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２　磯野常二さん・森川重信さん・南部剛さん・本田久夫さん
（1）自己紹介
　聞き手：皆さんの生年月日と出身地を教えて下さい。
　　磯野：私は昭和 6年 9月 12 日生まれで，あと 4か月で満 80 歳になります。出身

は愛媛県西条市です。
　　南部：大正 5年 3月生まれの南部剛です。95歳です。徳島県阿南市の出身です。
　　本田：私は，磯野さんと同じところで愛媛県西条市出身です。生年月日は昭和 4

年 5月 11 日です（82 歳）。
　　森川：私は昭和 5年，香川県西，現在の三豊市高瀬町で生まれました。現在 81

歳です。
（2）発病・入所の経緯，患者作業等
①　磯野常二
　聞き手：発病から入所した経緯をお聞かせ下さい。
　　磯野：私は小学校 5年生のときに学校にいて，発病じゃないかということで，昭

和 17 年 7 月 21 日に大島青松園へ診察と，名義は診察ですが，ハンセン病
とはっきりわかって，7月に参りました。当時は大東亜戦争で，苛烈な時
代でございましたので，配給制度になったことによって，家にいることは
できません。衣料品でも届出で，百姓であっても義務的に供出もしなけれ
ばいけない，そういうことでどうしても大島へ来ざるを得ないので，当時
は内務省管轄でございますので，駐在所が 2度目か 3度目に来たとき，お
ふくろが私に「病院へ行くか」というので，私は「行くで」と言いました。
また「どっちへ行くか」ということでしたので，私は，香川県の療養所で
あれば，汽車に乗れるなと思いました。当時，修学旅行ぐらいでなければ
汽車に乗れない時代で，小学校 6年生のとき，初めて修学旅行で京阪神，
京都，奈良の方へ行くぐらいでしたので，私は 5年生で待望の汽車に乗れ
ると思いました。痛いところも痒いところもない，ハンセン病とはいえ，
ちょっと寝不足で顔が上腫れたようなときがちょっとありましたが，それ
も1週間か10日で治りました。入所当日の朝，出発だからと目が覚めたら，
私の好きな卵焼きの臭いが寝間の方にしてきて，「今日は卵焼きがあるな」
と思い，跳ね起きてすぐに顔を洗いました。兄弟でもものを言う兄弟と，
言わない兄弟がございましたが，その兄とは一日でもものを言わない兄だ
ったんですが，その日に限って，「早く治療をしてもらって戻ってこいよ」
と言われました。こっち（大島）へ付いて来てくれることになった大阪に
いた兄（次男）が，私が，大方，食べ終わったなと思ったら，「もう，東
が白げ出したけ，行くぞ」と言い，私が「こんなに早く行くの」と言うと，
「日が出ないうちに行かなければいけない」と言われました。私も口を拭
いて立ち上がると，おふくろが私の頭を撫でながら，「常二（ツネジ）よ，
もう少し一緒におってやりたいけど，元気で早くようなって来なさい」と
言い，私はその母の胸元にすがっていました。何か頭の上に生暖かいもの
が感じられました。そのときは，はっきりわかりませんでしたが，あとで
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手で触ってみたら，涙やなとわかりました。うるうる声でした。兄がトラ
ンクを提げて「ほんなら行こうか」と立ち上がって，裏口から出て，角を
出ると，生け垣の向こうを振り向いてみたら，生け垣の影で姉とおふくろ
が，姉さんかぶりのタオルでそっと（涙を）拭いているのを見て，私もじ
ーんとして，1号線へ出ました。それから西条駅，高松へ来ました。当時，
私の自宅から隣町の新居浜近くの船屋のイシグロまでバスに乗ったのが
15 分か 20 分ぐらいで，それが初めての乗り物でした。

　　　　　　高松へ来ると，入所者が 30 人以上いたかと思います。大島へ入ると，
大島青松園も，当時，昭和 15 年ころまでは 500 人のベッド数だったと思
いますが，1人当たり 3畳から 2畳に 50%増床して 750 人を収容しても入
りきらず，高松に来ていた者のうち大島へ残った者が 17 名ほどで，残り
の 20 名近くは長島愛生園と邑久光明園へ行きました。なぜそうなったか
というと，配給制度や徴用で，家で隠れていようと思っても隠れることが
できなくなったことで，ひそかに納屋などに隠れていたハンセン病患者が
出てきて，どんどん入所してきたということです。

　　　　　　私は，ここ（大島）へ来て，3日間は「新患者収容所」というところに
いた後，少年ですので，少年寮へ入ることになりました。少年寮には，私
を入れて 24 人ぐらいいたように記憶しています。少女寮には 14 人ぐらい
いましたので，38～40 人近く子どもがいました。私は東から 2番目の部
屋で 6畳間でした。皆 6畳部屋で，1つの棟に 8室あり，南に 4室，北に
4室，8室の内の東から 2番目の部屋へ入りました。そこでは，上級生が
2人，下級生が 2人，私がちょうど真ん中でしたが，下の子がおねしょす
るため，私は布団干しの当番に当たったり，2人で組んで炊事当番として
おつゆとご飯をつぎ分け，洗い物をし，掃除も分担しました。（私に付き
添ってきた）兄が帰ると，寂しく，高松の方へ向いて，松の影で，当時，
松林が茂ってアオバズクがホーホーと鳴くぐらいよく茂っていた海岸線
で，座って泣いていました。同じ部屋の子どもが，ご飯だと呼ぶと，私は
涙を見せないようにと思って涙を拭いて立ち上がって行くということが何
回もありました。

　　　　　　学校は午前中 2時間で，間には開墾して菜園づくり，昭和 18 年暮れこ
ろは，防空壕堀りまでしました。戦争が非常に苛烈になったものですか
ら，食糧難で栄養失調者が出て，93 人も亡くなりました。医療もない状
態で，やっと戦争中を切り抜けて，戦後になって，ほっとしたら，プロミ
ン治療ができました。

　聞き手：磯野さんが高松まで乗ってきた汽車は，どんな列車でしたか。
　　磯野：天皇陛下が行幸する「お召し列車」と言って，一汽車を借り切りで，西条

から乗って来ました。中に 4～5 人いました。入口には，感染者だから普
通の乗客を乗せないように張り紙をしていました。内務省管轄のため，巡
査さんが，白い帽子を被り，サーベルをチャラリンチャラリンと鳴らし，
革靴も履いていたと思います。チャリチャリ，歩いたらバリバリという音
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がして，不思議な感じでした。
　聞き手：500 床が 700 床になったころの 1941（昭和 16）年に国立になりましたね。
　　磯野：預かりだといって 750 人の定員が 800 人近くおりました。例えば，24 畳

の部屋なら 2で割っても 12 人ですが，実際 23～24 人もいたという時代が
ありました。本当にずらっと並んだら，踏み場もないぐらいで，部屋にも
机も置かさないような時代でした。

②　森川重信
　聞き手：磯野さんと同じく戦前入所の森川さん，入所の経緯をお聞かせください。
　　森川：私の小学校最後の年は昭和 18 年でした。昭和 18 年というのは，アメリカ

との太平洋戦争がだんだん激しくなって，日本の敗色が次第に色濃くなっ
てきたころでした。私は男である自分は，国を守るために命を懸けて戦い
にいかなければならないと思って軍隊に志願しました。小学校高等科 2年
生 13 歳のときでした。そして合格して小学校を卒業した昭和 19 年 10 月
1 日に琵琶湖のほとりにあった大津陸軍少年飛行兵学校へ入校しました。
ですが，入っていろいろ検査されてハンセン病がわかって，10 日で帰さ
れ，その月の昭和 19 年 10 月 25 日に大島青松園へ入所しました。

　聞き手：当時，おいくつでしたか。
　　森川：14 歳です。
　聞き手：14 歳ですが，学校を卒業していたということで，磯野さんと違って少年

舎ではなくて一般舎に入られたのですね。
　　森川：そうです。
　聞き手：一般舎に入って森川さんは，ここではどんな生活をされていましたか。
　　森川：当時の大島青松園は，元気な人が住んでいる健康舎と，不自由な人が住ん

