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凡例

１，本報告書には、付録として、
『国立療養所入所者調査
査

単純集計表』、
『療養所退所者調

単純集計表』、『被害実態調査調査票』を添付しています。各付録の性格については本

報告書「はじめに」のなかで説明しています。これらの付録を参照のうえ、本文をお読み
ください。
２，本文「一、国立療養所入所者を対象とした調査（第１部）」中、文中の「単純集計○○」
は、上記の付録『国立療養所入所者調査

単純集計表』中の表番号を示しています。また

本文中に挿入した図表は、分析の必要からとくにこの単純集計表等にもとづく複数項目の
数値をクロス集計あるいは比較した等の結果です。処理にともない、単純集計表の有効値
と数値が異なる場合がありますが、詳しくは本文中の図表に付記された註を参照してくだ
さい。本文中のパーセント表記についても、統計的無効値（「無回答」）を除いて算出した
ものです。これらの数値については単純集計表を参照してください。
３，本文中には、
『被害実態調査調査票』中の「聞き取り項目」欄から引用した文章（調査
協力者の「語り」を調査員が記録したもの）が各所に引用されています。これらの引用文
については、あくまで調査員が調査協力者本人の言葉をそのまま記録、あるいは内容を要
約して記録したものであることをご理解のうえ、お読みください。引用文末には適宜、
（生
年）
（最初の入所年）
（性別）
（最初の退所年）等を付記しています。文意によって明らかな
場合はこの限りではありません。なお調査票に年が特定されていない場合等、 無記入 と
記載する場合があります。
４，本文「二、国立療養所入所者を対象とした調査（第２部）」および「五、家族を対象と
した調査」は、聞き取り調査で録音したテープのトランスクリプトをもとに構成されてい
ます。本報告書への掲載に際しては調査協力者の同意を得ていますが、トランスクリプト
は調査協力者のライフヒストリーを顕著に示し、個人の同定につながりやすいため、引用
等についてはこの点について十分ご配慮ください。
５，資料利用上制限のあるケースでは、得られた数値のみを利用し集計しています。これ
らのケースの「聞き取り項目」欄データおよびトランスクリプトは、本報告書には掲載さ
れていません。
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はじめに
本報告書は、ハンセン病問題に関する検証会議および検討会（以下、
「検証会議」、
「検討
会」という）が設置した被害実態調査班によって、2003 年 7 月より行われた「ハンセン病
問題に関する事実検証事業被害実態調査」（以下、「被害実態調査」という）の実施の概要
と、この調査によって示された被害状況の概要をとりまとめたものである。約 1 年間にわ
たって実施された調査によって、総計にして 841 名からの有効回答を得た。内訳の詳細は
以下の各項において改めて述べるが、全国 13 カ所の国立ハンセン病療養所入所者に対する
調査として 758 件、2 カ所の私立ハンセン病療養所入所者に対する調査として 9 件、ハン
セン病療養所退所者に対する調査として 69 件、そしてハンセン病罹患者家族に対する調査
として 5 件を、それぞれ回収した。
１．ハンセン病問題に関する被害実態調査の概要
（１）被害実態調査事業の策定と調査班の設置
検証会議および検討会は、2002 年 11 月から 12 月にかけて行われた一連の会議において
「わが国のハンセン病政策、施策の全体像」ならびに「被害実態の全体像」の解明が必要
であるとする、本事実検証調査事業における基本姿勢を確定した。このうち「被害実態の
全体像」の解明については、
「現に生きて療養所で、あるいは社会内で生活しておられる被
害者の方々（入所者、退所者、非入所者、遺族、家族を含む）の調査を行い、隔離収容に
よる被害、隔離生活による多種多様な（医療、労働、優生、名誉及び生活全般）被害、社
会的差別、偏見による被害、社会内での医療を受けられない被害、資格制限、就労制限そ
の他社会生活全般にわたる人生被害を聞き取り、記録し、保全されなければならない」と
されている（「ハンセン病問題に関する検証事業における検討課題」2002 年 12 月 9 日）。
被害実態調査班（以下、
「調査班」という）は、この基本姿勢に鑑み、聞き取りを中心とす
る調査事業を実施するものとして検討会内に設置された。本調査班による被害実態調査の
目的は、
「ハンセン病隔離政策がもたらした被害の全体像とその特徴を明らかにし、ハンセ
ン病隔離政策の歴史的な誤りを確固たる事実として記録にとどめ、これに基づき被害の回
復と、再発の防止を図ること」とされ、調査対象も「全国のハンセン病療養所入所者、退
所者及び非入所者、ならびにその家族」であることが明示された（「検討会・被害実態調査
要領」2003 年 2 月 26 日）。
（２）調査対象者の設定
これら被害実態調査の主旨と必要性に鑑み、調査班は、全国 13 カ所の国立ハンセン病療
養所入所者を対象とした調査（以下、
「国立入所者調査」という）及び 2 カ所の私立ハンセ
ン病療養所入所者を対象とした調査（以下、「私立入所者調査」という）、ならびにこれら
療養所への入所経験を有し現に社会内で生活する退所者を対象とした調査（以下、
「退所者
調査」という）、ハンセン病罹患者の家族を対象とした被害実態調査（以下、「家族調査」
という）の実施を決定した。これら 4 つの調査活動のうち、とりわけ調査対象者の規模が
もっとも大きく、調査項目（以下を参照）に対するもっとも包括的な聞き取りが可能であ
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ると想定された国立入所者調査を中心に実施計画が策定された。また、その他の調査活動
については、調査項目に鑑みて国立・私立入所者調査の補完をなすと想定された退所者調
査の準備を先行して準備すると共に、私立入所者調査および家族調査についても順次、国
立入所者調査の実施状況に配慮しながら実施することとした。なお、ハンセン病療養所非
入所者を対象とする調査については、その他の調査に比べて、対象者確定について特段の
困難が予想されたことから、上記 4 調査の実施成果をふまえて改めて実施計画を策定する
こととした。
（３）調査項目の設定と調査票の作成
調査項目についても、以下の 9 項目を基本項目として、各項目における被害実態および
被害規模の把握を図るものとし、具体的には各項目をふまえた質問項目を記載した「ハン
セン病問題に関する事実検証事業

被害実態調査

調査票」（以下、
「調査票」という）を

作成し、この調査票に基づき、調査員による調査対象者への訪問面接調査を実施すること
とした。まずは、2002 年度に国立入所者調査を準備する過程において、基本項目(1)〜(8)
を含む国立療養所入所者用調査票が作成された。
【基本項目】※前出「検討会・被害実態調査要領」 【調査票（国立療養所入所者用）】※付録参照
（１）入所の経験

１

年齢・性別などについて

（２）家族との関係

２

発病時のイメージについて

（３）療養所内外における治療

３

発病によるご自身の被害について

（４）療養所内における生活

４

強制入所について

（５）患者作業

５

入所体験−解剖承諾書、園名使用について

（６）懲戒検束権・特別法廷

６

ご家族の受けた被害について

（７）断種・堕胎・嬰児殺

７

療養所内における治療について

（８）退所の経験

８

教育問題について

（９）非入所の経験

９

患者作業について

10

優生政策について

11

外出制限について

12

懲戒検束について

13

「望郷の想い」「逃走願望について」

14

自殺の見聞について

15

ご家族との断絶について

16

労務外出について

17

退所経験について

18

退所して受けた被害について

19

再入所について

20

今後のことなどについて

なお、本調査事業の全般にわたる特徴として、得られたデータを数量的に解析すると同
時に、社会生活全般にわたる入所者の人生経験総体について丁寧な聞き取りをする必要が
2
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あるため、量的調査と聞き取りによる質的調査を兼ねた形式の調査項目と調査方法を独自
に設計した。具体的には、数値データへの置き換え可能な「選択質問項目」とともに、多
くの項目について調査対象者の経験や気持ちをそのまま語ってもらい、それを記録するた
めの「聞き取り項目」欄および調査票見開きごと右頁に「自由記述」欄（書き込みのため
の余白）を用意した。このため、調査票 1 部は 50 以上の選択質問項目と 30 以上の聞き取
り質問項目からなる 34 頁にわたるものとなった。
（４）国立入所者調査の実施
調査にあたっての準備

国立入所者調査に関しては、調査対象者をサンプリング方式では

なく、入所者全員に調査協力を呼びかけ、協力者を募集する方法を採用することとした。
これは、調査の方法論的妥当性の確保だけでなく、調査への参加を希望する全ての入所者
の話に耳を傾け、貴重な体験を記録することが本検証事業の姿勢として重要であると判断
されたからである。そのため、同調査が大規模なものになることがほぼ確定し、社会福祉
専門職団体協議会（以下、
「社専協」という）の協力を得て、ソーシャルワーカーのなかか
ら調査員を募るとともに、全国規模の調査体制を組織した。また、多数の調査員が従事す
ることに鑑み、調査票の適切な使用法、各質問項目の主旨、一連の調査の手続きや注意点
（特に秘密保持など）に関する「調査マニュアル」を作成した。これらを作成する会議に
おいては、社専協、全国ハンセン病療養所入所者協議会（以下、「全療協」という）、弁護
士などをオブザーバーとして意見を求め参考にした。また、調査を実施するにあたって、
調査経験をもつ専門家をアドバイザーとして、調査への参加を依頼した。
なお、調査票各項目の質問文は調査票の形式に準じて単純化されたものであり、実際の
聞き取りでは、調査員が適宜適切な言葉を選んで語りかける、質問の順番も柔軟に並べ替
えるなど、調査協力者の心情に配慮するなどに留意した。また、調査にともなう調査協力
者への二次被害を極力回避するために、気の進まない質問への回答を無理強いしないこと
や、聞き取り中の調査協力者の体調への配慮も重視した。これらの点も含め、調査票を使
った聞き取りの技術については、後述する「全員打合会」において調査員に説明を行った。

国立療養所入所者被害実態調査体制
検証会議
｜
被害実態調査班――社専協ハンセン部会
｜
｜
調査班ブロック支部
社専協ブロック支部
｜
社専協療養所支部
｜
調査員
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関係諸機関の協力

各園内で入所者を対象に実施する被害実態調査には、各園・自治会の

協力を得ることが不可欠であるため、調査に先立ち、座長名で各園長、自治会長宛に調査
協力依頼書を発送した。厚生労働省からも各園に調査協力要請文書が送付された。また調
査責任者が各園を訪問し、園長および自治会長はじめ園・自治会関係者に被害実態調査の
説明と協力要請を行った。さらに調査班委員は担当するブロックを決め（ブロック担当委
員）、各ブロックにおける調査の実施および調査監督を行った。担当するブロックでは、各
委員は社専協関係者とともに担当する各園において、園・自治会関係者と慎重に事前調整
を行い、調査が適切に実施できるような環境づくりに努めた。
調査協力者の募集に際しては、園内放送での呼びかけ、調査概要を示したチラシの配布、
園・自治会関係者による入所者への説明、調査班委員および社専協関係者による入所者の
訪問などのうち、各園の事情に応じた方法を採用して入所者の調査への理解を求め、調査
協力者名簿を作成した。調査協力者と調査員のマッチングおよび面接スケジュールの設定、
連絡については、社専協療養所担当責任者および調査員が主に担当した。
全体として、園、自治会、社専協の関係者の積極的な取り組みが、調査協力者の募集に
おいて大きな役割を果たした。
「全員打合会」の開催

2003 年 6 月末から 7 月初旬にかけて各地で社専協と合同で調査

の研修として「全員打合会」を開催した。すでに、2002 年度末（2003 年 3 月 21 日・23
日）に調査員としての協力を希望するソーシャルワーカーを対象に社専協と「被害実態調
査準備事業合同打合せ会議」を開催し被害実態調査の概要を説明していたが、2003 年 6
月末からの「全員打合会」では調査票（見本）、調査マニュアル等を参照しながら調査方法
について具体的に説明し、調査の主旨を十分理解してもらうことに努めた。各療養所もし
くは療養所最寄りの場所を会場とし、調査班委員およびアドバイザーが説明にあたった。
会議参加者は質疑応答後、調査員になる意志を確認した上で、守秘義務の遵守等について
の誓約書に署名した。また、事情により全員打合会に参加できなかった調査員希望者に対
しては、各ブロック担当委員の責任において個別に対応し、調査内容を十分理解した上で
調査員登録できるよう配慮した。なお、全員打合会の開催に当たっては園・自治会の協力
を得て、多くの会場で全員打合会の前後に自治会役員との挨拶・懇談や自治会役員の案内
による園内見学が実施された。
被害実態調査にともなう配慮

調査班は被害実態調査の実施に関連して、調査員、調査補

助者（調査票データ入力やテープおこしを担当）、事務補助者に対し「誓約書」の提出を求
めるとともに「被害実態調査の実施等に当たっての確認事項」、「情報の利用について」を
提示し、調査の主旨徹底と秘密保持の遵守などの確保に努めた。
また、正確な情報にもとづく調査ができるように、調査班は調査票、調査マニュアルを
「部内限り・複写禁止」とし、無制限な情報流出を避ける配慮をした。なお各園、自治会
には誤解のないよう内容や調査方法についての説明を付記して調査票を各一部配布した。
調査施設および予定調査対象者・調査回答者
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以上の準備をふまえ、2004 年 7 月中旬よ
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り国立入所者調査を開始した。調査施設は国立ハンセン病療養所 13 療養所（松丘保養園
［青森県］・東北新生園［宮城県］・栗生楽泉園［群馬県］・多磨全生園［東京都］・駿河療
養所［静岡県］・長島愛生園［岡山県］・邑久光明園［岡山県］・大島青松園［香川県］・菊
池恵楓園［熊本県］
・星塚敬愛園［鹿児島県］
・奄美和光園［鹿児島県］
・沖縄愛楽園［沖縄
県］・宮古南静園［沖縄県］）であり、調査当時の国立ハンセン病療養所入所者の総数は、
3,566 人（2004 年 2 月現在）で内訳は松丘保養園 192 人、東北新生園 181 人、栗生楽泉
園 239 人、多磨全生園 424 人、駿河療養所 144 人、長島愛生園 485 人、邑久光明園 272
人、大島青松園 178 人、菊池恵楓園 564 人、星塚敬愛園 343 人、奄美和光園 71 人、沖縄
愛楽園 346 人、宮古南静園 127 人である。
結果として、各園の事情に応じ、2004 年 2 月まで調査が行われた。面接時間は、調査協
力者の体調に配慮しながら実施した。1 回の訪問で終わらない場合には、調査員と調査協
力者との合意のもと、再度面接調査を行った。これらにより、調査実施総数 765 件（社専
協事業報告 2004 年 6 月）のうち有効回答数は 758 件であった。有効回答に入らなかった 7
件の内訳は、当日になっての調査拒否、調査実施後の調査票の破棄願いなどである。
回答者 758 人の内訳は、松丘保養園 4.7％（36 人）、東北新生園 2.2％（17 人）、栗生楽
泉園 12.3％（93 人）、多磨全生園 7.1％（54 人）、駿河療養所 2.9％（22 人）
、長島愛生園
12.9％（98 人）、邑久光明園 9.4％（71 人）、大島青松園 6.5％（49 人）、菊池恵楓園 16.6％
（126 人）、星塚敬愛園 10.7％（81 人）、奄美和光園 0.9％（7 人）、沖縄愛楽園 10.2％（77
人）、宮古南静園 3.6％（27 人）となっている。
図：2004 年 1 月 31 日現在の入所者と国立入所者調査回答者の内訳
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沖縄愛楽園

註 1：2004 年 1 月 31 日現在の入所者（N=3566）、本調査回答者（N=758）。
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平均年齢は 74.9（±8.185）歳、男性 66.9％（507 人）、女性 33.1％（251 人）となってい
る。入所年数は、40‑49 年間が 15.1％（104 人）、50‑59 年間が 43.0％（297 人）、60‑69 年
間 25.1％（173 人）と 83.2％（574 人）が 40 年以上に及ぶ長期療養生活をおくっているこ
とがわかる。また、どのような居住形態で生活しているかについては、一般寮が 51.9％（378
人）、45.5％（331 人）が不自由者療、病棟が 1.5％（11 人）となっている。なお、これら
の基礎的数値データについては、付録（「国立療養所入所者調査

単純集計表」）も参照さ

れたい。
母集団との比較

ここで本調査におけるデータを国立療養所 13 園の母集団と比較するこ

とにより、国立入所者調査のデータの偏りについて検討する。国立療養所 13 園には、2004
年 1 月 31 日現在で「入所者数」「入所者の平均年齢（全体・男性・女性）」「居住地区別入
所者数」「平均入所年数」について回答してもらった。
平均年齢は、全体、男性、女性ともに母集団よりも 2 歳ほど下回っているが、いずれも
本調査における標準偏差の範囲内におさまっていることから、十分母集団を反映している
といえる。居住形態の比較から推測できることは、本調査では「一般寮」を居住形態とし
ている対象者が多い。このことは、調査協力者が比較的健康度も高く、年齢的にも若い層
であったため、母集団よりも平均年齢が下回ったのではないかと推測される。
平均入所年数に関しては、本調査が 3.5 年上回っているが、こちらも標準偏差の範囲内
であることから母集団とかなり類似している。平均入所年数が母集団で本調査より下回っ
たことは、若い時期に退所し、高齢になって再入所した入所者が母集団の平均入所年数を
引き下げている可能性が考えられる。
いずれにしても本調査におけるデータは母集団とかなり類似した分布を示していること
が示唆できる。
表：国立入所者調査と国立療養所 13 園の比較

被害実態調査

母集団

平均値 （標準偏差）

平均値

平均年齢（全体）

74.9 （±8.185）

76.6

平均年齢（男性）

74.5 （±8.090）

76.1

平均年齢（女性）

75.7 （±8.342）

77.4

平均入所年数

50.7 （±13.088）

47.2
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図：国立入所者調査と国立療養所 13 園における居住形態の比較
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註 1：被害実態調査「居住形態」の回答のうち「その他」を除いて、％を出しなおした。ゆえ
に、実数は「一般寮」（378 人）、「不自由者寮」（331 人）、「病棟」（8 人）である。

調査実施後の倫理的配慮とデータ集約・整理

本調査においては、社専協より約 400 名の

社会福祉専門資格者がボランティア調査員として動員されることとなった。各担当調査員
は面接時、調査開始前に調査協力者（入所者）に「調査のおねがい・ご説明」を示し、調
査について説明した。内容は、調査の主旨、プライバシーの厳守のほか、調査への参加は
あくまでの各人の自由意志によるものであって、聞き取りの中止・中断も可能であること
等を含み、調査協力者のインフォームド・チョイスの確保に努めた。また、調査協力者の
同意のもとで、テープへの録音を行った。そして調査協力者が聞き取り協力を了承した場
合に調査員の署名入りの「説明書」を調査協力者に手渡した。また、調査票を財団に返送
する際その写しを添付した。調査票、説明書の写し、
（録音の了承があった場合は）録音テ
ープは、秘密保持に留意した上で、検証事業期間中、財団事務局に保管されることとなっ
た。これらの調査実施事務にともなう倫理的配慮をふまえながら、2004 年 6 月までには調
査票の回収をほぼ完了し、これに先立つ 2004 年 4 月以降には、回収調査票における数量デ
ータの整理による単純集計表（付録「国立療養所入所者調査

