
ハンセン病問題事実検証調査事業 
第１９回検証会議・第１５回検討会 合同会議 

２００４．６．２７（日） 
 
【金平座長】  どうもお待たせいたしました。時間を過ぎてしまって申しわけございま

せん。 
 それでは、本日第１９回の検証会議並びに第１５回の検討会の合同会議を開催いたしま

す。私ども検証会議といたしましては、今年の４月に、２００３年度の検証会議の報告書

を取りまとめて、厚労省の方に提出いたしました。また、この２００４年度、一応最終年

度にあたりまして、それぞれ鋭意、それぞれの分野で検証並びに調査をお願いしていると

ころでございます。また、私ども、実態調査を国立療養所全園でいたしましたけれども、

これのまとめも現在進めております。そのほか、最終報告に向けての取りまとめも視野に

入れながら、今この検証会議が進められておりますが、今日は、久しぶりに東京に戻って

きて、合同会議ということになりました。どうぞ最後まで、よろしくお願いいたします。 
 それでは、今日の会議は議事にございますように、まず第１番目には、２００４年度の

報告書に向けてということになっております。私ども今日の検討会の各委員の皆様方が、

それぞれの検証、研究のテーマを持って進められておりますけれども、現時点における最

終報告に向けての現状のご報告を、まずお願いしたいと思っています。お手元にレジュメ

が出ておりますので、それをごらんになりながら、まず最初に４人の委員の方たちに、お

のおの２０分ないし３０分ぐらいお話をちょうだいして、これについても少し討議をしな

がら、その後そのほかの検討会の方々から５分ないし１０分ぐらい研究の報告をお願いし

たいと思っております。 
 では、順序はこちらで勝手に決めさせていただきましたけれども、まず佐藤先生に、米

国におけるハンセン病政策の変遷ということで、お話をお願いいたしたいと思います。順

序としては、次に窪田先生、岡田先生の順序でお願いいたします。松原先生、４人目でお

願いいたします。 
【佐藤委員】  ご紹介ありがとうございます。東京大学の佐藤でございます。私に与え

られた題の１つが、ハンセン病政策、隔離政策の国際比較、国際的な観点からの検討とい

うことでございます。国際といいますと、ＷＨＯなどの国際機関のリコメンデーション・

レポートというものがよく引き合いに出されるわけでございますが、通常、政策主体にな

るのは、国以下のレベルの行政主体でございまして、実際に政策がどのように考えられ、

行われてきたのかというような過去の経緯を明らかにして、日本との比較の材料とする、

つまり、普遍的な問題の抽出であったり、日本の特殊な状況を、１つはそういった検討か

ら得られないかということを期待しているわけでございます。その点において、特に、後

ほど再発防止ということで恐らく議題に上がるかと思いますが、公共政策すべからくそう

でございますが、特に、医学の中でも公衆衛生という公共政策にかかわる部分においては、
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古典的な感染症の対策、防疫に始まる警察国家、ポリス・ステートというもののあり方か

ら始まり、それから現代の福祉や富の配分にかかわる市場に対する政府介入に至るまで、

公権力の行使や、平等、人権といった問題と深くかかわっているものですから、こうした

問題を念頭におきながら、１つには法制度とその運用、２番目にはハンセン病の問題でご

ざいますので、疾患の管理という点からの隔離と治療のあり方、それから３つ目は、お互

い関連し合っておりますが、療養所というものの存立とその運営のあり方、４つ目にはそ

ういったもののバックグラウンドとなる政策の議論のされ方、政策決定の仕組み、それか

ら最後に、先ほどの予防という観点からも検討が必要かと思われますが、このように、市

民権を制限するといったような政策手段がとられる場合の審査の方法や考え方、あるいは

不服審査の制度や運用という課題を念頭に置きながら、米国の歴史を見ることを意図した

次第でございます。 
 お手元の資料の冒頭に書いてございますが、米国のケースを考えまして、その中で幾つ

か日本との関連で非常に興味深いと思われるところは、米国におきましては、ハワイ領、

その後ハワイ州になりますが、そこに、クリオン療養所の置かれたフィリピンもまた米国

領となりましたが、絶海の孤島であるモロカイ島カラウパパに隔離収容所が置かれた。そ

れから、本土内では、ルイジアナ州カービルという土地に国立のらい療養所が設置されて、

現在まで名前、形を変えて、それが存続していること。それから、ハンセン病の治療ある

いは公衆衛生学的な対処の仕方には、１９４１年に臨床応用が始まりましたスルホン薬、

プロミンをはじめとする薬剤が、画期的な革命をもたらしたと言われておりますが、まさ

にその知識が得られて、臨床応用が始まった国であること。それから、戦後特に、米国の

医学あるいは政策というものが、国際機関及び日本に強く影響を及ぼし得たことというふ

うな観点から、米国の事例について考えてみることは重要ではないかと考えた次第でござ

います。 
 簡略でございますが、お手元の資料をごらんになりながらお話しをさせていただければ

と思います。米国において、ハンセン病政策は、まず州の方の対策から始まっておりまし

て、１８６０年代あるいは７０年代のころに、ハワイ州の政府による検疫と隔離の開始が、

非常に初期のものとして知られております。ハワイ州におきましては、ハワイ島、オアフ

島など、現在でも多くの人が住む島とは別にモロカイ島という島がございまして、その中

でも高い断崖や山に囲まれて、あまり人が行き来しないカラウパパという土地に、ハンセ

ン病、らい患者の居住施設がつくられました。それとともに、オアフ島の方にも受け入れ

施設や診断施設がつくられたというのが、初めの取り組みでございます。そういった報告

を、連邦政府が受けまして、連邦政府の方でもハワイ州の隔離措置のバックアップをする

ため、１９０５年に法律を制定いたしまして、ハワイ州の患者居住地の一部割譲を受ける

とともに、医務総監がハンセン病の調査資料目的として施設に入所させる権限を定めてお

ります。同時に、これは１９９０年代の半ば過ぎまでずっと続いておりますが、ハンセン

病が危険な病気であるということを前提にして、療養所あるいはその関連施設で働く就業
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者に、危険手当として通常の給与の半分をさらに上乗せするという法制度が導入されまし

た。 
 米国本土におきましては、本土全体で大きな問題になることはあまりなかったのでござ

いますが、フロリダ、テキサス、ルイジアナなど、メキシコ湾岸の州では、以前からハン

セン病の存在が知られております。特に、ルイジアナでは、北欧からの移民、カナダから

の移民とも関連がございますが、その中でハンセン病が比較的多いことが知られておりま

した。１８９４年にルイジアナ州の政府が、カービル、もともとプランテーションの土地

でトウモロコシ畑とかが広がっていたところで、あまり人の行き来がないところでござい

ますが、そこに州のらい療養所を開設いたしております。１９２２年までに、各州政府の

取り組みによって、米国１８州及びその他の地域で、検疫対象、報告義務のある疾患に指

定されました。 
 その後、連邦政府もハワイ州の取り組みあるいは各州からの活動の報告を受けまして、

専門家委員会を組織して、連邦としての取り組みが何らか必要であろうという議論を開始

いたしております。特にその中でも、１９１６年の上院公聴会では、ハンセン病が本土に

おいて増加傾向にあり、疾患の撲滅、予防に唯一の手段が隔離であること、それから、社

会の中で偏見が多く、人道的に見てもあるいは経済的な見地からも、対策としては国立の

療養所を設置する以外に、選択肢はなかろうという決議が出されまして、翌１９１７年に

米国議会が国立療養所の設置法律を制定しております。 
この法律によりますと、ハンセン病罹患者の介護、治療のために、国立の療養所を設置

すること、それから、医務総監が省令規則を定めて、介護、拘置、治療のために出頭した

者――これはみずから出頭した者という意味ですが――それから、検疫法のもとに拘束さ

れた者、それから、基準は明確ではございませんが、保健当局者によって、療養所に入る

べきであると判断された罹患者のいずれも、収容が可能であると定められました。それか

ら、先ほど申し上げたように、ハワイの場合の法律と同様に、療養所の就業者には、通常

の１．５倍の俸給を支給するということが定められております。同年には、療養所の運用

規則が定められて、これには診断、入院手続、退院基準、退院後の経過観察の方法などが

定められております。この規則には、患者の外出を禁じ、異性との交流を禁止することが

含まれております。そのほか、実際面で当時の記述を見ますと、友人、親族を困らせない

ようにということで、入所時に新たな名前を選ぶように要請をされ、また選挙権は付与さ

れておりません。それから、１９３０年から４５年の時期の入院患者で、自発的に入院し

た者は１５％程度。２０％は超えないであろうといわれております。ほとんどが強制的な

入院であったというふうなことが、うかがい知れるかと思います。療養所から外へ鉄条網

にぐりぐりと穴をあけて出る者もいたようですが、そうした者は、公式な裁判を受けるこ

となく、療養所内の監獄と呼ばれる地区に収容されたというふうなことも、記載がござい

ます。 
 このようにして、戦前の療養所が設立され、運用されていたわけでございますが、戦中・
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戦後期になりますが、プロミンをはじめとした薬が導入されて、治療法あるいは感染に対

する考え方が変わってからどうなったのかという点が、大きな課題かと思います。プロミ

ンをはじめとするスルホン薬は、カービルの国立療養所長によって、１９４１年に実験的

応用が開始されております。当初は、二次的な感染症、らい菌自体に対する効果というよ

りは、ほかの感染症に対する効果が期待されて、実験が始められたようでございますが、

その後１年、２年のうちに、ハンセン病自体に非常に効果がありそうだということで、使

用する医者の方も目をみはるという状態であったということです。１９４１年から数年し

て、２、３年、１９４４年、５年、またそれ以降、療養所のスタッフによって、スルホン

薬の有効性についての報告が、たくさん出回るようになってきております。 
 ところが、ほとんど同時期となりますが、それに少しおくれて、１９４４年の公衆衛生

法が制定されたときには、その中のハンセン病に関するセクションでは、基本的に以前の

考え方を踏襲しております。すなわち介護、拘束、治療のために、みずから出頭したハン

セン病患者、公衆衛生局が必要と認めた患者、あるいは、各州の衛生部局が公衆衛生局の

治療が必要であると認めた患者は、公衆衛生局の病院に入院させる。拘束、治療のために

必要な場合には、強制的措置を講ずると定められたものとなっております。その後、専門

家委員会をつくる必要があるということで、審議会が政府内に設置されまして、その中で

議論が行われ、外来治療を始める必要があるということで、これは法律に基づいたもので

はございませんが、ルイジアナ州ニューオーリンズで、実験的な外来プロジェクトが開始

されております。 
この時期、１９４０年代の終わり、プロミンの使用が開始されてその有効性が知られ始

めたころでございますが、このころの専門家の意見を当時の公文書、公聴会、あるいは幾

つかの医学文献から拾ってみますと、感染可能例の隔離は必要であるというふうに考えな

がらも、画一的な隔離、すなわち感染の危険があまりないと考えられる例には、隔離をす

る必要がないだろうという意見が、徐々に出始めております。 
 しかしながら、判別が困難な症例などでは、基本的にまず療養所に移送して経過を観察

し、その後どうするかを考えるというのが、実際のところ行われていた様子でございます。

ただし、すべての医者がそのように考えていたわけではなくて、医師の中には、あるいは

役所を退役した者の中には、もしも感染性に疑問の余地があれば、その余地は患者の自由

に資するように用いられるべきであるというふうに、原則的にとにかく一度収容して評価

するという考え方に対して、あやしいところがあれば収容しない方針でいく方がよいので

はないかという意見が出されていたということも、述べておきたいと思います。 
 その後、１９４８年に、薬の治療効果も知られ始めて、療養所の方では、感染期にある

患者でも患者の家族が経済的に受療支援が可能であり、あるいはカービルの方に定期的に

治療、あるいは状態の報告を行うような主治医が見つかれば、自宅あるいはその近隣で、

治療を継続してもよいと運用方針が改正されております。実際には、これに相当した患者

さんは非常に少数で、このような方針が出されても、１年、２年に１人、２人というふう
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な状態であったということでございます。他方、法律の改正でございますが、専門家の中

には、あるいはお手元の資料には、退役軍人のリライという方と、それから全米の身体障

害者連盟の方の、２つの名前がございますが、前述の方の退役軍人の方は、タイ、フィリ

ピンをはじめ、海外のらい療養所の経験がおありの方で、こうした方を中心にして、ハン

セン病に関する法律、公衆衛生法の記載が現代にそぐわないということから、法律を改正

したいという法案が、数年にわたって議会に提出されております。 
 これは、ハンセン病に関して、新しい医学的知見に基づいた理解を進め、スティグマが

不当であるということを明示的に中に取り込みまして、それから、例えば「らい」という

言葉を公文書から廃止すること、また、治療体制をほかの感染症と同様に整えて、ハンセ

ン病を特別視しないといった、現代でも非常に画期的な方針を盛り込んだ法案でございま

した。このディスカッションは、毎年数年次にわたって行われましたが、以前の日本の内

務省にあたります公衆衛生局の親の連邦保安庁、フェデラル・セキュリティー・エージェ

ンシーは、毎年この法案に異を唱えておりまして、中でも、患者の拘束あるいは強制入院

に関しては、法制度上は、このような手段のための公権力行使の余地を残すべきであり、

万が一の必要が生じた際の、代替手段を講じずに安易に疑問に付すべきではないというふ

うに、繰り返し主張をしております。 
 このようにして、１９４０年代から５０年代の初めに、法律改正の努力が失敗に終わり

まして、１９５０年に入った半ばあたりの専門家の意見を見ますと、やはり感染性がある

患者については隔離をすべきであるということが、繰り返し述べられております。その当

時、個別の症例に対する臨床効果ということでは、短期的には確かにプロミン、スルホン

薬というのは、画期的な治療薬であるけれども、これが治癒をもたらすのか、あるいは再

発のリスクがどのくらいあるのかということについては、まだ判断する時期ではないとい

うふうに述べられております。 
 ところが、公衆衛生政策としての患者隔離への反対意見というものは、徐々に大勢を占

めるようになってまいりまして、そういう意味では、感染の可能性のある者の強制隔離を

否定はしないけれども、外来治療の重要性が徐々に論じられるようになってきたわけでご

ざいます。このような新しい知見に基づいた考え方で、療養所を、長期居住の場ではなく、

病院、医療施設としての性格のものに変えたいという努力が、公衆衛生局のほうで始まる

わけでございます。１９５３年に就任した療養所長ゴードンという方が、医学的に入所の

必要を認めない入所患者を、積極的に退所させたいということで、幾つかの方針を出しま

した。 
 ところが、長期療養の方をはじめとして、入所の方は、生活の場を奪われるということ

などに対する不安が非常に強く、この問題は政治闘争となりまして、結局この所長が更迭

されるという事態で、病院、療養所を変える、あるいはその療養所の入所者を、医学的な

基準で退所させるという努力は、失敗に終わります。結局、中にいる者に対して継続居住

する権利を保障するという基本的な姿勢は、現在にまでその後継続して保持されることに
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なりました。国立療養所への強制入所の最後は、１９６０年といわれておりますが、その