でいる不自由舎がありました。私は元気でしたから健康舎に入りました。
私が入った部屋は 21 畳で定員が 12 人でしたが，実際には 10 人しかいま
せんでした。そこに入ると，園内作業をやりました。園内作業は，国が療
養所を作るとき，経費をなるべく安く仕上げるために，職員の数を極端に
減らして必要な園内の管理作業は全部入所者にやらせていました。作業賃
は，私が入った昭和 19 年に一番安い作業賃は 1日 7 銭でした。元気な者
が不自由寮の人たちに 1日 3 回食事を運ぶ食事運搬作業が 1日 7 銭でし
た。私は飛行兵学校へ入る前に小学校を卒業してから 10 月末まで広島県
の呉にあった海軍の施設，第 11 海軍航空廠というところで飛行機を作っ
ていましたが，そのとき，帰る 9月にもらったのがだいたい月に 20 円近
くでしたから，1日 7銭とすると（1か月で）2円 10 銭ですから，外の給
料の 10 分の 1ぐらいの作業賃でした。一番高い作業賃が病棟看護で，今
は，看護師さんと介護員さんが病棟で病人の世話をしていますが，そのこ
ろは，私たち元気な者が病棟へ住み込んで，1部屋に 6つあるベッドの 1
つを看護人にあてて，そこへ布団と日用品を持っていって，24 時間体制
で 15 日間働いていました。大変な作業でした。それが 1日 12 銭でした。
この園内作業は，一番多かったのは昭和 30 年ぐらいだと思いますが，50
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幾種類で 300 余りの作業がありました。昭和 30 年ぐらいから職員が増え
ていって，園内作業を少しずつ園に返還するようになって，昭和 50 年半
ば過ぎぐらいに，ほとんどの作業は園に返還しました。

　聞き手：森川さんが最初のころに携わった作業は，どういうものがありましたか。
　　森川：食事運搬です。
　聞き手：重症者看護もされましたか。
　　森川：不自由者の看護ももちろん行きましたし，病棟の看護も行きました。
　聞き手：当時の重症者は，どのような症状の方がいらっしゃいましたか。
　　森川：ハンセン病はＬ型とＴ型の 2つに分かれまして，Ｔ型は神経疾患で，こん

なふうに手が曲がったり口がこうなったりする疾患で，Ｌ型は結節という
ものが体中にいっぱい出て，目が見えなくなる可能性も高いような病型で
す。私が来たころは，純粋なＬ型の人がいましたが，目が見えない人は手
は完全ですから，不自由舎で汁を炊いて，目の見える人に食べさせていた
のを見てびっくりしました。本当に「なんで」と思ったのですが，Ｌ型の
人は，目が見えなくても，手が完全に覚えているから，火を扱ってもやけ
どをすることはないけれど，Ｔ型の者は，手の感覚がすぐになくなるので，
ちょっと火を使うとすぐにやけどをするので，あまり火を使いたがらなか
ったという違いがありました。昭和 24 年からプロミンという薬ができま
したが，そのプロミンのせいか，しばらくしてからＬ型の人も手が麻痺し
て，混合の病型の人がかなり増えたみたいです。私の病型はＴ型です。

　聞き手：当時，かなり重症な方は結節がつぶれて膿がたくさん出て，その包帯を替
えるとか，食事の介助をするとか，いろいろな仕事があったんですよね。

　　森川：不自由者の看護は，部屋の掃除をしたり，お茶を沸かして飲ませたり，ご
飯が配達になったら食器についで食べるように並べました。病棟には，自
分で食べられない人もいたので，そういう人は看護人が食べさせていまし
た。

　聞き手：看護するとき，注射もしたのですか。
　　森川：私が来た昭和 19 年には入所者は 630 人いたのですが，看護婦は 8人でし

た。婦長が 1人，看護婦は 7人ですから，本当に治療棟の看護が精一杯
で，病棟は全然診なくて，夜，当直が 1人いるだけでした。夜，病人の状
態が悪くなると，注射をもらってきてくれと言われると，当直に言って注
射をもらってきて自分で打つのですが，実際に薬がないからもらえず，
「もらえない」と言って病棟に帰ってくると，病人が怒って「もう一回行
って来い」と言われて，2回も 3回も行ったことがあります。病棟の看護
で一番つらかったのは，薬を貰いに行っても貰えなかったことです。ある
男が困り果てて，注射器に水道の水を入れて，病人は，打って，少し楽に
なったと言って喜んだという話も聞いたことがあるくらいで，薬をくれな
いのが一番大変でした。

　聞き手：先ほど園内見学で解剖台を見ましたが，大島に入所した当時は，大島で亡
くなった入所者は，皆さん解剖されていたのですか。
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　　森川：私が入所した当時は，全員解剖していました。解剖台の上で解剖が終わる
と，医者も看護婦も病人の血を洗って帰っていきますが，昔，「籍元制
度」というのがあって，健康者の元気な人が不自由な人たちの面倒を見
て，一部屋に 10 人ぐらいの籍元が，病気がひどくなったら病棟の付き添
いに行ったり，亡くなったときは湯灌（ゆかん）をして棺桶に収めたり，
葬儀をするのは「籍元」の仕事でした。私も部屋で一番若かったのです
が，だいたい若い者が湯灌（ゆかん）をさせられるので，亡くなったら裸
で寝ている人を水で洗い直して，冷えたら部屋から着物を持ってきて着せ
て，それから棺桶に収めました。棺桶も入所者の大工さんが作ったもので
した。そのころ，材料の板があまりないので，一枚飛ばしで四角な棺桶を
作っていたんですけど，解剖が終わったころには，時間的に死後硬直が来
て，ほとんどの遺体が硬直して曲がらなかったのですが，そのころの棺桶
は座棺といって座って入れる棺桶なので，座らせなければ入らないので，
仕方がないから遺体の足や手や骨を折って入れていました。その「ボキ
ッ」「ペキッ」という音は今でも耳に残っているし，本当に腹にしみるよ
うな音でしたが，仕方がないから折って棺桶に入れていました。棺桶を外
から買うようになったのは，昭和 20 年代半ばくらいに近かったと思いま
す。その後，しばらく経って，棺桶が俗に言う寝棺，寝させたまま入れる
ようになりました。

　聞き手：折って入れる座棺の蓋も，一つ飛ばしだから，蓋をしても見えている状態
だったのですか。

　　森川：解剖室から火葬人が 2人で担いでいくのですが，もう一枚飛ばしで中は丸
見えでした。やっぱりみんな一応立ち止まって頭を下げていましたが，何
とも言えない気持ちでした。

　聞き手：その火葬人も，全員患者だったのですか。
　　森川：そうです。
③　南部剛
　聞き手：次に南部さんにお尋ねしますが，病気がわかった経過と入所までのことを

お話し下さい。
　　南部：私は昭和 15 年ごろ，足の甲が腫れてきました。村のお医者さんに見ても

らったら，「これは脚気であろう，ビタミン不足で腫れているのだろう」
というので，薬をもらったのですが，3～4 か月してもよくならなかった
ので，お医者さんが，「これはひょっとしたら梅毒かもしれない」と言い
ました。しかし，私は，「学校を出るとすぐから百姓をして，どこへも出
たことがなく，旅行もしたこともなく，遊ぶなんていうことも全然ないの
に，梅毒なんてことはないでしょう」と言うと，お医者さんは，「いや，
梅毒は自分が身持ちが悪くて受けるだけのものじゃない，親からの遺伝も
あれば，風呂場や酒の杯のやりとりから移ることも偶にはあるので，とに
かく調べてみましょう」と言って，血液を検所へ送りました。すると，ワ
ッセルマン反応がプラス１と出てきたので，「これは梅毒だから，とにか
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く原因は何であれ，養生しましょう」ということになり，静脈注射の 606
号という注射を 1週間に 1回ずつ 15 本やりました。そうしたら，一層，
足から膝まで腫れてきたので，これはいかんと思って，徳島の病院へ調べ
に行きました。最初，内科へ行くと，「うちではこういう病気は扱わない
から皮膚科へ行ってくれ」と言われたため，サイトウ病院という皮膚科へ
行くと，これは，「梅毒の検査にかけたら梅毒と出るけど，しかし，あな
たはらい病です」と言われて，がっくりきました。昭和 17 年 10 月でした。

　　　　　　それでもしばらく注射に通ったらということで，しばらく注射に通って
みましたが，病状ははかばかしくないため，その後は自分の家にいたとこ
ろ，昭和 18 年 6 月に召集令状が来ました。ところが，その時は既に，県
庁へ病気の発見届がお医者さんから出ていて，村の警察や役場にも回って
いて，私がハンセン病で伝染病を持っているから入隊させたらいかんとい
うことになって，召集令状にお医者さんの診断書を添えて返しました。そ
うすると，すぐに召集令状は解除になりましたが，村中に知れわたってし
まって，友だちも親類縁者も近づいてくれなくなってしまいました。