単純集計表」）の作成および

「聞き取り項目」欄、
「自由記述」欄データの電子データ化を進めた。これらのデータ整理
および入力作業においても、全国でのべ約 120 名におよぶボランティア調査協力者が動員
された。これらの作業従事者に対しても、上記調査員と同様の倫理的配慮が作業に従事す
るにあたって求められたことは言うまでもない。
調査結果の分析について

本調査によって得られたデータは、①調査票に用意された「選

択質問項目」に対するそれぞれの選択結果としての数値データ、②調査票に用意された「聞
き取り項目」欄あるいは余白および「自由記述」欄に記録された聞き取り結果としての文
章データ、そして③調査に際して録音されたテープの３種類である。このうち、①につい
ては上記のように単純集計表を作成し、これと②を用いることにより、総合的かつ客観的
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な被害状況の分析を行い、これを本報告書「一、国立療養所入所者を対象とした調査（第
１部）」としてとりまとめることとした。なお、「選択質問項目」への回答の記入（選択肢
の選択）および「聞き取り項目」欄、
「自由記述」欄への記入は、調査員が調査協力者との
やりとりを通じて、調査協力者の確認をとりながら選択し、または「語り」をそのままの
形あるいは要約して記入したものである。また、③については聞き取りの録音に応じられ
た調査協力者が約 500 名おられ、各件ほとんどが 2 時間以上にわたる逐語的な語りのデー
タである。本事業の日程および財政的条件を考慮して、これらの、およそ 1000 時間以上に
も及ぶ膨大なデータの一部を書き起こし、整理することで、より具体的かつ実態的な被害
状況の再構成を試み、これを本報告書「二、国立療養所入所者を対象とした調査（第２部）」
としてとりまとめることとした。なお、この第２部については、その逐語的な語りの再構
成により、調査協力者それぞれのライフヒストリーが再現されることとなるため、2004 年
11 月以降、作成された原稿案を再度調査協力者に提示して確認を求めると共に、個人情報
開示についての具体的許諾を得るなどの倫理的配慮を行った。
（５）退所者調査の実施
調査にあたっての準備

以上の国立入所者調査に並行して、退所者調査の準備が進められ

た。退所者調査については、あらかじめ調査対象者がおかれている社会的環境の困難に鑑
み、対象者への接触による調査協力者の獲得について、どのような方法が適切であるかを
調査班において検討したが、具体的には、できるだけ多くの退所者に調査協力を呼びかけ
るにはどのような方法を採用すべきか（調査対象者への事業の周知）、および、調査対象者
の秘密保持を最優先にしながら双方の連絡先を特定するにはどのような方法を採用すべき
か（調査協力者との接触に関わる秘密保持）、等が主要な問題であった。当初、事業の周知
については主要新聞紙面を介した広報等、メディアの利用も考えられたが、かえって事業
協力に対する対象者の躊躇を招きかねないとの意見もあり、最終的に、厚生労働省の協力
を得ることとした。すなわち、2003 年 7 月末、厚生労働省疾病対策課より「退所者給与金
の現況届」用紙を発送している退所者に対し、
「ハンセン病問題事実検証のための被害実態
調査について」
（2003 年 7 月 28 日）および「同意書」を発送した。なお、こうした事業周
知段階での秘密保持および本事業の中立性に鑑みて、以上の送付文書については本事業の
主旨および調査班による退所者への連絡の可否（「厚生労働省疾病対策課より調査班に対し
てあなたの連絡先を開示してよいかどうか。よい場合には、どういう連絡先がよいか」）を
確認するものにとどめると共に、選択の如何に関わらず不利益は一切生じないことを明記
し、これに同意した対象者のみに、改めて調査協力を依頼することとした。同課の情報開
示によれば、本文書の送付対象となったのは約 1300 名（男性約 800 名、女性約 500 名）で
ある。
その後、同課に返送された同意書 121 件に基づき、改めて調査班より挨拶状を 2003 年
12 月より順次送付し、聞き取り調査に関する説明文書の発送の可否について確認したとこ
ろ、2004 年 2 月の段階で 52 名より説明文書の送付への同意を得た。このため、2004 年 2
月末より説明文書（「聞き取り調査のご説明」）を同意者に対して発送すると共に、聞き取
り調査への協力の意志を文書（「退所者調査への返答書」）で最終的に確認し、同時に聞き
取りにおける各協力者の条件等の確認を行った。これらの条件については、聞き取りを含
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めた調査班との接触全般を通じて、場所を限定するものや、時間帯や時期を具体的に設定
する等が主であった。
「自宅はだめ」
、
「同居している子供が学校に行っている間に」といっ
た、家族を含む周囲の人々に調査を受けることを覚られないようにするという主旨の指定
が多く、また「周囲に安心して語れるところがないから、療養所で、知り合い立ち会いの
上で」といった指定も見られた。こうした手続の過程そのものにも、本調査が対象とする
ハンセン病問題の深さと継続性がうかがわれる。
しかし、調査の量的信頼性を確保する等の要請により、当初 100 名以上の調査協力者の
獲得を目標としたのに対し、この時点で予定数のほぼ半数にとどまったため、これ以後は
退所者の会に対する調査班委員による調査協力の直接呼びかけを東京、大阪、沖縄におい
て行い、新たな協力の申し出を得た。
以上により、結果的に 85 件の調査が予定されることとなった。これ以後、改めて各調査
協力者の要望に沿って調査班責任者および同事務局責任者が個別に連絡を行い、改めて日
時、場所、録音の可否、調査員の希望等を打ち合わせた。その後、各地域の社専協責任者
が作成した調査協力者と調査員のマッチング名簿にもとづき、各調査員が調査協力者に指
定の方法で連絡をとり、調査を実施した。この過程においても、マッチング名簿の作成過
程では調査協力者名を匿名にするなど、個人情報保護については特段の注意を払った。
調査票および調査員

退所者調査においては、国立入所者調査用調査票に一部質問項目（精

神障害・疾患について）を付加して使用した。ただし、予定される調査規模および退所者
の社会経験の多様さ等の観点から、調査の基本姿勢として、量的集計による分析よりも聞
き取り項目における聞き取りに十分に配慮することを重視するため、調査票は聞き取りの
基本ガイダンスとして位置づけることとした。また、調査員についても、大阪地区以外は
国立入所者調査担当調査員から希望者を募り、社専協より調査班に対して推薦することと
した。確定した調査員に対しては、退所者調査における留意点を説明した「退所者調査に
ついて」（2004 年 5 月 26 日）および「調査マニュアル【退所者調査版】
」を送付した。と
りわけ前項でも述べた、調査協力者の秘密保持を最優先にするという観点から、
「今回調査
に応じてくださる退所者には、家族、同僚、隣人にも元患者であることを一切秘密にして
いる方々が少なくありません。プライバシー保護に細心の注意を払い、電話する場合も必
ず本人であることを確認してから調査の話をしてください。その際もやむをえない場合以
外は「ハンセン」という言葉を使わず、
「法務研究財団の聞き取り調査の件」という形でお
話ください」
（「退所者調査について」
）というように、退所者の社会生活に対する十分なプ
ライバシー保護への配慮を喚起すると共に、退所者調査用のインタビューガイド（「退所者
への聞き取り調査の留意点」）を「調査マニュアル【退所者調査版】」内に記載して、入所
者と異なって配慮すべき点についての説明を調査員に対して行った。
予定調査対象者および調査回答者

以上の準備を踏まえ、2004 年 7 月より、各調査協力

者の要望に応じて、順次調査を行った。結果として 2004 年 10 月まで行われた調査による
有効回答数は 69 件である。有効回答に入らなかった 16 件については、調査応諾後の協力
者の体調や事情の変化等による、調査打ち合わせ段階での中止がほとんどである。有効回
答数の内訳は、男女比が男性 82.6％（57 名）、女性 17.4%(12 名)であり、調査時点での年
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齢（満年齢）分布については 60 歳代が 44.9％（31 名）と最も多く、70 歳代 30.4％（21
名）、50 歳代 15.9％（11 名）と続く。結果的に有効回答数が退所者給与金受給者数等より
想定される調査対象者母数と大きく乖離するところから、実数比較による統計的判断は必
ずしも大きな意味を持つものではないが、参考として上記２項目について表を掲げる。な
お、これら及びその他の基礎的数値データについては、付録（「療養所退所者調査

単純集

計表」）を参照されたい。
表

退所者調査有効数と退所者給与金受給者数の比較
退所者調査有効数

【男女比】

退所者給与金受給者数（平成 16 年 10 月末現在）

人数（％）

男性

57（82.6）

857（ 62.5）

女性

12（17.4）

515（ 37.5）

【年齢層】

人数（％）

〜

50 歳未満

50 歳

〜

60 歳未満

11（ 15.9）

275（ 20.0）

60 歳

〜

70 歳未満

31（ 44.9）

485（ 35.3）

70 歳

〜

80 歳未満

21（ 30.4）

397（ 28.9）

80 歳

〜

90 歳未満

90 歳

〜
合

計

3（

4.3）

73（

5.3）

3（

4.3）

118（

8.6）

0（

0.0）

24（

1.7）

69（100.0）

1372（100.0）

調査実施後の倫理的配慮とデータ集約・整理および分析

本調査においても、先行した国

立入所者調査と同様の倫理的配慮が採られた。また、回収調査票については、逐次、数量
データの整理による単純集計表（付録「療養所退所者調査

単純集計表」
）の作成および「聞

き取り項目」欄、
「自由記述」欄データの電子データ化を進めた。また、データの集約・整
理に際しては、調査の基本姿勢および有効回答数の規模を踏まえ、
「聞き取り項目」欄およ
び「自由記述」欄データを中心とした整理による、実態把握を軸とした分析を行い、これ
を本報告書「三、療養所退所者に対する調査」としてとりまとめることとした。なお、退
所者の被害実態を明らかにするために、①退所･再入所の方法や形式、②退所直後の生活問
題、③退所後の医学的フォロー、④医療の経済的負担とそれへの不安について、⑤療養所
体験の後遺症のようなもの、⑥予防法の廃止､訴訟といったハンセン病に関する出来事とそ
の経験（解釈や感想､意見など）、⑦現在の生活問題､将来に対する不安、希望すること、⑧
療養所入所者との意識の違い、についてとくに注意し、これらの点を中心にデータの整理
を行うこととした。
（６）私立入所者調査および家族調査の実施
私立入所者調査の実施

上記の国立入所者調査および退所者調査が、2004 年 9 月に入っ

てほぼ聞き取りを終了したのにともない、同月後半以降、私立入所者調査を実施すること
とした。現在、調査の対象となる私立ハンセン病療養所は、神山復生病院［静岡県］およ
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び待労院診療所［熊本県］の 2 施設であり、ともにカトリック系団体が運営する施設であ
る。この 2 施設に対する聞き取りを、9 月 26 日（神山復生病院）および 10 月 13 日（待
労院診療所）に実施した。神山復生病院の調査協力者は 4 名で全員男性、うち 3 名は国立
療養所の入所経験者であった。待労院診療所は 5 名で男性 2 名、女性 3 名、うち 1 名が国
立療養所の入所経験ありと答えている。なお、調査当時における入所者数が神山復生病院
11 名、待労院診療所 10 名であることから、4 割以上の入所者の協力を得たことになる。
私立入所者調査の特徴

本調査に関しても、基本的には、調査票、協力者の募集、調査員

など国立入所者調査同様の形態をもって実施したが、私立療養所のもつ特性などから、主
に次の二点において、国立の調査とは異なるものとなり、二点目は調査票の完成度に結果
的に影響を与えてしまうこととなった。
まず、第一に、協力者の募集に際して、調査説明会を開催し、調査協力を呼びかけると
いう点においては共通であるが、国立調査においては施設側だけでなく自治会の全面的な
協力を得て、調査の意義の周知が図られたのに対し、私立の場合は、調査協力の呼びかけ
から調査の環境の整備、日程の調整、協力者の気持ちを調査に向けていくところまで、施
設側職員、すなわちシスターが全面的に関わるところでなされたということである。カト
リック系の療養所において入所者の生活、ことに精神面においてシスターとのつながりは
密接で、この調査もそのような背景の中で行われたということは留意しておかなければな
らない点であろう。
第二に、そもそも調査対象の絶対数が少ない調査であるため、一人でも多くの調査協力
者を確保する必要から、極力調査手順を簡略化したことである。調査協力を依頼した時点
で、具体的には、健康上の理由などから調査は一回の聞き取りで完了してほしい、調査時
間も一時間以内でお願いしたい、また、無理なく答えられる程度の質問のみに限ってもら
いたい、というような要望が施設の側から出された。調査員もこれに応じる形で調査を進
め、いくつかの設問については回答のブランクが目立つ調査となっている。
国立調査との違いとしてこの二点が考えられるが、特に二点目のことから、この調査結
果のみから、私立療養所の入所者の被害実態を独立したものとして、総合的、また多角的
に読み取っていくことは困難であると考えざるを得ない。
しかし、本調査を実施する意味は、対象者総数 21 名という、割合にすれば全国 15 療養
所の入所者総数の約 0.6％の中身を、全入所者の一部として漏らさずに見ていくというこ
とよりも、国立調査との比較などから、ここで語られる内容の上に、私立療養所入所者の
特徴を一つでも読み取っていくというところにあるといってよい。
その意味では、すでに調査準備段階における入所者とシスターの関係のあり方も、私立
療養所の特徴の一つであるといってよいが、本報告書では、私立療養所の特徴として調査
結果から読み取ることが可能な項目としてとくに、優生施策に関する部分、患者作業に関
する部分､および信仰に関する部分、の３項目を重点とした分析を行い、さらに、その他と
して転園に関する問題に触れ、これを「四、私立療養所入所者を対象とした調査」として
とりまとめることとした。
家族調査の実施

さらに、ハンセン病に罹患しハンセン病療養所に収容された人たちだけ
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でなく、その家族、とりわけ、その子どもたちや弟妹たちも、日本政府のハンセン病政策
によって、人生総体にわたるすさまじい被害を被った、ぜひ自分たちの声も聞いてほしい
との要望に応ずるかたちで、2004 年 9 月 10 日から 13 日にかけて、菊池恵楓園内の「渓楓
荘」にて、遺族の方 4 名、家族の方 1 名から、聞き取り調査をおこなった。
これまで、ハンセン病遺族・家族（以下、
「
《家族》」という）自身が、ハンセン病にたい
する差別や隔離政策の不当さに声を上げることは、ほとんどなかったといっていいだろう。
多くの《家族》たちが、孤立した状況のなかで厳しい偏見差別にさらされ、
「隠す」ことを
強いられてきたからだ。「らい予防法」廃止や国賠訴訟判決を受けて、ようやく、《家族》
たちも、すこしずつ声を上げられるようになってきた。2003 年には、「れんげ草の会（ハ
ンセン病遺族・家族の会）」が発足した。
本調査では、5 人の方々が「どのような人生被害をこうむったか」ということに焦点を
あてて聞き取りを行い、これを「五、家族を対象とした調査」としてとりまとめることと
した。

２．ハンセン病問題に関する被害実態調査の意義と特徴
ハンセン病問題に関する被害については、その解明に資すると思われる膨大な量の聞き
書き、自伝、文学作品等がこれまでにも存在する。とはいえ、本調査のように、被害に関
する多面的かつ総合的な実態調査を行った例は必ずしも多くはない。以下、本調査の意義
と特徴について、あらためて述べる。
（１）調査範囲および規模
本調査は、全国１３カ所の国立療養所および２カ所の私立療養所、さらに退所者、家族
等を対象とし、かつて見ない範囲と規模によって被害実態の把握を試みたものである。こ
の点は先行調査でなしえなかったところであり、もちろん国賠訴訟の判決対象となった原
告層と比較してもはるかに広い。ハンセン病元患者を対象としたこのような範囲と規模を
有する調査は、国際的にも例を見ない。
（２）調査方法と内容
本調査は、特に療養所入所者調査において、量的・統計的調査と、聞き取りによる質的
調査を同時に行うという方法を採用し、
「人生被害」という、人生全般にわたる長期かつ多
様な被害実相の把握を試みたものである。これにより、調査対象範囲における被害の普遍
性と同時に、その固有性と質すなわち被害の深刻さや根深さを明らかにするものである。
（３）調査協力
本調査は、科学的方法論に準じた、客観調査として、既存の被害実態を解明するものに
他ならない。しかし同時に、膨大かつ多様な人々の参加・協力によって実施された、政策
検証作業であった。まず被害当事者であるところの、全療協および各療養所自治会あるい
は入所者個人が、調査の設計段階から聞き取りの対象者となるまで、多様な形で本調査に
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参加・協力した。次には社専協を中心とするソーシャルワーカーの専門職団体が調査員と
して多様な困難さをかかえた聞き取りに全面的に協力し、また調査実施後における調査票
からの膨大な聞き取り情報の入力・整理、テープ起こし等の地道な作業に、多くのボラン
ティア協力者が守秘義務を課された「調査補助者」として従事した。さらに、全ての入所
者および、多くの退所者に調査への参加を呼びかけ、単に被害を抽出するという行為にと
どまらず、それぞれの個人史を語っていただく、という調査を試みるものであった。この
ような調査事業全体の行程において、様々な局面で調査に参加・協力した多くの人々の間
に、ハンセン病問題の大きさ、深刻さについての認識の必要性を喚起し、その実相にふれ
る機会を提供したことは、今後のわが国における医療・福祉諸施策の実施における社会認
識に一定の影響を与えると共に、今後の被害回復および再発防止の取り組みに向けて、大
きな力を準備したといえる。このことは、本調査事業が、調査・検証の対象となったわが
国のハンセン病問題をめぐる多様な立場の当事者の協働を実現し、当該政策に対する不断
の評価・改善のための人的基盤および社会認識を共有する場を提供したことを意味する。
（４）今後の課題
一方で、本調査がハンセン病問題の被害実態把握事業として、今後の課題として認識す
べき点を有することも認識しなければならない。すなわち全国の療養所 15 カ所の在園者約
3500 名全員に調査への参加を呼びかけたにもかかわらず、調査対象は、任意に参加を申し
出た人々に限られることとなった。また、本人が自ら直接に人生を語る、という点を重視
した調査であった結果、参加者は、聞き取り可能な人々に限定されざるを得なかった。調
査協力者よりも、より高齢で、もっとも過酷な被害を受けたと想定される人々の多くは、
不自由者棟あるいは病室にあって聞き取りが困難な状態にあった。入所者における最終的
な調査協力者数は 767 名にのぼるが、在園者総数との比較においてはほぼ 4.5 名に 1 名、
の割合にとどまっている。また、さらに当初より調査協力者の獲得が困難と想定された退
所者調査、家族調査についても、たとえば退所者給与金受給者数が約 1300 名（平成 16 年
10 月末現在）であることに鑑みれば、本調査における 69 名という有効調査数は、ほんの
一部にすぎない。本調査においてハンセン病罹患者と同様の被害の存在がかいま見られた
家族については、さらに広大な対象者の潜在が想定されることはいうまでもない。この意
味で、本調査は被害の深淵の一部をかいま見たにすぎないというべきであろう。いまだ未
解明の部分が多く残されている。しかし、まさにこうした被害実態を積極的に語ることの
困難さ、とりわけ社会生活を営むうえでの退所者あるいは家族の「口の重さ」という状況
そのものが、被害の深刻さと、今日に至る継続性を示唆している。退所者調査協力者の「今
でもバレたらＪＲには迷惑をかけるけど、自分は手を合わせて線路の上にすわるつもり」
（1944 年入所