当時療養所には、３００人ほどの入所者がおりました。ただ、長くいる者のほかに、新規

に診断をされ、あるいは最初の経過観察のために療養所に送られる者については、大体入

所が平均５年未満というふうになって、非常に短くなってきたということが、報告をされ

ております。 
 法律や規則ということでは、１９７５年に連邦規則が改正になりました。そのときには、

明示的にではございませんが、入所のための規則の中から「拘束（リテンション）」という、

拘束強制をして入所させるという文言が削除されております。それから、適切な入院また

は外来治療が必要である、それを政府が供するというふうなことが、明記されております。 
 このように、外来治療が実験的なプロジェクトとして、各地、大学であったり州政府の

努力で、一部には進められていたのでございますが、連邦政府として、法律に基づいて外

来治療を体系的に提供し始めたのは１９８１年であり、１１の北米地域で、地域医療プロ

グラムとして外来を開設いたしております。法律が大きく改正されましたのは、プロミン

の開始から四十数年、１９８５年に、ハンセン病プログラムという法律が採択された際で

ございます。このときに、連邦の運用規則ではなく、法律から「拘束（リテンション）」と

いう言葉が削除されました。そのときには、米国厚生省――ディパートメント・オブ・ヘ

ルス・アンド・ヒューマン・サービシーズ――という公衆衛生局の親組織でございますが、

そこの長官が、ハンセン病に罹患し、治療、介護を必要とし、また申請した者に、カービ

ルのハンセン病センターで無料で外来治療を含む治療、介護を提供するというふうなこと

が定められております。 
 ただ、その法律改正の後、どのように療養所を運営するかという方針を立てた際には、

これまでの居住者に生涯にわたる養介護を提供するという使命は全うするにしても、新規

の入所者はこれ以上受け入れるべきではない。また、将来的な療養所の閉鎖まで入所者数

を自然減として減らしていくことが妥当であるとして、療養所を自然閉鎖する方針が、明

示的に述べられるわけでございます。 
その後、最終的な療養所の命運を決したのは、１９９７年の法律でございまして、ハン

セン病センターにおいては、外来治療を含む短期の介護、治療は、無料で提供するけれど

も、長期療養などはこれ以上提供しないことが明示的にうたわれております。そのほかに、

長期に療養所内におられた方については、いくつかの選択肢を用意いたしまして、その後

継続してセンター内で生活するという選択肢が第一。第二の選択肢は、療養所から出るか

わりに、年間３万３,０００ドルの生活費を支給する、そのかわりセンター内では居住を許

さないというものですが、この２つの選択肢を法律で提示しております。前者を選んだ者

は後者に変更が可能ですが、すなわち、いつでも生活費を支給されて外に出ていくことは

できますが、一旦そちらを選んだ者は、療養所には戻れないという制度になっております。 
 以上述べましたことが、概略でございます。今後、我が国と比較をしながら、またほか

の方の報告を待ちながら、議論を深めたいと考えております。法律というものが一度でき
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て、それが運用面では徐々に改善をしながらも、抜本的な改正に至るまでには、数十年と

いう時間を要したこと、あるいは医学的な観点から療養所運営を変更しようと考え始めた

ときにも、従来の入所者を社会的にどう扱うべきかというところは、なかなか判断材料も

なく、また政策手段もない段階で、うまくいかなかったという経緯が見てとれます。それ

から政策決定という側面では、米国においては、日本のようにハンセン病学会という専門

家の集団はございませんが、感染症、内科、皮膚科といった関連の学会に属する医者、中

でもハンセン病に関心を持つ医者・専門家集団、それから、ハンセン病の担当部局である

役所のある部門というふうに、非常に限られた人々、組織の中で政策が論じられてきたと

いうことで、司法の場などでそうしたものが問い直されることなく、法律が長く温存され

てきたということは、問題視されてしかるべきかと考えております。 
 今後、日本と異なった点、例えば外来治療が早期から開始されたこと、あるいは、非常

に明示的に、入所者を退所に向けて、あるいは社会復帰に向けていこうという努力が過去

にとられたことなど、違う点もございますので、相異を勘案しながら、我が国が学ぶべき

点がどういうところであるかということの議論を深めていきたいと考えております。 
【金平座長】  どうもありがとうございました。大変興味があるところでございました

けれども、あんまり１人の方とディスカッションができませんが、せっかくだから、佐藤

委員に何かご質問なりご意見あれば。 
はい、藤野委員どうぞ。 

【藤野委員】  どうも佐藤さん、ご苦労さまでした。アメリカのこと、我々大変不勉強

なので、大変ご報告、興味深く伺いました。１つ伺いたいことがございますので、よろし

くお願いします。概要というふうに、今日お配りになったものの中で、上から１２行目の

終わりから、最初の冒頭の部分ですけど、１２行目の終わりあたりの「原因を過度に日本

の特殊性に求めず、社会、政策・行政の普遍性を考慮しつつ明らかにする可能性を有する」

と、ここにアメリカのハンセン病問題の研究の意義があるというご趣旨なんですけれども、

「過度に日本の特殊性に求めず」という文言、これ非常に重要な文言だと思いますけれど

も、これについては佐藤さんどのようなことを考えていらっしゃるのか、ちょっと説明の

補足をお願いしたいと思います。 
【佐藤委員】  特にそこに思い入れがあるわけではございませんが、社会科学のあり方

といたしまして、いつも対立仮説、何かを検証し主張する場合には、対立仮説をおいて比

較検討するということが、知識というものを生成するために重要であるという意味合いを

込めて書いただけの話でございまして、特に具体的な意味はございません。 
【藤野委員】  座長、いいですか。 
【金平座長】  はい、どうぞ。 
【藤野委員】  今日は、傍聴の方もいらっしゃいますので、ちょっと誤解されていはい

けないと思って今ご質問したんですけれども、検証会議というのはやはり普遍性という、

世界でもどこの国でもハンセン病患者が差別をされたという普遍性を求めるのではなく、

7 



なぜ日本であのような異常な事態が起こったのかという、特殊性を特に解明しようという

のが、この検証会議を設けた趣旨であると思いますので、ちょっとこの文言がございます

と、傍聴の方などが誤解されたらいけないと思いまして、今ちょっと質問した次第なんで

ございます。決して、これは日本だけではない、世界どこでも差別したんだからというふ

うな、そういう趣旨ではないということですね。 
【佐藤委員】  そういうことではございません。午前中の準備会のほうでも、幾つか意

見が出されておりましたが、療養所を導入した国では、それをどのようにして変えていく

か、存続させていくか、廃止させていくかという点で、非常に苦慮した歴史を持っており

ます。して、そのような国での政策審議をできるだけ総覧して比較検討したいというふう

な考えを持っております。 
【藤野委員】  今伺って安心しました。傍聴の方も多分誤解されないと思いますので、

どうもありがとうございました。 
【金平座長】  鮎京委員、それから光石委員とお願いします。 
【鮎京委員】  これからさらに研究されていかれるところだと思うので、幾つかリクエ

ストを交えてご指摘したいと思います。 
 １つは、概要のところにも佐藤先生書かれているように、アメリカの立法、行政政策は、

連邦制というものがありますものですから、連邦とそれから州とで、異なってくる場合が

あるというふうなことがあると思います。それなので、単純に連邦法と日本の法律とを比

較して云々というようなことが、アメリカの場合はなかなかストレートにいかない部分が

あると思います。この点についてのご配慮を今後どんなふうにしていかれるのかという点

が１つです。具体的には、州ごとにカービルに患者さんを送る基準が異なっていたという

ふうに聞いておりますので、そういう点も検証していただきたいと思っています。 
 ２番目は、カービルの収容者数なんですけれども、最大でも４００人台だったというふ

うに聞いてます。「カービルの１００年」というパンフレットがあるんですけれども、それ

を見ますと、９０年代の後半で、アメリカでは登録患者が６,０００人、新規患者で１００

人というふうな数が統計的に出されているにもかかわらず、カービルは２００人以下だっ

たというようなことで、過去にも４００人台が最高だったということですので、実際には

全体の患者さんの中で収容されている人の数が非常に少ない。そこら辺の違いはどこから

来ているのかと。日本と比べて非常に違うものですから、その点の検証をしていただきた

いということが２番目です。 
 それから、３番目は、先ほどこれからの課題として日本とアメリカとの違いのところで、

早期からの外来治療の開始と、早期からの社会復帰の開始というふうなことを挙げていた

だいたんですけど、それともう１点、人権侵害というような点から、療養所の中における

処遇ですね、その点も見ていただきたいと思っています。具体的には、療養所の中でカー

ビルの場合は、不妊手術も堕胎もありませんでしたし、強制労働もなかった。居住スペー

スは非常に広くて、ホテルのツインルームぐらいの部屋があったというふうにも聞いてい
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ます。無らい菌運動はもちろんありませんでした。そういうような人権侵害というものが、

アメリカではどんなふうな感じで、なかったのかあったのか、そこら辺の日本との比較も、

これからしていただきたいと思っています。 
【金平座長】  リクエストとしましてで、ご意見を今いただかなくてもよろしいですか。

何かございますか、ちょっと。 
【佐藤委員】  いえ。よく承りましたので。時間的な制約もありまして、なかなか網羅

的というわけにはまいりませんのと、いくつか誤解を招くことがあるので、申し上げてお

くと、断種、バゼクトミーというのはアメリカでも行われておりました。付言しますと、

アメリカは、例えば今ハンセン病のミュージアムに行きましても、ネガティブな資料はほ

とんど出していない。例えば、隅っこの人目のつかないところに行きますと、昔強制収容

に使った足かせや手かせが転がっていたりするんですが、目立つ場所はポジティブな展示

で占められている。そういう意味では、表面に出てきた歴史だけでは、アメリカで人権侵

害がなかったということは、言えないであろうと考えております。 
【鮎京委員】  不妊手術や堕胎がなかったというふうに言いかえます。 
【金平座長】  ちょっと待ってください。こちら先に。光石委員、お願いします。 
【光石委員】  ２点ほど、今お答えいただかなくていいんですけれども、１つはやはり

スティグマについて議論がされているようですけれども、アメリカにおけるスティグマと

日本におけるそれと、何か違いがあるのかないのか、メキシコ湾沿岸に多かったとかハワ

イに多かったとかということを聞きますと、何となく類似点もあるのかなという気もしま

すけど、そのスティグマの違いが１つと、もう１つは、国際学会があれだけいろいろな勧

告をしたにもかかわらず、結局かなりおくれているんですね、アメリカも、強制入院とか

隔離を中心としたもの。国際学会の影響というのが、どうしてなかったんだろうか。あっ

たのにそうなったんだろうかというのを、知りたいと思います。以上です。 
【金平座長】  これ、ご意見、ご要望でよろしいでしょうか。じゃ、谺委員どうぞ。 
【谺委員】  谺です。ちょっとお伺いします。この冒頭の部分の中で、何項目か番号を

振ってありますが、その中の６項のところに、「日本との関係においては第二次世界大戦後

の占領・駐留軍（民生部）を含め、直接・間接的に我が国の政策に大きな影響力を及ぼし

得たこと」というふうにありますが、私このハンセン病の療養所に当時からおりまして、

確かに進駐軍という形で、私多磨全生園におったんですが、月に二、三回は来ていました

かね。私なんかは、「前に出てこい」と言われて、園長が私に関する治療上の説明を行うな

どありました。しかし、このハンセン病の私たちの状況というのは、まだまだ強制労働や

その他過酷な現実が繰り広げられていました。それに対して、何ら目を通そうとしなかっ

たというふうに、私は実感として受けとめています。第一、この隔離政策、絶対主義的隔

離政策について、何ら言及しない。政策的に大きな影響力を及ぼしたというふうにいわれ

ていますが、及ぼさなかったんじゃないかと。進駐軍は、日本のハンセン病の隔離政策に

対して、何ら影響を及ぼすことはなかったというふうに、私は実感として思っていますが、
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この点についてはいかが判断していますか。 
【佐藤委員】  ありがとうございます。米国の状況あるいは専門家の意見と、それから

日本への影響というところのその介在部分につきましては、丸井委員をはじめとする方々

が専門にされているものですから、私がこのように米国のことをまとめましたのは、そう

いった介在部分、戦争後の状況を含めまして、検討、研究される方々のバックグラウンド

資料として、役立てていただきたいという気持ちを込めてこの第６項を入れたというのが

正直なところでございます。それから、間接ということを申し上げますと、先ほどアメリ

カにはらいの学会、ハンセン病の学会はないというふうに申し上げましたが、ハンセン病

の国際紙、インターナショナル・ジャーナル・オブ・レプロシーをはじめとした国際紙の

編集局というのはアメリカにあることが多くありまして、日本の学界にも知識の伝播によ

り、影響を及ぼし得たであろうと想像をしております。こうした意味で、今申されました

ことにつきましては、また丸井先生などともディスカッションをして、何とか少し知見を

得たいというふうに考えております。 
【金平委員】  ありがとうございました。じゃ、宇佐美委員、お願いします。 
【宇佐美委員】  ちょっとお尋ねしますけれども、先生のご報告で、アメリカのプロミ

ンが最初に開始したのは、１９４１年の３月ですけれども、４３年の１１月２４日の公衆

衛生学会の雑誌で、プロミンの効果が確認されたというふうに出されております。５１年

にアメリカの解放政策、菌の出ない者、少菌症の者、多菌症の者を含めて、解放されたと

いうことをちょっと聞いておったんですが、両方とも文献がなかったんで、先生のご報告

によりますと、隔離政策がずっと持続されておったというんですけれども、そういうよう

な私の誤解であったかどうか、その点に、５１年に解放政策をとらなかったかどうか、何

か文献はないものでしょうか。なかったでしょうか。 
【佐藤委員】  恐らく「開放政策」という言葉が一種のあいまいさを持つので、なかな

か難しいところであると思うんですが、当時の米国で発行された医学文献を見ております

と、感染性のあると思われる患者と、それから、そういったものがないと思われる患者を

厳密に区別して処遇すべきであるということは、繰り返し述べられておりますが、例えば

感染性があると思われる患者さんについて、隔離が必要である不要であるという議論は、

あまり見た記憶がございません、もう一度そういった点に留意しながら、文献にあたって

みたいというふうには考えておりますが。 
【宇佐美委員】  それで、沖縄県において、最初は厳密な意味での隔離政策を推進した

んですけれども、中途から沖縄の西南地区の民生局の担当官が開放政策に移ったのは、本

国の影響があってやったのか、または沖縄だけの特殊性でやったのか、その点について先

生の方で何か知見されたものがあれば、お教え願いたいんですが。 
【佐藤委員】  恐らく森川先生などにもご相談をしてということになると思いますが、

私の記憶では、１９５０年代半ばもしくは１９６０年代の初めに、インターナショナル・

ジャーナル・オブ・レプロシーに沖縄の愛楽園に関する、詳細な英語の報告が出ておりま
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したので、そういったものを見直して、少し今のご質問に答えられるように努力したいと

