訟
最高裁判決

3208 56 68

95

04

二次訴訟
判決

128560

2000年

77

水俣病終息(徳臣)
患者30数人

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ生産停止
100人余

国の「52年判断条件」
認定2,282人

政治解決
11,537人

ﾉｰﾓｱ･ﾐﾅﾏﾀ訴訟
和解勧告：2,794人
特措法：53,156人

ﾉｰﾓｱ･ﾐﾅﾏﾀ二次訴訟
熊本地裁：1,312人

東京、大阪、新潟：316人

13-17



1956～85年の水俣病の動き

56

73

68

71

65

水俣病終息説
(徳臣)

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ生産停止
「52年判断条件」

水俣診療所
設立

椿の水俣病診断要項

1980年77

水俣病
公式確認

新潟水俣病
発見

水俣病
認定

熊本大学
二次研究班

水銀ﾊﾟﾆｯｸ
専門家会議

水俣協立病院
設立

74 78

1960年

1970年

水俣病認定
検討会

75

二次訴訟
福岡高裁判決

85

専門家会議



医師団が水俣病医学に果たした役割

§メチル水銀中毒被害者を診療し、有毒物
質の健康影響を解明してきた

§毒性物質の環境影響の解明における、疫
学の重要性を実践によって証明してきた。

§診断基準のあり方を解明し、水俣病の診
断基準を定めた。

§日本の神経内科学の体系が有する盲点
を解明してきた。



目標：水俣病の医学を確立する

§環境疫学、環境被害の診断基準の意義を、多
くの医師に理解してもらい、発展させていく。

§日本の医学、神経内科学のもつ弱点を克服し
ていく取り組みをおこなう。

§残された被害者、被曝露者の調査を継続し、メ
チル水銀中毒の全容を解明する。

§日本における放射線被曝による健康影響の追
求に役立つための遺産を残す。



水俣病の特徴
－症状の発症・進行－

§高濃度曝露では、潜伏期が短い急性発症

§低濃度暴露では、潜伏期が長い緩徐な発症

§曝露が止まっても症状が続く

§正常から重症まで連続的な分布をする

§症状の動揺や軽度の改善があるが、劇的に
改善する事はほとんどない

§中等症以下では、脳機能が廃絶することは
ない



慢性水俣病
－神経所見の種類の特徴－

§メチル水銀曝露直後には健康障害は起こらない
。

§正常から高度異常まで連続的な重症度をもつ
§感覚系の異常がもっとも出現しやすく、
§次に、体幹の運動失調がみられ、

§より悪化してくると、手足の運動失調や構音障
害、視野狭窄などがみられるようになる。

§大脳感覚野、大脳視覚野、小脳等、メチル水銀
曝露による機能低下を生じやすい中枢神経の部
位と一致している。

§個人差による例外も存在する。



水俣病からみた医学のあり方

§国の主張する水俣病は40年前で停止。

§データに基づかない固定した疾患像を主張し続

けるのは医学ではない。

§それを医学に押しつけてきた行政の責任。

§行政の押しつけを受け入れた医学者の責任。

§調査・研究を妨害するための主張と手法。



世界の水銀汚染

国立水俣病総合研究センターHP: 

http://www.nimd.go.jp/archives/tenji/d_corner/d02.html 170



低濃度メチル水銀の健康影響

§胎児の成長・発達

§知的機能への影響

§心血管系リスク

§免疫系への影響



発達障害
§自閉症スペクトラム障害

l 社会的（対人的）コミュニケーション及び対人的相
互交流の障害

l 限局された反復する行動、興味、活動

l 感覚過敏、鈍感性、運動が苦手

§注意欠陥多動性障害

l 不注意

l 多動性

l 衝動性



水銀を含む環境毒性物質と
自閉症スペクトラムの関連

§殺虫剤

§フタル酸

§PCB

§有機溶剤

§廃棄物

§大気汚染

§重金属（水銀、鉛、カド
ミウム、アルミニウム）



自閉症スペクトラム障害との関連
§妊娠初期の喫煙

§水銀

§有機リン酸系農薬

§ビタミン等の栄養素

§親の高齢

§妊娠週数

§出産時の状況

§夏の妊娠

§生殖補助医療による妊娠

藤原武男ほか、保健医療科学 59巻 4号 p.330-7. 2010年



医師団が水俣病医学に果たした役割

§メチル水銀中毒被害者を診療し、有毒物
質の健康影響を解明してきた

§毒性物質の環境影響の解明における、疫
学の重要性を実践によって証明してきた。

§診断基準のあり方を解明し、水俣病の診
断基準を定めた。

§日本の神経内科学の体系が有する盲点
を解明してきた。



目標：水俣病の医学を確立する

§環境疫学、環境被害の診断基準の意義を
、多くの医師に理解してもらい、発展させて
いく。

§日本の医学、神経内科学のもつ弱点を克
服していく取り組みをおこなう。

§残された被害者、被曝露者の調査を継続
し、メチル水銀中毒の全容を解明する。

§日本における放射線被曝による健康影響
の追求に役立つための遺産を残す。
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