男性）という、「覚悟」の背景に存する社会状況を踏まえた、さらなる被

害の解明が必要である。
また、非入所者については、一定規模の調査対象者の獲得のための方法論および実施に
際する日程的・財政的条件等を検討した結果、調査の実施を断念した。日本の植民地時代
における朝鮮、台湾のハンセン病政策下の被害も、歴史的検証として重要な位置を占める
と思われる。これらの諸点については、今後の調査活動に期待したい。
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３．ハンセン病問題に関する被害実態の概要
本調査によって明らかにされた被害の実態については、本報告書における各調査報告に
それぞれ具体的に述べるところであり、むしろそこに示された当事者ごと、立場ごとの多
様な被害のあり方そのものの解明が、本調査の目標とも言えようが、ここでは被害実態を
構造的に特徴づける要点として、10 項目を指摘することにより、あらかじめハンセン病問
題に関する被害実態の概要を述べる。
（１）「社会被害」と「在園被害」
本調査によって明らかとなったハンセン病問題における被害を総括すれば、社会生活に
おける「社会被害」と療養所生活における「在園被害」という、２つの場面における被害
の存在が認められる。ハンセン病問題における被害とは、この「社会被害」と「在園被害」
を中心に構成される複合的被害であると位置づけられよう。いわば、ハンセン病罹患の経
験およびハンセン病療養施設への入所の経験によってもたらされた、園内生活および社会
生活における、人としての生活全般にわたる苦労、特段の負担・不利益として顕在した被
害であったといえる。そこには、種々の精神的・肉体的あるいは生活上の困難から、財産
的損害、身体的損害、精神的損害、さらには「社会の中で平穏に暮らす権利の侵害」を含
んでの、「人生被害」総体としての重層的かつ複合的な被害が見いだされる。
（２）「社会被害」
国家による都道府県レベルでの「無らい県運動」や地域社会におけるプライバシー無視
の「入所勧奨」等を背景とする、ハンセン病に対する社会の恐怖・嫌悪感が、ハンセン病
患者やその家族に対する差別・偏見として同者の就学・就業等の社会生活一般に障害・困
難をもたらしたこと、もたらしていること。これを「社会被害」と位置づけることができ
よう。
（３）「在園被害」
この「社会被害」を背景として、
「強制収容・隔離」の対象とされたハンセン病罹患者が
園内における「反医療・非医療」あるいは「反福祉・非福祉」的処遇の対象となることを
余儀なくされ、これによって生活・身体状況の悪化と、さらにはこうした生活・身体状況
の悪化によって生じた一般社会における生活・身体状況との相違の拡大が、在園者の一般
社会への復帰に障害・困難をもたらしたこと、もたらしていること。これらを「在園被害」
と位置づけることができよう。
（４）「複合的被害」
こうした「社会被害」と「在園被害」が、決してそれぞれに独立した別個な被害ではな
いということに留意すべきである。すなわち両者は、
「少数者であるハンセン病患者の犠牲
の下に、多数者である一般国民の利益を擁護」するための患者の「強制収容・隔離」とい
う公衆衛生的な政策を背景としており、ハンセン病罹患者を社会より「分断」する、とい
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う政策的意図において相互補完的に複合的被害を構成していると判断しうるのである。と
りわけ戦後の日本国憲法体制下において「強制」の物理的手段が否定された後においても
ハンセン病に関する医療・福祉の場が園内に限定されたことによって、
「分断」という政策
の主旨は維持され、複合的被害も実質的に継続したという観点に留意すべきであろう。
（５）「自己抑圧性・自己差別」
そのため、少数者であるハンセン病患者は一般にこれら公衆衛生政策による処遇に対す
る積極的抵抗の可能性を否定（消極的抵抗のみを余儀なく）され、一般社会における差別・
偏見あるいは園内における劣悪な環境、さらには「強制収容・隔離」そのものまでをも容
認せざるを得ないという「自己抑圧性・自己差別」が生みだされたことに留意するべきで
あろう。
（６）「被害の拡延と継続」
またこれらの被害が、ハンセン病患者・元患者本人にとどまらず、家族、親族等にまで
及んでいることに留意しなければならない。
「分断」を前提として、家族、親族等は多様な
被害の対象となった患者の側にたつか、これらの被害を複合的に構成する基盤としての社
会の側にたつかの選択を余儀なくされたといえる。患者の側にたつことは、患者と同様の
被害の対象となることを意味し、他方、社会の側にたつことは患者との関係を自ら「断ち
切る」すなわち「分断」の加担者となることの負担を生じさせたといえる。家族にこうし
た苦渋の選択を回避させるために、
「積極的に」収容を選択した入所者も見いだされる。こ
うした家族、親族等への「被害の拡延」に留意すべきである。また、社会復帰の困難等に
みられるように、被害は過去のものでは決してなく、強いられている忍従に対し入所者ら
が立ち上がろうとすると、社会の側がそれに理解を示さないという状態が続いているとい
う、「被害の継続」も、今回の調査で浮き彫りになった。
（７）「差別」「分断」の力として働いた「被害」
「被害」が、「分断」「差別」の力として作用する。このような不幸な例は少なくなかっ
た。
「断種」も例外ではなかった。結婚を申し出た男性入所者は、結婚をとるか断種をとる
かという苦汁の決断を迫られた。しかし、入所者中、男性に比べ女性が極端に少なかった
ことから、この苦渋の決断を迫られることがなかった男性入所者も多数存在した。「断種」
でさえも、入所者にとっては、「分断」「差別」の契機となりえた。入所者による「患者作
業」も同様であった。療養所におけるあまりにも乏しい生活が入所者に自給自足に近い生
活を強いた結果、患者作業には、ありとあらゆるものが含まれることになった。比較的楽
で作業賃も良いために希望者が多い作業が存在した反面、重症患者の付き添い「看護」や、
死亡した入所者の火葬など、任意では従業者を確保しえない苛酷な作業も存在した。この
ような作業負担の多寡は「分断」「差別」として作用する契機を有した。
（８）「隔離社会の許容」
こうした「強制収容」
「絶対隔離」によるハンセン病患者の社会からの「分断」がもたら
した被害の帰結として、療養所内に、ハンセン病患者および元患者のみを構成員とし、か
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つ一定の完結性を有するコミュニティが形成されたことにも留意しなければならない。入
所によって、従来の家族・地域社会との関係を「分断」され、代替的に療養所という閉鎖
空間での人間関係が形成され、そこには「園内では、…」
「ここでは、…」と当事者が説明
を加えるような別個の社会関係が擬製された。社会内での就学、就業、恋愛、結婚、さら
には衣食等の基礎的生活行為さえ、入所によって中断され、療養所において新たな形で再
開・
「創造」された。そこには教育、労働、恋愛、結婚、妊娠、病気、老化、看取り、葬礼
といった、ほぼ社会内と同規模の生活行為が展開されたとはいえ、それが「終生隔離・収
容」の政策意図に基づいて擬製化された側面を有していたことは、出産、育児等の重要な
欠損をもつことにも示されている。このことは、調査協力者による療養所の印象が、
「人間
扱いされない場所」
「島流し」
「刑務所」
「地獄」
「コロニー」といった否定の表現から、
「楽
しく生活できる場」「最高の場」「天国」といった肯定の表現まで、極端な振幅を有するこ
とにも示されている。さらには、調査協力者の約半数が経験した偽名の使用は、かかる欠
損をもちながらも、社会からの「分断」によって実現した療養所内における社会形成が一
定の完結性を示すことを意味しよう。
「社会被害」を背景として、こうした重大な欠損を有
する「隔離社会」を許容し、適応するという選択が強いられたことは、被害の基本構造と
して認識されなければならない。
（９）「ハンセン病施策と再開された社会生活」
現在の入所者あるいは退所者をとわず、入所経験の後に再開された社会生活における苦
労、特段の負担・不利益が、ハンセン病施策における療養所を軸とした医療・福祉行為と
退所生活との関連において生じていることに留意しなければならない。医療・福祉の場が
療養所に限定されたことによって、多くの退所者は、
「特殊な病気を、特殊な病院で治療す
る」という印象を回避するため、多様な苦労をせざるを得なかった。家族や周囲の人々に
対する自らのハンセン病罹患経験・入所経験の隠蔽や、就学・就業時における経歴の隠蔽
から、あえて経済的支出をおこなって療養所での医療を受ける、あるいは経歴開示の必要
性から当然受けるべき利益を放棄せざるを得ない、といった状況までも、さまざまに退所
後の社会生活における被害が生じている。また、かかる肉体的・精神的な苦労、負担・不
利益が、再発から再入所への契機として多くの退所経験者に認識されていることにも留意
すべきであり、これらは、
「被害の再生産」を通じて「人生被害」を構成する過程に他なら
ない。
（10）「恩恵的福祉観」
また同時に、
「強制収容・隔離」によって生じた一般社会と園内社会における生活・身体
状況の相違の拡大は、一般社会において在園者に対し、国民総体の利益のために収容・隔
離された存在として配慮を与えようとしながらも、彼らの存在や行動がいったん想定され
た範囲（社会からの「分断」を前提とした生活）を超えた場合に、当初示された好意もし
くは許容が、彼らへの敵意へと転換しうるという可能性をもたらしていることに留意すべ
きであろう。このように、在園者を生活・身体的に異質な存在として、彼らが社会へ参入
することを「恩恵的」にとらえ、参入の程度に一定の枠を課そうとする（あるいは、枠か
らの逸脱を異常視する）観点を「恩恵的福祉観」と位置づけることができよう。こうした
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観点が、今日においてなお被害を継続あるいは再発させる「被害の構造」の基礎をなして
いることに留意すべきであろう。

４．ハンセン病問題に関する被害実態からの再発防止策
以上の被害実態に鑑みれば、ハンセン病問題に関する被害の再発防止のための施策とし
ては、過去に発生した被害の回復および救済がその目的となることはいうに及ばず、今日
なお構造的に継続する被害の回復および救済をふまえた施策が必要となるであろう。この
ためには、既存の人権擁護システムがこれらの被害を防止し得なかったことに鑑み、これ
に治療及び療養生活の実態に即した患者の人権擁護を目的とする新たな補完的機能を創出
し、再発防止のための施策として具体化することが急務と考えられる。
（１）「患者の権利の擁護制度」
ハンセン病患者等に対する重大かつ広範な人権侵害を、わが国の人権擁護システムが看
過ないし放置するに至ったことに鑑みれば、公衆衛生等の政策等における患者・被験者等
の諸権利が、治療及び療養生活の実態に即して個別・具体的に擁護されるとともに、患者
等が利用しやすい簡易、迅速な人権擁護システムによって保障されることが必要であろう。
より具体的には、患者等の権利を公示し、周知徹底させるためのシステムの点検・整備が
必要であり、患者等の諸権利を擁護するための第三者委員制度の構築が必要である。
（２）「患者の権利の法制化」
ハンセン病患者等に対する重大かつ広範な人権侵害を、わが国の法制度が回避し得なか
ったことに鑑みれば、公衆衛生等の法制等における患者・被験者等の諸権利が、治療及び
療養生活の実態に即して個別・具体的に制定されるとともに、かかる具体的諸権利の行使
における諸原則と、権利を保障し、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が明示される必要がある。
（３）「政策決定過程における客観性および当事者参加の確保」
ハンセン病患者等に対する重大かつ広範な人権侵害に、わが国の各専門領域における権
威とされた機関・団体・個人が大きな影響を与えたことに鑑みれば、政策決定過程におけ
る、いわゆる専門的知見の影響を、治療及び療養生活の実態に即して個別・具体的に検証
し、その客観性および同時代的妥当性を保障するための制度が必要である。なお、この場
合、公衆衛生等の政策的意義を有するものではあっても、政策対象者の権利擁護が原則と
されるべきは上記の２項目より明らかである。また、公衆衛生等の政策決定にあたって同
政策の実施等により重大な人権侵害を被る可能性のある対象者が政策決定過程へ参加する
ことが必要である。
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一、国立療養所入所者を対象とした調査
（第１部）

国立療養所入所者調査（第１部）

１．入所前の発病にともなう被害
1‑1

発病のとき【問 2‑1】

ハンセン病に罹った時期について聞いたところ、ちょうど半分の 363 人が戦間期と戦後
にわたる 1940 年代の 10 年間に発病したと回答している。その前後 5 年間を加え、1935
年から 1954 年の 20 年間でみてみると、全体の 4 分の 3 にあたる 564 人が、この時期に
発病している。およそ半数の人が 15〜16 歳までに発病し、60.6％（440 人）が 10 代での
発病であった。これらを含め、成人に達するまでに発病した人は 68.5％（497 人）であっ
た（単純集計 8）。
1‑2

発病したときの思い【聞き取り 2‑1、聞き取り 3‑1】

発病したとわかったときの思いはどのようなものだったのだろうか。絶望感に襲われた
人が多いなかで、それほど深刻には受け止めなかった人まで、当時のおかれた状況や発病
年齢などの違いもあって、回答は多岐にわたる。入所者からの聞き取りでは、まず「自殺」
が頭をよぎった人、あるいは実際に自殺を行動に移したが、結局、死にきれなかったと述
懐する人がいる。自殺までは言及していないけれども、大勢の人が大きなショックを受け
て「絶望感」にうちひしがれている。ところが、なかには絶望までに至らなかった人がい
る。ひとつの理由は、身近な家族や親族にハンセン病の発症者がいて、いくらか「情報」
をもっており、そのために冷静に受け止める「心の準備」ができていたからである。もう
ひとつは、あまりに幼くてハンセン病について何の知識ももっておらず、なにがなんだか
わからなかったという場合である。それぞれの事例を以下にあげる。
(1)自殺
ハンセン病とわかって、すぐに自殺や死を考えた人がいる。聞きとり（【聞き取り 2-1】、
【聞き取り 3-1】）で、発病がわかって思ったことや印象に残っている記憶を自由に語って
もらったところ、
「死」や「自殺」を 613 名のうち 77 名（12.6％）が口に出している。な
かでも、菊池恵楓園では、52 名中の 21.2％にあたる 11 名が自殺を考えた、と表現してい
る。その他の園でも、自らが自殺を考えたという昭和初年生まれの人は、
「みなそう思われ
たと思う」（1945 年入所

男性）とまで語る。あえてことばにしなかった人でも、かなり

の割合で自殺や死を意識したのであろう。発病を知って、誰もがまず死を考える絶望の淵
に立たされたのである。このとき自殺を思いとどまらせたのは、多くの場合、身近な家族
であった。海に身を投げて自殺をしようしたが、
「弟が泣いて説得してくれた」
（1951 年入
所

女性）り、自殺をしたら配偶者や家族に迷惑をかけると思い、なんとか思いとどまっ

ている。
しかし、なかには逆に、自殺を思いとどまらせるはずの肉親から「死んでくれ」といわ
れて、つらく悲しい思いをした人もいるのである。また、子どものころ、親が自分の発病
を悲しんで「まさか、こんなことになって死にたい、と嘆いているのをみて、事の重大さ」
を感じとった人もいる（1944 年入所

女性）。このような絶望の淵に立たされたと語る人

が少なくないことから、発病後、療養所に入る前にひそかに自ら死を選んだ人が少なから
ずいたであろうことは想像に難くない。
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【ひそかに自殺を考えた事例】
・口では、言えない。父親もハンセン病で、子どもの頃、自宅療養し、死んで行った父を
ずっと見ていたので、病気に対する知識もあったので、父のようになるのが嫌で、 自殺
も考えた。（1959 年入所

男性）

・韓国にいた時の経験上、社会から疎外される病気であることはわかっていた。発病がわ
かって、自殺しようと北海道へ渡ったことがある。（1944 年入所

男性）

・発症当時はかなりやけにもなって、ケンカなどにあけくれ、
「もう死んでもよい」という
感じだった。（1955 年入所

男性）

・死を覚悟した。自分はもう駄目だと絶望した。家族も一家離散になり、重大な迷惑をか
けてしまう。（1975 年入所

男性）

【療養所にはいるくらいなら「死んだほうがまし」と考えた事例】
自殺を考えたわけではないが、
「簡単に治る病気ではないと思った。入所する時こそ、自
分が死んだときだと思った」（1955 年入所

男性）と、療養所にはいることは、死を意味

していると考えた人がいる。
・自分が療養所に入ったら一歩も出られないだろうと覚悟していた。そういう所に一生閉
じ込められて出られないぐらいなら「死んだ方がいい」と思った。もうきらわれるんだと
も思った。（1948 年入所

男性）

【家族への思いや説得で止めた事例】
・奈落の底に落とされ、何も考えられない状態になった。何度も海に飛び込もうと思った。
ハンセン病とわかった時は、両親と兄弟はとても悲しんだ。結婚をしていたので夫も悲し
んだ。夫がいない時に自殺しようと考えた。しかし夫を悲しませたくないと思いとどまっ
た。（1951 年入所

女性）

・自殺もしたが死ねなかった。鉄道の枕木に寝てみた。汽車の車輪は下から見るととても
大きい。又、自宅の浴室で首をつったが母親にみつかって、母親から「そんなことして死
んだら、うかばれんよ。人間は往生したらええけど、自分で命を絶つのは…」と止めてし
まった。（1947 年入所

男性）

【家族や機関が死を促した事例】
・47 年 7 月か 8 月保健所の人が来て検査し菌が出ていないからと言われたが､保健所職員
は白衣を着て来た。町内の人が見ている。つらかった。母が一緒に死のうかと言ったこと
があった。
「海に入って死のうか」と。
「こわい」を通り越していた。
（1947 年入所
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・顔が腫れて日赤病院の婦人科から皮膚科に廻り、大風子油の錠剤を処方された。実母が
付き添ってくれたので、医師から母に話しがあり、大変な病気とわかる。夫は単身赴任し
ており、危篤だと嘘を言って帰ってもらった。夫と実母と 3 人で病院で診てもらい、帰っ
たら２人（夫と実母）に、睡眠薬を飲んで自殺したら楽なんじゃないか、ともちかけられ
た。もちろん断ったがすごく悲しかった。（1946 年入所

