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第１節　現地視察の目的

　ハンセン病患者らは，国の強制隔離政策によって「人生被害」とも言える極めて甚大な
人権侵害を被った。その歴史を最も象徴する場所として，高松市近海に浮かぶ孤島に存在
するハンセン病療養所「大島青松園」があげられる。
　2011 年，第 54 回日弁連人権擁護大会を高松市で開催し，「患者の権利の法制化」をテ
ーマとするシンポジウムを行うにあたり，未曾有の人権侵害を引き起こしたハンセン病問
題を検証するためには，「大島青松園」を訪問して，強制隔離政策に関する被害の歴史，
現状及び今後の課題を現地視察することが極めて重要な意義を有する。
　また，大島青松園と瀬戸内海を隔てた対岸（岡山県瀬戸内市）にある「長島愛生園」・
「邑久光明園」も，かつて離島であった僻地にあり，隔離被害を物語る歴史的建造物等も
数多く現存していることから，訪問する意義が極めて大きい。
　そこで，当実行委員会は，シンポジウムに先立ち，2011 年 5 月 29 日（日）から 30 日（月）
にかけて，上記 3園を現地視察するとともに，入所者等からの聴取を行った。
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第２節　邑久光明園

第１　設置の経緯
　1907（明治 40）年，「癩豫防に關する件」により浮浪するハンセン病患者の隔離規定が
定められ，1909（明治 42）年，大阪府主管の第三区連合府県立「外島保養院」（収容定員
300 名）が大阪府に設置された。1931（昭和 6）年，「癩予防法」の制定に伴い，ハンセン
病患者全般が隔離の対象とされ，収容患者増加のための拡張工事がなされた。
　しかし，1934（昭和 9）年，「室戸台風」により壊滅的被害（収容患者 597 名中，173 名
死亡）を受け，現地復興は不可能とされ，既に「長島愛生園」（岡山県邑久郡邑久町虫明）
が設置されていた「長島」の西端部に再建・設置されることとなり，1938（昭和 13）年
開園した。1941（昭和 16）年，府県立「光明園」から「国立癩療養所邑久光明園」となり，
1946（昭和 21）年，同名称から「癩」が外された。（邑久光明園HP・パンフレットより）

第２　現地見学

１　監禁室
　1916（大正 5）年，療養所長に懲戒検束権が付与され，1931（昭和 6）年，「国立らい療
養所患者懲戒検束規定」が制定され，園長の権限で監禁室の使用が認められた。
　親の不幸で帰省したくても帰省許可が出ずに逃走した後に帰園した者，松の木を 1本切
った者，賭博をした者等が監禁室に入れられたという。
　当時，監禁室の敷地は，入所者の立入禁止区域で，現在のように道路はなく，監禁され
る者は，自分の布団を担ぎ，監禁室の下の浜まで船に乗せられて来たとのことであり，ま
た，食事は 1日 1回 2個の握り飯と沢庵一切れ，梅干し 1個と水だったという。
　監禁室は，1939（昭和 14）年から 1953（昭和 28）年まで使用され，その後，廃墟とな
っていたが，2002（平成 14）年 5月，歴史的建造物として修復・保存されている。
（邑久光明園HP・園内散策マップより）
　　

監禁室（外観）
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監禁室廊下・監房出入口
　　
　　

監房内の壁面（「辛イ一年　努力二
年　辛抱三年　笑イ顔」との落書き
が残されている。）

　　
　　

監禁室入口の写真（復元改修前・
2001（平成 13）年 3月撮影）
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２　しのび塚公園
　従前，入所者は，死亡しても一般（自治体）の火葬場は使用できなかったため，園内に
火葬場が設けられ，入所者の患者作業によって，火葬されていた。1955（昭和 30）年，
現在地に火葬場が移設され，1964（昭和 39）年から長島愛生園と共同利用となり，2000
（平成 12）年 12 月末日まで使用されていた。この間，約 1,500 余名が火葬され，荼毘に
付されてきた。甲羅の形をした「しのび塚」は，遺骨の残骨を納めており，2006（平成
18）年 7月に火葬場跡の公園整備が行われ，慰霊碑が建立された。
　また，2002（平成 14）年に設置された「ハンセン病問題に関する検証会議」の検証に
よって，邑久光明園内に 49 体の胎児等標本の存在が明らかとなった。終生隔離・患者絶
滅政策の下での堕胎等により，この世に生を受けることができなかった 49 体は，半世紀
以上もの長い間，ホルマリン漬けの状態で保存されていたことから，胎児等の鎮魂のた
め，2007（平成 19）年 4 月，その遺骨を納めた「慰霊の碑」が建立され，毎年，供養祭
が行われている。（邑久光明園HP・園内散策マップより）
　　