　　　　　　戦時中，米を割り当てられて，供出米を確保しなければ飯米が残らない
という時代でしたが，親父は急性胆嚢炎で早く亡くなったので，その時，
既に私は 18 歳で結婚させられておりました。母と家内と私の 3人で，子
どもが 2人おりました。一生懸命働いているうちに，だんだんと視力が落
ちてきたのですが，この病気は療養所でなければ診察も受けられないし，
病院で目の治療をするということはできないので，徐々に視力を失ってい
って，昭和 27 年に視力を失いました。それまでは目があったら見えるの
は当たり前だと思っていましたが，視力を失ってみて初めて目の有り難さ
がわかったのです。しかし，しばらくはむしゃくしゃするから家内に当た
り散らして，家内を相当泣かしました。しかし，いくら泣いても悔やんで
もどうにもならない。やはり自分の現実は受け入れて，盲人として生きる
以外には，生きる道はないんだという決心がついて初めて杖を持って足が
前へ出るようになりました。それまでには失明して 3年ぐらいかかりまし
た。目は見えないけど，忙しい，家内と母が田んぼをつくっているもので
すから，私も目は見えないなりに鎌を持って草を刈ったり，自分の牛に餌
をやったりという手伝いはして働いて，10 年間家にいました。失明して
から 10 年間家にいた間，療養所へ入るように県の予防課から薦められて
いたのですが，何とかして 2人娘がいるのを結婚させて養子を迎えて，あ
とがやっていけるのを見通してから入所しようと思い，何とか言い逃れて
きました。

　　　　　　結婚した娘が先に男の子ができて，それからその子どもが 3歳になった
時分に 2人目を妊娠して，（妊娠）5か月になったとき，（娘の）腹へ赤い
斑紋が出たため，これはどうしても病院へ行かなければいけないと決心し
ました。そこで，大島青松園へ問い合わせたところ，「こちらには出産す
るような準備・設備はないから，そちらで子を産ませて来て下さい」と言
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われましたので，小松原の日赤病院へ行って，「娘はハンセン病にかかっ
ているけれども，妊娠しているから伝染病室でもいいから，そこで身を 2
つにだけしてやってもらえませんか」と言って頼んだのですが，「ハンセ
ン病人を入れるような病室はここにはないから，うちでは受け入れられま
せん」と病院長から断られました。

　　　　　　村の産婆さんが「心配せんでも，私が取りあげてあげる」というので，
それで安心して 10 月に女の子が生まれました。それから 33 日が済むまで
家にいました。その間のことは先日差し上げた灯台という本に書いてあり
ますので，後でお読み頂いたらわかると思います。娘が出産して 33 日過
ぎたのを待って，昭和 37 年 11 月 27 日，大島へ親子で入所したわけです。

④　本田久夫
　聞き手：本田さん，発病の経過と入所までのことをお話し頂けますか。
　　本田：私の病気が出たのは昭和 18 年ぐらいだったと思います。学徒動員で飛行

場建設に引っ張られていたとき，右肩直径 3センチぐらいの皮が取れたの
ですが，感覚がなく，その皮が取れたところをひねっても痛くない。皮が
取れていないところは，ひねったら痛い。それから 1週間もしないうちに
皮ができ，傷も治り，医者へ行かないで治ったのですが，その時はわかり
ませんでしたが，これがだいたい病気の始まりだったなと自覚しています。

　　　　　　昭和 22 年 3 月に卒業し，それから家の事業をやっていましたが，27 歳
になるとだんだんと病気が進行して，冬が来ると小指，紅指，中指の 3本
が，水を使うとかじかんで伸びにくくなり，次第にかじかんだ指が感じが
なくなって，これでは仕事にならないため，27 歳のとき，工場も始末し
ました。

　　　　　　町の西条市の町医者にかかったのですが，自分のところではわかりにく
いので岡山の医大へ紹介状を書くから診察に行ってこいと言われて，紹介
状を持って岡山の医大へ行きましたが，医大でいくら調べてもらい菌が出
てこないため，症状はよく似ているけど，ハンセン病という病名は付けら
れない，帰りに高松の沖合に大島青松園というところがあるので，そこに
専門の医者がいるから，そこで診察を受けなさいと言われて，高松まで帰
ったのですが，もう日が暮れていますし，大島青松園へ行く道筋は私には
全然わかりませんので，一旦，家へ帰ってから出直したらいいと思って家
へ帰りました。

　　　　　　両親にそのことを話すと，「あの島へ行ったら，なんぼ元気でも 5年し
たら注射で殺される。そんな所へ行くことはないじゃないか，家で養生を
していろ」と言われました。それから 32 歳になるまで家で遊んでいたの
ですが，32 歳になったころ，顔が上腫れしてきて，これでは昼間は家か
ら外へも出られない状態となりました。

　　　　　　私は，「どうせ家にいても死ぬのなら，（大島に）行って死んだほうがい
い」と思って青松園へ連絡を取ると，オオシマ先生という医務課長が家ま
で来てくれて，診察をしたところ，「これは確かにハンセン病です。3年
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も治療したら帰られるから，青松園で治療しなさい。県に連絡しておきま
すから，県の方が迎えに来てくれると思います」と言われて，その先生は
帰られました。そして，年が押し迫った昭和 36 年 12 月 26 日，県の予防
課の乗用車で大島青松園へ入園しました。

　聞き手：本田さんは 23 歳のときに結婚されて，大島に連れてこられた時には 2人
のお子さんがおられましたが，奥様やお子さんは，入所にあたってどうさ
れたんですか。

　　本田：入所の時に籍も切り，親子の縁も切って，行き来はしないということにし
ましたので，それからは，全然，音信不通で，こちらからもすることはな
い，向こうからも来ることはありません。平成元年，中学校の卒業名簿を
取り寄せたことがありますが，私の名前の下に「死亡」と書いてありまし
た。同級生は，私は死んだと思っていると思います。一昨年，西条南中学
へ講演に行ったとき，校長先生が，「君，この卒業名簿は死亡となってい
るが，死亡を直しましょうか」とおっしゃったのですが，私は「いや，今
さら直してもどうにもならないから，このまま置いておいて下さい」と校
長先生に言いました。子どもらも，死んだように思っているのではないか
と思っています。

　　

写真左から磯野常二さん・南部剛さん・本田久夫さん・森川重信さん
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（3）園名の使用
①　本田久夫
　聞き手：本田久夫さんという名前は本名ではありませんが，なぜ，本田久夫と名乗

るようになったのですか。
　　本田：大島へ入所した明くる日，医務課に呼び出されて診察を受けたとき，医務

課長先生が「本名を名乗るより偽名にした方がいいだろうから偽名にしな
さい」と言いました。私は，「なぜ悪いことをしてもいないし，ただ病気
で入っただけで，偽名まで使ってここで生活しなければいけないのか」と
疑問に思い，その場で「はい」とは応えず，返事を濁していました。する
と，婦長さんが「偽名にしなさい，その方が都合のいいことがあります
よ，ここの人は偽名にしている人は多いですよ」と言うものですから，私
は「それならします」ということで偽名になりました。私は，入所して半
年ぐらいして，自治会事務所の方へ出るようになって，「青松」（機関誌）
に自治会事務所の役職の名前がずっと出ていたため，「青松」を見たと
き，ここに名前が出て県や市など関係各所へ「青松」が行くため，偽名に
しろと言ったのかなと感じたわけです。

　　　　　　両親には，大島青松園では「本田久夫」という名前になったといって手
紙を出したのですけど，両親から来る手紙・荷物はずっと本名で来ていま
した。両親は，偽名のことに対して，一言も言いませんでした。

②　南部剛
　聞き手：南部剛さんというお名前も本名ではありませんが，南部さんがその名前を

使うようになった経緯を教えてください。
　　南部：私は入所するときに園が持っている車が迎えに来てくれましたが，そのと

きの井上さんという県の担当官が「あなたは 46 歳でまだ若いし，これか
ら家といろいろ連絡することもあるでしょうから，偽名にしておいた方が
いいんじゃないですか。もし偽名にするのであれば，最初からしておいた
方がいいですよ」と教えてくれました。