女性）

・小学校卒業して 3 月 23 日、日赤で調べてもらい、わかったとたん病院中を消毒した。
母親から裏の木で首を吊ってくれないかと言われた。親には、保健所から「ハンセン病の
子どもは大和民族でも優秀でない、殺しなさい、自殺させなさい、療養所に行くと都合わ
るいでしょ」とはっきり言われた。（1953 年入所

男性）

(2)絶望感
当時、ハンセン病は「ライ病」
「レプラ」また俗に「くさり病」だといわれ、世間では不
治の病とされて怖れられていた。そうした見方をそのまま受け入れていたため、ハンセン
病だとわかったとき多くの人が絶望感を味わっている。
「悲しかった。つらかった。ショッ
クを受けた」
「頭の中が真っ白になって何もかもわからなくなった」、
「この世の地の底が抜
けたみたい」などのさまざまな表現を使って、それぞれ絶望感を表明している。勤務先や
学校から「来るな」といわれ、
「必要とされていない」自分に、とてもショックを受けたと
いう人もいる。幼いときに発病し、入所後にハンセン病の実態を知ってはじめてショック
を受けた人もいる。無論、自殺や死は絶望感の極限を物語るものであろうが、それ以外の
絶望感の中身は、どのようなものだったのだろうか。事例をあげる。
・病院に受診し、診察室を出るときに、医師同士が小声で「レプラ」と言っているのを聞
き、ショックで、どんな風に待合室に戻ったのか、わからないくらいだった。（1952 年入
所

男性）

・軍隊の定期検診で何回か呼ばれ、お前、悪い病気にかかったなといわれ、軍の工場はも
う来なくていいと言われた。この時、ハンセンにかかっているとわかり、自分は必要とさ
れていない、ショックで涙がとまらない、とても悲しかった。（1952 年入所

男性）

・父の病死をハンセン病とは理解していなかったが､左の小指にケガをしているのを母親に
見つけられ､痛くないことから、母が発病しているのかと疑い、筆を使って全身をなでつけ､
感じるのか感じないのか調べまくった｡その後､お前はハンセン病、父と同病ということを
詳しく説明し､他人に絶対しゃべるなときつく言ってくれた｡父のつらい状態を目のあたり
にしていたので、これは大変な病気になってしまったと、小さいながらも絶望的になった。
（1943 年入所

男性）

・運動会の時、赤い斑を発見し、兄からハンセン病の事を聴いていたため、心の中で泣い
た。（1949 年入所

男性）
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・頭から冷や水をかけられた思い、親にも言えなかった。人生が終わりだと思った。
（1913
年入所

男性）

・脳天をたたかれて、頭の中が真っ白になったという感じ。（1944 年入所

男性）

・日本にもなれて来て会社（菓子工場）の人たちも親切で楽しい毎日だったのでショック
だった。目のぐあい（目がチカチカする、神経痛等）等が悪く飯田橋の日本医大に行くと
ハンセン病と言われる。家の者には行くことを反対されるが、病院から警察に通告され強
制的に療養所に行く。（1941 年入所

男性）

・まゆ毛が抜けるなどしたため、学校でいじめられ、いやな思いをした。
（1937 年入所

女

性）
・たいへんな事になったと思った。すごい偏見があるのを知っておどろいた｡他人に知られ
てはいけない、穏さなければと思った。（1952 年入所

男性）

・もう覚えていないが、山口県のどこかの病院でハンセン病だと診断された。ハンセン病
の人がまわりにいなかったので、どういう病気かよく分からなかった。けれど、ただただ
えらい大変な病気になってしまったと思っていた。そして、世間に知られたら大変な事に
なるから、もうこのうちにはいられない、世間に知られないうちに早く家を出なくては、
なんとしても早く家を出たいと思った。（1942 年入所

男性）

(3)知識や情報量のなさ
漠然とした不安は感じながらも、絶望までには至らなかった人たちがいる。そうした人
たちには、まだ幼かったり周囲に患者がいないために知識や情報がなく、何が何だか、わ
からなかったという人が多い。10 歳での入所者は、「はっきりと覚えていない。あまりに
も子どもであったためによく理解できなかった」
（1938 年入所

男性）と語っている。
「さ

っぱりわからなかった」という人もいて、あっけらかんと学校で友だちに患部が痛くない
こと自慢したりしていた。しかし、親から人に隠すように言われて、わからないまま不安
を感じている（1953 年入所

男性）。

・あまりに幼かったので、わからなかった。（1952 年入所

男性）

・なんにもわからなかった。年もまだ若かったし、ただ自分では、人に頼らずに１人で生
きなければならないんだという気持ちになった。（1945 年入所

女性）

・子どもだったので子ども心におかしな病気程度にしか思わなかった。（1943 年入所

男

性）
・小学校のときなので､子どもで何もわからず、ハンセン病がどのようなものかもわからな
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いので何も感じなかった。知識はなかった。（1941 年入所

男性）

・子どもだったので何も判らなくて…。右手首に 1 円玉位の湿疹ができたけど、痛くもか
ゆくもなくて…。そこを傷つけても何も感じないから、初めのうち、友人に自慢していた
りしたんだけど、そしたら親に、人に言うな、といわれ、病気のことをきいたけれど、そ
んな重大なこととは思わなかった。（1953 年入所

男性）

(4)身近なハンセン病者からの情報
身近な家族、親族のなかにハンセン病者がいることで、大いにショックを受けたり悲観
した人たちも多いが、逆にいくらかの知識をもっているために、ある程度、覚悟ができて
いたり、不安感よりも「あきらめ」を語る人も少なくない。とりわけ家族がすでに療養所
に入所していたことにより、自らの発病を「小さいときからいつか来ると思っていた。つ
いに来るべきときが来た」（1954 年入所

男性）と「覚悟」を決めた人もいた。

・父が 1941 年にすでに入所していて時々家に帰っていた。その時腕に斑紋が出ていたの
を見つけ、父より診察を受けるよう勧められわかった。母とはすでに離婚しており、父の
もとで暮らせることがうれしく、抵抗もなく入所した。病気のことは詳しくわからなかっ
た。（1944 年入所

男性）

・病気になったことをそれほど悲観的に考えなかった。祖母がすでに（同じ病気で）発病
し、療養所に入所していた。逆に自分も入所しなきゃいけないのかな。入所しないで治療
する方法はないものかなと感じた。（1948 年入所

男性）

・家族もハンセン病だったため、ハンセン病がどうだったということは特になかった。幼
なかったため、家族と離れるのがさみしかった（1966 年入所

男性）

・近所に親せきも多くいたし、ハンセン病の人もいたので特に何も思わなかった｡ただし、
警察官が家に来て、父母と話していたのを聞いていたので､警察官の姿を見ると逃げたり､
かくれたりした。その心の傷のほうが大きかったと思う。（1939 年入所

男性）

・父親もハンセン病だったため、あーそうなのかという程度だったと思う。（1943 年入所
男性）
・ショックだった。でも、すぐに治って帰れると思っていた。 らい と分かってから１年
間は家にいたが、近所の人の誰かが噂したのか分からないが、保健所がやって来た。
（1951
年入所

女性）

(5)治療に期待
一般的に「不治の病」と考えられていたが、治療への期待した人もわずかだがいた。実
際には治療して退院できるという体制に療養所がなかった。
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・なんとも思わなかった。治ると思った。（1945 年入所

男性）

・15 歳で療養所に入所した際は、何もわからずすぐに完治して家に帰れると思っていた。
3 年経過した頃から自分がおかれている状況がわかった。（1949 年入所

男性）

・病気のことを知らなかったので治療してもらえると思ってよろこんだ。
（1959 年入所

男

性）
1‑3
1‑3‑1

自身の被害
就学【問 3‑1、問 3‑1‑1】

発病年齢時に未成年の人が過半数を占めることから、発病時はほとんどが就学中か学業
を終えて仕事についたばかりである。発病時、就学中だった人は、全体の 47.5％（354 人）
をしめている（単純集計 9）。このうち、就学を断念せざるをえなくなったのは、
「すぐに
通学中止となった」の 31.0％（108 人）と「しばらく通学できたが、のちに通学中止とな
った」の 17.5％（61 人）の合わせて 48.5％である。
「入所まで通学できた」割合 16.7％（58
人）を合計すると 65.2％であり、これらの人は、結局、就学者のなかで卒業することを断
念せざるをえなかった人たちである。
「卒業できた」人は、わずか 18.4％（64 人）に過ぎ
なかった（単純集計 10）。
入所年度との関連で見てみると、入所者が多い 1935 年から 1959 年の 25 年間で、全体
としては発病後に「すぐに通学中止」ないし「しばらく通学できたが、のちに通学中止と
なった」場合が割合として多いものの、1945 年を境に戦後のほうがやや「卒業」まで通学
できた割合が多くなっている。もっとも、1945 年から 49 年の５年間で「卒業できた」の
は、その期間の発病者全体（69 人）の 24.6％（17 人）にすぎず、つぎの 1950 年からの 5
年間でも 26.9％（14 人）にとどまっている（表 1-3-1-1）。
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表 1‑3‑1‑1

ハンセン病とわかった後の通学の実態（N=283）

入所年代

すぐに中止

1925-1929

2

1930-1934

1

2

2

2

7

1935-1939

23

13

4

3

43

1940-1944

34

11

13

15

73

1945-1949

22

17

13

17

69

1950-1954

13

12

13

14

52

1955-1959

8

3

7

7

25

1

2

3

6

1

2

1

1

1960-1964
1965-1969

しばらくのち中止

入所まで通学

卒業

1

1

1970-1974

合計
3

1975-1979
1980-1984

1

1

1985-1989
1990-1994

1

合計

105

1
59

56

63

283

有意水準（両面）0.001
註 1：入所年代別にクロス表による Kruskal Wallis 検定を行った。
註 2：入所年の無回答および副問 3-1-1 の「無回答」「その他」をはずして集計。

聞きとりからは、発病がわかって通学がすぐに中止になったのかどうか、入所と通学停
止の期間の差がどのくらいあるのかなどはかならずしも明確ではないが、大きく「通学中
止」の状態と、「発病後も通学」していた状態を分けて、以下に列挙しておく。
(1)通学中止【聞き取り 3‑1】
・学校から親に登校するなと言われた。友達との交流もできなくなった。
（1963 年入所

男

性）
・これから小学校 3 年生になろうという時だった。成績が良かったので学校進級すること
がとても楽しみだった。それなのに、お前はもう学校に行かなくてもいいと突然言われ、
春休みが終わって、皆が学校に行くのに自分だけ家でダラダラしていて、つまらなかった。
（1952 年入所

男性）

・学校を休学し、誰とも会いたくなかった。顔を見られたくなかったので、１日中家の中
に隠れていた。昼間は一歩も外に出ず、たまに夜だけ外に出たりした。家の者は自分に優
しくしてくれたけど、とにかく世間に知られないうちに家を出たい、つらいとかなにより
も人に会って病気の事が知れるのが恐ろしかった。（1942 年入所
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・小学６年１学期に保健所によばれ、２学期から登校してはいけないと言われた。以後、
11 月末に療養所に入所するまで、学校にも行かれず、友だちと遊ぶこともできなかった。
どうしていけないのか理解していなかった（説明はなかった）。しかし、周りの人たちのラ
イ病だからつきあっちゃいけないという言葉から、外には出られないことを理解した。兄
弟で遊んでいた。（1950 年入所

男性）

・卒業免状（小学校）をやるから来るなと言われた。地元の中学に進む予定になっていた
がそこの 40 回生になりそこねた。昭和 20 年に首つりやなんかやった。猫いらずものんだ
し。兵役免除になっていて家にすっこんでいた。（1949 年入所

男性）

・学校の用務員が学校に来なくてよいと言いに来た。校長や担任は近所に住んでいたが、
何も言ってこなかった。（1941 年入所

男性）

・当時住んでいた所は、
「ハンセン病＝人間ではない」という認識の集落であった。母も同
病だったので、自分もなるのでは…と思っていた。ハンセン病とわかってからは「学校に
来るな」と言われ、家に閉じこもって生活した。（1948 年入所

男性）

・部落全体の検診があった。その時に、療養所の医監をしていた医者が注射に来て、ひと
つの部落（の検診を）した後から「学校にくるな」と言われた。通知があったのではない
ですかね？

学校の受け持ちの先生が、朝礼がすんで「帰ってお父さんか、お母さんを呼

んできなさい」と言った。お家に帰ってみたら、お父さんはいたが、何とも言えないから、
お父さんに黙って、それから学校に戻った。学校に言ってもすぐ教室に入らないで学校の
教室の裏で遊んでいて、授業時間が始まったから、学校に入ったら、先生から「道具をつ
つんで前に出て来なさい」
「みんなにサヨウナラ言いなさい」ということがあって、これで
学校は最後。小学校 5 年の 2 学期に入る前だった。1 学期になれば、学校の校医による検
診がある。それではなんともなかったけど。その後で部落全体の親も兄弟も一緒に検診を
受けるというやり方をしていた。学校としては兄弟、あるいは親とか関係のある人が療養
所にいる子供や兄弟は再度検査をしていた。2 回。病気であろうがなかろうが。これは大
きくなってから聞いた話だけど、学校でハンセン病の兄弟のある人、あるいは療養所にい
る人、そういう兄弟には赤い線を引いてあったそうだな。名簿か学籍に。学校の先生にな
って病気になってきた人が、その人からその話を聞いた。一人でも家族が欠けたら検診を
のばして家族全員がそろってから検診をした。隣近所の子供とは遊んだことがない。子供
たちは一緒になって遊んでいても、私と遊んでいるのを見ると姉さんとか母親とかおばさ
んとかが見て呼ぶんですよ、「来なさい、来なさい」と。「アレと遊ぶな」ということを言
うんでしょうね。呼ばれていったらもう遊びに来ない。そういうことがあるんですよ。
（1941 年入所

男性）

(2)発病後も通学【聞き取り 3‑1】
・園長、看護婦、警察とで学校にいる時に検診にきた。家の者（おじさん、おばさん）は
病気のことは知れ渡ったから、学校へは行かなくてもよいと言われた。１週間位休んだあ
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と、病気のことは皆がわかったと思ったが、特に変化はなかった。（1944 年入所

男性）

・学校の先生に明日から来なくていいと言われ、つらい思いをした。
（通学は続けたが）同
級生からイジメにあいつらいおもいをした。（1943 年入所

男性）

・10 歳の時に発病、町医者から京大の小笠原先生に紹介され、月に 1 回母につれられて受
診していた。その頃からすでに右手がきかなくなって左手ですべてやっていたし、生活に
不自由はなかった。学校では、同級生から無視される等、イジメはあったが、先生（教員）
は全く普通に接してくれていた（病院から「多発神経炎」との診断書が出ていたこともあ
るかもしれない）。（1950 年入所

女性）

・尋常小学校に行っていたが、先生の眼がちがっていた。皆と離れてブランコをしたり、
図書館とかですごした。母に言ったら、学校を辞める手続きをしてくれた。（1942 年入所
女性）
・中学校だけは卒業しようと何とか通学したが、友人などから白い目で見られながらの通
学だった。高校も行きたかったが、担任から病院に行って検査を受けて許可がでてから受
験するように言われ、検査を受けに行くのもいやだったためあきらめた。その後は家の中
にとじこもったままの生活だった。（1961 年入所

男性）

・子どもの頃から目が悪かったが、先生（学校）に、前の方に座っていたのに一番後に座
らされた。病気のせいだと思う。（1953 年入所

男性）

・学校でも生徒のみならず教師からもみはなされた。自分だけ席を遠く離された。家庭科
の授業に参加できない（教師からの指示）。高等科へも進みたくてもできなかった。自宅前
を同級生が口と鼻をふさいで走って通ったり、通り過ぎてから差別語を吐かれたりした。
近所づきあいもぱたりとなくなった。（1951 年入所

女性）

・ハンセン病だとわかった当時、小学校に通っていました。６年生の１学期に村の医師に
よる健康診断が行われ、トラオメがたくさんできていると診断されました。その後、私本
人には直接病気の説明はありませんでしたが、校長が私の病状を聞いたらしく、それまで
同級生と隣同士で座っていたのに突然、自分ひとりだけみなから避けるように座らせられ
ました。２学期になると校長から両親に話があるので学校に来るよう伝えてくださいとい
われたが、意地でも伝えませんでした。校長が学校を辞めさせるために両親に話をすると
感じていたし何よりも母親を泣かすと思いいえなかった。学校で受けた差別により、自分
で持っていたナイフで何度も腹を割って死のうと思いました。しかし、死んでしまったら
両親が悲しむと思い死ねませんでした。２学期以降は学校を休みがちになりました。その
間は母親からはもうすぐ卒業できそうなのにがんばって学校に行きなさいと何度も叱られ
ました。その後、高等科へ何とか進級し１年間は差別を受けながら何とか通学しましたが、
2 学期に自分の意志で学校を退学しました。退学後は、実家が漁業と農業をしていたため
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手伝いをしながら生活しました。昭和 10 年 10 月ころ衛生課職員（２〜３人）、巡査、村
医が自宅に来て専門の機関に入院するよう説得にこられました。そのときは、２〜３回説
得にこられました。しかし、両親は私を守るため行かせないようにがんばってくれました。
おそらく私のことは学校の校長が知らせたんだと思います。そして、村の協議会で私の事
が話し合われ自分達の畑に家を建てそこに私を住まわせるよう決められました。私たち家
族（両親や兄弟）は母方の祖母のところへ住み門口は人が出入りできないようにして生活
を始めました。私は隣の畑に家を建て、食べ物等は運んでもらいながら生活しました。当
時、知り合いの方から、この病気に効く丸薬があると聞き譲ってもらい飲みました。その
丸薬を飲む間は、塩分がある食べ物は食べていけないときかされていたためほとんど味が
ない食べ物を食べました。その間に体が自然とやせていき 20 日間ぐらいで体力が続かな
くなり、丸薬を飲む事をあきらめ両親に療養所へ行って治療したい旨を伝えました。自分
で行き治療をしようと決めました。高等科１年のとき、同級生の一人が私を乞食扱いして
唾をかけたことは今でも忘れることはできません。また、入所前に村の協議会で施設（療
養所）へ行かないなら自分の家の畑に家を建て村へ外出しないで住むように決められたこ
とで、村にいることがいやになりました。（1935 年入所
1‑3‑2