しのび塚

　　

胎児等慰霊之碑

　　



― 291 ―

資料編　国立ハンセン病療養所視察調査報告

第３節　長島愛生園

第１　設置の経緯
　1930（昭和 5）年，内務省管轄で日本初の国立のらい療養所として設立され，1931（昭
和 6）年 3月，「国立らい療養所長島愛生園」として患者の入所が始まった。初代園長は
光田健輔である（1931 年（昭和 6年）から 1957 年（昭和 32 年）まで）。
　1946（昭和 21）年，「国立療養所長島愛生園」に名称変更された。
　1955（昭和 30）年，全国ハンセン病療養所の唯一の（定時制）高校として，岡山県立
邑久高等学校新良田教室が開校した（1987 年（昭和 62 年）3月，閉校，29 回生卒業，入
学生 369 名・卒業生 307 名）。
　1988（昭和 63）年，邑久長島大橋（「人間回復の橋」と呼ばれている。）が開通し，本
土と陸続きとなった。

第２　現地見学

１　歴史館（旧事務本館）
　開園に先立って，1930（昭和 5）年 5月，鉄筋コンクリート及び木造の二階建ての（旧）
事務本館が竣工した（園長室・応接室・会議室・事務室等）。同年 12 月，竣工した薬局・
医官室・試験室・当直室等のある建物がそれに連なり，そのすべてを含めて，“本館”と
呼びならわしてきた。その場所は，かつての職員地帯に位置しており，入所者が近づくこ
とは厳しく制限されていた。日本のハンセン病政策を語る上でも重要な役割を果たした場
所でもあり，歴史的な建造物としての価値は高い。
　1996（平成 8）年 2月，新しい管理棟が東側に完成し使用されなくなったため，「旧事
務本館」と呼ばれるようになったが，開園時から存在する貴重な建築物であるため，老朽
化した内部の改装が行われ，2003（平成 15）年 8月 8 日，「長島愛生園歴史館」として開
館した。（長島愛生園ＨＰ，歴史館パンフレットより）
　　

旧園長室（執務机）
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光田健輔・初代長島愛生園園長
（1931 年から 1957 年まで）
1953 年らい予防法改正の際，強制
隔離政策の維持・強化を主張した。

　　
　　

神谷美恵子・元長島愛生園精神科医　
直接，強制隔離に関与してはいない
が，光田健輔に傾倒し，「救らい思
想」を有していた。

　　
　　

昭和 30 年代の長島愛生園全景
（空中写真）
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戦前，ハンセン病の治療薬として使
われていた「大風子油」

　　
　　

戦後，ハンセン病の特効薬として登
場した「プロミン」

　　
　　

旧事務本館（歴史館）玄関
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２　収容桟橋
　1939（昭和 14）年，患者収容が行われていた浜に桟橋が設置され，ここから多くの入
所者が上陸した。「邑久長島大橋」が完成するまで長島は離島であった。
　園内では職員と入所者の生活区域は厳しく分けられ，職員通勤用の桟橋とは別になって
いた。入所時，家族などの付添者もこの桟橋までしか入ることが出来ず，入所者にとって
は社会や家族との「別れの桟橋」であった。（歴史館パンフレットより）
　　

収容桟橋跡

３　収容所（回春寮）
　入所者は，入所すると，まず収容所（回春寮）に収容され，現金などの禁止物品が取り
上げられ，消毒風呂への入浴，持ち物の消毒などが行われるとともに，各種の検査や入所
手続が行われた。この建物の中で社会との隔絶を意識した人は少なくない。（歴史館パン
フレットより）
　　

収容所（回春寮）玄関
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消毒風呂
　　

収容所（回春寮）内部

４　監房
　開園時に秩序維持のために監房が設置された。実際には逃走者が多く収監されていた。

監房跡（園内が治外法権だったこと
を物語っている。1953（昭和 28）
年，らい予防法改正時にようやく廃
止された。その後，土砂を被せて埋
められた。）
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第３　入園者聴取
　長島愛生園の入所者金泰九さんの居宅を訪ね，強制隔離政策の被害体験等についてお話
を伺った。