　　　　　　私は入所して 3日間，仮収容所にいた後，男子独身不自由寮へ配属され
ましたが，事務所から「お名前は何とおっしゃいますか」と聞きに来たと
き，私が「ちょっと待って下さい，今考えますから」と言うと，皆に笑わ
れて，それで咄嗟に，（私の出身が）県南部の方になるので「南部」，そし
て，ここで生きる以上，身も心も強くありたいという願望から「剛（ツヨ
シ）」という名前にしました。それで，最初から今までずっと通していま
す。本名は，郵便局の通帳と選挙と年金を貰うとき以外は使っていません
から，ここ（大島）の人で本名を知っている人は，そう沢山はいないと思
います。

③　森川重信
　聞き手：森川さんも実は森さんというのがご本名なんですが，なぜ，森川というよ

うになったのか，教えてください。
　　森川：私の場合は，父が私より 7年早く，昭和 12 年に（大島に）入所していま
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したが，ずっと前は園が偽名にしろということは，絶対に言いませんでし
た。家と通信する人でなければ，偽名の必要はなかったのです。

　　　　　　しかし，皆，家へ手紙を出すのに本名では困るので，自分で考えて偽名
を作って出したようです。昭和 30 年ぐらいだったと思いますが，福祉の
職員が偽名にしなさいと入所者に言うようになったようです。私の場合，
（偽名は）必要なかったのですが，父親が名乗っている名前に合わせた方
がいいだろうと思って，森川にしました。

④　磯野常二
　聞き手：森川さんがおっしゃったように，磯野さんや森川さんが入所した当時は，

偽名を強制するようなことはなかったので，磯野さんは本名で過ごされた
のでしょうか。

　　磯野：昭和 10 年代の入所者はほとんど本名で，偽名にしている人はおりませ
ん。荷物を送るとき，自分が送るときに名前をツネゴロウとか，ツネハル
とかいう風に少し変えて出していただけで，偽名を申請して受付けてはく
れるけど，園から強制されたことはございません。私は，昭和 40 年ぐら
いまでは本名の松本だったのですが，たまたま，同じ寮に年上の同姓の者
がいたことや，川柳や俳句を作るときに磯野というペンネームを作ってい
たため，逆に，ペンネームが園内通用の名前になり，姓だけを松本から磯
野に変え，国民年金や選挙のときにだけ，本名の松本を使っています。
（故郷・愛媛の）松山の方にも松本という本名で川柳を投稿しています
が，誰か私を知ってくれるかなと思いますが，なかなか知ってもらえませ
ん。もし，知ったら，「わしはここにおるぞ」というようなことを言いた
いなと思っています，私も 80 歳ですから，同級生も亡くなって，なかな
か問うてくれる人はいません。

　　　　　　この前，愛媛県西条の同級生が 4人ほど来てくれて，私を覚えてくれて
いました。名前は「松本君と呼ぶぞ」と言われ，私も「構わんよ」と言っ
て握手をしました。

　　　　　　私が入所した時代は偽名の人が少なかったのですが，戦争中は世知辛い
というか，名前云々ではなく，とにかく「おい，こら」，「そこの」，「こっ
ちへ来い」という程度で呼ばれていて，福祉の人でも，全然，名前で呼ん
でくれたことはございません。

（4）園内での結婚（断種・堕胎）・家族被害
①　森川重信
　聞き手：森川さんは昭和 29 年に園内婚をされていますね。森川さんが結婚される

前，入所が戦前ですから昭和 20 年代の初めごろまでは，園内の結婚はど
んな形で行われて，結婚後の生活はどのように行われていましたか。

　　森川：園内結婚は，開園当初，国が禁止していました。しかし，最初のころは，
四国 88 か所の流浪者などを主に収容して，園内の空気がものすごく悪か
ったみたいですし，外出が禁止されて逃亡者もかなりいたことから，そう
いう状況を和らげるために結婚を許可したようです。しかし，結婚といっ
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ても通い婚と言って，結婚後も，男も女も昼は自分の部屋にいて，男が夕
食のころに夕食を食べずに奥さんの部屋へ持って行って食べて，夜泊まっ
て，朝になったらお茶でも飲んで，朝食の時間までに自分の部屋へ帰ると
いった毎日で，そういう生活をずっと続けていました。結婚した女の人
は，10～12 人中，半数近くが結婚していたようで，4～5 組の夫婦と 5～6
人の独身者が布団を並べてずっと寝ていました。

　　　　　　昭和 26 年になって，初めて夫婦寮が建設されました。はっきりした数
は知らないですが，80 から 100 近くの夫婦寮が建設されたようです。夫
婦寮と言っても 4畳半一間で，トイレはもちろん，洗面も流しも何もない
部屋だったのですが，2人にとってはものすごく天国の部屋のように喜ん
でいました。それから，毎年少しずつ増築されて，昭和 33 年ごろに夫婦
全員が夫婦寮に入りました。私が結婚した昭和 29 年にはまだ個室ではな
く，大部屋に 4～5 人の夫婦が入る状態でしたが，私の場合は「半不自由
寮」といって，1人が健康者で，1人が不自由者の場合に半不自由者寮に
入ることになっていました。私が結婚する少し前に半不自由者の人が 1人
亡くなって空き部屋ができたので，私は人より早く，昭和 29 年に夫婦寮
に入りました。

　聞き手：結婚されてから奥さんが妊娠されましたね。
　　森川：私は，昭和 29 年 10 月に結婚したのですが，翌年 30 年 4 月に妻が妊娠し

ました。そのころは，妊娠しても絶対に中絶されるのが規則みたいなもの
で，4月に中絶の手術を受けました。その 2か月後の（昭和 30 年）6月，
私も断種手術を受けました。男の断種手術は，昔は結婚の条件のようなも
ので，断種手術を受けなければ結婚が許可されなかった時代がずっとあっ
たのですが，戦争が終わってから柔らかになって，私が結婚したころは，
強制ではありませんでした。しかし，私は，妻に二度も三度も中絶をさせ
るわけにはいかないと思って，自分から断種手術をしてもらいました。手
術が終わった後，自分は二度と子どもを持つことができない体になったと
思うと，やはり何とも言えない寂しさでした。妻は，信仰熱心だったの
で，手術の日をその子の命日として毎月お供え物をしてその子の冥福を祈
っていました。この世に生まれてくることのできなかった私の子どもは男
の子でした。もし，この世に生まれていたとすれば，今年 56 歳になりま
す。同じ年の人に会うと，もし生まれていたらどんな人間になっていたか
なとよく思います。妻は平成 12 年にこの世を去ったのですが，それまで
の 45 年間，私たち二人はその子の話をしたことは，一度もありません。
最近は，人との交流会のときにその話をするようになりましたが，私たち
夫婦にとっては禁句のような話でした。

②　南部剛
　聞き手：南部さんは，奥さんとお子さんがいらっしゃいましたが，南部さんと上の

娘さんが一緒にここに収容されることになって，奥さんはどうされました
か。
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　　南部：私が発病したとき，家内は，実家から「治らない病気にかかった男と一緒
にいなくても，まだ 20 代だから帰ってきて出直しなさい」と盛んに勧め
られたのですが，家内は「もう一旦結婚したら子どももいるので，子ども
を大きくするのを楽しみに一生ここで暮らします」と言って，実家には帰
らなかったため，実家から，「帰ってこないなら，もう親子，兄弟の縁を
切ってくれ」と言われ，家内は，生涯，家には帰れずじまいになりまし
た。

　　　　　　というのも，家内の母親は（先妻が長男を生んで死亡した後に）後妻と
して嫁ぎ，姑さんに一生頭が上がらない仕打ちを受けたため，家内は，
「私は，生涯，後妻にはいかない。同じ苦労をするなら，この家で我が子
を守って大きくしていく」と言って，実家には帰らずに家を守り抜いてく
れました。私が入所してからも，家内が主になって，88 歳で死ぬまで家
を守り抜いてくれました。2つ年上のしっかりした女房でした。

　聞き手：平成 14 年に奥様は亡くなりましたが，奥様は，実家から「親子の縁を切
る，兄弟の縁も切る」と言われて，それ以来，縁を絶たれたわけですか。

　　南部：はい。縁を切られた時，（実家の長男に）「お父さんやお母さんが年を取る
から，もしものときには，一度会わせてくれるでしょうか」と聞くと，
「いや，もう縁を切った以上は，親でも子でもないから，会わせません」
と言い切られました。父は 90 歳を目前に亡くなり，母は 92 歳まで生きま
したが，母屋でなく納屋の 2階で父母が寝起きしていて，隣人が「親が死
にかかっているのに会わせないのはあまりにもひどい，重症だから一度親
に会いにうちに来なさい」と言って，家内を呼んでくれて，隣家へ暗くな
って出かけて行き，母屋が寝静まるのを待って，こっそり垣根を潜って納
屋に行って，お父さんとお母さんの死に目に 1回ずつこっそりと，家の者
には知らせず，死ぬ前に会えるのは会えました。葬式も，（長男を除い
て）兄弟は 6人いましたが，兄弟は，皆葬式に車を連ねて行ったけど，家
内は行けずじまいで終わりました。代は替わっていますけど，今も，実家
とは全然付き合いはありません。