いうふうに考えます。 
【金平座長】  ありがとうございました。まだまだ伺いたいんですが、ちょっと時間が

なくなりました。鮎京委員が何かありましたら、一言。 
【鮎京委員】  今、宇佐美委員の質問の中で、開放政策ということで、何かそういうよ

うな根拠はというようなお話があったんですけれども、例えばガッソーという方の著書を

見ますと、カービルの退所基準がずっと変わっていったという中に、１９４８年の段階で、

感染可能状況であっても退所を認めるというので、幾つか例が、患者の家族が外来診療費

を負担できるとか、治療するお医者さんが毎月外で患者を診ることができるとか、何かそ

ういうようなものがあれば、感染可能状況でも退所を認めるというのが、カービルの退所

基準にあったというようなことがあるので、退所基準がカービルの場合でも、ずっと時代

によって変わってきているというような点を、少しクローズアップしてくださればと思っ

ています。 
【金平座長】  今後で……。 
【佐藤委員】  ありがとうございます。ガッソーについては、今言及されたので一言申

し上げておきますと、彼の著作、またその中で引用された文献の原典にあたって調べてお

りますので、間違いはないかと思います。 
【金平委員】  どうもありがとうございました。ほんとうにこれだけでもまだまだ話し

合いすべきこと、また伺いたいこともございますが、時間の関係で先にまいります。 
窪田委員の方からは、ハンセン病隔離政策と福祉界という形でお願いいたします。２０

分ほどでお願いいたします。 
【窪田委員】  検討会の中でご助言をいただきまして、社会福祉は、学会というものも

戦後にようやくできた領域でありますから、学会という意味のものではなくて、むしろ慈

善事業の時代から始まった福祉の世界といいましょうか、そこの慈善事業の実践部分を含

めまして、それらが隔離政策とどのようにかかわってきたか。その絶対隔離政策にかかわ

る社会福祉界の責任というのを明らかにする作業の一環として、私の課題を設定すること

と、それから、それをどこから手をつけるかということについていえば、とりあえず三井

報恩会と方面委員を最初に取り上げてはどうだろうということをご助言いただきましたの

で、その作業から取りかかっております。 
 本日は、そのほかの領域についても少し仕事を進めておりますので、今後の計画として、

この一、二カ月集中したいと思っておりますが、とりあえず三井報恩会と方面委員のこと

についてのご報告になります。 
 最初にちょっと、一般的な社会福祉の歴史というものについて考えまして、一般に慈善

事業、社会事業、社会福祉というふうに発展するというふうにいわれているんですが、我

が国の場合は、慈善事業と社会事業といわれるものの中間に、感化救済事業という特有の

時期が存在しまして、それを媒介にして社会福祉事業への移行がなされて、その歴史の上
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に、戦時厚生事業というのが重なってくるという、そういう道をたどっております。慈善

事業の時期というのは、明治の初期からずっと続くわけですけれども、目に見える形で貧

困の深まりが拡大いたしますのは、明治２０年代終わりからでありまして、慈善事業とい

われております時期に、主として外国の宣教師による慈善事業としてのといいましょうか、

ハンセン病の施設がつくられております。 
 しかし、同時にその時期の約１０年後ぐらいから、我が国での貧困の深まりというのは

さらに大きな問題になって、どちらかというと、慈善事業の創始者の仕事として個別的に

行われているのでは、到底対応しきれないような事態が生まれてまいります。社会福祉の

領域の法律でいいますと、１８７４年明治８年に出されております恤救規則が、実に昭和

の初めまでこれは続くわけですが、その恤救規則による救済を受けている人たちの統計を

見てみますと、これが非常に大きく増えて、内務省がその恤救規則をあまり適用しないよ

うに、相互扶助の強化をうたうような通牒を出しておりますんですが、そういう意味で、

この慈善事業が及ばなくなってくるほどの貧困の深まりの中から、次第に数多くの慈善事

業が生まれてくる中の、相互の慈善事業の組織化と、それが感化救済事業への移行という

ふうになっております。 
 その歴史のことを大体おさえました上で、そこの中にハンセン病への対応がどのような

形で行われていたか、殊に、多くの貧窮に陥った人たちへの対策としての慈善事業の中で、

どう扱われていたかということを、最初に考えました。このころ、もちろん国としても対

策が問題になるわけですけれども、ハンナ・リデルの事業を個人的に、あるいはもちろん

イギリスの聖公会の資金では賄いきれなくて、また個別の資産で賄うことができなくて、

大隈、渋沢などの両人を訪れまして、これを問題にいたしました中で、最初の「癩予防ニ

関スル件」がつくられたのは、これはもう広く知られていることですけれども、そのとき

のことをその後、雑誌『社会事業』という、これは社会福祉界という業界の情報交換誌の

ようなものでありますが、そこの１７巻の５号に、窪田静太郎がそのときの自分が渋沢か

らの強い要請を受けたけれども、自分としてはこう考えたということを回顧して書いてい

ることがございます。それは、そもそも伝染病と確定したらいが――当時「らい」という

言葉を使っておりました――の公衆に対する伝染予防事業というものと、らい患者その人

を保護、救済するということは、別であると。衛生局長としては、伝染予防を主管するも

ので、公衆衛生の見地からすれば、らいの予防は第一に着手しなくてはならない問題では

ないと考えていたようです。１９０３年から１９１０年まで衛生局にいた人間とすれば、

まだ急性伝染病の予防に力を尽くさなければならなくて、また、各地方の官吏の人員から

見ても、経費の負担からいっても、慢性の伝染病までは手が回らなかったということを１

つ挙げています。 
 もう１つもし慢性の伝染病を取り上げるとしても、性病、トラホームその他必要性から

いえば、結核が第一であるというようなことは、関係者間に異論がなくて、まず着手すべ

きものがらいの予防とは考えにくかった。伝染病であることは明らかであったけれども、
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伝染によって発症したという感染経路の明らかなケースというのは、極めてまれであった

ので、彼自身も、それが明らかでないときに隔離してそれが伝染の予防になるというふう

には考えにくいということを書いております。体質の問題などをここで言っています。そ

れから、しかし、救済の対象としては、らい患者は最も緊急の必要があると。それは、そ

れまでのさまざまの救貧事業の中でも明らかになっているわけですから、殊に資力に乏し

くて、居宅において療養ができない患者は、速やかに救済する必要はあると。しかし救済

ということならば、内務省では地方局の担当であって、公衆衛生局ではないと。また、風

紀上の取り締まりということになるなら、それは警保局の主管であって、これも公衆衛生

の仕事ではないというふうに言っているんですが、渋沢らの熱心な勧告がありまして、そ

れに応えて、とりあえず自分としては、伝染の予防は第二にして、第一にとりあえず救護

を公費で与える方針に着手するという案をつくります。これが、各道府県を中心にして、

救護所をつくって、そこでその人たちの救護を目的とするような施設をつくるべきではな

いかという提案に、内務省の中ではなっていくのですけれども、しかし、この窪田の案は、

地方局からの猛烈な反対に遭います。当時吉原三郎という人が地方局長だったんですけれ

ども、彼の反論の理由は、らいは遺伝であるという立場からなんですけれども、らいは遺

伝なのだから、伝染を予防するという意味で、患者の救護に緊急性はないということを言

っています。その上、地方の公費負担は既に重くて、このような事業に着手するのは事の

緩急の順序を誤っているというものでありました。 
 冷静に見てみますと、当時の政府には、らいが伝染であろうとなかろうと、遺伝であろ

うと、予防のために緊急の救護を行う必要は、それほど大きくなかったんだと思います。

そういう中の、内務省内部での対立を含みつつ、らいに関する法律が制定されるわけです

けれども。そして、道府県連合立の療養所が開設されます。この疾病と貧困との関係から

いいますと、明治の２０年代以降というか、もう少しはっきりしてくるのは、日清戦争の

後になりますが、２０年代の終わりから３０年代にかけて、産業革命がほぼ完成したころ

からのいろいろな問題の、貧困の問題の背後に疾病があり、病気になっている人たちはな

かなか当時の新しい西洋医術の医療を受けることができない中で、疾病と貧困に関する非

常に大きな変化として行われたのは、貧困者一般に対する低額または無料の医療供給シス

テムですね。具体的には、１９１１年、明治天皇が「施薬医療の勅語」というのを発しま

して、１５０万円のご下賜金を基金とする済世会の設立をしております。これは、同じよ

うな形態で、次にハンセン病の予防のための基金集め、及び全国的な組織の形成が行われ

るという意味で興味があるので、指摘しておきました。 
 次に、感化救済事業の時期に入りますと、感化救済事業を始めた人たちというのは、そ

の後の公衆衛生行政にかかわった人たちがたくさんおります。これは、１９００年、明治

３３年に、救貧とか慈善事業の指導的立場にあった人たちが、貧民研究会というのを組織

いたしますんですが、それは、内務省の地方局それから内務省の参事官、あるいは警保局、

それから監獄課の人たち、それから内務省の衛生局、警視庁、それから学者としては岡田
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朝太郎と桑田熊蔵――ともに東京帝大の教授ですが――慈善事業家としては、原胤昭と留

岡幸助、それから安達憲忠が入っております。この人たちは、欧米諸国の社会政策を取り

入れながら、それを日本的なものにつくりかえようというふうに動いた人たちであります。 
 そして、この貧民研究会の指導のもとに、感化救済事業というのは大きく転換をいたし

まして、１９０８年に、強力な指導で、日本慈善同盟会というのがその前にあったのを、

中央慈善協会にそれを再編成し、それから感化救済事業の講習会及び地方改良事業講習会

として、この時期が１つの転機になって感化救済事業というのが始まっております。その

中で、全国的な組織でありました中央慈善協会というのは、非常に積極的にその間同時に

進んでいたハンセン病の隔離政策の始まりを支持しております。幾つもの論文で、内務省

の関係者や殊に衛生局の関係者による文章も、この「社会と救済」、あるいは「社会事業」

の中に載せております。そういう中で、中央慈善協会、後の中央社会事業協会というのが、

要するに政策の動きに即して忠実に情報を提供するという役割を続けておりまして、関西

の「救済研究」という雑誌もあわせまして、社会事業家たちの常識とか世論を形成する上

で、この２つの情報誌は非常に大きな役割を果たしたのでありました。 
 そういうのを前提といたしまして、時間がございませんが、三井報恩会というものの設

立と、それが果たした役割というのを検証いたしました。１９３０年に、内務省衛生局が

らいの根絶策を提起いたしまして、そして１万床への増床ということを始めますけれども、

この時期の経済的な事情というのは、１９２９年のアメリカの株式市場の大暴落に始まっ

て、昭和恐慌のただ中にありまして、このときに基金を得ることは非常に難しいという状

況がありました。そのときに、非常に大きく力を発揮したのが、三井報恩会。これは、中

央社会事業協会の特別会員ということで、三井報恩会は入っておりますので、広い意味の

社会事業界の柱の１つであったと思いますが、これはよく知られていますように、当時の

財閥転向といわれる流れの１つであります。これは、１９３２年に、三井の場合は三井合

名理事長だった団琢磨が血盟団によって暗殺されまして、それに引き続いて三井と三菱が

内務省の強力な指導もあって、満州国への借款を承知するんです。それぞれ１,０００万円

ずつ出すんですが、それに続く流れの中で、三井報恩会が組織されます。三井報恩会の組

織の特色というのは、助成団体のうち――助成というのは助ける――お金を出す社会事業

教育の関係の団体の中で、圧倒的な多額の事業をしているという点が１つです。 
 １９３７年の調査によりますと、資金５万円以上の社会事業、助成団体というのは、設

立年は１９０１年から３３年にわたっているんですが、その数は１５あるんですけれども、

三井報恩会はその全体の４３.３％という巨大な額を、自分たちだけで出しております。第

二番目に出しておりますのは、原田積善会なんですが、これは個人がつくった基金であり

ますが、これが２番目で、全体の２１.４％。これも大きいのですが、三井は２４５万円と、

全体の中の４３％という多額の資金を出しております。それから、助成内容についてであ

りますが、農村救済と結核の療養とらいの療養というのが主な支出になっています。ハン

センの療養所及び療養関係についての三井の負担額の大きさは既に藤野先生のご研究で詳
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細にあると思います。それから、内務省と非常に密接な関係を持っておりまして、愛生園

の増築や何かのときに出しておりますけれども、事務所を愛生園の慰安会を経過せずに内

務省の中に、三井報恩会、らい療養所建設委員会というのをつくりまして、それが経理を

担当しているというふうに、非常に内務省との密接な関係を持つ。これも三井報恩会の１

つの特徴だと思います。 
 そのような動きについて、三井の中にどういう動きがあったかと申しますと、当然予想

されることですけれども、三井の内部にはこれに対する批判が生まれてまいります。そし

て、とにかく、その事業が「おおむね官庁追随の弊に陥り、農村更生、結核撲滅、救らい

事業等、既に国家の管理となりたる事業に、依然主力を注ぐ傾向を帯び」ているので、も

っと三井の発言を強化して、三井グループの中でのいわば公益事業部門とさせたいという

改革案が一時出るんですが、これはつぶされてしまいます。このように見てきますと、こ

のハンセン病の隔離政策が三井の支援によって可能になったということは確かにあります。

さらに、当時済世会の募金方式に酷似した方式で、らい予防協会が全国的に募金を実施し

ているんですが、これが思うように進まないという状況の中で、いってみれば、国のハン

セン病の絶滅を目標とした絶対隔離において、三井の報恩会の力が十二分に使われたとい

うふうにいうべきであろうというふうに思います。 
 次に、方面委員のことについて、少し調べてみました。これは、絶対隔離政策というも

のは、在宅患者への検診とか療養所への入所の勧誘という非常に困難な仕事を必要としま

して、単に療養所のベッド数をふやせばいいということをはるかに超えた、そこで働く人

たちの組織と、それから一般への教育活動みたいなものを前提とするわけです。ちょうど

その時期に、社会福祉のというか、社会事業の関係の各団体の中で力になった幾つもの組

織のうちの１つが、方面委員であります。方面委員令というのは、勅令として昭和１１年

に公布されるんですが、実際の動きは、それよりはるか前に岡山とか大阪とか東京とかと

いうところで、さまざまな名称で、仕事が始まっております。その中で、愛知県の例を調

べるということをいたしました。愛知県は無らい県運動のトップを切ったところですし、

光田はたびたび殊に『愛生』の中で、愛知県を名指ししている場合もありますし、一般に

方面委員、医師、教育家、方面委員に望むという１文を書いたりしておりまして、この人

たちを当てにして絶対隔離の政策を進めようというふうにしております。そして、自分の

知っている例というのをいくつか挙げて、特に愛知県の具体的な方面委員が５０人愛生園

に送ったとか、３０人、５０人というふうに全生病院に送ったという例を挙げて、これは

２回にわかれて、多分同じ人の例を挙げているのかもしれないのですが、時期はかなり離

れているんですが、光田もそれを言っております。その愛知県の方面委員は、ちょうどそ

のころしばしば愛生園を見学もしております。『愛生』の中に、「愛生日誌」というのを光

田は書いておりますが、その中でも具体的に愛知県の方面委員が１１人見学に来たといっ

たような記事がございます。そういう意味での方面委員の職務というのは、愛知県は大阪

の方面委員の制度をかなりモデルとしているんですが、それで進められております。他の
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県についても、少し検証をする必要があるというふうに考えております。方面委員の仕事