１　生い立ち
　僕は 1926（昭和元）年，韓国で生まれました。当時，韓国は植民地時代であり，都会
にいる日本人の子どもが 6年間の「小学校」に通っているのに対して，田舎の現地の子ど
もたちは，4年間で終わる「公立学校」と呼ばれる学校に通い，全部日本語で書かれてい
る学科を学び，学校へ一歩入ったら，下手でもとにかく日本語しか話してはいけない，朝
鮮語を話してはいけないという教育を受けました。
　その後，日本に来ていた父親と相談して，日本に来ることにしました。父親は，僕が生
まれる前も，三・一独立運動に田舎で関与したとして，取締りを恐れて，祖父がやった
20 円で日本に密航したことがありました。
　戦前から戦後にかけて宮崎・熊本などにいて，戦後，父親が（韓国に）引き揚げるとい
う話になったのですが，私は，日本にもう少しいたいと言って，僕だけが日本に残り，単
身大阪に行き，旧大阪商科大学（現大阪市立大学）に進学し，結婚もしました。

２　発病・入所の経緯
　1948（昭和 23）年暮れか，1949（昭和 24）年初めころ，潰瘍ができた際，ハンセン病
の宣告を受けました。
　真ん中に芯があり，芯を潰してみるけど，痛くなかった。痛くないのがハンセン病の初
期症状だって知らないものだから，胃潰瘍で時々通院していた病院の医者に「どうもここ
が痛くないんですが」と聞いたところ，別の部屋で待つことになり，別のお医者さんが，
医師の卵を何人か連れてきて，僕を診るなり，上半身，裸になるように指示され，「注射
針で突いて痛い所は痛いと言ってくれ」と言いました。突かれると痛い所はありました
が，筆先の柔らかい所で撫でると，はっきりわからないところがありました。その先生が
大きな本を見ていたので，「先生，何の病気ですか」と聞いたところ，おもむろに私を見
て，「レプラだと思います」と言われました。今，「レプラ」は死語だからあまり言わない
けれど，当時，「レプラ」と言うと「らい病」のことであると誰でも知っているぐらい普
通に使われていましたので，僕もすぐにわかりました。ショックは受けた。けれど，「誰
も父方，母方両方の親戚にこの病気はいないのに，どうして僕はらい病なのか」「自分は
らい病ではない」との思いもありました。
　しかし，それから約 1週間後，大阪府の伝染病予防課の大浜という方が来られて，「あ
なたは気の毒だけどらい病だから療養所へ行きなさい」という風に言われ，驚きました。
行く，行かない，行く，行かないで，予防課の大浜さんが何回来たかわからない。「もう
これは療養所へ行かなければいけないかな」と思い始めました。愛生園の難波先生も自宅
に来ました。難波先生が置いていった本には，プロミンが特効薬であるということが書い
てありました。僕は，「プロミンを打てば治るぞ」と思い，プロミン探しをしましたが，
（療養所の外には）プロミンはなく，2人の知人に打ち明けてプロミン探しを頼んでも，
見つかりませんでした。
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　ところが，「朝連」（朝鮮聯盟）西成支部の事務局長の李さんという方から，「神戸の文
薬局にプロミンがあるが，高いぞ。5万円」と言われました。結局，妻の姉にもお金を借
りて，3万円で購入することになりました。
　薬局へ行くと，20cm立方体のものを持ってきたのですが，それは，日本のプロミンで
はなく，英文の説明書が出てきたので，おそらく GI が持ってきたものでした。そのた
め，値段が高くなったと思います。
　注射を打つ前，お医者さんに言うべきか色々迷った結果，自分で静脈に打つことにしま
した。2cc の 25 本入りで，1日（2cc）1 本打つと，25 本は 1 か月で打ち終わりました。
愛生園に入るまでに，その 50cc を打っただけでした。四日市でもプロミンを探しました
が，ありませんでした。プロミンがあれば，借金してでも打っただろうと思います。
　その当時，大阪の新世界のジャンジャン通りの角にある金さんという方の持ち家を借り
て食堂をしていました。米・味噌・醤油も配給で，食堂も余り数がない時代だったので，
本当に大はやりしていましたが，予防課の大浜さんが車を乗り付けてきて，療養所に入る
ように勧誘に来て，僕は店にほとんど出たことはないにもかかわらず，「接客業は絶対に
いけないから止めろ」と言われ，結局，店は止めさせられました。
　そして，強制収容で長島愛生園に連れて来られました。「らい予防法」制定の 1年前の
1952（昭和 27）年，26 歳でした。それから，もういつの間にか 60 年になります。