男性）

就労・家業【問 3‑2】

すでに学業を終え、仕事をしていた人は全体の 43.9％（318 人）である。働いている人
のうち、被雇用者は 55.3％（176 人）をしめ、あとは自営や農業などの家業を営んでいる
人である（単純集計 11）。
(1)被雇用者【問 3‑2‑1、聞き取り 3‑1】
発病がわかって「すぐに辞めざるをえなかった」のは 44.1％（75 人）、「しばらく勤め
られたが、結局辞めざるをえなかった」人を加えると 61.2％（104 人）にのぼる。入所ま
で勤めることができた人は 19.4％（33 人）に過ぎない(単純集計 12)。
・ハンセン病だとわかり､もう自分の人生はこれで終わりだと思った｡それからはただ死ぬ
事だけを考えていた｡職場には、入所後も２年間は籍があった｡友人も「そろそろ帰って来
い。籍がなくなるぞ」と言ってくれた｡その言葉を聞いて逆に退職願いを出さなければと思
った｡とんでもない法律により一生を棒にふっただけだ｡（1959 年入所

男性）

・隠れて暮らしていたが、昭和 9 年に大阪の叔父の中央市場の店を手伝いに出た。顔色が
黒くなったので化粧できる水商売の店でお茶など出していたら、客に、あまり良い病気で
はないと主人に言われてしまったので店を出た。他（の店）でも、皮ふが悪いようだと言
われ逃げ出した。本病とわかりそうになると逃げ回っていた。家に戻った時、裁縫を習い
に行ったら、2 日目に「来なくていいよ」と言われたり、母から、近所の葬式に母が「家
のねぎを使って下さい」と言ったら使ってくれなかったと聞いた。病気のうわさが広がっ
たのでまた京都（水商売）へ逃げだしたりし、病気のために転々とした。
（1943 年入所
性）
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・顔や身体全体に斑紋が出て、仕事には行けなかった。仕事に行けず家に閉じこもって 3
ヶ月程名古屋大学病院に週 2 回通院していた。（1943 年入所

男性）

・仕事をやめさせられた。簡単な診察でハンセン病と診断された。すぐに四国遍路へと旅
だった。合計 4 回。（1943 年入所

男性）

・会社を辞めさせられて、両親の家（社宅）でしばらく阪大に通院。阪大で入園を勧めら
れ、父の故郷の田舎に移り、そこから入園。親が大阪の家からは疎開した形にした。
（入所
年無記入、男性）
・ハンセン病だと分かった翌日から、役場には出勤しなかった。実家にこもってゲタなど
作ったりして小さな店（実家）の手伝いなどしたが、地元にあった（ハンセン病）療養所
と関係のある人物が、実家に対して嫌がらせや、たかり行為があり、故郷を捨てて、よそ
の土地の療養所に出る決意をした。密航船で向かう時に、母親から、｢子どもたちや、将来
のことを考えて、海に飛び込んでくれ｣といわれた。親から言われたその一言が一番印象に
残っている。（1954 年入所

男性）

(2)家業従事者【問 3‑2‑2、聞き取り 3‑1】
雇われている場合と比べて、家業を営んでいる人たちは自分や家族に家業継続の裁量権
が任せられている分だけ、比較的、長く働くことができた。家業従事者の 51.1％（70 人）
の人たちが、入所まで家業を営んでいる。入所以前に家業から手を引いたのは、４人に１
人（25.6％）であった（単純集計 13）。
・農業をしていたが、兄も母も療養所に入って、自分も入らなければならなくなり、農業
をするものがいなくなった。村八分になったので自分だけが残って農業をする訳にもいか
なかった。父は死亡してた。（1946 年入所

男性）

・いいことは全然なかった。悪いことしかのこっとらんですよ。なんでも拒否される、世
間から。農業ですから、金がなかった。野菜を作ったり、田んぼもあったけど、それだけ
では生活ができんかった。野菜で生計を立てたが、同じ業者から「あの人のは買うな」、こ
うだから。売りにいかれんようになった。（1972 年入所

男性）

・人生は終わったと思った。百姓もできなくなった。（1932 年入所

男性）

・16 歳の頃に班紋が出たが、３年ほどは仕事をするのに支障はなかった。でも漁業をして
いたため、裸にならざるを得ず、漁師仲間から「くんきゃ」
（ハンセン病のこと）ではない
かと忌み嫌われ島で生きていけなくなった。（1939 年入所
1‑3‑3

男性）

結婚・婚約【問 3‑3】

世間のなかでもっとも差別や偏見が具体的に現れるのは、当事者の直接の人間関係であ
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り、なかでも婚姻関係や婚約関係である。当時、発病年齢が若いためまだ既婚者は少なく、
全体の 13.2％（97 人）で、婚約者は 1.9％（14 人）であった。
(1)婚姻／離婚【問 3‑3‑1、聞き取り 3‑1】
既婚者のうち、療養所に入って以降も、婚姻関係が継続したのは、36.5％（35 人）であ
り、のこりの 63.5％（61 人）は、離婚ないし離別している。療養所に入る前に、離婚（離
別）になったのは、全体の 18.8％（18 人）で、その 2.5 倍にあたる 44.8％（43 人）の人
は、長い療養所暮らしの経緯のなかで配偶者との別れを経験している（単純集計 15）。
大正中頃生まれの人は、
「不治の病」といわれ療養所に入らなければならないと知って「夫
や子どもと別れるくらいなら自殺しよう」とまで思いつめ、池に飛び込もうとしたが子ど
もを道連れにできずに思いとどまった。そのあと、自分から「あきらめて、夫に再婚する
ように」と伝え、長女は祖父母に、次女は叔母に育ててもらうように頼んで入所した。一
生出てこられないという覚悟の入所だった、という（1940 年入所

女性）。

年代による変化については、戦前は発病がわかるとすぐに離婚する割合が高く、戦後に
なると入所後に離婚を経験している人が多い。後者の概要数は 1945 年から 49 年にかけて
40.0％（6 人）、1950 年から 54 年にかけて 60.0％（15 人）で最大となり、1955 年から
59 年にかけて 53.8％（7 人）となる。また全体の回答者数が少ないが、離婚しなかった結
婚継続者の割合も戦後の入所者に多い（表 1-3-2-1）。
表 1‑3‑2‑1

ハンセン病とわかった後の結婚の実態（N=91）

入所年代

入所前に離婚(離別)

1935-1939

1

1940-1944

7

1945-1949

入所後に離婚(離別)

離婚(離別)にならず

合計

2

3

7

1

15

4

6

5

15

1950-1954

2

15

8

25

1955-1959

2

7

4

13

1960-1964

1

4

5

10

2

2

1

2

1975-1979

2

2

1980-1984

2

2

1985-1989

2

2

34

91

1965-1969
1970-1974

合計

1

18

39

有意水準（両面）0.002
註 1：入所年代別にクロス表による Kruskal Wallis 検定を行った。
註 2：入所年の無回答および副問 3-3-1 の「無回答」をはずして集計。

・病気になったことがわかれば厳しいものだった。妻は親族につれもどされた。妻の家族
は石川県に住んでいたが、皆大阪へ行ってしまった。（1941 年入所
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・結婚して 6 ヶ月後に発病し離婚した。結婚相手は兄弟のように育ったイトコであまり気
がすすまなかった。離婚も自然にそうなった。育ててもらった義母に気の毒だと思った。
（1946 年入所

女性）

・一斉検診の後、実家の父母がやってきて、夫と話をした。夫には役場から呼び出しがあ
り、療養所に行くように告げられたらしい。自分にはよういわんということで里の父母が
呼ばれて告知された。妊娠中で身二つになって行くというのに、どうしてもその日に行っ
てくれんとだめといわれて、夫の兄と自分の妹が送ってくれた。3 歳になる長男を置いて
つらかった。結局夫とは昭和 21 年離婚した。（1943 年入所

女性）

(2)婚約／破談【問 3‑3‑2、聞き取り 3‑1】
婚約関係にあった人は、14 人で、そのうち 11 人のうち 5 人が療養所に入る前に、また
2 人が入った後で破談となってしまった。ただし、破談にならなかった人も 4 人いる。(単
純集計 16)。
・婚約者が戦争から帰って、私の病気がわかり話しあって別れたことが一番つらかった。
その後は我慢して一切連絡とらず、その人が数年前に亡くなるまで、姉が時々近況を教え
てくれた。（1948 年入所

女性）

・保健所予防課の予防衣を着た職員に毎週自宅へ訪問され、それが原因で結婚話が破綻し
た。（1953 年入所

男性）
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２．強制入所の現実
2‑1

入所時期と年齢【問 4‑1、問 4‑2】

入所時期を回答した人のうち 49.7％の人が、1940 年代に入所している。ただし、発病
がわかってもかならずしもすぐに入所したのではないことが、発病と入所時期にタイムラ
グがあることから推測できる。たとえば、発病したことがわかったのは、1945 年までで全
体の 54.8％であったのに対し、入所は同年まででは 38.6％であって 16.2％も少ない。入
所が半数を超えるのは、1948 年になってからである。この年、プロミン治療が開始される
とともに、成立した優生保護法によってハンセン病患者に優生手術が合法化されたのは周
知の事実である。厚生省はこれ以後、全ハンセン病患者の入所を実現させるための療養所
増床に着手するとともに、患者収容の強化を進めた。このあとらい予防法が成立する 1953
年に向けて、入所者の割合は急増する。49 年から 53 年までの５年間に入所者全体の 24％
が入所しており、らい予防法成立までに全体の 79.7％が入所している。
発病と入所年齢にはタイムラグがあることからわかるように、入所した年齢は発病した
年齢よりは高くなっている。たとえば、発病に気づいた年齢は、16 歳（8.4％）、10 歳（7.2％）、
13 歳（7％）、12 歳（6.9％）の順に多かったが、入所年齢では 17 歳（6.8％）、16 歳（6.8％）、
20 歳（6.1％）、15 歳（5.9％）の順であった（単純集計 8、18）。発病に気づいたのは、19
歳までに 68.5％におよぶが、入所年齢は 19 歳までで 53.6％にすぎない。14.9％もの落差
がある。なお、回答者が最初に入所した療養所は、図の通りである（図 2-1）。
図 2‑1

最初に入所した療養所別（N=754）

(%) 18
16
14
12
10
8
6

11.5

10.9

10.1

9.8

6.9
5.2

4.8

3.4

2.8

2.1

1.3

0.3

0.3

0.5

0.5
植 民 ・占 領 地 療 養 所

廃 園 ・私 立 療 養 所

待労院診療所

神山復生病院

宮古南静園

沖縄愛楽園

奄美和光園

星塚敬愛園

菊池恵楓園

大島青松園

邑久光明園

長島愛生園

駿河療養所

多磨全生園

栗生楽泉園

東北新生園

松丘保養園

4
2
0

15.6
13.9

註 1：無回答を除いて集計。

菊池恵楓園（15.6％）、長島愛生園（13.6％）、栗生楽泉園（11.5％）、星塚敬愛園（10.9％）、
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邑久光明園（10.1％）の順に多い。
2‑2

強制入所の実態【問 4‑3、聞き取り 3‑1】

療養所への入所は、当事者の視点から見ると、どのように映っているのであろうか。幼
い子どもや若者が多かったことからみても、自分の判断で入所を決めるというよりは、公
的機関の介在や家族や地域社会の介入によって入所が決められてきたのではないかと推定
される。自らの意思といっても、当時の社会や世間でハンセン病者がおかれている状況に
よって、療養所の入所以外の選択肢を奪われているために入所せざるをえない状況がつく
りだされていた、ということではないかと思われる。
そこで、入所にともなう「強制」という権力作用を、
「物理的強制」
「心理的強制」
「説明
なき入所」
「他の選択肢なき入所」の４種類に分類した。物理的強制とは、公権力の行使に
よって、有無を言わせず入所させられた場合である。心理的強制とは、周囲や家族から入
所を執拗に勧められ、否といえなくなった状態、また「説明なき入所」とは、療養所がど
のようなところか知らせぬままに行くようにいわれ、来たところがいきなり入所させられ
た場合である。治療して短期間に帰ることができると信じ込んで入所した人もいるが、そ
うした錯誤も医師や保健所職員などの公的立場の人の一種の権力と解することができよう。
親や家族につれられてきた場合も、子どもにとってはほかの選択肢を奪われている状態で
ある。
「他の選択肢なき（一見任意での）入所」は、ハンセン病の治療や差別から逃れるた
めあるいは家族への感染を回避するため、入所以外の選択をなし得なかったという場合で
ある。
全体のうち、
「物理的強制による入所」は 13.9％（99 人）
、
「心理的強制による入所」は
13.8％（99 人）、
「きちんとした説明なき入所」は 31.3％（223 人）、
「他の選択肢なき入所」
は 29.7％（212 人）、「その他」は 11.3％（81 人）である（図 2-2-1）。
図 2‑2‑1

入所のいきさつ（N=714）
その他, 81,
11.3%

物理的強制,
99, 13.9%

心理的強制,
99, 13.8%

他の選択肢
なき入所,
212, 29.6%
説明なき入
所, 223,
31.2%

註 1：無回答を除いて集計。
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表 2‑2‑1

入所のいきさつにおける下位項目

上位項目

％（人）

下位項目

物理的強制

13.9(99)

警察官等に無理矢理

心理的強制

説明なき入所

他の選択肢なき入所

13.8(99)

31.2(223)

29.6(212)

11.3(81)

10.4（74）

その他

3.5（25）

執拗に入所勧奨

5.7（41）

まわりの人から説得

5.7（41）

その他

2.4（17）

公人から治ると言われ

15.4（110）

ハ療と知らず公人の勧め

5.2（37）

ハ療と知らず家族に

7.0（50）

その他

3.6（26）

ハ療以外の治療不可

14.0（100）

差別逃避の為

5.5（39）

家族への感染回避

1.8（13）

他所で暮らせない為

3.2（23）

国や行政を信頼
その他

％（人）

0.1（1）

その他

5.0（36）

その他

11.3（81）

「その他」の回答を除き、それぞれのなかの選択肢を細かく見てみると「（医師や衛生課
職員、保健所職員などの公的立場の人から）短期間で治るからといわれたため」
（15.0％）
と「療養所以外では、ハンセン病の治療を受けられなかったため」
（14.0％）という理由が
もっとも多い。治療の実態を知らなかったり、治療場所が療養所に限定されているために、
入所せざるをえない状況であったことは、聞きとりからも、「やむをえず」「しかたなく」
といった表現がともなっていることからも容易に推測される。また、
「警察官や衛生課職員
等によって無理矢理入所させられた」とする文字どおりの「強制入所」の割合も 10.4％と
高く、これらの理由に次いで第三位をしめている（単純集計 20）。
入所年代と入所のいきさつを見てみよう。もっとも理由の多い「きちんとした説明なき
入所」の回答には、本人が療養所についての知識が正しく認識されていなかったことを反
映しているが、1935 年から 1970 年まで一貫して 3 割から 4 割近い入所のいきさつとして
高い割合を保っている。
「物理的強制による入所」に関しては、戦中の 1940 年から 44 年
の 5 年で 22.6％（33 人）ともっとも高く、戦後になると漸減する。
「他の選択肢なき（一
見任意での）入所」は、1945 年からの 5 年間では 36.2％（59 人）と戦中にくらべて割合
を伸ばし、戦後における入所のいきさつの理由の 4 割を占めるまでになる（表 2-2-1）。
このことは、戦前・戦中は「物理的強制による入所」の傾向があり、戦後になるにつれ
「療養所以外では、ハンセン病の治療を受けられなかったため」と、一見任意の入所理由
が多くなる。戦後の治療薬の登場が、療養所入所による治療への期待をいだかせたのであ
ろう。
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表 2‑2‑1

入所年代と入所のいきさつ（N=611）

入所年代

物理的強制

1925-1929

心理的強制

説明なき入所

他の選択肢なき入所

合計

2

1

1

4

1930-1934

1

3

2

3

9

1935-1939

10

11

25

16

62

1940-1944

33

19

53

41

146

1945-1949

24

25

55

59

163

1950-1954

16

19

42

47

124

1955-1959

4

10

20

15

49

1960-1964

1

4

10

12

27

1965-1969

1

3

5

9

1970-1974

1

5

3

10

2

2

1

4

1

1

1

1975-1979
1980-1984

2

1

1985-1989
1990-1994
合計

1
91

1

97

217

206

611

有意確率（両面）0.018
註 1：入所年代別にクロス表による Kruskal Wallis 検定を行った。
註 2：入所年の無回答および問 4-3 の「無回答」「その他」をはずし、「1-1 警察官等に無理矢理」「1-2 その他」を
「物理的強制」、「2-1 執拗に入所勧奨」「2-2 まわりの人から説得」「2-3 その他」を「心理的強制」、「3-1 公人から
治ると言われ」「3-2 ハ療と知らず公人の勧め」「3-3 ハ療と知らず家族に」「3-4 その他」を「説明なき入所」、「4-1
ハ療以外の治療不可」「4-2 差別逃避のため」「4-3 家族への感染回避」「4-4 他所で暮らせないため」「4-5 国や
行政を信頼」を「他の選択肢なき入所」として集計。

(1)物理的強制による入所
・昭和 19 年、強制収容、祖母と母が畑に行き、一人で家に居たら、区長と二等軍医が来
て、すぐに帰れるから、と言われ、着替えを２〜３枚もった。母は、家に帰って来て何も
言わず、つれて行かれるまで、台所で顔もあげずに泣いていた。その姿を見ると、とても
つらくなった。水を飲もうとしたが、ノドを落ちていかず、水が、固まりのように感じた。
泣いている母を残して、連れて行かれた。祖母は、こわくて家にもどって来れず、畑に隠
れていたと後で聞いた。（1944 年入所

女性）

・入所まで何も変わらず生活していた。家族も変わらなかった。昼間（本人が学校に行っ
ている間）にちょくちょく、警察が家に訪ねてきていたらしく、両親が話しているのを見
て「これは何かあるな」という感じでいた。（1943 年入所

男性）

・大学病院に入院していた時、ハンセン病と診断された。その翌日療養所に連れて行かれ
た。家につれて帰ったら家族（祖父母）が困るだろう、他の身内も困るだろうとの思いが
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あったのでないかと思う。姉との関係も断絶された。（1956 年入所

女性）

・1947 年、発熱あり病院へ行き、ハンセン病と診断されると、なかなか家に帰してもらえ
ず、朝から受診したのに夕方まで拘束された。看護師が帰らないよう見張っていた。夕方
になり、入院の日を決めるまで家にいるように言われやっと帰された。とても辛く、腹立
たしかった。その後すぐに自宅に保健所から人が来て「土足で」家に上がり、消毒を行っ
た。それで近所にも知れわたり、自分のみならず家族も白い眼でみられ、ヒソヒソうわさ
された。その後、入所日の通知が来る半年間の間、外出できず、銭湯にも行けず、周囲の
目を気にして、兄弟がいじめられるのを見ながら家ですごした。生きた心地がせず、針の
むしろに座っているような半年間だった。（1947 年入所