③　本田久夫
　聞き手：本田さんは，入所前に奥さんとお子さんがいらっしゃっいましたけれど，

離婚されて，入所して改めて園内婚をされましたね。
　　本田：はい。

（5）将来構想
①　森川重信
　聞き手：現在，将来構想が問題になっていますが，どのようなことが心配ですか。
　　森川：大島青松園の場合，将来構想がはっきりとはしていないのです。最初のこ

ろ，大島も他の園と同じように外の施設と併設しようという話がかなり進
んでいたのですが，もう 3，4 年ぐらい前に，事務長が，自治会との話し
合いの席で，「国は，色々な施設との併設へ反対はしないけど，1円も出
さないと言っている」という話が出て，それで「色々な施設との併設は駄
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目だから諦めよう」という話になり，大島の場合は，ハンセン病療養所 1
本で行くことになっています。今，国はあまり将来構想について厳しい注
文をつけません。それは多分，裁判の判決の結果によるものだと思います。
入所者は自分の意思に反して園を出されることはないと謳ってくれていま
すので，それはないと思いますが，今の全国組織や自治会の力が弱くなっ
て，また，本人が自分の意思をはっきり言えなくなって，国から強制され
て「外へ出ていきます」と本人が言えば，それで終わりになるので，そう
いう時期になったら困ることになるのではないかということが心配です。

②　本田久夫
　　本田：入園者の数がある程度，だんだん少なくなって，これが 20 人 30 人になる

と，どんなになっていくんかなと。ここで生活している者でさえ，行く末
はわかりません。国は 1人になるまで面倒を見ると言っていますが，入所
者の数が少なくなったら，そういうわけにいかないだろうと自分はそう思
っています。

　聞き手：どんなに少なくなっても，やはりここで生活したいという思いがあります
か。

　　本田：今の状態で生活できるならいいけど，おそらく現状のままでは生活できな
いと思うんですね。ここでの売店がなくなり，年がいって好きなものを食
べようと思っても高松まで出ていかなければいけない。元気で出ていける
者はいいけど，不自由になって出ていけない人は，みな人に頼まなければ
いけない。頼んで買ってきてくれといっても，自分の思った物と違ってい
れば，愚痴の一つも出るようになる。そうすると，買いに行く人もだんだ
んいなくなる，そういう状態になったら，先はどうなるかなと思うんで
す。高松のどこかへ寝起きする所だけで結構なんですけど，そういうとこ
ろを建ててもらって，そこで生活すれば近くに店もあり，電動車椅子でで
も買いに行けますし，そういう方向に持っていってくれたらいいのではな
いかと思います。ほとんどが四国の者が大島にいますから，四国にいる今
まで交流のある人も（私たちが）高松に住居を構えるなら来てくれます
が，もし，岡山や，またもっとへんぴな所に移転させられるとなると，外
の方との交流が途絶えてしまいます。元気なときはいいですが，ぼけかけ
たような年齢になって，あっちへ行け，こっちへ行けと追い回されるよう
では，困ってしまうと私は思います。

③　南部剛
　聞き手：南部さんは，将来のことで心配しておられることがありますか。
　　南部：私は，足の関節の手術やペースメーカーも入れて胆嚢も摘出していて，4

～5回香川医大と高松医療センターへ行っていますが，その周辺には広い
屋敷があります。私は 10 年ぐらい前から療養所はいずれ島で船も必要だ
し，大島に来てくれるお医者さんもだんだんは少なくなるだろう，年をと
ったらお医者さんのことが一番必要になって心配だから，今のうちに高松
の大学病院か，「タカリョウ」（高松の以前の結核療養所）の方に広い屋敷
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があるから，3～5 階の建物を建ててもらって，そこへまとめてくれたら
いい，お医者さんが一番近いところへ引っ越した方がいい，早くその手を
皆考えないのかと思って，以前の（アンケート）調査の時も，私は「移
動」と書いて出しました。今，本田さんが言われたように，高松の病院の
近くへ建てるのが一番得策じゃないか，遠い所へやられるよりは，それが
一番いいんじゃないかと思って，もう 10 年も前からそれは考えていまし
た。自治会が皆の考え方の調査をしたとき，将来も大島にいたいという人
が 70％以上だったのですが，私は高松へ移動する方へ印を付けて出しま
した。ずっと前から，年を取ったらお医者さんが一番大事だから，そうい
う場所は，今であればあるのになと思っています。

④　磯野常二
　聞き手：磯野さんは，将来のことについてどのように考えておられますか。
　　磯野：私はここにいる中では一番若いのですが，私は大島へ来てから足かけ 69

年か 70 年です。どこにどんなものがあった，どこにどんな岩があったと
か，どこにどんな植物が生えていたというのは，だいたい頭の中にありま
す。南も北も這い回って遊んでいます。大島は第二の故郷だと思っていま
すから，私は，原則はここで生活させてもらい，病気になったら，チャー
ター船なり診療船もできていますし，桟橋もありますので，入院して手術
などの処置もしてもらい，大島の潮の香り，波の音を聞きながら生活した
いと思います。高松市の医療センター・大学病院・善通寺病院など専門病
院 3，4 か所に 10 ベッドなり，20 ベッドなりを確保しておいて，悪いと
きには診療船で病院に行って入院して治療を受け，良くなったら（大島
に）帰ってくるという形が，私としてはいいんじゃないかなと考えていま
す。（ここにいる）4人の内 2人が高松の方へと移転したいというのであ
れば，私はあえて反対はしませんが，私の考えとはちょっとずれがありま
す。そこが違うだけです。

⑤　森川重信
　　森川：高松病院の官舎の跡を利用して移転をしようという話はかなり具体化して

いましたが，国はそういうものには一切金を出さないと明言したので，壊
れたのです。かなり具体化していましたが，将来構想委員会でそう言われ
たら，金を出してくれなければ，架空の話になるのです。自治会が療養所
1本に絞ったのは，そういう理由です。

（司会：黒木）　 今回，日弁連の弁護士が，初めて療養所を訪れる者もたくさんおりました
が，入園者の方々から，貴重なお話を聞かせていただいて，大変勉強にな
りました。これから，ハンセン病療養所の将来のことについても，一緒に
考えていきたいと思います。今後とも協力していきたいと思いますので宜
しくお願い致します。本日は，有り難うございました。
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第５　園長・副園長聴取
（司会：黒木）　第 54 回日弁連人権擁護大会が 10 月に高松で開かれますが，今回のテーマ
が「患者の権利の法制化」です。患者の権利法・医療基本法の制定がハンセン病問題の検
証会議の再発防止検討会などで提言されておりますが，人権擁護大会が大島青松園の所在
する高松で行われるということもあり，今回，ハンセン病療養所大島青松園の視察を企画
させていただきました。今回，園の方々に多大な御協力をいただきました。誠にありがと
うございます。
　園長・副園長，職員の方々に園の概況等について事前に質問事項を出させていただいて
おりますので，それに沿ってお話をお伺いしたうえで，最後に時間がございましたら質疑
応答をさせていただきたいと思います。
　　

事務本館前

１　園長・副園長の自己紹介（経歴等）
　新盛園長：私の出身は愛媛大学です。愛媛大学皮膚科に勤務し，1999（平成 11）年

ころ，病院情報化，コンピューターを担当した後，厚生省四国地方医務支
局において（常勤医師不在となったため）診療専門官として勤務しまし
た。その後，2004（平成 16）年から大島青松園で勤務することになりま
したが，最初の 1年間は独立行政法人国立病院機構本部中国四国ブロック
事務所との兼任で，1年間は広島と行き来し，日曜日の晩，大島に入っ
て，火曜の昼までいて，昼からは広島のブロック事務所に行く生活をして
いました。1年後からは（大島青松園の）常勤です。

市原副園長：1991（平成 3）年に香川医大を卒業しています。専門は循環器内科です。
大島青松園には 2000（平成 12）年から 10 年近く勤務しています。3年前
より副園長を拝命しています。
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園長・副園長からの
説明