３　療養所の生活・患者作業
　入所した当初，まだ物不足の時代のため，麦混じりのご飯を食べました。
　患者作業は，絶対にありました。入所時，「収容所」という場所に 1週間いた後，12 畳
半の部屋に僕を入れて 4名の部屋に行くことになりました。
　先輩が言うには，「ここは軽症者だから患者作業をしなければいけない」とのことで，
ある日，臨時で不自由者の生活の面倒を見る付添作業に行くようにという 1枚の伝票が回
ってきました。不自由者の付添作業では，まず，七輪に火を起こしてお茶を沸かさなけれ
ばならず，不自由者寮から 200mくらいある遠い炊事場から，4人分の朝のみそ汁とご飯
を両方の飯ごうに入れて運び，不自由者にご飯を食べさせるという大変な作業をしまし
た。不自由者の付き添いはつらかったです。もう強制です。順番が回ってきますから。
　また，亡くなった人を焼く仕事もつらいものでした。病棟の付添者は，亡くなった方全
員について，臨終に際しては，全部付添作業をしなければならず，焼くところまでも患者
作業でした。1つの村だから，あらゆる仕事がありました。
　塵芥を集めて焼却場に持っていく作業もしました。そのころリヤカーがなく，木のフレ
ームに鉄のわっぱが入った大八車 4台を，僕を入れて 19 名で車引き（車力）をしていま
した。長島愛生園はとにかく山坂が多く，坂はえいえいと言って，車を引いていました。
　作業賃は「作業賞与金」といって 1月 320 円でした。当時，卵 1個が 10 円，ゴールデ
ンバットの煙草も 10 円近くしたと思いますから，1日働いて，卵 1個とか煙草 1箱とい
うことになります。
　1年後には，同じ寮にいた僕よりもずいぶん年上の方から，炊事場へ来るように言われ
たため，2週間ほど炊事場で働きました。手足に不自由はなく若いから，使えると思った
と思います。
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　次に，散髪も部員が足らないと言われて，散髪作業もしました。最初は，丸刈りばかり
やらされましたが，電気バリカンがあるわけではなく，手で刈っていました。その後，髪
の長い人を連れてきて長髪の稽古をし，ようやく長髪を刈れるようになりました。
　その後，しばらくして自治会に行きました。

４　入所後の治療
　僕の入所時の症状としては，相当，顔が腫れており，眉毛はありませんでしたが，手足
の不自由は全くありませんでした。
　私は，入所後，3年間，プロミンを使いましたが，らい反応は全くなく，1955（昭和
30）年，菌検査をすると，完全に菌はマイナスでした。その後，（ハンセン病は治ってい
るから）治療はしませんでした。

５　帰省願いの拒否（光田健輔との関係）
　光田園長は，当時，雲の上の人で，ほとんど歩くのを見たことがありませんでした。
　しかし，1955（昭和 30）年，園外にいる私の妻の病状が悪いという妻の姉からの手紙
が来たため，どうしても帰りたいと思って，園へ帰省願いを出しましたが，なかなか許可
を出してくれませんでした。光田園長がいる間は，絶対だったと思います。他の入園者は
帰省願いのために嘘の手紙を持っていく場合もありましたが，私は本当の手紙を持ってい
って見せていました。あまりに帰省願いに行くため，（園側はとうとう根負けして）鼻汁
検査をすると言われ，鼻汁検査をしたところ，菌がいませんでしたので，「帰してくれ
る」と思いました。すると，今度は，園長の面接を受けるように言われました。
　1953（昭和 28）年 6月，らい予防法反対運動のためハンガーストライキに 10 名入った
中で，光田園長が診察に来て，僕の前に来て，「おう，これは『半島』だな」と言ったの
です。僕も血気盛んでしたので，勇気を出して，「園長先生，『半島』はないでしょう。そ
の言葉を取り消して下さい。」と言いました。そのころ，光田園長は，飛ぶ鳥を落とすほ
どの権勢を持っていましたので，一緒に付いて来ていた総婦長が，「金子さん（金さんの
通名），後からまたそのことは園長と話をするから，今日はそこで。」となだめられ，それ
で終わったということがありました。
　その遺恨があったのかないのか知らないけれど，帰省願いの面接に行った際，光田園長
が，僕を見るなり，「おお，お前は（療養所に）3年しかいないから駄目だ」と言ったの
です。僕の光田園長に対するハンストのときのあの言葉が，園長の頭にあったんじゃない
かと思えてならないです。