は、もちろん強制隔離に伴う家族の問題や年取った親の問題、それから残された子どもの

問題というところに広がりますし、同時にカード階級の調査を非常に克明にやることを通

して得ている情報が、警察その他関係者に伝えられて、強制隔離を具体的に助けたという

例も、なかったわけではないというふうに思います。具体的には、熊本県の社会事業史の、

これは私費出版で出ております内田守さんの本の中に、方面委員の例も１つ出ています。

このようなことを少しずつ検証を重ねながら、同時にこれをさらに分けまして、具体的に

隔離の前後をめぐる福祉的な――福祉とは必ずしもいえないと思いますが――福祉的な活

動の内容、「未感染」といわれた子どもや親をどういうふうに扱ったかというようなことに

ついての資料を整理する必要があると思って、それを次の作業にしたいと思って、研究計

画としてお出ししてあります。同時に、やはり、在園中の労働のことについて検討したい

と思っています。これはやはり、とてもきつい労働だったと思いますし、その労働の問題

自身が１つあるのと、けれども、自分で働いてお金をとって、それを自分の自由に使うと

いうことの基本的なところを、やはりどういうふうにとらえられていたか、またそのこと

につけこんで、というのはあまりいい言葉ではないと思うんですが、それが療養所を支え

ることになっているということの非常に大きな問題を、何かの形で、これは全患協のニュ

ースなどの情報を主に整理したいというふうに考えております。大変まとまりませんでし

たが……。 
【金平座長】  どうもありがとうございました。はしょらせてしまいまして、申しわけ

ございませんでした。それぞれ検証、専門の分野ごとに進めておりまして、なかなかご発

表いただき、また相互に討議してこそ、検証が深まると思うんですけれども、時間がない

ものですから、今日はやはり何人かの方にまずこれまでのところをご発表いただこうと思

っておりますので、今の窪田委員のに何かお一人かお二人質問がございましたら、それじ

ゃ、佐藤委員。 
【佐藤委員】  ありがとうございます。一言だけ。大変詳しく調べていただいて勉強に

なるんでございますが、私が素人の立場からお願いしたいのは、過去どうであったのかと

いうことと、もう１つ将来に向けてどう役立ち得たかということの第二点目についての考

察もぜひ皆さんで深めていただければというふうに思います。福祉ということで、２点お

願いしたいのは、１つは、救済あるいは福祉ということにかかわる団体組織とその事業活

動の目的探しということが第一点です。すなわち、ハンセン病に対する医学的知見が変わ

ってきたときに、福祉団体をはじめとした団体が、どう自分の目的や活動を変革し得たか

という転換点の検討と制度づくりができるかできないかの考察です。第二点は、福祉とい

うと物質的な補助ということがどうも頭に浮かぶんでございますが、ハンセン病の場合に

はやはり社会のスティグマ、社会復帰ということが大きな問題になりますので、物質的な

面ではなくスティグマのような無形の部分に対して、福祉界、福祉というものが役立ち得

るのかというところ、こうした２点の考察を今後いただければ、ありがたいと思います。 
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【窪田委員】  はい。第二点は特に難しいと思いますけれども、第一点のご指摘につい

ては、既に慈善事業の後、各施設がどのような点を強調したかという点については、調べ

始めておりますので、またご意見も承りたいと思います。 
【金平座長】  あともう１人だけございましたら、いかがでしょうか。よろしいですか。

それでは、ありがとうございました、窪田委員。 
続きまして、岡田委員にお願いしたいと思います。精神障害者とそれからハンセンの方

の法制、ハンセン病及び精神病の比較法制・処遇史ということで、岡田委員お願いいたし

ます。 
【岡田委員】  僕はずっと半世紀近く、精神科の医療史を調べてきている人間でして、

今回この問題に取り組ませていただいたときに、やはり精神病に対する処遇と、それから

ハンセン病とで、共通する面が非常に大きいということに注目したわけです。その第一は、

皆さんご存じのように、東京府の養育院、現在の松沢病院の前身になります東京府癲狂院

というのは、養育院の精神病室を使って発足しているわけですね。それから皆さんご存じ

のように、養育院には回春病室が光田健輔によって設けられた。しかも、養育院がつくら

れたというのは、明治５年でしたか、それまであった浮浪者なんかの施設を廃止したとこ

ろに、ロシアのアレクセイ皇太子というのが来ることになって、それでこじきが東京市内

をうろうろしているのは困るということで、養育院がつくられたわけですね。つまり、外

国への体面からつくられた。それで、これはハンセン病の歴史の中で十分明らかにされて

いることですけど、法律がつくられたのはやはり外国に対する体面、戦勝国がこんなこと

でいいのかということ。それから、精神科で最初の法律であります精神病者監護法という

のができたのについても、日本で精神病者は勝手に入院させられると。権利が保障されて

いないと。結局両方とも、病者の苦しみを救おうとか治療しようとか、そういうことでは

なくて、外国へのメンツということから、法律がつくられ施設が発足しているということ。 
 この伝統は戦後も変わらないわけですね。ご存じのように、国際学会の勧告なんかを、

ハンセン病学会あるいは日本政府は無視し続けてきましたし、それから戦後の日本の精神

科医療に対してＷＨＯのたび重なる勧告も、例えばイギリスのクラークという人が来たと

きの勧告を、イギリスは斜陽国だからというようなことでそういう勧告を無視する。それ

で、その後宇都宮病院事件というのがあって、そのときには、日本政府も外国からの批判

に対して一応精神衛生法というのを精神保健法というのに切りかえまして、それで患者さ

んが自由意思で入院する任意入院という制度を設けるわけですけれども、ただその任意入

院であっても、閉鎖病棟であっていいというような、大変いいかげんな運営をするわけで

す。つまり、両方の場合、外国のことは無視する、あるいは表面的に受け入れるけど、日

本的な知恵で、なし崩しにごまかすというようなこと。それから、両者の場合に大変違っ

ている点は、ハンセン病対策というのは主として公費、あるいは国の手で行われたけど、

精神病者対策というのは私的経営にゆだねられていた。戦前でいいますと、私宅監置とい

う座敷牢と、それから私立の病院。もちろん、精神病院法というのが大正８年につくられ
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て、道府県立病院の設置を命ずることができるという法律なのですけれども、実際は金が

ないものですから、ほとんど道府県立病院の設置というのは進まなくて、戦前には８病院

だけです。専ら代用病院という格好で、私立病院を利用する。結局日本の精神科医療とい

うのは、私的経営にゆだねられてきている。 
 先ほども、午前中の準備会で、なぜ日本では戦後、薬ができて政策転換ができなかった

のかということ、いわれましたけれども、結局私立病院に頼っている以上、私立病院の精

神病院協会というのに、国はちゃんと指導できないわけですね。時間がありませんので飛

び飛びになりますけど、それから療養所あるいは精神病院というのは本当に医療施設とい

えたのかどうか。その点は、例えば精神科の病院でも、北海道で私宅監置室、例えば市町

村がそういう座敷牢を幾つかつくって、それに医者が往診する、そういうものを精神病院

として認めていいかという照会に対して、衛生局長と予防局長が連名で構わないというわ

けですよね。同様にハンセン病でも、初期の療養所長は警察官であることがたびたびあり

ましたね。実際医制を見ますと、院長というのは医者じゃなくちゃならないとなっていま

すし、その当時あんまり細かく規定されていないから、常駐の医者じゃなくてたまに往診

するだけの医者でもいいというふうに読めるのかどうか。その後は、ご存じのように、ハ

ンセン病療養所では医者がちゃんといなくて、例えば眼科医がちゃんといれば失明しない

で済んだ人が失明するに至る。精神科でも、戦後のことですけど、医療法の特例というこ

とで医者は３分の１でいい、看護士は３分の２でいい、これは大体今も精神科の場合は続

いているわけですね。 
 それから、両方とも、ハンセン病療養所では、ほかの科のお医者さんも一応定員として

何人かいたようですけれども、精神科は単科でして、僕も精神病院育ちですが、無医村だ

ということをお互いいってきた。現在精神科の患者さんて、やはり合併症を持ったときの

治療というのは拒まれて、なかなか一般病院で治療を受けることができないという状況は

今でも続いています。つまり、こういったところを見ますと、療養所も精神病院も、ほん

とうに病院といえたのかどうかということ。それから、両方とも戦後に新憲法のもとで、

しかも新しい薬ができてくる、そういう中で、そういう点が改善されないわけですよね。

閉じこめは両方とも共通しています。特に精神科の場合には、外国では薬とともに病床と

いうのはどんどん減っていっているのに、日本ではどんどんふえていっている。これは結

局公的な力を注がないで、私的経営に任せてきたから今になってどうにもならないという

ことになっているわけですね。 
 もっと順序立てて述べていくと大変時間がなくなりますので、飛ばします。 
 それで、やはりこういう歴史から、幾つかの教訓を導き出すことができると思います。

１つは、精神科の場合には治療及び保護ということがうたわれています。それから、ハン

セン病の方でも、予防、医療、福祉でやはり強制的な措置を伴う場合に、こういうあいま

いな幅広過ぎる目的というのは、大変危険だということが１つあると思います。それから、

当然今のインフォームド・コンセントを持ち出すまでもなくて、本人の意思は最大限尊重
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されるべきだし、それから本人の自由を制限せざるを得ないときでも、制限というのは最

小限にした条件で行われるべきだと。それから、やはり両方で特にこれはハンセン病の医

者とか何かの定員がどういうふうに決められたか、それがちょっと分からないわけですけ

れども、ともかくハンセン病療養所も精神科の病院も、医者は少なくていい。それから、

ハンセン病の場合には、いうまでもないことですけれども、看護者だって初めはろくにい

なくて、皆さん付き添いをさせられたわけですよね。戦後もそういった状態が続いたわけ

です。すると、「法のもとの平等な」ということがどうなっているのか。特に精神科の場合

は、それが今でも続いているわけです。それから、両方とも、超過収容というのがかなり

行われました。戦後、特に日本では、超過収容によって私立病院というのはどんどん拡張

することができたわけです。ハンセン病の場合だって、僕、死亡率ちょっと出しましたけ

ど、やはり長島で死亡率が特に高かったのは、光田さんの超過収容政策によるんだろうと

思います。 
 それからもう１つ学ぶべきことは、単科の病院というのは、これからは認めるべきじゃ

ないと。結局単科の病院というのは、ほかの治療の機会を奪うことになるわけです。これ

が一応今までやってきたことでして。 
 それから、これからの問題、今もやりかけていることですけど、一応療養所における精

神科医療はどうだったかということで、調べています。それで、一応各療養所から回答を

求めたんですけど、３分の２ぐらいで、あまりご回答いただいたところからも、そういい

情報は得られなかったんですね。ここに挙げましたように、中川さん、原田さん、高橋さ

んそれぞれ知り合いの精神科医で療養所に勤めたことのある人の話を伺ったんです。細か

く言っていきますと時間がありませんので、将来のこととして大事なことだと思いますの

は、個室がいいということで個室主義がとられてきていることは、皆さんご存じだと思い

ますけども、現在のように老人、高齢化が進んでいる中で、孤立しちゃって動かないでお

られる方というのは非常に多くて、高橋先生――愛生園に神谷さんの後行っておられて、

現在は光明園に行っている方ですけど――「やはり自分も個室がいいと言ったことがある

けども、今になっちゃうと個室という考え方が、お年寄りの精神的な健康を考える上で、

いいのかどうか」ということを言っておられます。これは、大変今後の問題として大事な

ことだと思います。 
 それから精神科の問題で、やはり神谷さんをどう評価するかという問題。これ、大変難

しいことです。 
 それから、僕、今まで文献ばかり読んできたんですけど、自治会長だった方のお世話で、

全生園の快復者の方を何人か訪問させていただいて、今まで８人、それからあと一応５名

予定しています。その中で、やはり自殺の問題というのがかなり大きかった。これは高橋

先生にも伺ったんですけれども、個人的な話を伺うことができた人だと、半分ぐらいの方

が、入所前あるいは最初に自殺を考えたということですね。これは、現在各療養所に、死

亡者の中で自殺者がどのぐらいあるか統計を出していただいているんですけど、やはり、
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数字の上ではそう多くありません。結局、入所されてしばらくすると、自殺は考えなくな