女性）

・赤札の外部立入禁止と書かれた中、お召し列車で岡山県まで来た。12 時間お茶一杯飲ま
されず。一般の改札とは違う所から出て、トラックに乗せられ港まで。船がまっていてそ
れに乗せられ、収容者桟橋から島にあがった。家からの強制連行の際には、手錠までされ
た。（1945 年入所

男性）

・小学校４年生の時。12 歳（阪大病院に通うため休みがちだったので留年をくりかえした）
学校で、急に自分以外の子供は運動場に出され、自分だけが教室に残された。すると、サ
ーズの時の映像のような格好、上から下まで防護服を着て、マスクをして、背中に（消毒）
タンクを背負ったような格好をした人たちが入ってきた。先生が私をおぶり、先生の両手
に私の学用品をさげて、先生が泣きながら私の家まで走ってつれて帰ってくれた。途中で
転んだりしたが、強烈に覚えている。次の日から、学校に行くこともできず、間もなく、
父に連れられて入所した。三宮の駅で、お召し列車に乗ったが、父がちょっと離れたとき
にまた防護服を着た人たちが現れ、走って父の後をその人たちが消毒してまわった。こわ
くて泣き叫んだので、まわりにすごい人だかりができた。お召し列車には自分達以外、３
人乗っていた。父が入所する時には、一家心中と言っていたので、警察が家ではなく学校
で自分を連れていく強硬手段に出たのだと思う。父も仕方なく療養所に連れてきたが、そ
の時いっしょに来ていた他人の話によると、父は帰りの船から降りようとしなかったので、
その人が引っ張って船から降ろしたということだった。
（自分を島に残していくことが辛く
てたまらなかったのだという）。（1940 年入所

女性）

・大学病院でハンセン病とわかり、家に帰らずそのまま旅館住まいとなった。県から強制
収容があるとわかり、親族で会議があり、療養所に行くことに決まった。
（1943 年入所

男

性）
・県から強制入所要請されたが母が怒っておい返した。警察より「文書にて○月○日○時
○分駅に出頭せよ」ときた。家族会議（どん底だった、さみしさ）。岡山へお召し列車にて
到着し、入所。（入所年無記入

男性）

・ハンセン病だと分かってから１年間位はずっと家にいたが、近所の人か、誰か噂したの
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か分からないが保健所が迎えに来た。私は末っ子で、それまで母と離れて暮らした事がな
かったので、とても淋しかった。（1951 年入所

女性）

(2)心理的強制による入所
・石垣島でも強制収容が行われていた。同じ部落で３名程つれていかれた。その人達の残
された家族は村八分状態であった。自分もいつかつれていかれるのでは？という不安。そ
れよりは、自分から入った方がよいのではと思った。家族には迷惑はかけたくないという
思い。（1952 年入所

男性）

・八重山での保健所の地域担当職員の対応。保健所の職員は、人の生活の事は考えもせず、
愛楽園行きを勧めた。当時、この病気については、汚い病気だと聞かされていて、
（保健所
職員から受ける）この仕打ちは、当然の事だと思っていた。一般の人たちは、自分を怖が
っていたが、ひどい事は言わなかった。保健所が憎い。（1978 年入所

男性）

・主人は泣いたけど話はしなかった。兄が自分にも知らさずに段取りをして、療養所へ入
ることになった。実家の帰り、母にも何も言わずに行けと言われた。入所する時、大阪府
の衛生課の人に連れてこられる途中、だんだん田舎に連れて行かれ着いた所が療養所。直
ぐ帰れると思って着のみ着のままで来たのに島流しだと思った。一晩泣き明かした。
（1941
年入所

女性）

・警察の人が自宅に来て「人の中に入ってはいけない」と言われた。又、仕事をしていて
火鉢で足を温めていた時、熱く感じないままやけどをしてしまったこともあり、保健所の
人が入院をすすめたので「治したい」という思いを持った。当時は自分にとっては「死を
選ぶか、療養所へ行くか」どちらかの道を選ぶより仕方のない状態だった。（1948 年入所
男性）
(3)きちんとした説明なき入所
・足の裏の痛みが出たこと。目の下のニキビのようなものをつぶしてもつぶしてもまた出
てきた。ニキビのようなものが（顔に）できた。つぶしても治らず、痛みもなかった。
（母
親が）看護の経験があり、皮膚科の受診をすすめられた。検査をうけ、医師よりレプラー
（らい病）と言われ、ショックをうけた。顔・手の変形はなかった。スキンクリニックで
色々と検査をうけた。が、詳しいことが分からず、
（医師からは）すぐ３日で帰れると言わ
れた。とても仕事が多忙で、
（また、療養所に）行くと帰れないと聞いていた。
（本を読み）
変形の様子を見て「もう死んでもいい」と思い（療養所にいくことを）こばんでいた。ス
キンクリニックから自宅に迎えが来た。「検査して治さなくてはいけない、３日で帰れる」
といわれ、車に看板がかかっている（スキンクリニックからの迎えが来たと分かる）と隣
近所に（病気が分かると）迷惑になるので夜中に迎えに来てもらった。３日間のはずがこ
んな風に（長期間の入園に）なってしまった。（1972 年入所

男性）

・姉も発病して、療養所にいたので、入所には、全く不安はなかった。父に連れられ入所
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した。入所後一人になったが、姉も入所したので、当たり前のことと思っていた。家も貧
しかったので、ここに入所する事に抵抗は感じなかった。（1958 年入所

男性）

・療養所で１年過ごせば治ると言われたので、全く心配しなかった。沖縄から上京する船
の中で、顔が腫れ、鹿児島で船を下ろされ、療養所に１年いれば治るといわれて、そのつ
もりで入所した。１年で治ると言われたので自殺を思い止める事が出来た。それが今でも
続いている。国の野蛮な政策に 90 年苦しめられてきた。（1944 年入所

男性）

(4)他の選択肢なき（一見任意での）入所
・実父がハンセン病で、小さい時からとても苦労して育った。自分も同じ病気にかかって
いることがわかったときは、非常に絶望的な気もちになった。父のすすめもあり、自分も
同じ所に自主的に入所しようと思った。病気になって、はじめて実父といっしょにくらせ
ることが少し心の救いになった。まわりの人には、だれにも言わず入所した。（1951 年入
所

男性）

・療養所の医務課長と県庁の予防課の担当者が自宅まで来、兄弟に感染する病気と告げら
れ、治療を受けるために病院へ行った方が良いだろうと思った。（1954 年入所

男性）

・人生はこれですべて終わったと思った。当時、大学病院に入院してプロミン治療してい
た。財産は私が病気にかかったことで使い果たした。これ以上入院を続けるより療養所に
行ったほうが家のためだと判断し、自ら保健所を訪ねて入所方法を教えてもらった。絶望
としかいいようのない気がした。（1952 年入所

男性）

・熊本病院で診察を受けしばらくは家で治していた。農家だったので一人で部屋で過ごし
ていた。入所は自分の意思で行った。家族や周囲からの勧めはなかった。この病気はここ
で治すものと思っていたので入所は自分で決めた。（1954 年入所
2‑3
2‑3‑1

男性）

入所体験
解剖承諾書【問 5‑1、聞き取り 5‑1】

入所時に「解剖承諾書」への署名を求められたについて、53.6％（390 人）が、署名を
求められていないと答えている。
「求められた」と答えた人は 17.2％（125 人）で、
「わか
らない」と答えた人が 29.2％（212 人）もいる（単純集計 21）。不安や絶望感に打ちのめ
されているなかで、そのうえ幼いために親や親族につれられてきた場合ならなおさら、入
所時にさまざまな書類手続きがどのようにおこなわれたかを冷静に判断する余裕はなかっ
たかもしれない。治療目的できたはずなのに遺体の解剖の署名を求められて、大きなショ
ックも受けた人もいた。また、書面ではなく口頭で承諾を取られたという発言もあった。
療養所によっても、承諾書の求め方には違いがあったようである。たとえば、二つの園
を経験した人は、星塚敬愛園では求められたが、奄美和光園では求められなかったと証言
している。ただ、奄美和光園でも解剖承諾書を求められたとの答えがあることから、時期
的な要素も考えられる。また、長島愛生園や大島青松園、邑久光明園では書面で求められ
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たという話はほとんど聞かれなかった。それでも解剖の事実はあったことが報告されてい
る。承諾書がなくても解剖されることが当然と園内では受け止められていたのである。各
療養所ごとに集計してみると、承諾書を求められたところとあまり求められなかったとこ
ろとでは、はっきりと差が出ている。求められたと答えた人が半数を超えているのは、菊
池恵楓園と星塚敬愛園である。それぞれ 52.5％（42 人）、60.9％（28 人）になる。３〜４
割が求められたと答えたのは、松丘保養園、東北新生園、栗生楽泉園、奄美和光園であっ
た（表 2-3-1-1）。
表 2‑3‑1‑1

解剖承諾書の許可と療養所（N=513）
求められた

求められなかった

合計

松丘保養園

10

15

25

東北新生園

4

6

10

栗生楽泉園

22

37

59

多磨全生園

1

27

28

駿河療養所

1

13

14

長島愛生園

3

67

70

邑久光明園

1

63

64

大島青松園

2

36

38

菊池恵楓園

42

38

80

星塚敬愛園

28

18

46

奄美和光園

2

4

6

沖縄愛楽園

8

38

46

宮古南静園

1

17

18

神山復生病院

1

1

待労院診療所

2

2

廃園・私立療養所

3

3

植民・占領地療養所

3

3

388

513

合計

125

有意水準（両面）0.000
註 1：療養所別にクロス表による pearsonχ2 検定を行った。
註 2：療養所名の無回答および問 5-1 の「わからない」「無回答」をはずして集計。

署名を求められたと回答した人でも、ほとんどの人がその求めに応じ、署名に承諾して
いる。承諾した理由は、大きく三つのタイプに分かれる。第 1 は、なんらかの強制や権力
を感じて署名したとするものである。これが多数をしめる。第 2 は、当時、子どもだった
ためによくわからない、あるいは親が代理で署名したと思う、というような「なにもわか
らないままに」という回答である。第 3 に、今後の医療に役立つならと受け入れた人が少
数ながら見受けられる。
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(1)強制や権力によって
書類の内容を説明されることもなく、捺印させられた人も多かったようだ。そこは権力
的な強制が働いている場であり、入所者のなかには諦念が充満していたであろう。
「印鑑を
勝手に押され」、あとでそれが解剖承諾書だと知ったと具体的な経緯を語った人がいる一方
で、養われているんだから解剖されてもしかたがない、とあきらめと悔しさがないまぜに
なった気持ちを表現している人がいる。
・説明もなく、強制的に印を押させられた。（1938 年入所

男性）

・その当時は、封建的だったから、さからうことはできなかった。（1939 年入所

男性）

・本人希望じゃない。全員宣告されて書かないわけにいかない。むこうで書いて勝手に印
だけをおすもの。100 人が 100 人全員。（1948 年入所

男性）

・解剖の意味がわからずとも強制的に書かされた。そういうものだった。意味がわかった
時は、ひどいと思った。（1937 年入所

男性）

・権力のある患者の自治会の役員から強制的に書かされた。（1948 年入所

男性）

・世話になる以上、しょうがないと思った。後の医学に役に立つならしょうがないかな。
兄が説明を聞き、書いたと思う。本人には、説明されていない。（1941 年入所

男性）

・署名は入所の条件だし、もう出れないと聞いていたから。職員の話は隣できいていたが、
子供だったので（手続きは）母親が全部やっていた。（1930 年入所

男性）

・政府に養われているから解剖されても仕方ないと思った。情けなくて、何ともいいよう
のない気持ち。（1951 年入所

女性）

・補導室（今の福祉室）に呼び出され、印鑑を勝手に押された。後で、入所者から印鑑を
押された書類は承諾書と聞かされ、
「何でも職員には絶対服従なんだなあ」と思った。死に
たいとは思わなかった。絶対家に帰るんだと思っていた。（1948 年入所

女性）

・着いてすぐに｢ここに印鑑を押すように｣言われ、考える暇もなくさせられた。当時は、
殆ど強制であった。（1941 年入所

男性）

(2)わからなくて
いっしょに付き添ってきた父母が署名したり、子どもであったために深く考えもせずに
承諾してしまった例も少なくない。また、短期間で帰れると聞いていたなら、たんなる手
続きの一環として安易な気持ちで署名した場合もあったろう。「小さかったので」「あんま
り深くは考えなかった」「なんの疑問も抱かず」「ショックで深く考える余裕はなかった」
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など、さまざまな表現を使いながら、そのときの「わからなかった」状況を語っている。
「解剖」といわれても実感がわかなかったと述べた 1949 年入所の男性は、星塚敬愛園で
は「すべての人が印鑑を押していたはず」だと、語っている。
・子どもだったし、特別何も思わなかった。みんながそうしていると言うことであったた
め、何も感じなかった。（1938 年入所

男性）

・自分は小さかったので一緒に連れてきた父親が署名したと思う。
「万が一のためにするの
だから」と話されたと思う。自分自身は 3 年位で帰れると思っていたからあんまり深く考
えなかった。（1938 年入所

男性）

・本人には何も説明せず、印鑑だけうてと言われた。何もわからず打った。後から自治会
から説明を受けた。（1943 年入所

男性）

・まだ 20 歳で「解剖」といわれてもピンとこなかった。実感がわかなかった。
（1949 年
入所

男性）

・入所して数ヵ月後に求められたが、何の疑問を抱かず、特に説明もなく書いたと思う。
（1953 年入所

男性）

・意味も分からず（子どもであり）
、署名した。お世話になった恩返しという断りにくい雰
囲気があった。（1942 年入所

女性）

(3)医療に役立たせるために
医者の説明を聞いて、医学や治療に役立ててほしいので、積極的に署名をした人も少な
からずいる。しかし、そうした思いも、その奥に秘められた意味を考慮すれば、どこか権
力的な力を感じさせるものだ。
「先生からしなければならないといわれた。まだ子どもだっ
たので、よくわからなかったが、将来に役立てられればよいと思った」と、ある男性は承
諾している。しかし、そのあとで彼は次のようにことばを継いだ。
「そういわれれば、ああ
そうですかというしかなかった。おまえが死んだらこの病気の原因を調べて将来のために
治療方法を研究するからと。役にたつならしょうがない」
（1946 年入所

男性）と。ここ

で「しかなかった」
「しょうがない」という表現に込められているのは、医者の権力であり
強制力そのものである。積極的な意味を見いだそうとしている表現の背後にも、そうした
意味が隠されていることを読み取る必要があるだろう。
・亡くなったら解剖していいかという献体という形で書類を書いた記憶がある。この病気
を活かして欲しい、医学的に役立ち参考になればと思った。（1948 年入所
・自分がすすんで言った。「治療に役立ててほしい」。（1952 年入所
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・役に立つのであればいいと思った。（1943 年入所

男性）

・ただでめしを食べさせてもらうのだから仕方ない、というあきらめの気持ち。
（1941 年
女性）
・先生からしなければならないと言われた。まだ、子供だったので、よくわからなかった
が将来に役立てられれば良いと思った。草津で求められた。15 歳？、いや 14 歳だったか
ら、そういわれれば、ああそうですかというしかなかった。おまえが死んだらこの病気の
原因を調べて将来のために治療方法を研究するからと。役にたつならしょうがないと。
（1946 年入所

男性）

・入所後、医学の発展の為に解剖させて欲しいと医局のドクターに言われ、口頭により承
諾した。書面によるものはなかった（約 30 年前の頃）。（1941 年入所

男性）

(4)拒否
こうして、ほとんどの人が署名に応じたなかで、署名を拒否したと語った人がいる。
・求められたけれど応じなかった。研究のためにといって同意した人もいたが自分はいや
だと思った。（1944 年入所

女性）

・拒否した。私は診察をうけにきたのに、恐ろしい紙（解剖承諾書）をみて、来るべき所
ではなかったと思った。当時の園長からの（入所勧奨の）手紙で、すばらしいことがたく
さん書いてあり、誘われてきたが、だまされた。うそをつかれたと思った。
（入所年無記入
女性）
(5)その他
・初めて知った。そんなものは見たこともない。書かされたという話も聞いたことがない。
（1946 年入所

男性）

・求められなかったが、それは解剖しないということではなく、承諾書の有無に関わらず
解剖は当然するものだと思っていた。（1945 年入所

男性）

・治療を目的とする療養所で、なぜ解剖というところまで考えなければならないのか、と、
ひじょうにショックを受けた。（1951 年入所

男性）

・求められなかったが、公然と行っていた。昭和天皇が亡くなって元号がかわってからぴ
たりと行われなくなった。いまではまったくおこなっていないが、当時は死んだらすべて
行っていた。（1953 年入所

男性）

・死んだら誰もかれも解剖される。承諾書なしに解剖される。（1950 年入所
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・びっくりした。こわかった。家には帰れない。治らない病気と思った。死ぬまでここに
居なければならないと思った。（1949 年入所

男性）

・星塚敬愛園に入所したときは求められたが、奄美和光園では求められなかった。死んだ
ときの解剖ということだから、園に入所する際のきまりだから、治療に来ただけなので、
普通の病院だという気しかしなかった。（1938 年入所

男性）

・父、母、姉は昭和 19 年（父）、昭和 16 年（母）、昭和 15 年(姉）にそれぞれ亡くなった
が、解剖された。当時は解剖されることがあたり前のことに。死んだら解剖することにな
っていた。研究のため。承諾書に署名した覚えはない。（1938 年入所

女性）

・入所当時は半数位解剖されてたよう。元気な入所者に死者を背負わせ運ばせ、終わる頃
取りに来させ、安置室に戻させていたのを聞いたことあり。（1960 年入所

男性）

・自分には求められなかったが、 解剖するもの という様子だった。
（1962 年入所
2‑3‑2

男性）

偽名【問 5‑2】

療養所内では偽名（園名）がもちいられていたことが知られている。これまで暮らして
きた外の世界と完全に遮断された別の空間が設定されるために、名前の変更が勧奨された
のである。自分の育った家族や結婚でつくった家族で使われた名前とは異なる名前を使用
することで、これまでの社会関係とは絶縁した世界が療養所の生活なのであった。もっと
も、53.2％（403 人）の人は偽名を使わなかったと答えている。
偽名を使うきっかけや理由はさまざまだが、
「園の職員からいわれて」
が 12.8％（92 人）、
ついで「園の入所者の先輩からいわれて」が 8.9％（64 人）
、「まわりのみんなが使ってい
たから」が 5.4％（39 人）、「家族からいわれて」が 3.3％（24 人）で、これらを合わせる
と 30.4％となる。これらの理由に該当しないけれども使っている人が、13.4％（96 人）
である（単純集計 22）。偽名使用の目的や理由はほぼ共通している。
入所年で偽名（園名）使用に差があるだろうか。入所年を 10 年刻みでとってみると、
あきらかに差があることがわかる。偽名を使わなかった人は、戦前の 1925 年から戦後の
1964 年までの間で漸減し、そのほかの年代では使用しなかった人の割合が過半数を超えて
いるのに対し、1955 年からの 10 年間では、むしろ偽名使用者の割合が 69.3％（61 人）
となって使用者の割合が過半数を超えているのである。戦前（1944 年以前）と戦後（1945
年以降）とを比べてみても、いずれも偽名を使用しなかった人が多いのだが、戦後、とく
に 1964 年以前に注目すると、使用した人の割合が高くなっているのである（表 2-3-2-1）。
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表 2‑3‑2‑1