２　概要説明（副園長による説明）
（1）大島青松園の歴史的概要
　「概況書」（資料 1）1頁に歴史の概況が書かれています。
　沿革としては，1909（明治 42）年に開所され，当初は，中四国の各県がお金を出し
合った「都道府県連合立」療養所で，主に中国・四国地方の患者さんに入所してもらう
療養所でした。1941（昭和 16）年に国立に移管されています。
　場所は，現在ある国立のハンセン病療養所の中で，唯一，離島にあります。
　高松から 8 キロ程度の距離で，船（官用船）で 20～30 分程度で着くところです。
元々は一般の方も住まれていたと伺っていますが，現在，一般の園と関係ないのは 2世
帯で，その世帯も，青松園に勤務された元職員で，定年退職後に島に家を建てて住まれ
ています。あとは職員が官舎に居住しているのと，入所者の方が居住しています。
（2）現在の組織体制
　「概況書」（資料 1）8頁に組織図，6～7頁に職員の定員等が書いてございます。職員
定員等の状況は，配付資料（資料 2「職員の状況―定員・現員―」）を御参照ください。
　園長の下に，庶務課の事務系統，診療科として医師，薬剤科，看護課の方に看護師，
介護員等がいるというシステムで運営されています。
（3）入所者の年齢
　入所者の方の年齢，出身地等については，配布資料（資料 3「概況書　平成 23 年 5
月 1 日現在」）に細かな数字は書いてありますので，御参照ください。
　入所者の方は，平均年齢は 80 歳を超えています。平均の在園年数も 50 年を超えてい
ます。平均が 50 年ですので，60～70 年，島で生活している方もたくさんいらっしゃい
ます。
　住居は，介護員のケアが必要でなく生活等が自立している方が住まれている「一般
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寮」と介護員さんのケアが必要な方が住まれている「不自由者棟」（センター）に分か
れています。
　「センター」は，以前，障がいの不自由度の重い方，軽い方と後遺症により不自由度
を区分していましたが，現在の平均年齢が高くなることによって不自由度，介護度に関
してはそれほど大きな差はありませんので，3つのセンターとも同じような介護度を想
定して対処しているのが現状です。
（4）治療内容・医療体制
　「概況書」（資料 1）14 頁にハンセン病について簡単な説明が掲載されています。
　ハンセン病というのはらい菌という細菌による慢性の感染症です。現在，青松園に入
所している方はちょうど 100 名です。皆さん，ハンセン病は治癒し，らい菌は完全に駆
逐されている状況ですが，ハンセン病によってもたらされた後遺障害のケアが問題にな
っています。他の療養所も同じ状況だと思いますが，入所者の方に対して，ハンセン病
そのものの治療は既に終了していて，ハンセン病によってもたらされた後遺障害に対す
る治療，ケアが，ハンセン病における療養所の入所者の皆さんにハンセン病という側面
からの医療が大きな側面になります。それに加えて，一般医療として，内科・外科・整
形外科・耳鼻科・皮膚科などの治療がなされています。
　医療の体制ですが，「概況書」（資料 1）8 頁を見ていただくとわかりますが，現在，
医師は園長と私を含めて，外科医長，整形外科医長，形成外科医長，耳鼻咽喉科の医師
がおりますので，6名＋歯科医長と歯科医師の 2名，医師・歯科医師合計 8名で勤務し
ています。定員が 9名だったと思いますので，ほぼ充足されています。
　大島青松園の特徴として，常勤の医師はほとんど全員がほぼ 1週間，島で勤務してい
ます。一部，私を含め診療援助（一日外勤）で外の病院に勤務している医師もおります
が，ほぼ全員の医師が 1週間勤務できており，医師の数としてはかなり充足していると
考えています。
　私は内科，園長は皮膚科を専門にしていますが，それ以外で，特に泌尿器科や昨今の
高齢化に伴って起こってくる認知症の先生など，園内にいる医師の専門外の診療が必要
な場合は，園外から診療援助の医師に依頼して来ていただいたり，委託診療という形で
園外の病院に受け入れていただいて診療を受けています。
（5）看護
　看護に関しては，いわゆる「病棟」，「治療棟」（通常の病院で言うと外来と言われる
エリア），「1センター」「2センター」「3センター」が運営され，それぞれに看護師を
配置しています。近年の看護の状況としては，特に「センター」における看護をより手
厚くするため，従来「センター」の常勤看護師が 3～4名だったところを 10 名ほどに増
やしました。その結果，他の部署が減りますが，「センター」における看護を強化して
いく体制で現在行っています。
（6）啓発活動
　大島青松園の理念の基本方針にハンセン病の啓発に努めると謳っており，見学者の方
に積極的に来ていただきますし，希望者には，状況が許す限り，全ての方に来ていただ
くようにしています。
　それ以外では，年一度「ハンセン病フォーラム」を園が主催でやっております。4県
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を順番に回って，今年は，6月 14 日に高松でフォーラムを開催する予定にしています。
（7）入所者・退所者等の統計的推移
　配付資料（資料 4「入所者数・退所者数の推移」）を御参照下さい。
（8）施設建て替えの概要
　施設の建て替えの概要に関しては，「センター」等の更新築工事を適宜行っており，
現在，居住者棟の建て替えを行っています。入所者数減少に伴い，マンパワーの有効利
用もあり，（治療棟の）中心に近い場所に（入所者の方々の居住場所を）移っていただ
くことを考えていますが，入所者の方々も長い間，住み慣れたお部屋もあるので，なか
なかうまく進んでいない現状があり，難しいところだと考えています。

３　医療・福祉等の現状・特徴（（5）以外は副園長による説明）
（1）医療・福祉等の概況
①　ハンセン病関連疾病の治療，高齢化による医療・福祉の状況
　ハンセン病関連疾患の治療としてはリハビリがメインになっています。
　高齢化による医療・福祉の現状としては，平均年齢 80 歳という超高齢化社会です
から，認知症・生活習慣病の対応のほか，転倒・転落防止には園で力を入れて対策を
立てており，そういった問題等々，個別に色々対応しています。
②　在園者減少への対処状況
　入所者の方は増えることはなく減っていくばかりで，それに対応してどうしても職
員が減っていくというのもありますが，人員配置等の工夫でうまく対応できたらと思
っています。実際，介護員は減っていますが，看護師の方は少しずつですが増員して
いただいていますので，業務をうまく見直して介護員が今までやっていたようなこと
も看護師がやるというところで対応も順次進めているところです。

（2）職員の確保
　職員の確保という点ですが，医師に関しては，昨今の医療状況の問題があり，なかな
か確保が難しい状態です。それでも何とか青松園では昨年 2人定年退職して，あとで今
年度 2人また新しく勤務をしていただきましたが，やはり園長が色々なところに顔を出
して人材を探している状況です。大学，特に地方の大学は，地元の香川でもそうです
し，徳島・高知・愛媛などの大学にも行きますが，大学自体に人材がないということ
で，診療援助という形では週に一度というのも多い方で，月一度ぐらいで来てもらって
はいますが，なかなか常勤ということでは，確保が難しい状況があるようです。
　看護師の方もやはり数が足らない状況があるようですが，現在の欠員は 1，毎回，
色々と募集をかけて，何とかいけているところです。
　介護員その他の職種に関しては，実はここ数年の不況の影響があると思いますが，募
集をかけると，割合たくさんの方に応募していただいて，以前，私が勤め始めたころ
は，募集をかけても全然来ない，ハンセン病の療養所はなかなか人が来てくれないとい
う状況がありましたが，近年はどちらかというと募集をかけると，全員の御希望に添え
ることができないようなことがよくある状況になっているようです。
（3）委託治療
　委託治療の実数は，配布資料（資料 5「委託診療機関別年度件数推移・委託入院日数
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推移」）を御覧ください。
　委託診療は，一つは，園内の医師で専門でない疾患があった場合，助言をもらうため
に園外の病院に受診をします。もう一つは，園内で対応できないような重症な患者もし
くは観血的な治療，手術が必要な場合，大島青松園では積極的に送るようにしていま
す。
　入所者の方々も，あまり抵抗なく受け入れていただき，園外の治療は割合スムーズに
受けています。園外の病院は，前園長などが各病院を回って，説明をして回っていただ
いたこともあり，受け入れ面では，かなりいい方ではないかと思います。大学病院，日
赤病院，高松医療センター，善通寺病院が主だったところです。特徴的だと思うのは，
開業医の先生も，結構，積極的に受けていただいており，特に内視鏡検査・MRI とい
うような検査に関しては，大きな病院よりも公立，開業医の先生の方が，非常に時間的
にもすぐに取れるということで，積極的に活用させていただいています。
（4）一般人の外来・退所者の通所
　一般人の外来については，基本的に標榜していますので，診ることはできますが，い
かんせん島の療養所ですから，船に乗ってまでわざわざここに通われることはないかと
考えています。一般の方としては，職員の診療，島に 2世帯ほど高齢の方がお住まいに
なっていますので，この 2世帯の方の日常の診療をやっています。あとは見学者の方が
体調が悪くなったときの対応等が一般の方の診療になります。
　退所した方の通所に関しても，現在，大島青松園から退所された方が近くのほかの園
に通うとか，近くの病院に通うことはありますが，現在，青松園を退所された方が青松
園へ通って治療を受けられている方はいらっしゃいません。
（5）政府予算の推移・内容（園長による説明）
　予算はわずかに年々減っています。ただ，入所者の減った割合から見れば，もっと減
り方は少ないですね。内容に大きな変化はないと思います。