るということのようです。あと、やはり実家には帰れないという人が半分ぐらいいるんで

すよね、今になっても。例えば、原告になられた方でも、「頭ではこんなふうじゃいけない

とわかったけど、やっぱり踏み切れないわね」とおっしゃいます。それから、一応問題に

なりますのは、田ヶ谷委員が調査をされるということで、僕の精神科関係のことは、そう

いう大数、非常に多くの数を集めた調査ではありませんので、あるいは被害実態調査なん

かと僕があれしたこういったものを、どういうふうに組み合わせるかというのが、一応問

題になるかと思います。 
 それから、これは僕に直接関係したことじゃないんですけど、やはり療養所の状況とい

うのは、僕らが考えていたよりずっと深刻だということですね。というのは、並里委員お

いでですけど、全生園で「並里欲しや」という人が多いんですよね。結局今の患者さん、

受け持ちで安心できる治療を受けられない。だからぜひ並里先生の治療を受けたいんだと

いう声を聞きました。それからあと、訴訟に関しては、クリスチャンだから、クリスチャ

ンは訴訟に参加すべきじゃないという意見が、かなり一時期強かったということを聞きま

した。一応それだけご報告申し上げておきます。あと皆さんのご意見を入れて、もう少し

筋の通ったものにしていきたいと思ってます。 
【金平座長】  ぜひ、よろしくお願いいたします。ちょっとここで、何かお１人かお２

人。はい、光石委員どうぞ。 
【光石委員】  ありがとうございます。結局、精神疾患とハンセン病について、最初は

とにかくまず私人に責任を押しつけようとしたんだけど、精神疾患の場合には、まず私宅

監置やらせて、それで私宅監置がもうどうしようもないということになって、結局病院と

いう施設をつくるんですけれども、そのときに、何で私立病院がメジャーになったのかと

いうことの原因というのが、それはハンセン病との違いがあるに違いないと思うんだけれ

ども、その点はどうですか。 
【岡田委員】  それは極めて簡単なことでして、国が金出さなかったからです。という

のは、精神病院法というのができたのは大正８年ですけど、初年度予算が５万円なんです

ね。５万円というのは、その当時の金で１病棟つくるに足りない金でした。 
【光石委員】  しかし、いろいろな補助金は国が出しているわけですよね。それからま

た、措置入院なんかに関しては、全部公費で負担するわけですよね。そういうふうに公費

は同じように出しているにもかかわらず、何で施設が、一方は国立に収れんし、もう一方

は私立になったかということの、国が予算をどうのこうのというのだけでは、説明がつか

ないんではないかと思うんですが。 
【岡田委員】  結局、でも私立病院ですと、もちろん代用病院というのに対しては、補

助金を建設費のいくらかというのを出してますね。でも、その目的である道府県立病院の

場合には、もっと地方公共団体の負担が大きいわけです。ですから、代用病院でやる方が、

国は楽なわけですよね。それから、戦後の――措置入院というのは戦後になりますけれど
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も――措置入院となると、今度は自傷他害という要件がありますので、結局、これは皆さ

んご存じの大谷さんが昔は精神衛生課にいて、僕なんかもそのライシャワ事件なんかも一

緒にあれしたわけですけどね、大蔵省は危険な患者の対策だったら幾らでも金を出すとい

うことになったんですね。だから、公安的な要請からなら金を出すというふうに、戦後は

そうなる。 
【光石委員】  公安的な要請という意味では、精神病の場合も一緒だったんじゃないで

すか。その社会防衛という観点からという……。 
【岡田委員】  一緒だったというのは、いつ。 
【光石委員】  つまり、ハンセン病と同じだったように思うんですが。予算が少なかっ

たんだ、出さなかったんだというようなことだけで説明がつくのかなというふうに思った

ものですから、問題提起させていただきました。 
【岡田委員】  やっぱり戦前は精神病者のことというのは、大きな目では二の次だった

んだと思いますが。 
【光石委員】  ハンセン病に比べてですか。 
【岡田委員】  いや、ハンセン病に比べてというふうに言えるかどうかわかりませんけ

ど、国の全体的な衛生施策の中では。というのは、例えば断種法をつくるときの有力な意

見の１つは、国民が汗を流して働いているときに、精神病院をつくるために使う金はもっ

たいないから、断種すれば金が助かるというような意見が、堂々と述べられました。 
【光石委員】  まあ、これ時間あまり食うといけませんので、おしまいにしますが、ち

ょっとそういう……。 
【岡田委員】  もう少し考え方を整理させていただきます。 
【金平座長】  はい、谺委員。 
【谺委員】  谺です。先生今のお話の中で、各園の精神病に関するカルテですか、を要

請しているのがなかなか情報がつかめないというふうにお話しになられましたけど、多磨

全生園ではどうです。資料は届いてますか。 
【岡田委員】  はい、全生園からは資料をいただきまして、全生園と栗生からは、かな

り細かい資料をいただいています。それから長島ですね。ただ、やはりいつごろどういう

病棟ができてとか、あるいは長島の場合に、全体の中の患者さんの延べ患者数とか、そう

いった資料でしてね、あとところによっては、僕、「研究会なんかで出したものの発表され

たものがあったら欲しい」ということをあれしたんですけれども、研究会での報告なんて

いうのは、大体が老人時代になってからで、狭い意味の精神科的な時代の研究発表なんて

いうのは、あまりなかったようなんですね。 
【谺委員】  私、お伺いしたいというか、私たち寮友の中の精神病患者がどう扱われた

か、私、多磨全生園、小さいときからおりまして、特に戦中・戦後になりますが、本当に

悲惨な状態で、１０号病室という病棟がありまして、そうですね１０人ぐらい大抵閉じ込

められていました。それで、その中で精神科の医者はいませんでした。で、診てたのは当
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時医務課長だった内科医です。内科医が診ていたんですが、私たちがぞっとした思いがす

るのは、その精神病室から飛び出してきて我々の仲間の中へ入り込んで、いろいろ騒いだ

りなんかする精神病の患者がいまして、その人があまりわーわー騒ぐと、その内科医の名

前を言うんですよ、我々が。「何々先生が来るよ」と言うと、急におとなしくなっちゃう。

これは一体何かと。私たちは精神病棟の中で何が行われたのかというのが、なんかそのこ

とで察しがつくような気がするんですよ。その「何々先生が来るぞ」と言うと、その精神

病の患者はおとなしくなっちゃう。何があるのかなという、私子どものころから、いい先

生だからおとなしくなるというふうには思いませんでした。恐ろしいことがその病室内で

行われるんだろう。つまり、ひどい目に遭うから、その先生が来るというとおっかながっ

て、おとなしくなる、そういうふうな記憶がはっきり今も残っています。戦後しばらくず

っと昭和２８年の我々のらい予防法闘争以後になるまでは、患者看護としては精神病のね

……。 
【岡田委員】  そうですね。 
【谺委員】  そうすると、私の友人で、少年舎、私、少年舎にいたんですが、少年舎に

私と１つ違いの子どもが精神病になりました。それで、彼が死んだのは、真冬、ふろへ入

れようとしたのか何か、真っ裸で彼がその精神病棟から飛び出して、それで各病棟内を真

っ裸で走り回ってた。だれも止めようができない。小さい子でしたけど、ものすごく速く

て大人がなかなか捕まえることできなかった。その結果どうなったかというと、翌日死に

ました。そういう事実がありますのでね、先生がハンセン病療養所内での精神病患者がど

う扱われてきたか、神谷恵美子さんの評価を含めてということですが、本当にぜひしっか

りと検証していただきたい。心からそう思っています。よろしくお願いします。 
【金平座長】  じゃ、ちょっとご意見でよろしいですか。じゃ、また岡田先生、よろし

くお願いいたします。 
【岡田先生】  あと、一言だけ付け加えますと、やはり療養所には特有の精神科的な問

題あったようでして、ご存じのように神経痛に対する鎮痛剤、特にペンタジン中毒なんて

いうのが、ある時期かなり問題になったようですね。それについては、原田先生から昔発

表された資料をいただいたので、ぜひうまく使っていきたいと思っています。 
【金平座長】  いろいろと今資料も集めてらっしゃるようですので、どうぞよろしくお

願いいたします。 
今日は２０分ほどのご準備くださった方が５人いらっしゃいまして、松原先生、それか

ら藤野先生がいらっしゃるんです。１回ちょっと休憩とらなきゃいけないけど、松原先生

お一人、ここでちょっとやっていただけますか。恐れ入ります。それから休憩をしたいと

思います。松原委員からは、ハンセン病政策下での断種、堕胎、嬰児殺しの被害について。 
【松原委員】  松原です。 
【金平座長】  時間がなくて、ちょっとごめんなさい。 
【松原委員】  はい。資料の概要に沿ってお話しいたします。私に課せられた課題とい
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うのは、ここのタイトルにあるように、日本のハンセン病の政策のもとでの断種、堕胎、

嬰児殺の被害の問題です。それで、この問題については、既に元患者の方々の証言や先行

研究、それから裁判資料等について、事実あるいは問題がたくさん指摘されてきておりま

す。この検証事業で私の課題としては、こうした被害の実態の解明を、この検証会議で使

える資料を生かして行う。背景には、療養所における性と生殖の管理というのがあるわけ

ですが、そういう問題を検討する。さらに、日本におけるハンセン病政策と優生政策の結

合、特にハンセン病が優生保護法で断種の適用になったのはなぜかというようなことを検

討するということになります。それでこのうち、最初の２点につきましては、今進行中の

被害実態調査と、それから検証会議の胎児標本検証、これを受けて、それから既にいろい

ろ出ている資料、あと優生保護統計報告のうち、各都道府県別とか年齢、階層別、あと堕

胎については、堕胎の時期、そういったものについての原資料がありますので、そういっ

たもの、これを突き合わせて分析したいと思っています。それで、今回はこれではなくて、

次の断種の問題、ハンセン病の患者に対する断種合法化について、検討いたします。 
 周知のとおり、国公立のハンセン病療養所、最初は全生病院ですけれども、１９１５年

から明確な法的な根拠がないまま手術が行われてまいりました。戦前、ハンセン病を適用

とする断種合法化の動きはあって、それでらい予防法の改正ということで、最終的には合

法化しようとしたわけですけれども、合法化できませんでした。それで、国民優生法とい

う日本最初の断種法がありますが、これは、いわゆる遺伝病とされたものに適用が限定さ

れておりました。しかし、戦後１９４８年に優生保護法ができて、最初からハンセン病が

任意断種の適用となりました。任意断種というのは、本人の承諾を得た上の断種です。ち

なみに、法律的に強制断種という場合には、本人の承諾にかかわらず、特定の機関が断種

の必要を認めれば断種ができるというものです。ハンセン病については、任意という形に

なっていました。この過程について、特に３つの問いを検討しました。 
 まず第一に、明確な法的な根拠がないハンセン病療養所内での断種というのが、戦前な

ぜ罰せられなかったかということです。それで、ハンセン病療養所の医師とか、それから

衛生当局を中心とする政府関係者は、ハンセン病患者の断種が正当であることの理由とし

て、妊娠、出産に伴う病状悪化――これはいわゆる医学的理由というものです。それから、

療養所の中で子どもを育てるのは難しいとか、ここで生まれた子どもは引き取り手がいな

いとか、そういった養育困難――これはいわゆる社会的な理由となります。また、乳幼児

期の感染及び体内感染や体質遺伝の可能性があるということ――これは、子孫への影響と

いうことで、いわゆる優生学的な理由になります。こういったものを、断種が正当である

という理由として挙げていました。しかし、こういった中で特に強調されたのは、患者の

承諾に基づいて行っているということです。患者が望むからとか、患者の承諾に基づいて

というようなことがいわれておりました。当時の法学者の議論で、断種法一般について、

さまざま論点があったんですが、医学的な理由は、生命の危機にかかわる、健康にかかわ

るということで、治療の一環として当然適応であるということ。実際、妊娠、出産でハン
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セン病が悪化するかどうかというのは別として、一般に医学的な理由としては、容認でき

る。問題は、社会的、優生学的理由が、断種の違法性というのを阻却するかということで

す。 
 これはハンセン病だけでなくて一般論として、こういった理由で断種が許されるかとい

う議論があったわけです。ただし、どんな場合においても、意思決定能力のある人がみず

から承諾した場合は、公序良俗に反しない限り、これは例えば子どもをつくらずに享楽的

に遊びたいとか、当時の言い方ですけれども、こういったようなことでない限り、医学的

以外の理由による断種でも、違法性が阻却されるんだという解釈が多かった。ハンセン病

療養所の中で患者の承諾といっても、これが違法性阻却の前提となる自由な意思決定に該

当するかどうかというのは、非常に問題というか、まず該当しないと思われるわけですけ

れども、そういった論点は不問のまま、任意の断種であるという光田らの言い分が、表面

上通っておりました。 
 こういった言い分が通っていた背景には、キリスト教系の療養所の責任者にも共通して

いた「ハンセン病の患者は子どもを生んではならない」という考え方があったと思います。

例えば、キリスト教系でしたら、これを男女の隔離という形で、子どもをつくらせないと

いうことになるわけです。光田の場合には、結婚させるけれども断種手術等で子どもをつ

くらせないと、こういうことになるわけです。医師、官僚、法学者らの、こういう子ども

を生んではいけないという考え方は、当時の優生学と結びついていました。光田が断種を

始めた１９１５年には、既にアメリカ、ヨーロッパで流行していた優生学、それから、ア

メリカで得た州法として成立していた断種法、これが知識人を中心に紹介されていました。 
それで、一般に優生学は、ポジティブ・ユージェニクスとネガティブ・ユージェニクス

の２つの方向があるといわれているんですが（ネガティブ・ユージェニクスというのは、

望ましくない子どもを生ませないという考え方です）、消極的優生学あるいは抑制的優生学

というふうにいっています。断種は、このネガティブ・ユージェニクスのほうに当たりま

す。この考え方では、まず社会防衛上望ましくない性質というのが特定されて、それが子

孫への伝達ということに結びつけられたので、狭い意味での遺伝だけではなくて、垂直感

染、これは体内感染とか乳児期の母子感染のようなもの、それからアルコール等による胚

珠毀損、これは生殖細胞が損傷されて子孫に悪影響が及ぶということです。こういったも

のも、優生学的な問題として問題視されたわけです。つまり、この性質が科学的に遺伝す

るものなのかどうかという厳密な検証よりも、まず望ましくない性質というものが特定さ

れて、それを持った者の出生防止というのが、優先事項だというのが、ネガティブ・ユー

ジェニクスの特徴です。１９２０年代以降、優生学というのは多くの知識人に支持されま

して、２７年には人口食糧問題調査会というところに小委員会もできるという方向で、そ

の後どんどん政府関係にも浸透していきました。それで、こういう状況の中で、厳密に考

えれば、ハンセン病患者の断種というのは傷害罪に抵触する可能性が当然ながらあったわ

けですけれども、あえて告発されることなく黙認されておりました。 
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 １９２０年の根本的癩予防策要綱には、生殖中絶方法を、患者が望めばしていいという