園名使用の年代別（N=686）
使用した

使用しなかった

合計

1925-1934

3

12

15

1935-1944

95

143

238

1945-1954

135

177

312

1955-1964

61

27

88

1965-1974

8

13

21

1975-1984

3

6

9

3

3

381

686

1985-1994
合計

305

有意確率（両面）0.027
註 1：入所年代別にクロス表による Kruskal Wallis 検定を行った。
註 2：入所年の無回答および問 5-2 の「無回答」をはずし、「1 家族からいわれて」、「2 園の職員にいわれて」、「3
園の入所者の先輩からいわれて」「4 まわりのみんなが使用していたから」「5 その他」を「使用した」として集計。

偽名を使用したきっかけとなる理由を 10 年ごとの年代とクロス集計したところ、たい
へん興味深い結果が出た（表 2-3-2-2）。
表 2‑3‑2‑2

園名の使用の理由別（N=305）

家族からいわれて

1925-1934

園の職員からいわれて

入所者先輩からいわれ

1

周りが使っていた

その他

合計

1

1

3

1935-1944

8

19

20

9

39

95

1945-1954

10

41

24

22

38

135

1955-1964

5

22

16

2

16

61

1965-1974

5

1

2

8

1975-1984

1

1

1

3

89

62

37

合計

23

94

305

有意水準（両面）0.000
註 1：入所年代別にクロス表による pearsonχ2 検定を行った。
註 2：入所年の無回答および問 5-2 の「無回答」をはずして集計。

上述したように、偽名使用の理由でもっとも多かったのは「園の職員からいわれて」だ
が、その理由は他の理由と比べると、あきらかに戦後に多いのである。1945 年からの 10
年間では 30.4％（41 人）、1955 年からの 10 年間では 36.1％（22 人）、さらに 1965 年か
らの 10 年間でも実数は少ないものの 62.5％（5 人）と、他の理由よりも多く、しかも年
代が新しくなるほど増えている。偽名使用が外の世界との断絶と隔離を意味し、政策実行
者たる「園の職員」からいわれるということは政策の実施そのものにほかならない。1953
年らい予防法の施行が「園の職員」の偽名使用の意識を変えたかどうかの直接的関係はわ
からないものの、戦後における偽名使用者の増加とその理由としての「園の職員からいわ
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れて」の増加は、文字どおりの隔離政策が戦後にも継続・貫徹されたということができる
だろう。
(1)使用の理由、目的【聞き取り 5‑2】
病気のことが知られて「家族や親族に迷惑がかからないように」という理由がほとんど
をしめ、これが偽名使用の療養所側の公的な説明だった。手紙のやりとりなどで本名を使
うと、ハンセン病の療養所に入所していることが自分のことを知らない家族や親族にまで
知られてしまい、迷惑をかけることになるという配慮である。これはかなり一般的に流布
している理由で、その点では偽名が「当然」という答えも多い。また療養所側あるいは自
治会側が、当然のように偽名使用を促したり、勧めたりしたこともあった。たしかに、こ
れは当時の入所者にはきわめて説得的な説明であり、
「いやだった」という人がいる一方で、
一部の人は、とてもよいやり方だ考えていたようだ。また、こうして偽名使用に納得した
人のなかには、療養所内の現実はかならずしもそうではないのだが、ほとんどの入所者が
偽名を使用していると思いこんでいた場合もある。
こうした理由とは別に、家族や親族が先に入所していて偽名を使っている場合、それに
合わせるために同じ偽名を使うことがあった。偽名を使っている納得したわけではないが、
一時期のことだからと「わりきって」使用した人もいる。また、とりわけ女性の例である
が、自らは本名を使っていながらも、療養所内の偽名の使用者との結婚によって、
「姓は偽
名、名は本名」という形となった人も多いようだ。こうして本来は偽名の使用を否定しな
がらも、所内結婚という療養所生活の受容を通じて、偽名そのものも自動的に付随してく
る、といったプロセスも重要である。
しかし、目的はさまざまであっても、偽名の使用が入所者に、療養所をこれまでの世界
とは異質であることを感じさせたことがほぼ共通に指摘されている。
・自分がハンセン病であることを家族に知られないため使用した。使用することに抵抗は
あったが、家族に知られないようにするためには仕方がなかった。自分というものを失っ
てしまった感じがし気持ちが小さくなった。（1975 年入所

男性）

・自分でなくなるような気がした。今までの自分がいなくなるような気がした。療養所で
の生活が続くんだと実感した。（1961 年入所

男性）

・おかしなところに来たんだな。別世界に来た。逃亡者の気分。（1953 年入所

男性）

こうしたアイデンティティの喪失感が入所者にこれまでの社会生活との決別と、入所生
活の受容を促し、
「隔離」を許容させるものであったことが読み取れるのである。以下、偽
名の使用の具体的なきっかけに注目していくつかの語りを取り上げる。
園の職員から言われて
・園の職員から当然のことのように言われた。入園当初名を尋ねられた時、本名で答えた
ら、園名を使いなさいと言われた。姓の一字をとって園名とした。これに対して疑問をい
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だく知識はなく当然のものだとして受け入れた。（1956 年入所

女性）

・
「本名はだめ」と職員にはっきり言われた。本名の頭文字だけは残すように言われたので、
頭文字を一字とって、適当につけた。（1957 年入所

男性）

・何も思わないが、自分を隠さなければならないというのは、それほどすごい病気なんだ
なと思った。偽名は、入園のとき福祉課の人から「あなたはこういう名前にしようね」と
言われ、用意されていた名前をつけられた。（1955 年入所

女性）

先輩に言われて
・手紙は偽名でと先輩にいわれて手紙を出すと実家はびっくりするし、夫はもう男ができ
たときげんが悪くなるし、疑われてつらかった。自分は治ったら夫のもとへ帰れると思っ
ていたから夫との関係で悩んだ。（1943 年入所

女性）

まわりがみんな使っていた
・ここに入ったら園名を使うのは当然のことで、本名を使っている人はほとんどいないだ
ろう。自分で決めた。（1953 年入所

男性）

退所するつもりで一時的に
・2 年で退所するつもりだからと割り切って名乗ることにした。入所受付担当職員の説明
では、浮浪らい上がりの患者に本名が分かると、実家におしかけられ金品を要求されるか
ら園名を名乗った方がいい。この説明を鵜呑みにしたわけではないが割り切って勧めに従
った。（1953 年入所

男性）

家族に迷惑をかけないため
・いいことだな、と思った。本名になると社会復帰しなくても他人に知られることがある。
親兄弟のことがわかった場合に縁談にさしさわってくる。また、財産があったりすると脅
迫をうけたり、危険など、家族に面倒がかからなくてよいと思った。
（1944 年入所

男性）

・里へ手紙を出すときにいいと考え、軽い気持ちでそんなに嫌な気持ちはなかった。
（1950
年入所

男性）

・周りの入所者も使っていたし、兄に手紙を書くときは他の家族に知られてはいけないと
思い、偽名を使った。（1947 年入所

男性）

配偶者が偽名
・自分は本名で入所したが、所内で結婚した夫は偽名だった。ゆえに現在の姓は偽名、名
は本名である。（1946 年入所

女性）
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(2)使用しなかった理由、目的【聞き取り 5‑3】
偽名は家族や周囲の人たちに知られないようにする配慮で使われていた。それゆえ、使
用しなかったのは、すでに周囲に知られていたので「隠す必要はなかったから」という理
由があげられる。しかし、この回答はわずかである。偽名を使用しなかった人が過半数を
しめるのだが、変えなかった理由は、ほかにいくつかあげられる。時期や療養所にもよっ
て違いがあるだろうが、消極的な理由としては、偽名を使うことを強く勧められなかった
から、という人もいたようだ。また、とくにはっきりした理由はないと答えた人もいる。
では、偽名にしなかった積極的な理由はどのようなものだろうか。多かった理由の一つ
は、自分が納得できなかったため、というものだ。たとえば、
「自分は悪いことしていない
のだから」
「治療と偽名使用には関連がない」など、偽名を使う理由に納得がいかないとい
うものだ。二つ目の理由は、付き添った親や親族が変える必要がないといってくれたおか
げで変えなかったというものだ。
「兄と母が使用しなくてもよいといった」という事例があ
てはまる。三つ目は、
「家族がすでに入所しているので園名を利用する必要がなかったから」
というように、家族や身近な人物がすでに療養所にいて実名を使っている場合には、もは
や偽名を使う必要性がなかった。
ただ、名前を変えるというのは、自らのアイデンティティの変更にも相当するような大
きな抵抗を感じることであろう。なかには、園の職員からしつこく「変えろ」といわれな
がら、家族と同じ名前が当然だと思って頑として変えなかった人も少なからずいる。しか
し、園内ではなんのこだわりもなく本名で通しても、
「ただし、自宅へ郵便を送るときは別
名を使った」という人も数多い。以下、偽名を使わなかった具体的な理由を列挙する。
偽名そのものを知らなかった
・名前を変えるには着いた翌日、分館で手続きするようだったが、それを知らなかったた
め、本名のままだった。（1952 年入所

女性）

・園名があるというのを知らなかった。（1944 年入所

女性）

本名と偽名の使い分け
・偽名をとすすめられたが、自分は名前は親からもらった大事なものだし、名は体を表す
ものという思いがあり、結局、園内では偽名は使用せず、本名で通した。しかし、実家に
手紙を出すときは、郵便配達人にあれこれせんさくされると思い偽名で出した。親もこち
らへ郵便を出すときは 3〜4 町離れたポストからだした。（1951 年入所

男性）

・通信なり文芸的なもの、ペンネームとして使用している。園内では本名を使っている。
（1941 年入所

男性）

家族に言われて
・別に悪いことをした訳ではないのだから偽名を使うことはないと父親が言った。（1941
年入所

女性）
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・親父が職員に直接言った。
「自分のつけた名前だから変える必要はない」と、頑としては
ねつけた。（1942 年入所

男性）

家族が実名で入所していた
・家族（母、兄、妹）も入所していた為、偽名を使用する必要はなかった。親族にかくす
必要がなかった。（1942 年入所

男性）

絶望していたから
・死ぬつもりだったので気にならなかった。（1964 年入所

男性）

・すぐ死ぬつもりだったので本名でもよかった。（1950 年入所

女性）

すでに周りに知られていて
・小さな部落で生活していたため、発病し、療養所に入所したことを周りのみんなが知っ
ていたので、わざわざ偽名を使う必要がなかったから。（1952 年入所

男性）

なんとなく
・別に何も感じなかった。郷里から友達等が訪ねてきたりするから、こまると思った。
（1951
年入所

男性）

・実名を使うことが、家族にどんな影響を与えるかよく分からなかった。自分で、自分の
名前を使うのがなぜよくないんだ？と思った。家族や親戚への影響があることに気がつい
たときは、実名を使った後だったので、今更変えようとも思わなかった。
（1941 年入所

男

性）
2‑3‑3

その他の入所時の体験【聞き取り 5‑4】

入所時の体験で印象に残っていることを自由に語ってもらった。内容は多岐にわたるが、
療養所の特徴や入所時の時代状況をかいま見ることができる。以下にいくつかを分類し、
列挙する。
(1)初期の印象と記憶【聞き取り 5‑4】
・いや〜すごい所にきてしまった。と思ったよ。というのは、ここにきて周囲の人に話を
きくと、30 年 40 年とここにいるという人がたくさんいるじゃないか？！一体この人達は
ここでそんなに長い間何をしていたんだろうと思ったよ。自身は、ここで集中的に治療し
てして 3 年くらいで帰ろうと思って入所したんだからね。（1953 年入所

男性）

・患者の状態がひどく、ばけもの屋敷に来たかと思い、2〜3 日は食事ができなかった。プ
ロミンが来てから、患者の様子がよくなり見られるようになった。（1952 年入所

男性）

・地元にいた時は病気の人は自分ひとりだったが、こっちにきたら千何人も同じ病気の人
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がいて、そのうえ老人や重症の人がいっぱいいて、自分は若くて軽い方だから本当にほっ
として気持ちが楽になった。解放された気分だった。（1942 年入所

男性）

・病院なのであるから治療中心で、治療のない時は本を読んだり、将棋をしたりのんびり
できると思っていたが、翌日いきなり同室（6〜7 人部屋）の先輩からいきなり畑仕事に行
くぞと言われビックリした。また、通信の勉強していたのであれば、電気も詳しいだろう
から、園内作業として電気屋（係）をやってくれと言われ、これが最初に驚いた一番のこ
と。ここは病院ではないと思った。また、療養所まで同行した兄が帰る際、手拭いを顔に
当て、泣いて泣いて、振り返り振り返りしながら帰って行ったことが忘れられない。
（1942
年入所

男性）

・
（なぜ）所持していたお金を出したり、着物を脱がされるのか、強烈な印象がある。どう
なっているんだ、 天下のお金が何で使えないんだ 。（1948 年入所

男性）

・重度入所者からの言葉にショックを受けた。「お前も俺のようになる。」療養所では無治
療だった。（1950 年入所

男性）

・ハンセン病というのがどういったものかはっきりわからず、療養所へ入所した。入所者
の症状をみて、
（手がまがっていたり）自分は、この人たち（入所者）と同じ病気なんだと
思った。入所した日に、自殺があったことを聞きショックだった。夫に、
「自殺はしてくれ
るな」と言われた。
「まわりの者にも迷惑がかかる」と言われた。自殺があったことについ
て夫もショックを受けた様子であった。（1954 年入所

女性）

・入所したとき、傷のある人が多く痛々しくて症状にびっくりした。また、医者や看護婦
の服装（白い防護服、マスク、長ぐつ等完全防備で長ぐつの下にスリッパを履く）が物々
しくてびっくりした。また、症状を悪化させた人が多かったので部屋も

ウミ

の異臭が

した。大人の部屋になってから部屋が狭かった。半間の押入れが自分の持ち分だった。
（1944 年入所

女性）

・兄が療養所に入所していたので、自分の入所前に何回も会いに来ていた。園に初めて来
たときには、びっくりした。患者が患者のことを言うのもおかしいが、プロミンができる
前は、顔も足もキズだらけ、血や濃みが出て、臭いもあり、食事をするのも嫌なくらいだ
った。（1962 年入所

男性）

・一番恐かったのは、消毒風呂に入れられて、自分の下着、衣服など噴霧器にかけられあ
っ気にとられたこと。少し園内の事がわかると、療養所なのに監房や墓場や焼き場がある
のですごいところだと思った。あとでここは飼い殺すため、骨になるまで暮らすのかとわ
かった。不審でたまらなかった。病気を治すのに来ているのに。ここへ入った以上、二度
と出れんのじゃと思った。（1957 年入所

男性）
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・療養所でも DDT を 1 ヶ月位かけ続けられた。（1955 年入所

男性）

・消毒風呂に入れられた。入所したときの食事はまっ黒な麦飯とおしんこのようなものだ
った。それを見た父親が「子ども達が余りに不びんだ」と男泣きしていた。末の妹と母親
が別々の宿舎で暮らすことになるといわれ、
「赤子だから一緒に居させてくれ」と言ったが、
聞いてもらえず大泣きしていた。自分も母と分かれてふたば寮へ入れると職員に言われた
時、「この子だけはお願いですから側に置かせて下さい」、と懇願した。こんな母を初めて
見た。普段は私に冷たかったけど、この時だけは「母親だなあ」と思った。（1946 年入所
女性）
・国鉄の夜行列車で来たが、駅では警官がついて消毒液をまいてできた「黒い道」の上を
歩かされた。園に来たら、まず、すっぱだかにされた。パンツも金も全部取られた。服は
消毒された。裸の写真をとられたような記憶があるが、そんな写真はとられていないとい
う人もいる。白衣を着せられた。収容所にいたのは半日（ほど）だけですぐに少年少女舎
に行き、翌日から学校に行き始めた。（1941 年入所

男性）

・入所したとき、職員と入所者とは差別があり違っていた。有刺鉄線で仕切られていた。
外ではそんな差別がなかったから驚いた。（1943 年入所

男性）

(2)生活環境【聞き取り 5‑4】
・12 畳に 6 人いる独身舎に入れられたが、新患は一番寒いところへ寝かせられ、吹雪のと
きは顔や体に雪が積もり、とても寒い思いをした、病気になって、こんな寒い思いをさせ
られ、食べ物は悪くて、新患だと何でも一番下でいじめられたこともあり、他人ばかりで
絶対に人を頼ることもできないと思った。（1940 年入所

女性）

・戦時中であり食糧難の時代であり食べるものがなく焼きイモにならないようなサツマイ
モや大根等が配給された。食べれたものではなかった。（1943 年入所

男性）

・残された家族（妻と子供達）の生活が苦しかった。食べるお米もなかった。役場に援助
してもらった。妻は苦しさのあまり一家心中したいと言ってきた。子供の事を思うと苦し
かった。（1949 年入所

男性）

・昭和 27 年の入所にて、世の中も落ち着きを、取り戻し、園の生活全般においても、不
自由さや特別つらい思いというのは、感じなかった。ただ、戦時中等、それ以前に入所さ
れていた方は、ひどい目に遭い、つらい思いをしたという話は、聞いて知っていた。
（1952
年入所

女性）

・１部屋に８名つめこまれて生活。神経痛でつらいときも炊事場へ食事を取りに行かなく
てはいけないなどつらい生活。このままずっとこういった暮らしが続くのかと絶望し、２
回自殺を試みたこともある。薬を多量に飲み、自殺を図ったが、胃の洗浄をして、朝目が
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覚めたこともあった。（1950 年入所

男性）

・自治会の会長が独裁的に管理していた。入所者同士が監視し合ってる状態。職員の関わ
りはとても少なかった。不衛生な状態で、生活する場とは思わなかった。
（1937 年入所

男

性）
・入所してる間に不潔者扱いされた。お前たちは不潔な人間。医局のあるところに入って
はいけない。ボロクソに言われた。医局から往診に来ると、土足のまま部屋に上り、診療
して帰っていった。こういう状態が日常的であった。マスク、ぼうし、くつなど絶対ぬが
なかった。土足のままで患者の枕元へドカドカ入ってきていた。13 園ともそうだったと思
う。戦後、昭和 20 年代になり解消。（1941 年入所