４　今後の課題（園長による説明）
（1）高齢化に関する課題・対処
　今後の課題として，高齢化に関する課題・対処が，スタッフとして一番大きなことで
すが，高齢化によって入所者の方が自分のことを，具合がいいとか悪いとか言えなくな
った方が増えているため，こちらから積極的に介入していかなければいけない状態にな
っています。
　今までは，体調が悪いということを言いに来てもらう場合に診ていればよかったので
すが，最近は，この人は外来に来られないとか，何となく朝見たら，ご飯を食べられな
いとなったら，積極的に行くなり，外来に呼ぶなりして，診察しなければいけない状態
になっています。診察でなくても生活の介助も，高齢になっているから，この人はトイ
レが 1人で難しいとか，お風呂が難しいとか，場合によってはご飯も食べられないか
ら，介護しないといけないというのも，こちらが積極的に判断していかなければいけな
い状況になっています。
　一つの現れが，対処としては，職員の教育ともう一つは職員の配置，必要なところに
職員を配置することにしています。
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（2）医師・職員の確保に関する課題・対処
　国から認められている大島青松園の定員として見れば，医師以外は大体います。たま
に，看護師が産休などで抜けていますが，大体いると思います。医師に関しては，ここ
4年間，定員 9に対して 8人という状況が続いています。現在もそうです。どうしても
1人欠員の状態が続いています。
　医師確保の対処ですが，これは探すしかないです。今のところ，厚生労働省から医師
の派遣・斡旋ということは具体的にはありませんから，各施設で，特に大島青松園では
近隣の医療機関などのつてを頼って探すしかないです。今，何とか定員 9に対して 8人
をキープしています。せめて 7～8人は欲しいです。あまり減ったら，本当に困ります。
（3）在園者減少・将来構想に関する課題・対処
①　在園者減少の課題・対処
　在園者減少は，仕方がない現実です。年間どれぐらいの方が亡くなるかは，多い少
ないはありますが，例えば 5年単位などで，大体，予想はつきます。在園者減少は，
高齢化と絡みますが，部屋で寝たきりではなく，なるべく入所者同士，職員と入所者
ないしは高松市の行事などに関わりを持って生きていって欲しいです。外で何かあれ
ば，イベントに参加するように，もし大島青松園で自治会なり盲人会とか百寿会とい
う団体でイベントをされるときは，なるべくサポートするようにしています。例え
ば，趣味，園内の陶芸クラブ，七宝クラブ，写真クラブなどで何かありましたらサポ
ートするようにしていますが，なるべく部屋にこもらないで，外に出て来て欲しいと
いうのは本心です。
②　将来構想の課題・対処
　具体的な将来構想は，今のところ，高松市，香川県と話し合っていますが，具体的
にこうしましょうというのは見えていません。ただ，今後，大島青松園がずっとここ
に残るとして，私が一番欲しいのは，まず交通機関を将来確保することです。交通機
関と言うと，インフラです。まずまともな桟橋が欲しい。今日来られておわかりと思
いますが，大島は大きい桟橋がないんです。だから，潮の干満によって，船の乗り降
りが非常に難しい。それが入所者の安全にも関わってくるところです。ですから，高
松港と同じように大島にもぜひ桟橋が欲しい。それを確保して，港をちゃんとした
ら，例えば，色々な船に寄っていただく，場合によっては定期航路として寄っていた
だくというのも可能と思いますが，今のままでは，それはできないのです。航路申請
といっても，今の桟橋のままでは，構造上のネックがあるようです。もう少しまとも
な桟橋，深くて乗降客が乗り降りしやすい桟橋がぜひとも必要です。社会一般の港と
同じような船に寄っていただくとしたら，まず桟橋が欲しい。
　桟橋を整備して，社会との交流をスムーズにできるようにしてから，時々，県・市
との話し合いに出てくることがあるのが，例えば，医療機関として部屋が空いている
から長期入院の患者さんを取るとか，ハンセン病の歴史資料館を造って色々な方に見
に来ていただくなどが考えられますが，まず，足の安全を確保しなければいけないと
思っています。
　将来に関しては，入所者が何人になるまで大島青松園が存在するかは，はっきり言
ってわかりません。私として，それを決める一つのポイントは，いつまで医師が確保
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できるかだと思っています。医師がいなければ仕方がないと思っています。例えば，
医師がいても，園長・副園長だけいても仕方がない。今のように定員 9名に対して医
師 7～8人がいつまで確保できるかと思っています。例えば，4～5名になった場合，
現実的にどうなるかというのは問題だと思います。以上です。

５　質疑応答
（1）介護員と看護師
（質問：黒木）　介護員が少なくなって看護師を増やしているという話もありましたが，

【職員の状況】（資料 2）の表をどのように見ればよろしいでしょうか。
　　　副園長：介護員は行政職（二）です。
（質問：黒木）　概況書（資料 1）6 頁にも同様の表がありますが，現在，行政職（二）

の定員 68 名に対して現員 65 名ですね。
　　　　職員：行政職（二）は全部が介護員ではなく，他の職員もいます。
（質問：黒木）　行政職（二）65 名中，介護員はどれくらいの割合ですか。
　　　　職員：40 名くらいが常勤，プラス非常勤がいます。
（2）遺骨の引取り状況
（質問：黒木）　遺骨の引取り状況を教えて下さい。
西嶋福祉室長：（納骨堂で話したように）これまでの大島青松園での死亡者 2,098 名の

状況を調べてみると，ほとんど島の中で納骨されておりますが，傾向的
な面を申しあげますと，特に 1996（平成 8）年度，らい予防法廃止以
降，特に親族の方々との交流が実際に増えています。その影響で，改葬
される件数や分骨でお持ち帰りになる件数，あるいは御自宅で葬儀をさ
れる件数が，若干増えています。

　　　　　　　　ただ，分骨の形態として，例えば，真宗であれば本願寺，真言宗であ
れば高野山などに分骨される件数も少し入っていますので，厳密な意味
で御親族の方に帰られた統計とはなっていません。1995（平成 7）年以
前に改葬されたケースは 4件，一旦，納骨堂に入れられて，御親族らが
取りに来られてお持ち帰りになったケースが 4件です。分骨はわずか 2
件です。

　　　　　　　　それ以降が，ほとんど 1996（平成 8）年のらい予防法廃止以降の数字
になります。

　　　　　　　　1996（平成 8）年から熊本地裁判決以前つまり 2000（平成 12）年ま
での状況を申しあげますと，死亡者数 50 人の内，改葬された方が 2
件，分骨された方が 6件，御自宅で葬儀された方は 1人おられました。
それを合わせると，約 20％の方々が何らかの御遺族と関わりを持って，
御遺族がお持ち帰りになったという形です。

　　　　　　　　1996（平成 18）年以降，2010（平成 22）年までの状況を見ると，亡
くなられた方は 109 名，会葬された方は 8 名（7%），分骨のケースは
56 件（51%），御自宅で葬儀が 3件（3%），合計 61%つまり 3分の 2 の
方々が何らかの形で御遺骨が御親族なりの元にお帰りになっているとい
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う傾向があります。最近の状況は，例えば，2010（平成 22）年に 7 人
お亡くなりなった内の 5人の方々の御遺骨が分骨になっているという状
況です。

（3）「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」
（質問：小林）　2008（平成 20）年，「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が制

定されましたが，何か影響しているところがあるかどうか，先生方がど
のように認識されているか，教えていただければと思います。

　　　　園長：ここで見る限り，私の日常の診療が変わったわけではないですし，入所
者の動きも特に変わっているとは思いません。啓発活動は，毎回してい
ますから，同じ内容で同じように続けています。影響があるかはわかり
ませんが，（解決の促進に関する）法律ができて変わったとは思えませ
ん。