ような規定が盛り込まれたり、それから２９年の「癩予防ニ関スル件」の帝国議会審議で

は、ハンセン病患者に対する断種というのが随分話題になりまして、それで衛生局関係の

担当者が「必要である」というような答弁をして、議員のほうも「必要でありましょう」

というような話し方をしていたという状況でありまして、単に本人の承諾だからいいんだ

ということでは危ういので、ハンセン病患者に対する断種の合法性というのを確固たるも

のにする、そういう手が打たれてまいりました。 
 それにもかかわらず、戦前なぜ政府は断種合法化をできなかったのかということです。

１９４０年に、国民優生法という断種法ができるわけですが、それの計画段階で、最初は

純然たるネガティブ・ユージェニクスの法律ということで構想されていたんですけれども、

その途中で、人口政策で、とにかく人口を増やすという方向が明確にできまして、それで、

断種法プラス、優生学的な趣旨だけでなく、健全人口の産児制限目的の断種、堕胎の取り

締まりの性格が強くなりました。これは広い意味では優生思想に基づくものというふうに

考えられますが、つまり、人口の量のコントロールの要素というのが、非常に強くなって

きて、それで、それまでは好ましくないといわれながらも容認されていた避妊ですとか、

産児制限目的の不妊手術というようなものが、厳しく取り締まられるようになったわけで

す。そうしますと、患者の承諾があれば仕方ないというようなことではなくなって、承諾

の許容範囲というのが当然ながら限定されることになるわけで、それはハンセン病の患者

の断種についても、やはり任意であるとしてもきちっと合法化しないと政策上問題である

ということになったわけです。 
 一方、優生政策全般として見ますと、性病やその他の感染症も、子孫への影響という点

でターゲットになってきていたわけですけれども、つまりいわゆる遺伝病だけではなかっ

たんですが、その国民優生法という断種法をつくるに当たっては、数ある外国の断種法の

中でも、特に１９３３年のナチスの断種法をモデルとしました。ナチスの断種法の特徴は、

遺伝という概念の中に適応を限定する（アルコール中毒は例外）ということです。遺伝す

るかしないかについては、当時の学会でもいろいろと議論があったところなんですが、と

にかく遺伝という概念に閉じ込めるスタイルの断種法でした。それで、単に遺伝するかし

ないかじゃなくて、「反社会性」とか「社会不適応性」のある「遺伝性」の精神障害、知的

障害及び身体疾患障害にその適応を限定する方針というのが、日本ではとられたわけです。

この背景には、日本民族衛生協会というのがありまして、ここで、学者を中心にドイツの

遺伝精神病学を中心とする断種法モデルというのが採用されておりました。あと、優生学

のすそ野は広くて、産児制限を支持する優生主義者というのがたくさんいたわけですが、

こういった本流のといいますか、日本民族衛生協会のような優生学の考え方ですと、産児

制限は敵でありますので、そういったようなこととの違いというのをはっきりさせるとい

う、そういう意図もあったと思います。とにかく、産児制限運動家なんかは割と遺伝とい

う概念をアバウトにとるんですが、日本民族衛生協会はそれを限定していきました。 
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 その結果、私が考えるのは、結局国民優生法案とらい予防法の改正案というのが同時提

出されて、それでハンセン病の断種の是非が議論されるわけですけれども、断種法の路線

が遺伝中心主義になったために、遺伝か感染かというところが非常に際立つような問題設

定がされることになって、そうしますと、やはり断種法というのは遺伝を対象とすべきだ

という線でいってしまってましたので、どうしてもハンセン病の断種というのは体質遺伝

ではやはり弱いということで、成立しなかったというふうに考えます。 
 では、戦後なぜ優生保護法で合法化されたのか。戦後は、結局いわゆる人口過剰問題と

いうのが生じてきまして、優生主義者も産児制限を容認せざるを得なくなったわけです。

しかし、優生学の考え方でバース・コントロールは逆淘汰を進めると。つまり、好ましく

ない子孫を増やすという考え方がありますので、なおさら優生断種というのを強化しない

といけないというふうに人口政策関係者は考えました。それから、国民優生法は、今申し

上げたような形で、政府中心で進んでいったわけなんですけれども、優生保護法ができる

ときには産婦人科が主導で、つまり中絶の合法化というのを非常に意識して進めてきたわ

けです。しかし、優生保護法をつくるのにかかわった産婦人科医たちも戦時中は優生学的

な出産政策に協力していましたし、それから知的なバックグラウンドとして優生学という

のがもう当然だというふうに思っていて、ハンセン病が優生学的な断種の対象になるとい

うことにも、特に抵抗はなかったと考えられます。 
 これは、例えば最初の優生保護法案というのが４７年に社会党から出るわけですけれど

も、ここでらいが遺伝であるというような、非常にいいかげんな文言を使いながら出てい

ってしまっている。これが、産婦人科とか産児制限運動家が中心に出しているというよう

なことからもわかります。当時は、ＧＨＱの検閲がないと法律が通らなかったわけで、優

生保護法の場合には、議員立法として提案されましたので、公衆衛生局の前に民生局の検

閲を受けて、検討されました。その際の資料を見ますと、問題にされたのは強制断種の適

応が非常に問題にされていて、任意断種の適応についてはほとんどノー・チェックでした。

ハンセン病は任意断種になっていましたので、私が見た限りのＧＨＱの優生保護法関係の

資料では、まったくその是非は不問にされておりました。以上です。 
【金平座長】  どうもありがとうございました。膨大なものを短時間で恐縮でした。こ

こでちょっと休憩をやはりとりたいと思います。大変恐縮ですけれども、この後まだ今日

お決めいただかなくちゃならないこともございますので、５分を目途にいたします。よろ

しくお願いします。 
（ 休  憩 ） 
【金平座長】  それでは、再開いたします。一応まだ２０分のお願いをしている方がお

１人いらっしゃるんですが、とりあえず今日は各検討会の委員の方がご自分の現在ここを

やっているというところを一言でもお話しくださったほうがいいかと思いますので、１分

と言っては申しわけないので、５分以内ぐらいにお１人ずつちょっとお話しくださいませ。

ちょっと質疑なしに、まず順番で。じゃ、魯委員のほうから。今後に向けてね、何をして
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いるかというところ。じゃ、後にしますか。じゃ、福岡委員からでよろしいでしょうか。 
【福岡委員】  福岡ですけれども。僕は、当事者の方からの聞き取り調査のまとめです

ので、ひたすら学生たちにテープ起こしをやってもらって、で、そのままでは使い物にな

りませんので、もう一度自分で聞き直して読める形にというのを、遅々としてやっており

ます。僕はさぼっているつもりはないんですが、やっぱり仕事量からいって、すいません、

なかなかなすべきことからいうと一部ですが、とにかくひたすらテープ起こしの資料を作

成をやっております。とにかく、できるところまでやらせていただきますという、それに

尽きます。 
【金平座長】  ありがとうございます。ほんとうに実態調査が基本的なところでござい

ますので、期待しております。よろしく。じゃ、並里委員どうぞ。 
【並里委員】  楽泉園のほうからは、昨年出させていただいたんですが、その後最近ま

でに集まったのが、愛生園と恵楓園と光明園です。それで、そこでいただいたのが、昨年

出させていただいたのと大きく新しいノイエスが出てくるかどうかというのが、ちょっと

疑問だと思えてきまして、昨年の報告を補強する形で、他園のこの３つの園のを出させて

いただけるのかなと思っております。それは和泉先生にご報告いたしまして、おいおいさ

らに煮詰めていただきたいと思います。あとは、園外のですけど、愛知と那覇にあるクリ

ニックなんですけれども、その２つもいただいておりますが、ちょっともうこれ以上のは

無理かなという形で、園外クリニックはこの２つで、あと愛知のを補強する形で三重県の

データに期待しています。 
【金平座長】  ありがとうございました。それじゃ、訓覇委員。 
【訓覇委員】  中間報告で出させていただいたのは、基本的には宗教とハンセン病問題

とのかかわりということが、私のテーマですが、真宗大谷派というところの取り組みに限

定したような形になったんですが、基本的にアプローチの仕方としては、大谷派というと

ころで象徴的にとらえた方向で考えていけると思っております。ただ、それに、今年度さ

らに補足せよということで出されていたテーマが、大谷派以外のところでどうかというこ

とはもちろんですが、それと、戦後の宗教とハンセン病問題との関係。戦後の隔離維持に

どのように宗教が役割を果たしたのかというところを明確にせよということです。その事

柄を中心に、現在作業をしておりますが、基本的にすべての教団というわけにはいきませ

んので、象徴的なことで幾つかちょっと予備調査をして、ここを深められると考えた仏教

系では、浄土真宗以外では、日蓮宗、そしてキリスト教系は３派ですね、そして、いわゆ

る新宗教系というところで、天理教と創価学会を課題として上げております。現在、特に

キリスト教系においては、現在も取り組みを続けておられる好善社、昨日好善社の理事長

さんと随分お話をしてきましたが、それからＭＴＬの現在の団体であるＪＬＭの理事の方

とお話をして、資料等をもらってきております。それから、神山復生病院を訪ねて、カト

リックは現在療養所を持っているということで、それぞれの歴史について話を聞いてきて

おります。 
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 そういうことと加えて、園の中で宗教施設や宗教の会が、どのような変遷をとってきた

のかということを、これは団体を特定するというよりも、幾つかの療養所を特定して、並

列して考えたほうが見やすいということを思いまして、栗生楽泉園と多磨全生園、それか

ら長島愛生園、基本的にはとりあえずその３園で、幾つかの宗教の会を、並列して考えて

見つめてみようと。で、そこの現在の会の代表の方への聞き取りを、ほぼさせてもらって

おります。 
 そういうような作業をする中で、ただ１つ課題として見えてきているのは、やはり私の

最初の思いでは、宗教団体どこでも同じような感覚でこの問題にかかわってきたのでない

のかという憶測があったんですが、それは随分と団体によって違いがあるということ。そ

の違いは、教団自体が当時の国家というものとどういうような結びつきを持っていたのか

ということが、このハンセン病政策へのアプローチの仕方に大きな違いを生じさせている

という、そういうことが言えるんじゃないかと。療養所の中で何を語ってきたのかという

ところには、大きな違いはないかもしれないけれども、やはり教団の国家とのつながりと

いうものが、当然のことながらハンセン病政策とのつながりに大きな色の違いを出させて

きている。そういうところから考えると、先ほどの窪田先生の福祉の関係とか、もう少し

いろんな課題と宗教のかかわりというところも見ていかなければ、明確にならない部分が

あるのかなという、そういうようなことを考えております。特に、天理教が戦後非常にハ

ンセン病問題に関心を持って、別所母屋というハンセン病患者、療養所の入所者専用の宿

泊施設を天理教本部内につくっています。そのことで、非常にいわゆる親里帰りがしやす

くなったという声が出る反面、現在もそれが続いているというような問題とか、いろんな

これまで考えていなかったようなことも、私の中ではちょっと見えてきていることがあり

ますので、その辺も報告書の中に入れて、考えていきたいと思っております。以上です。 
【金平座長】  どうぞよろしくお願いいたします。それじゃ、江連委員お願いいたしま

す。 
【江連委員】  江連です。自分は、子どもと教育の問題を中心に、ようやく調査が始ま

りつつあるという段階です。特に教育問題に関しては、黒髪校共学拒否問題や新良田教室

のことなどを軸に進める形になるかと思います。そのほか、例えば戦後の教科書叙述の問

題や、教育学界について検討します。今見ている限りでは、民間の民主的な教育団体をふ

くめても、十分な対応がなされていないと思われます。ハンセン病の子どもたちへの関心

は意外と少なかったんではないかと考えられます。療養所で育った子どもたちの問題や、

あるいは地域とのかかわりなど、幾つか論点があると思いますので、多角的に見ていきた

いと思っています。７月、８月で集中的に検討する予定です。よろしくお願いします。 
【金平座長】  どうぞよろしくお願いします。７月、８月をお使いになるわけですね。

宇佐美委員も、ございますか。 
【宇佐美委員】  何とも視力障害者で、資料収集のほうも分析もできなくて、最近井上

先生のあっせんで、鈴木さんという愛媛大学の先生にも補助委員としてやっていただきま
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したので、ほんとうにただ資料を集めるだけで、目録をつくるだけじゃ困るというような

ご意見もありますが、何とか酒井先生も協力していただいて資料ができればありがたいと

思っていますが、あまり期待にそえません。よろしくお願いします。 
【金平座長】  ありがとうございました。どうぞよろしく。それじゃ、ちょっと戻って、

魯委員、ちょっと一言。それから、藤野委員、最後にお願いします。 
【魯委員】  順天堂大学の魯でございます。自分は、医史学の立場から植民地韓国のハ

ンセン病対策について、ずっと研究してまいりましたが、今年度は、昨年度の報告を補強

する形で進めたいと思います。相変わらず韓国側の元患者の証言とか資料、そして日本で

は広島の滝尾先生がかなりたくさんの資料を収集して研究なさっているので、滝尾先生の

資料も参考にしながら、補強したいと思います。占領下の中国の植民地対策については、

藤野先生と話し合いながら進行を考えてまいります。以上です。ありがとうございます。 
【金平座長】  ありがとうございました。よろしくお願いします。それじゃ、最後にな

りましたけれども、藤野委員。ほんとうは藤野委員は２０分をお願いしていたんですけれ

ども、すみませんが５分でお願いいたします。 
【藤野委員】  近況報告ということで。今日お手元にいっております原稿は、２００３

年度の報告書に、私がある程度責任を持って書いた部分の補足原稿でして、１つは明治初

期のハンセン病にかかわる医学書の内容紹介ということで、そこでは、やはり明治初期の

ころは、遺伝という認識が強いのですが、しかし、経験的にやはり感染するという論調が

結構あるということですね。それをご紹介しました。これは、近世の江戸時代のほうで鈴

木則子さんが、近世におけるハンセン病観をなさいますので、それが遺伝であると。その

遺伝が感染するということに、どう認識が変わっていくのかということで、それを医学書

を中心にやりました。対象にした医学書というのは、国立国会図書館と東京大学の明治新

聞雑誌文庫等にある、保存されているものを中心にやりましたので、当然すべての医学書

を見ておるわけじゃありませんけれども、とりあえずそういうところにある明治初期――

大体明治２０年代ぐらいまでですけれども――の医学書は全部目を通しました。 
それから、第二に、ハンセン病に対する差別感というものの分析の中で、部落差別と非

常に結びつくということで、これは昨年度の２００３年度報告書でも多少触れましたけれ

ども、かなりそれを実証的に深めたのかなと。ただあまり深く書くと、部落問題の報告書

になってしまうので、一応ハンセン病ということがテーマなので、結論部分だけ書くこと

にしました。これについては、資料調査及びその分析において、全療協、それから部落解

放同盟のご協力がありまして、部落解放同盟からもこの内容を検証会議の報告書に使うこ

とについては、了解をとっております。 
 第三に、私立の療養所について。これは、訓覇さんの宗教の問題に絡むので、私は今回

は、設立初期といいますか、１９１０代のデータに限定しまして、それ以降私立の病院が

どういう機能を果たしたかというのは、宗教の責任という形で、訓覇さんのほうがなさる

と思うので、一応隔離が始まった当時、私立の療養所はどうであったかということについ
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て、まとめました。書き足した原稿は、その３点です。 
 それ以外に、これからはということは、担当者が書けないとか担当者のご都合で執筆を