６　社会復帰
　入所から 9年後の 1961（昭和 36）年，社会復帰したことがありました。
　光田園長は 1957（昭和 32）年に退官しており，2代目の高島重孝といういい先生でし
た。高島先生が来てからは，愛生園（の雰囲気）がころっと変わり，社会復帰のムードが
高まっていました。
　社会復帰当時，本当は朝鮮に帰りたいと思っていて，朝鮮に帰るにしても，何か技術を
持っていこう，レントゲン技師ぐらいの技術は持っていかなければいけないという思いが
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ありました。しかし，社会で働いてレントゲン技師の免許をもらおうといっても，それほ
ど甘いものではなく，無理な話でした。
　退所していた間，大阪の会社に就職して真面目に働いていましたが，病歴を隠すことの
心労は常にあり，会社を退職して，社会復帰 4年余りで再入所することとしました。

７　薬の副作用による後遺症
　再入所当時，手足は全く不自由ではありませんでした。
　薬による反応が出たのは，再入所から 10 年以上，後のことです。
　私の手足がこういうふうに不自由になったのは，1976（昭和 51）年，神経痛の治療の
ために医師からDDS を出され，1日 1 錠ずつ，1週間飲んだところ，その日，体がどう
にもならないようにだるく，もう座っているのもしんどいぐらいだるく，夜，トイレに行
こうと思ったら，ぱたっと倒れました。その時は気づきませんでしたが，僕の右足は，半
分くらい下垂して（垂れ下がって）いたのです。朝，ご飯を食べようと思ったら，箸が握
れなくなっていました。手が半分ぐらい下垂していたのです。これはもう絶対に薬の反応
だとわかりました。医師も，これは薬の反応だと言って，薬をやめ，病室に入るように指
示しました。
　それから１週間ぐらい電気治療をやっても手足は垂れたままで治らず，右手が余計に曲
がり始め，それから，完全に麻痺してしまいました。
　DDS を飲んだばかりにこうなったのです。「DDS さえ飲まなければ，こうはならなか
ったのに」と悔やんでも悔やみ切れませんでした。
　普通，薬の副作用は，皮膚が盛り上がる場合が多かったり，熱が出るけれども，僕の場
合は神経を悪くする副作用のため，神経を悪くしたら絶対元へ戻らないのです。
　本当に麻痺というのはつらいもので，それまでは五体健康で，別に不自由なところはな
かったから，それから，変わり果てた自分を人に見られるのが本当に恥ずかしく，また，
自分を自分で受け入れられず，3年間，部屋ばかりにこもっていました。

８　患者の権利法について
（問）　 ハンセン病問題の教訓として，自分の意思でどんな医療を受けるかを決定できる権

利とか，できるだけ社会生活を送りながら良い医療を受けられる権利というものを
きちんと法律で保障しようではないかということを日弁連が決議しようとしていま
すが，どのように思いますか。

　金：法律だったら強い。しかし，国は作るだろうか。
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入所者の住居（寮）は平屋建て長屋
式になっている。

　　
　　

金泰九さんの居宅玄関（本名と通名
が併記されている。）

　　
　　

金泰九さんの居宅内部（左から３番
目が金泰九さん）
周囲はシンポジウム実行委員ら
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第４節　大島青松園

第１　大島青松園とは
　1907（明治 40）年，「癩豫防に關する件」制定により，8県連合立（中国 4県・四国 4
県）の「第五区療養所」として，1909（明治 42）年，設置され（病床 200 床），1910（明
治 43）年，「大島青松園」と改称された。
　1941（昭和 16）年，厚生省に移管されて，「国立らい療養所大島青松園」と改称され，
（病床 650 床），1946（昭和 21）年，「国立療養所大島青松園」と改称された。
　「大島」は東西 1.3km，南北 1.6km の高松市沖に浮かぶ小島で，全島面積 620,531 平
方メートルの内，「大島青松園」の敷地面積は 600,377 平方メートルであり，残りの
20,154 平方メートルは民有地である。現在，大島青松園の病床数は 380 床である。（大島
青松園HP，大島青松園案内，概況書より）

出発前（高松港にて）
高松港・大島青松園間の官
船「せいしょう」前

大島青松園正門
（視察前日に季節はずれの台
風が四国を直撃したため，
強風の中の訪問となりまし
た。）