　　　副園長：1996（平成 8）年，らい予防法が廃止されたときは劇的に変わりまし
た。それ以降，見学者は目に見えて増え，すごいなと思いました。（解
決の促進に関する）法律が制定されたときは，それで大きく人や園内の
体制が動くというのは，あまり体感できるようなことはなかったです。

（4）医師の派遣
（質問：小林）　園長先生が医師の派遣などに色々とご尽力されているということでした

が，現実にどのようにお願いをしているのでしょうか。ハンセン病療養
所の医療に参加する医師を確保する難しさをどのように私たちは理解し
たらよろしいでしょうか。

　　　　園長：難しいですね。まずハンセン病療養所が何をしているかを皆さん御存じ
ない方が多いです。私が漠然と「大島青松園ハンセン病療養所から来ま
した」と言うと，「もう年寄りしかいない所へ行って何をするんです
か」という感じの返事が返ってくるわけです。「養老院へ行って何をす
るんだ」という態度です。四国の 4つの大学や岡山・広島の大学，（昔
働いていたつてで）昔の国立病院に御挨拶に行って，「ハンセン病療養
所で働いてもいいという医師がいたら，ひと声かけて下さい。」とお願
いして，ずっと回っていますが，すぐにそういう医師がいるというわけ
ではありません。

　　　　　　　　医者の意識は「ハンセン病療養所で何をするのか」，「内容がわからな
い」というものです。現在，勤務している医師も，「何をするかわから
ない」とおっしゃっていたため，大島青松園に来て見てもらって決めて
いただきました。実際，来てみていただければやることはあるのです
が，世間の印象としては，何をしているのかわからない，逆に，80 歳
の老人しかいないから「することがあるのか」というのが強いです。

　　　副園長：言い方は悪いですが，医師としてはやはりあまり魅力がないというのが
あると思います。今，研修医の人たちが都会の病院へ行くというのと同
じ考えだと思います。都会に行けば，それだけたくさんの症例，患者さ
んもいて，色々な経験ができて，己のスキルアップにつながる，それが
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一番大きな問題で，大都会の病院に行って，高松や徳島のような地方の
大学病院でさえもドクターがいないという状況は，それが一番大きな理
由だと思います。

　　　　　　　　地方都市でもそういう状況ですから，高齢の方がわずか 100 人ぐらい
しかいない病院が，スキルアップを考える医師，特に若手の医師にとっ
て魅力的な病院に映るかというと，入所者の方には非常に申し訳ない言
い方になりますが，なかなかそういうふうには映らないというのが現実
だと思います。

（5）療養所医師としてのモチベーション
（質問：小林）　園長・副園長先生のやりがい，モチベーションを教えていただきたい。
　　　　園長：見ていただいて，来たらわかるのです。私もはっきり言って，8年前に

来るとき，大島青松園に誘われた際，開業するか迷いました。大島青松
園へ行って何をするのかと思いました。でも，来てみたらやることはあ
るわけです。一番，他の病院と違うのは，24 時間，患者の生活一切合
切をお世話することです。これは，普通の病院ではできません。これは
言葉は悪いですが面白いです。私がここにいる理由はそれだけ。全ての
患者さん，しかも 100 名ですから，たかだか 100 名，全員，顔を覚えて
いるし，大体，この人はどういう病気かがわかるわけですね。本当に毎
日顔を見て様子を見て，顔色がいい，悪いということから始まって，そ
ういう意味では面白いです。だから居ります。

　　　副園長：僕も園長と似ているのですが，私は，元々，高齢者医療を志向していた
ので，たまたま，ここのハンセン病療養所に来たとき，肌に合ったとい
うところで，いつの間にか居着いてしまったというのが現状です。

（6）研修医の派遣
（質問：加藤）　若い研修医が大島青松園に派遣されてくるというシステムはないです

か。
　　　　園長：今は香川大学の学生さんが 1日，5 年生のとき，整形外科の一環とし

て，正式に見学に来られています。整形外科の臨床実習の感想を書かせ
ると，感想の内容が，2週間の実習の内 1日しか大島青松園にいないの
に，半分以上，大島青松園のことを書いていると整形の先生がおっしゃ
っています。やはりインパクトがあるようです。

　　　　　　　　卒後すぐ臨床研修医が来て，言葉は悪いですが，経験を積まなければ
いけないときに，大島青松園に来たら経験不足です。確かに，いろいろ
な症例はあります。ある程度経験して，人間的な付き合いを求めようと
思えば，ここはぴったりですが，大きな手術の経験を積んで，例えば肝
臓の手術を 10 例 20 例しようと思うと，うちはそういう病院ではないで
すね。だから，若い人が来ないのもわかります。ある程度，経験を積ん
だ方，欲を言えば人間的にできた方，患者さんと人間的な話ができる方
に来て欲しい。患者じゃなくて，人間との話ができる方が来てほしいで
すね。



― 347 ―

資料編　国立ハンセン病療養所視察調査報告

（7）高齢者への医療措置・意思疎通
（質問：關本）　先ほど「センター」を見させていただいたら，自分の意思が表現できなく

なってきているから，どういう医療を施してほしいかを予め伝えておい
てもらうとか，そういう手助けをしたいので，ぜひ相談してもらいたい
と書いてありました。ほとんどの方が顔見知りとおっしゃっていました
が，日ごろから治療を通じて，もしもの時，どういう治療をするのか，最
期の時にはどんな風なことをやればいいかを話しているのでしょうか。

　　　副園長：なかなか御本人とそういうことをお話しする機会がありませんので，あ
あいうのを一つ作っているというのがありますが，園内の中には，御兄
弟や御親族のいる方もいらっしゃいますし，ハンセン病療養所の非常に
特殊なシステムとして，「お世話人」という制度がありまして，これは
血縁とか全くないのですが，過去の歴史上，血縁のような存在として，
あらゆることに関して相談をしたり，また相談相手となるという後見人
的な存在の方々がいらっしゃいますので，そういった方々と病状が悪く
なったときは相談をしながら，それは一般の病院と同じような感じです
が，今後，こうしていくとこうなりますという話をさせていただいたう
えで，積極的な治療をしていくのか，それともそういうことはしない
で，このまま静かに見ていくのかというところはお話をするようにして
います。全体的な傾向・印象としては，もしそういう（末期）状況にな
った場合は，積極的な治療とか，大学まで行ってどうこうして欲しいと
いうことを希望される方は皆無ですね。園で静かにこのままゆっくり診
てほしいと希望される方が 100％という状況です。そういう場合は何も
しないで看取るようにしています。

（司会：黒木）　今回，園長，副園長，職員の方々には多大な御協力を頂きまして，誠に
ありがとうございました。御礼申し上げます。大変勉強させていただき
ましたので，現状を吟味してハンセン病問題について我々も考え，シン
ポジウムでも報告させていただきたいと思います。本日はありがとうご
ざいました。

　　

園長・副園長からの聴取風景



資料編　国立ハンセン病療養所視察調査報告

― 348 ―

第６　結語
　第 54 回人権擁護大会第 3分科会実行委員会及び香川県弁護士会会員 3名（オブザーバ
ー参加）が視察団を組んで，ハンセン病療養所 3園（邑久光明園・長島愛生園・大島青松
園）を訪問し（邑久・長島は 11 名，大島は 18 名参加），歴史的遺産等を視察するととも
に，入所者から御自身や家族の隔離被害の体験を拝聴できたことは，極めて貴重な機会で
あった。
　1日半という短時間の訪問・視察ではあったが，90 年という世界に類を見ない長きにわ
たる日本のハンセン病患者隔離政策によって，極めて根深い患者の人権侵害が引き起こさ
れたという実態の一端を間近に知ることができた。
　また，隔離政策によって療養所及び入所者の将来の問題も発生しており，特に離島に位
置する大島青松園の将来構想は不透明な状況で，入所者の多くが不安を抱いていることも
明らかとなった。
　パターナリズムを背景とした医療政策によって患者の人権が侵害されてきたというハン
セン病問題の歴史を学ぶことによって，現代においても，パターナリズムに患者の人権侵
害の危険性が潜んでいることが十分に意識されなければならない。
　まさに，日本のハンセン病政策に対する反省と患者の人権侵害の再発を防止するという
観点から，患者の権利を保障した法律が速やかに制定されなければならない。