おりた項目などがありまして、それを私がある程度引き受けたということで、今そういう

ことについてはこれから作戦を練ってやります。 
 １つは、らい刑務所について。まったくこれはこれからやるんですけれども、らい刑務

所の設立について重監房の代監も踏まえまして、書くつもりですけれども、現在のまだ不

十分な調査の段階では何とも言えないのですけれども、一般的には１９１６年に「癩予防

ニ関スル件」という法律が改正されて、監禁、懲戒検束規定が設けられたということです

が、私の調査に基づけば、それ以前から全生園とか全生病院とかそういったところでは、

非公式に監禁をやっているようなんですね。そういった意味では、患者に対する監禁とい

う問題は、どうも隔離が始まった当時からあったんじゃないかと、そういうことから少し

解き起こして、重監房の問題とそして戦後のらい刑務所と何とか一貫して書ければと思っ

ているんですけれども、これについてはまだこれから、特にらい刑務所についてはこれか

ら調査しなきゃいけないので、やってみなければわからないという状況です。 
 それから、無癩県運動等については、今各都道府県の自治体に対する資料調査の依頼を

出しております。これについては、各都道府県によって相当温度差があって、非常に熱心

に資料について調査して回答してくれた県もありますし、ほとんど音信不通の県もあるわ

けで、全部の県から回答があるとは思えませんけれども、現在回答があった都府県につい

ては、８月、９月を使って調査をしていきたい。その中で、現在非常に脈があるのは、三

重県、奈良県、鳥取県、埼玉県、兵庫県。この５県からは非常に丁寧な回答がありまして、

しかも内容が、非常に検証会議に使えるんじゃないかという、そういうデータも随分ある

ので、この５県については現在のところ８月、９月を使って調査するつもりです。さらに、

まだ回答が来ない県については、今後も回答を待ちながらさらに調査していくつもりでし

て、一応大阪、沖縄、岡山あたりは多分出てくるだろうと考えております。また、大阪は

独自に大阪府と大阪市が真相究明委員会をつくっておられるわけですけど、昨日大阪府と

大阪市の真相究明の委員の方にお会いしまして、検証会議に対する資料提供その他協力に

ついて、お願いしました。これについては、また改めて検証会議から公的に文章を出して

いただきたいと思いますけれども、大阪はかなり脈があるはずです。 
 そういう中でまた新しい資料が出てくれば、無癩県運動だけではなく、検証会議全体に

還元できるものがあるだろうと考えております。またこういったものを通して、少し資料

調査、資料とかデータベース等という項目についても、何がしかの提供をしていけるだろ

うと。とにかく、８月、９月にどれだけ資料調査ができるかによって、かなり左右される

と思いますけれども。また、厚生労働省におかれても、厚生労働省に今保存されている資

料について、まだ一部しか調査できていないので、これもこの８月、９月の間に調査させ

ていただきたいと。またこれも検証会議のほうから厚生労働省のほうにお願いいたします

ので、そのことについても、ご協力よろしくお願いいたします。以上でございます。 
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【金平座長】  質問ですか。じゃ、１つ。ごめんなさい。じゃ、ちょっと。 
【福岡委員】  藤野先生のご報告にちょっと一言だけ、質問いいですか。すいません、

千葉県は回答がございましたか。 
【藤野委員】  今挙げたのは、魅力のある回答ということであって、千葉県ありますけ

れども、あまり……。 
【福岡委員】  そっけない回答ですか。 
【藤野委員】  いや、そっけないというか、要するにあまり資料的には期待できないと

いうことなのですけれども。 
【福岡委員】  そう言いますのは、僕は千葉県人権問題懇話会の座長をしてまして、千

葉県の人権問題の取り組みの提言をつくるときに書き込んだし、それから県側がつくった

推進指針に、検証作業に協力するという一条が入っているはずなんですね。だから、ちゃ

んとしてもらわないと困るんで。こういう資料では検証作業に十分に協力したことにはな

らないというふうに、例えば知事あてに、福岡がこの会議で言っていたというのを……。

それと、ちょっと働かせてください。役に立つのが出てくるかどうかわかりませんけど、

千葉県はね。そんなに多かったわけでもなさそうですし。そういうふうないきさつがあり

ますんで、すいません、ちょっとプッシュしていただけますか。 
【藤野委員】  ぜひ、こちらからもよろしくお願いします。 
【金平座長】  県のほうの立場でも、また非常に助っ人というか、大きな力になってい

ただけそうでございますね。それじゃ、和泉委員が、ごめんなさい、検討会の委員でござ

いました。一言どうぞ。 
【和泉委員】  和泉ですが。２年ほどインドネシアに行ってまして、６月１０日に帰っ

てきたんですけれども、１０月の上旬ぐらいまでは引き続き日本にいますので、その間に

この仕事を一応済ませておいて、それから再赴任したいと思っています。私が検討委員と

して分担したのは医学医療のことと、それから国際比較です。医学医療に関しては、中間

報告で去年の段階ではハンセン病医学の基本的な認識について、去年の中間報告では十分

ではありませんでしたので、この点を今度はきちっとして、正しいハンセン病医学につい

ての認識を最終報告の中では入れるように、やりたいと思っています。 
それから、去年の中間報告の中で、第二世代、第三世代論というのを展開したんですけ

れども、第二世代の責任、第二世代というのは要するに化学療法、スルホンによる化学療

法以降の世代ですが、この世代でなぜ日本の政策が完全に転換できなかったのかというこ

とについて、去年はあまり十分できていませんでした。その点を今年は非常にはっきりさ

せておきたいと思います。 
 それから、第三世代というのは、現在の療養所の人たちですが、この世代については、

正直に言って去年の私の認識自身が非常に甘くて、それなりによくやっているんだろうと

いうふうに思っていましたが、最近全生園における医療過誤問題その他がありまして、療

養所の中での医療というのは第三世代になっても非常に悪いものがある、それが多くの患

31 



者の命を奪っているという現実があるということがわかってきましたので、現状の中で第

三世代が果たしている役割について、やっぱり検証会議としても、しっかりした認識を示

しておく必要があると考えています。この点についても、今年の報告書では補強しておき

たいと思っています。 
 それから、もう１つの国際比較ですが、先ほど佐藤委員のほうから非常に詳しいアメリ

カのデータが出されました。これについても、藤野委員のほうから出てきた日本の特殊性

の配慮、この辺を含めて、アメリカの問題はしっかり報告書の中に書き込みたいと思って

います。 
 それから、大東亜共栄圏のらいという問題、植民地の問題も含めてですが、去年あまり

十分にできていませんでしたので、私自身はインドネシア担当ということで、今年に入っ

てからインドネシアのいろんな昔の療養所、それからかつての患者さんその他に会って、

資料収集してきました。それも含めて書き込みたいと思います。それから、青木先生が今

年の４月にミャンマーから帰ってこられまして、ミャンマーの資料を集めてきてくださっ

たというメールをいただいてます。青木先生の協力も得て、その辺をやりたいと思います

し、それから去年十分資料が検討できなかった、集めただけで十分分析できなかった南方

らいに関して、日本の絶対隔離論者がどのようなことを考えて、それが現地でどう行われ

たかというのを、ミャンマー、インドネシアの例がありますので、それも含めて総合的な

検討をしたいと思います。 
 それからもう１つ、ＷＨＯを中心とした世界的なハンセン病の対策の変化の中で、日本

がどうかかわったか、あるいはかかわらなかったかということの検討が、去年は残ってし

まったんですけれども、その点についても、資料を手元に集めて、十分検討したいと思っ

ています。私自身のタイムリミットが１０月上旬ぐらいですので、９月の終わりごろには

今までのものを含めてできるだけ書いておきたいと思っています。 
【金平座長】  どうぞよろしくお願いいたします。ほんとうは検討会委員長のご報告も

あるんですけれども、次回にお願いいたしまして、割愛させていただきます。あしからず。 
それでは、この議事の第１番のほう、今年度末の２００４年度の報告書に向けての現時点

における報告、それから方向性、こういうようなものをご報告いただきました。今日ここ

で、もっと討議すれば深まるというものもあったかと思いますけれども、どうぞ、時間の

関係で、ご理解いただき、今日お聞きになったもので、もしこういう点をぜひ入れてほし

いとか、私の意見はこうだというふうなことがございましたら、それぞれの検討会の担当

委員の方にその情報をご提供いただくということで、お互いのここでし残したことを、ぜ

ひそういうふうな形で、お願いしたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願

いいたします。 
 それでは、２番目の再発防止の提言というのに移ります。実は、もう１つ、「その他」と

いうのに大変大きな問題が起こってしまいましたので、この再発防止の提言をいたしまし

て、３の「その他」に移りますので、ご協力をお願いいたします。今日ここ５時までとい
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うことでございますので。それでは、再発防止の提言ということです。 
 これにつきましては、検討会並びに検証会議の皆様方たちは、再発防止の提言を我々が

この７月ぐらいにひとつまとめるという方向性は、何回もお話をしてきましたので、ご了

解得ていることだと思います。ちょっと私が内容に入る前に簡単に申しますと、この検証

会議の設置の目的を考えますと、あくまでやはり国の誤った隔離政策、ハンセン病に対す

る、こういうふうなものに対して、メスを入れること。そして、なぜそのような政策がと

られたのか。そしてその結果、どんな被害が患者さん、また家族その他に及んだのか。そ

してまたその歴史的な流れ、経過。こういうふうなものを検証することにあると思います。

そして、確かに誤った政策が、極めて大きな患者さんたちに対する差別、偏見を生んだと

いうことについては、もう改めて言うまでもございません。しかし、じゃあ法制度が変わ

ったから、すぐ差別、偏見がなくなるかというと、そうでもない。詳しく申しませんけれ

ども、たまたま昨年の末に起きました黒川のホテル事件。まさに予防法が廃止され、それ

から熊本判決が出た後で起こった問題でございました。私たち、先週ですか、もう先々週

になりますか、熊本の菊池恵楓園に参りまして、いかにその事件がどういうものであった

か、また、その結果、新たに恵楓園の自治会に対して、差別、偏見の新たな言葉が投げか

けられたという実態も検証してまいりました。 
 こういうふうなことを考えてまいりますと、やはり私たちは、なぜ起こったかというこ

とだけでなくて、いかにしてやはり差別、偏見をなくすかと、ここのところに私たちの報

告が最終的に行かなくては、意味がない、こういうふうに考えております。これが、来年

の３月に出します私たちの２００４年度報告書には、ぜひこの再発防止提言というのを盛

り込む、こういうふうなつもりでおりますけれども、これも黒川事件をはじめとして、私

たちはやはり政策というふうなものが、絶えずその時点において、何が起こっているかと

いうことは、資料を提供し、提言をし続けていかないと、これはいけない、こういうふう

なことも、この検証作業の中で大変大きく感じたところでございます。したがいまして、

来年の３月の報告書を待たず、私どもは７月に私たちが現時点における提言というふうな

ものをまとめて、厚生労働省のほうに出したい、こういうふうなことで、作業を進めてま

いりました。このことについて、今日はお手元にもう資料をお配りいたしておりますので、

まとめていただきました内田副座長のほうから、この基本的な考え方と、それから中間報

告に対する留意点と申しますか、これをご説明いただきたいと思います。 
【内田副座長】  それでは、ご説明申し上げたいと思います。今座長からお話しがござ

いましたように、この再発防止策骨子（案）につきましては、検証会議に設けられました

再発防止策を検討する班がございまして、そこで検討しておるところでございますけれど

も、本日は、資料３－①、３－②という形で、骨子案を作成するにあたっての基本的な考

え方及びこれに関連いたします被害実態調査の中間報告を作成するにあたっての留意点と

いうことをご説明いただきまして、ご承認いただければありがたいというふうに思ってお

ります。 
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 まず、資料３－①の再発防止策骨子（案）作成の基本的な考え方ということでございま

すけれども、３つの柱を立ててはどうかということでございます。 
 １つは、政策決定過程における科学性・透明性等を確保するシステムの構築ということ

でございます。この理由でございますけれども、２つございまして、１つは、権威者とさ

れた人々の、真の専門家を排した独善的で非科学的な知見が、国の誤ったハンセン病政策

に大きな影響を与えたと、こういったことなどにかんがみまして、その再発を防止するた

めに、公衆衛生等の政策決定等が、今後このような独善的で非科学的な知見ではなく、最

新かつ公正な科学的知見に基づいて行われるようにすることということが、１つでござい

ます。 
 もう１つは、熊本地裁判決に見られますけれども、新法の隔離規定は、少数者であるハ

ンセン病患者の犠牲のもとに、多数者である一般国民の利益を擁護しようとするものであ

り、その適否を多数決原理にゆだねることは、もともと少数者の人権保障を脅かしかねな

い危険性を内在している。こういう指摘などにかんがみまして、公衆衛生等の政策決定等

にあたっては、同政策の実施等により重大な人権侵害をこうむる危険性のある患者等が、

問題点を洗いだし、法案の草案作成作業段階から委員として参加する権利等を十分に尊重

すると、こういうことを柱にしたシステムを構築することによって、再発防止策を考えて

いってはどうかというのが、１つの柱でございます。 
 ２つ目の柱は、患者被験者の諸権利を法制化するということを柱にしてはどうかという

ことでございます。その理由等でございますけれども、２つございまして、１つは、国の

誤ったハンセン病政策がもたらした言語に絶するような人権侵害の重大性、広範性等にか

んがみ、公衆衛生等の政策等におけるその再発を防止するためには、患者・被験者の諸権

利を法制化することが必要ではないかというのが、１つでございます。 
 あわせまして、この法制化にあたっては、感染症予防医療に関する諸原則も規定すると

か、患者及び家族等に対する差別、偏見等を防止するための国等の責務とその施策等につ

いてもあわせて規定すると、こういうような形で、権利をきちんと法制化することによっ

て、再発防止を考えてはどうかというのが、２つ目の柱でございます。 
 ３つ目の柱は、患者等の権利擁護システムの整備ということでございまして、ハンセン

病患者等に対する上記の重大かつ広範な人権侵害を、我が国の人権擁護システムが看過な

いし放置する結果に終わったことなどにかんがみ、その再発を防止するために、公衆衛生

等の政策等における患者、被験者等の諸権利を、治療及び療養生活の実態に即して、個別、

具体的に擁護するとともに、患者等が利用しやすい簡易、迅速な人権救済システムを整備

すると、こういう観点で、第三の柱の内容をまとめさせていただいてはどうかということ

でございます。 
 そして、その次でございますけれども、このような骨子案を実現していただくというた

めに、ロードマップ化を考えてはどうかということでございます。平成１７年度の来年度

の厚生労働省の概算要求中に、「調査費等」を、仮称でございますが、入れていただくとい
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うことによって、ロードマップ化を具体的に考えていただきたいと。それから、この予算

「調査費等」に基づいて、ロードマップ委員会、仮称でございますが、設置して、ロード

マップのために具体的に採用していただきたいというのが、基本的な考え方でございます。 
この基本的な考え方を本日ご了承いただきましたら、これに基づきまして、早急に再発防

止班といたしまして、この内容をまとめさせていただくということにさせていただきたい

と思っております。そして、座長の決裁をいただきまして、提言するというふうな形にさ

せていただきたいと思っております。 
 次に、資料の３－②でございますけれども、検証会議の再発防止の提言というのは、検

証に基づいて、それに裏づけられた再発防止の提言をするということでございまして、特

に検証中におきましては、被害実態調査というのは非常に大きな意味を持つということで

ございますので、この骨子案という観点から見たときに、調査班のほうで非常にご努力し

て調査していただいております被害実態調査結果というものが、非常に大きな意味を持ち

ますけれども、調査班におかれましては、非常に最終報告に向けて今、詳細な検討をして

いただいているということでございますので、差し当たりは再発防止班の責におきまして、

この再発防止策骨子案との関係で、中間報告というものを作成させていただきたい。それ

を一種の添付資料という形で、国に対して提言をさせていただきたいということでござい

ますので、この中間報告というのが問題になりますが、それを作成するにあたって、基本

的にこういうふうに考えさせていただきたいというのが、資料の３－②でございます。 
 まず、総論的な留意点でございますけれども、最終の被害実態調査結果報告を作成する

にあたっての基本的な方針等については、改めて調査班のほうでもご検討いただきまして、

検討会、検証会議でもきちんと検討した上で作成させていただきたいということでござい

ます。それから、「過去の個別」「具体的な」「法的責任を追求し得る」被害に限定せず、よ

り広い被害を明らかにするということの上に、再発防止策骨子案を考えさせていただきた

いということです。 
 ３番目といたしまして、被害実態調査をするにあたって、検証会議として確認しました

いろんな事項がございますので、そういった点についても、やはり今回の中間報告を作成

するにあたって、留意させていただきたい。それから、検証会議などの席におきましても、

在園保障とか、あるいは社会復帰上のいろんな問題についても、配慮してほしいというふ

うな、そういう問題点についても、十分に踏まえてほしいというふうなご指摘がございま

したので、この点についても留意するということが、３番目でございます。 
 次に、各論的な留意点でございますけれども、以下のような被害の特徴を踏まえた骨太

の中間報告、速報とするということでございます。最終の結果報告書では、非常に多様な、

いろんな問題について、きめの細かい報告書が出ると思いますけれども、今回はとりあえ

ず基本軸についての中間報告ないし速報にさせていただきたいということでございます。

それから、その「骨太」の中身でございますが、①から⑤というところでございまして、

戦後は日本国憲法等の制定に伴い、ハンセン病療養所の存在意義として、医療、福祉の保
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障などが前面に打ち出された結果、戦前以上の全患者隔離が実現されることになったとい

うこと。それから、療養所における医療・福祉の実態は、非・反医療・福祉とも言うべき

もので、このことが入所者に、隔離や差別、偏見等に伴う社会被害に加えて、非・反医療・

福祉による在園被害という、複合的な被害を生み出したということ。③でございますが、

社会被害のみならず、在園被害も今なお続いていることに留意していくこと。④でござい

ますが、「医療・福祉の保障等」という建前と、実態との乖離等が、療養所はどういうとこ

ろかということについて、被害実態調査したところ、入所者の方々の異なる評価、「治療の

場」あるいは「隔離の場」という評価を導き出しているのではないかということ。５番目

ですけれども、入所が強制だったかどうかにつきましても、自己の社会生活と在園生活と

を比較して、「在園生活のほうがまだましだ」というふうにお考えになった方は、「療養所

はありがたい場所だった」などと回答している傾向が見られますけれども、このことは、

在園被害がなかったことを少しも意味するものではなく、在園被害さえも上回る厳しい社

会被害を経験されたと、そういったことにも留意することが必要ではないかということが、

⑤でございます。 
 こういったような被害の特徴を踏まえまして、２番目としまして、在園被害に焦点を当

てつつ、本中間報告においては、差し当たり以下の３つの柱を立てることということでご

ざいまして、①療養所における「医療」等の実態、②療養所における「生活」等の実態、

それから、③おくれた被害回復と今も続く被害と、こういう形で中間報告を、差し当たり

作成させていただきたいということでございます。 
 それから、３番目としまして、在園保障等の問題については、③のおくれた人間回復と

今も続く被害の中で、少し言及させていただければと。 
 以上のような方針で、中間報告をまとめさせていただきまして、先ほどの骨子案に添付

するというような形で、国等に提言させていただいてはどうかというふうに考えておりま

す。で、この中間報告等につきましても、再発防止班のほうで、本日この留意点の基本的

な考え方をご承認いただきましたら、早急にまとめさせていただきまして、座長の決裁を

仰いだ上で、しかるべき国のほうにというふうに考えております。以上でございます。あ

とは座長のほうから……。 
【金平座長】  検証会議の場でおっしゃいましたのは今回が初めてでございますけれど

も、ずっとこの問題について、私ども検証とこの再発防止というふうなことは、私たちが

常に頭に置きながら、やってまいりました。どうしてもこの段階において、私どもの最終

報告に出てからでは、やはり来年度以降どうなるかという問題もございますので、この案

をもしご承認いただければ、７月に厚労省のほうにこれを提出したいというふうに考えま

すが、何かご意見がございましたら。はい、藤野委員、どうぞ。 
【藤野委員】  再発防止の提案ですけれども、もう１つ社会啓発とか教育に対する提言

というのはないんでしょうか。再発防止に向けての、そういう教育面、啓発面についてと

いうことは……。 
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【内田副座長】  今おっしゃったように、先ほども座長がご説明されましたように、最

終的な再発防止策の中には、国に対する部分、それから地方自治体に対する部分、それか

らいろんな各界に対する部分というのは、非常に網羅的に最終報告書の中には、今後ご議

論いただいてまとめていただいて、載せさせていただくということになろうかと思います

が、先ほど座長がご説明いたしましたように、今回はとりあえず最終報告書に載るであろ

う再発防止策の中の、国に対する部分のうちの、緊急的なものだけに限定して、骨子案と

いう形でまとめさせていただきましたので、もちろん社会提言とかいろんな形の問題が必

要だということも出ておりますけれども、それにつきましては、さらに検討いただきまし

て、最終報告書の中で盛り込むという形で対応させていただいてはと思っておりますが。 
【金平座長】  ほかにございませんでしょうか。もし……。はい。 
【井上委員長】  この表現の中で、「速報」って入っているんですけどね、これは、変え

ますか。 
【内田副座長】  「中間報告」というふうにさせていただきます。 
【金平座長】  今の留意点の中の２の「各論的な留意点」、「骨太の速報」じゃなくて「中

間報告」、こういうふうにご訂正いただきたいと思います。それでは、まだこれは留意点で

あり、それから基本的な考え方でございますけれども、これに基づいて早急に案文をつく

り、そして厚労省のほうに提案したいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうご

ざいました。それでは、あと早速案文をつくりまして、提出する前に委員の皆様方には当

然お配りしたいと思いますが、今のところ６月の末といいましても末になってしまいまし

たので、今日ご了解を得ましたから、７月の初めに、できれば厚生労働大臣のほうに、私

どもにこの検証をお任せくださいました大臣のほうに、これを提言としてご提出申し上げ

たいというふうに考えております。どうもありがとうございました。 
 それでは、最後でございますが、その他の議題でございます。これにつきましては、私

ども検証の中に、胎児班というのがございます。胎児の検証をやってまいりましたが、こ

れにつきまして、ちょっとこの経過とそれから現時点におけるちょっと問題点、これを胎

児班の責任者である牧野先生からお願いします。 
【牧野委員】  各療養所にある胎児標本に関しましては、人権蹂躙の最たるものという

ことで、私たち検証委員も重くとらえ、検証と並行して胎児標本の検証をやっているわけ

でありますが、そして、前回のこの会でもご報告いたしましたように、６月下旬、すなわ

ちこの会で、ある程度の私たちのまとめを報告できると、そして７月上旬には厚労省へそ

れを提出したいと、こういうふうにご報告いたしたのでありますが、きわめて深刻なこと

が起こってしまいました。それは、６月の中旬に、多磨全生園の園長から報告がありまし

て、新たに胎児が３６体、多磨全生園で発見されたと、こういうことが起こってしまった

んですね。それはどうしてかといいますと、昨年の検証会議では、胎児標本はないと、こ

ういうような報告をいただいていたんですが、多磨全生園にはたくさん標本があるわけで

す、病理標本が。これはみなホルマリンに入っているわけでありますが、ホルマリンは１
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年に一遍くらいは量が減ったり、それから汚れたりするので、入れかえをする必要がある

わけでありますが、臨床検査技師が今度徹底的に、ホルマリン液の入れかえをやったとこ

ろ、６月１１日に、胎児が病理標本の中に混ざっていると、こういうことがわかったそう

です。これはいけないということで、さらに徹底的にやったところ、１週間の間で３６体

見つかっております。それから、胎盤が８つ。こういうような事態になったわけですね。

新たに出た胎児も当然報告に加えなければいけないので、なるべく早い時期にこの多磨全

生園の胎児の検証をして、そして７月上旬、厚労省へ報告する予定でしたが、それを１カ

月延ばしまして、８月上旬には新たな多磨全生園の胎児を加えた報告書をつくりたいと、

こういうふうに思います。ですから予定を、まことに申しわけありませんが、１カ月延ば

したいと、こういうふうに思っております。 
 もう少し事実経過を申しますと、その後、２１日には厚生労働省のほうへ多磨全生園か

ら報告があり、２２日には多磨全生園の自治会へ報告。それから、全療協のほうへ上がり

まして、２５日付で全療協より検証委員会議あて、厳しい再検証の要請がきております。

こういう事態でありますので、１カ月予定がおくれますことをご報告申し上げて、胎児標

本問題の現況といいますか、終わりたいと思います。 
【金平座長】  ありがとうございました。以上のような経過と内容でございますが、あ

くまで胎児班としての今後の検証の中で、さらにこれが明らかにいろいろとされていくと

思います。またご報告はいたしますが、何かご意見なりございましたら、お１人でも、ど

うぞ。いいですか。じゃ、神委員。 
【神委員】  午後の検証会議の予備会議の中で、かなり討論いたしましたので、あえて

ここで繰り返して言う必要もないんですが、公開の場で傍聴者も少人数ながらいらしてい

ただいておりますので、この時点における全療協のこの問題に対する考え方について、端

的に触れなくてはならないんではないかと、そのように思っています。 
 多磨全生園の臓器等の検証をさせてもらったときに、私どもの仲間から確かにあの倉庫

の中には缶の中に胎児があるのを見たという事実を確認した人がおりまして、私どもが検

証したときに、この管理をしている職員に対して、「胎児がないはずはない」というふうに

指摘をした、そのことが、多磨全生園の検査官の頭にあったということも、１つのポイン

トになって、園長の指示等もあって改めて全体を調べ直した。同時に、たくさんあるおび

ただしい数のホルマリン漬けのそれを１つ１つ調査をして、ホルマリンの交換をした。そ

の作業がつい先日終わったばっかりで、当時「ない」というふうに検証会議に報告をされ

ていた胎児が、３６体も出てきた。非常に衝撃的な事実が、そこで明らかになりました。

当初私どもが検証会議の一員として検証したときには「ない」と言われていたものが、後

から出てきた。調査が非常にずさんであったということの、何よりの証左だというふうに

思うんです。 
 この問題を直ちに検証会議としては改めて検証する必要があるということはもとよりで

すが、全国の療養所においてもかつてはそれぞれの療養所の中に胎児が保管されていた歴
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史的な事実があるわけで、今後またどこかの療養所からこういう事態が発生することもな

きにしもあらずという考えを、私どもは持っています。したがって、可及的速やかに厚生

労働省に報告をする前に、全国の施設に、もう一度調べてみろという調査を、検証会議が

直接やるか、あるいは厚生労働省を通してやってもらうかということを、速やかに対応を

考える必要があるんではないか。そして、それなりに検証会議としては、重い歴史的な事

実として、これを正しく受けとめて、今後の再発防止はもとより、どういう経過があって、

いつごろからいつまでの間に胎児がこういうふうに出てきたのかということ等も含めて、

きっちり検証して国民の前に明らかにする必要がある。そういう責務と使命を、この検証

会議は持っているというふうに私は考えておるわけで、そういう観点に立って、今日午後

の会議の中で、いろいろと議論をしたところです。時間がありませんから繰り返しません

が、そういう前提に立って、これから検証会議としてはこの問題に取り組もうということ

が、確認されたところです。終わります。 
【金平座長】  ありがとうございました。もう、検証会議といたしましては、牧野胎児

班の班長のほうから、そういう決意表明を含めまして、お話がありましたので、私から再

度申しません。ただ、私ども胎児の検証を、この検証会議でほんとうに１園１園やってま

いりましたけれども、ここにこうやってまた新たな数が出てくるということで、じゃあ管

理はどうなっていたのかというふうなことも、新たにまた疑問が出てまいります。こうい

うことを含めまして、胎児班、ひとつ全療協ともよく連絡をとっていただき、また園側と

も連絡をとりながら、また新たな調査も必要ならばそういうこともぜひやらねばならない

かなというふうに思っておりますけど、私としては、牧野委員長のほうにお任せいたしま

す。よろしくお願いいたします。一応今のところは、あまり先に延ばさないで、報告を１

カ月ほど延ばすと。１カ月の猶予ということですね。そういうことでやらせていただきた

いと思います。 
 大変長丁場になってしまいました。今日は各委員の皆様方が、これまでのご検証の結果

を詳しくお話しいただきました。まだ話したいというところもございましょうけれども、

とりあえず今日ところはこれでおしまいにしたいと思います。次回は７月でございますが、

ちょっと事務局……、私が言いますか、７月の１４日、１５日の２日間でございます。松

丘保養園ということでございます。どうぞよろしくお願いいたします。それじゃ、本日こ

れでおしまいにします。ありがとうございました。 
── 了 ── 

 
 