男性）

・自分が持っていたお金を取り上げられ財布の中に園金（園内通貨）が入っていたのはび
っくりした。ままごと感覚だなと思った。昭和 21 年は戦後で、唯一外の情報が寮に一箇
所あるラジオ放送（一方的に流される NHK）であった。「鐘のなる丘」が 6：00 から 30
分間流されるが、同じような子ども達が集まって聴くのだが、それが我が身と重なって、
家が恋しい、おやじおふくろのことを思った。（1946 年入所

男性）

・兄や職員から二度と療養所から出ることはないといわれた。島の中を鉄条網で患者の居
住区と職員の居住区に隔てられていたこと。療養所の生活では日常的に消毒されていた。
船も患者と職員で場所が違っていた。多くの松があって、美しかった。（1948 年入所

女

性）
(3)強制労働の場【聞き取り 5‑4】
・たたみ 36 畳に 20 人の雑居であった。若い人から老人までおり、プライバシーがなくて
苦痛だった。不自由者の付き添いの作業があり、こわかった。１日でやめた。七輪で湯を
沸かし、１日のすべき生活の世話や介護をした。治療に来たのに世話をしなければならな
かった。（1949 年入所

男性）

・昭和 26 年入所ということもあり、偏見や差別は依然としてあったが（過渡期というか）
時代は良くなってきている時であったと思う。しかし療養所はベッドで治療する所である
と思っていたが、
（元気な者は）みんな働いている。強制労働の場であると感じた。
「怖い、
汚い、うつる」という風潮があり、職員がすべき仕事を患者がしていた。相互扶助の建前
はあるのだが…。入所時タバコが吸いたいが現金が少なく、母親に送金してくれと手紙を
送ると書留便にて送金されたが、検閲され現金は預けられ、手元には届かなかった。小包、
封書は検閲され感じ悪かった。非人道的な扱いである。金がないので、自分の服を売り現
金にかえた。（1951 年入所

男性）

・療養するために来たのに、作業ばかりで大変驚いた。お金もなく困った。（1952 年入所
男性）
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(4)避難所の機能【聞き取り 5‑4】
・島では皆に嫌われてくやしかったが、ここに来たら、皆が喜んでくれて、うれしかった。
（1948 年入所

女性）

・部屋には行ってたまげたのは花札が流行っていたこと。世間では隠れて暮らしていたが、
療養所に入って「心のゆとり」ができた。みな同じ境遇。
「どうせ治らない」というあきら
めが誰の心にもあったので、あまりくよくよしなかった。（1933 年入所

男性）

・自宅まで役場のトラックのような車が迎えに来た。その車で神戸まで行き神戸駅から岡
山駅までは汽車であったが一般客とは別車両であった。夜のうちに療養所に着いた。持っ
ていた現金をあずけ入浴させられた。現金は後で返してくれた。園内通貨は廃止されてい
た。それまでの生活が悲惨だったので、園に来てホッとした。いい所へ来たと思った。雨
が降っていた。1 週間〜10 日回春寮にいて少年舎に移った。父も一緒に同じ療養所に入っ
た。（1948 年入所

男性）

(5)生活世界の転換【聞き取り 5‑4】
・今までの生活が 180 度変わるのだから、人生が一回転した様な気持ち。言葉では言い表
せない。（1951 年入所

男性）

・島につくとすぐ収容所というところへ１週間ほど入れられる。そこで、健康状態、年齢
にあった場所へ移す準備をする。その間に先輩たちと話すうちに、ずっと長い間ここで生
活している人の存在を知り、一生出られない覚悟をきめ、ここでおだやかに生活できるよ
う努力することだと教えられる。早く家のことをあきらめろと教えてくれる。それでも３
年ぐらいで自分は家に帰るんだ、みんなとは違うんだと思っていた。
（1943 年入所
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３．療養所における治療について
3‑1 ハンセン病療養所における治療
3‑1‑1

〜療養所が「療養」所であるための根幹〜

治療の説明【問 7‑3】

療養所に入ってから、ハンセン病がどういう病気か、治療や予後などについての医学的
な説明が医師や看護師などの医療従事者からあったのだろうか。結果は、
「詳しい説明があ
った」とする者の割合は、全回答者のうちのわずか 11.3％（82 人）にすぎない。説明があ
っても「十分でなかった」とする者は 17%（124 人）であった。65.2％（475 人）が、説
明は「なかった」と答えている（単純集計 32）。
これを入所年に即してみていくと、
「説明がなかった」とする者は、1940 年代後半まで
７割近くに達し、1950 年代にはいってやっと５割程度に減少している。十分にしろ十分で
ないにしろ「説明があった」と答えた者の割合が「説明がなかった」と答えた者の割合を
上回るのは、1960 年代後半になってからのことである。
3‑1‑2

医療の結果とその理由【問 7‑4、聞き取り 7‑1】

では、実際にはほとんど説明されることなく施された治療について、入所者たちはどう
思っていたのだろうか。まずは、治療のやり方がおかしい、あるいは、不十分であるため
ハンセン病が悪化したあるいは後遺症が残ったと思うかどうかについては、
「とくに思わな
い」が 51.8％（363 人）で最も多かったが、
「大いに思う」
「少し思う」を合わせた 41.2%
（289 人）が治療の結果、病気が悪化したあるいは後遺症が残ったと思っている（単純集
計 33）。
そのように、病気が悪化したり後遺症が残ったりした理由として、以下のようなことが
あげられている。
(1)新薬の実験台
もっとも多くの指摘があったのがこれである。1944 年ごろ行われたセファランチンや特
効薬として有名な戦後のプロミン、その他、タイフウミン（大風子油を静脈注射用にした
もの）、チバ、リファンピシンによる被害があげられている。ほかには虹波（陸軍の軍機保
護法の適用を受けた薬で、らいと結核に適用された）、ＴＲ法（有効成分はテレピン油であ
るといわれている。大島療養所では 1935 年に治験がおこなわれていた。[『大島青松園五
十年史』国立療養所大島青松園 1960：102]）といったものもあげられている。なかには名
称不明の薬剤もある。これらの薬剤が投与されたことによって、自分の病気が悪化したり
後遺症が残ったりしたと考えている。
『国立療養所史（らい編）』によると、プロミン以前の大風子油時代に試みられた薬で注
目を集めたものとして、金オルガノゾール、セファランチン、そして虹波があげられてい
る。いずれも効果の裏付けはなく、とりわけセファランチンについては、
「文献的に、セフ
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ァランチンがらいに悪影響を与えたという報告はないが、このセファランチンの被験者と
なった患者たちは、今日でもその恐怖を語っており、らい施設における医師への、また新
薬への根強い不信感を植付けたものとして記憶する必要がある」と記されている［厚生省
医務局『国立療養所史（らい編）』1975：51］。今回の聞き取りは、まさしく、文献には残
っていないセファランチンの「悪影響」についての記録ともいえよう。また、戦後導入さ
れた特効薬プロミンも、当初治験薬として効果が試され、なかにはそれがもとで症状が悪
化した者もあった。いくつか具体的な記述をあげておく（語り冒頭の年代・療養所名は治
療に問題があったと答えた理由となる出来事があった

時期／療養所

養所が特定されていない、つまり調査票に記入されていない場合は
・1969 年頃／駿河療養所

を示す。時期や療
無記入

と記す）。

フランスで発明された「パナシル」という薬の分量を調べるた

めに使われた。実験そのもの。ひとりは歩いて倒れ、自分は熱が出て、白血球が増えた。
また、リファンピシンの分量を調べるため、１年２カ月投与を受けた。その後皆に投与さ
れるようになった。副作用はひどかったが菌はあっという間になくなった。（1953 年入所
男性）
・1961 年頃／無記入

昭和 36 年頃、治験させられた。
（プロミンの６〜８年後）。20 人位

呼ばれて、この薬を飲むように（３種類を１日３回、チバ、プロトゲン、胃散など）。まじ
めにのんだ人が悪くなった。１ヶ月に１回検査した。神経痛（左手）でやみ、針をやって
もらったらはれてしまい 2 ヶ月位病棟に入院した。非常に神経痛がいたんだ（やむ）。606
号の薬を使ったが、
（週１回２回やった）足が下がってやせてしまった。
（1948 年入所

男

性）
・無記入／無記入

治療も重症者が優先で、結節でブツブツのできた人が治るからと新薬

にとびついたが、プロミンの反応で両手指の疼痛から拘縮になった。猫も杓子も同じ量で
注射するのだから私はかえってしない方がよかったかと。（1949 年入所
・無記入／無記入

女性）

自分はプロミンはあわないともおもったが試験的に投薬され、貧血や

神経痛といった副作用が出てやっと中止になった。私の場合、DDS の方が効果があったよ
うに思う。（1948 年入所

女性）

・1958 年頃／星塚敬愛園

星塚敬愛園に 1958 年３月に入所。９月に目が見えなくなった。

当時の眼科では原因がわからなかった。入所したらすぐプロミンを打ってくれると楽しみ
にしていたが、打ってくれずに新薬を飲まされた可能性がある。自分ともうひとり、新患
だと他の薬（プロミン）に毒されていないのでモルモットにされた。結節ほしさにプロミ
ンを投与してくれなかった。もうひとりの人は顔が腫れ上がってくるしんでいた。入所 2
年後プロミンを打つようになったら、あっという間に結節が治った。入所してすぐ打って
くれれば失明等つらい思いをしなくてもよかったのではないか。（1958 年入所
・1963 年頃／長島愛生園

男性）

32 歳か 33 歳の頃、新薬ができたから試験材料になってくれと
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医師から頼まれた。最初は断っていたが、光田園長に世話になっていたからと思い了承す
る。大風子油を精製したもので「タイフウミン」と呼ばれていたが、3 本、静脈に注射に
て受けたが、4〜10 人ほど治験を受けた患者がいたが、その中で私がもっとも反応が強く
でて、神経痛、顔の腫れが顕著であった。私の場合、薬は必要ないのにやったから。今か
ら思えば、その医師は新薬を開発して博士号をとりたかったのだろう。（1952 年入所

男

性）
・1944 年頃／長島愛生園

セファランチンという新薬（注射は 72 本、丸薬 72 個）を施さ

れ、それが合わず手が下がりまひしてしまった。現在のように栄養状態が悪くないときに
はそのような症状にならないのだが、空腹で 5g を施されまひがおきた。
（1943 年入所

男

性）
・1944 年頃／長島愛生園 セファランチン（2 カ月投与）で右目はつぶれる（全盲）、左
目は視力低下。顔じゅう結節がでて顔が崩れた。激しい痛みもあった。まつげ脱毛。重症
になった（医師も手がつかず）。社会復帰もあきらめざるを得ない状態になった。自殺を企
図し、ふらふらと岩の上へ（そこで発見された）。（1941 年入所
・1951〜2 年頃／長島愛生園

男性）

1949 年のプロミンの効果は絶大なものが自分にはあり、顔

の浮腫もとれ、出なかった声も出るようになり、これで助かったと思った。しかし、1951~2
年頃、アメリカからの新しい薬ということで愛生園全体の患者のなかから 50 人程（L 型
の病型）に、試験投薬が行われた。空色の錠剤で数ヶ月続けられた。その結果、大変な反
応があり、湿疹、むくみがはげしくなりついには本病がぶりかえした。（1942 年入所

男

性）
・1956 年頃／松丘保養園

TR 法による治療を２年間ぐらいやったが、効果はなく、身体

が冷えて、血管が萎縮してしまった。（1937 年入所
・1962 年頃／無記入

男性）

入所者が 3 人になると薬を使い実験した。アメリカからの薬を３人

に使い、ひとりは１カ月でよくなる。ひとりは半年ぐらいでひどいのがよくなった。本人
は逆に体中が痛く、真っ赤で眠れない。半年ぐらいで立てるようになり、8 カ月ぐらいで
歩けるようになった。１年間病室にいて、舎に移れた。（1962 年入所

男性）

その他、生検の際に「肉をけずり」
「肉を切り取る」と表現されるようなやり方で、最終
的には何針も縫う処置をおこなっていたという。
(2)無資格者による治療
療養所の医療は、そもそも人手が足らない状態で運営されてきた。
たとえば、大島療養所では、開設当時収容定員 200 人のところ、県警察部長の兼任であ
る所長と医長、医員、調剤員、看護長 3 名、看護婦など、総勢、たった十数名の職員配置
であったという。
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戦後になっても、医療スタッフの充実はまったくはかられていない。ちなみに『全患協
運動史』にはらい予防法制定当時（1953 年）の医師・看護婦らの人員数が結核療養所と比
較されている（表 3-1-1）。それぞれの疾病に応じた施設規模・定員数の適正値に相違があ
ることは当然にせよ、ほぼ同規模の結核療養所との比較から以下のような数値の格差が生
じていたという事実は、とりもなおさず、ハンセン病療養所におけるスタッフの少なさを
あらわすものである（図 3-1-1-1、3-1-1-2）。
表 3‑1‑1

国立療養所における疾病別の職員比較

疾病別

施設名

ハンセン病
結核

訓令定床

患者数

医師

看護婦

多磨全生園

1470

1196

15

45

大島青松園

810

688

9

35

清瀬病院

930

898

25

167

福岡療養所

530

519

15

94

註 1:昭和 28 年度の医療職員数（結核との比較）
［全国ハンセン病氏患者協議会編『全患協運動史』一光
社 1977：72］。

図 3‑1‑1‑1

国立療養所における疾病別の医師１人あたりの患者数
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多磨全生園 大島青松園 清瀬病院 福岡療養所
ハンセン病療養所
結核療養所
註 1:前出表 3‑1‑1 より作成。
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図 3‑1‑1‑2

国立療養所における疾病別の看護婦１人あたりの患者数

1人あたりの医師数
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多磨全生園 大島青松園 清瀬病院 福岡療養所
結核療養所

ハンセン病療養所
註 1:前出表 3‑1‑1 より作成。

この年の 100 床当たりの医師は、結核 2.65 人、ハンセン病 1.00 人、療養者へのより密
接な対応を必要とされる看護婦に至っては結核 14.15 人に対してハンセン病は 3.55 人であ
る。戦後においても、このような状況下におかれた療養所において、その不足を補うため
に、医療者としての資格をもたない職員の稼働は日常のことであった。語りからそのこと
があきらかになる。
【無資格看護士・看護助手による外科手術の場合】
・1945 年頃／無記入

手の手術を受けたとき、看護助手が手術し、神経を傷つけまた消毒

や薬もなく、縫う技術も悪く、後遺症がある。今でも痛みがある。（1943 年入所

男性）

【歯科技工士による歯科治療の場合】
・無記入／無記入 歯科医ではない技工士が歯の治療をしていた。歯科医は週 2 回ほどし
か来ないので、その他の日はこの技工士が治療をしていた。来てまもなくの頃、その人に
治療を受けたが麻酔が強すぎて具合が悪くなってしまった。顔色不良となり、脈をとられ、
うちわであおがれた。（1952 年入所

女性）

【患者による治療の場合】
・1952 年頃／駿河療養所
年入所

硼酸水と水虫の薬とを間違われて目にあてられ失明した。
（1950

女性）

・1949‑50 年頃／沖縄愛楽園

日本政府から派遣された医師じゃない人が自分の鼻の手術

をした。呼び出しがあって、麻酔をうたれたところ、黒ずんで２，３年とれなかった。
（1922
年入所

男性）
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・無記入／無記入

医師の数が少なく、一緒に生活している先輩から、通説としてよいと

されていることを教えてもらい、それを実行していた。例えば、肉の落ちた部分にパラフ
ィンを熱して注射器に入れ、患者同士で注射したが、それは国がやったことでも、医師が
やったことでもない。患者がしたことである。（1921 年入所

男性）

(3)「技術不足」「知識不足」によるミス
・1970 年頃／大島青松園

左人差し指の関節のところにイボができた。出血したので園に

ある外科を受診。医師がイボを取り、その箇所に皮膚移植し、ギプスをつけた。ギプスに
浸出液が出てきて、ギプスを取って欲しいと言ったが医師が不在であったので「ダメ」と
言われる。あまりにもおかしいと思い、自分でギプスをはずすと、中が化膿しており、や
っと医師が診てくれた。医師は「手術だけして薬を出さなかった。私のミスです」と悪び
れた様子もなく、その指を切断してしまった。指を見るたびに思い出す。今なら医療ミス
で問題になっている。医者を信用できなくなった（今でも）。（1961 年入所
・無記入／無記入

男性）

自身は、白内障の手術をした。他にも自身と同じように、らい反応が

なくなった後、眼科の治療をする人がたくさんいて、その中で白内障の手術をする人が多
かった。手術後約半年間はそりゃーもうくっきりみえて、本病は治っているし、よかった。
が、半年たったら、まったくみえなくなって他の医師に手術の失敗だよといわれたんだよ。
（1953 年入所

男性）

(4)不適量の薬剤投与・不適当な薬剤投与
これは、(1)の「新薬の実験台」ともおおいに関係するところだと思うが、患者への適量
が確定していない状態での治療であったことがわかる。
・1948〜73 年／松丘保養園

新薬のプロミンを 50 倍の量を打たれたために、症状が悪化

した。松丘を退園してからわかった。薬の量が適量でなかった。（1948 年入所
・1955 年頃／栗生楽泉園

男性）

プロミンの特効薬が強過ぎたと思われる（5ｇ）。症状は軽いが

薬の量が多いほうが効くと思った。現在は全盲となった（緑内障）。
（1948 年入所

男性）

戦後、プロミンは特効薬として注目をあび、実際にこれによって軽快した患者が続出し
たのだが、他方、これによる副作用を訴える声が多い。その理由のひとつは、抗ハンセン
病薬による治療途中で、らい反応と呼ばれる急性の炎症症状が出るためであろうが、それ
に対する有効な薬剤（たとえば、プレドニンやサリドマイド）がないころには、鎮静化が
むずかしかったと思われる。患者にとって、治療薬を使いながら症状が悪化する事態は、
薬の副作用として認知するほかなかったと思われる。医師の説明不足を指摘できよう。ほ
かには、DDS やカナマイシンの副作用もあげられている。
・無記入／無記入

また早く治りたいと思えば､一度注射をしてもらったら再び並ぶ事もあ
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ったそうだ。注射をし過ぎて内臓がやられてしまう人もいた。（1959 年入所
・1956 年頃／大島青松園

男性）

プロミンの副作用からか、顔が腫れ、目も見えないほどになっ

た。そのとき、神経痛も併発し入院。１週間ほどで回復したが、左手は神経痛に冒され麻
痺を生じ、やがて変形をきたした。（1954 年入所

男性）

・1949‑50 年頃／松丘保養園 治療という治療がなかった。14 歳の時、医者がプロミンの
注射をしてくれた。何回かプロミンの注射をしていたら、体中発疹ができ、右足や手が動
かなくなり、病気がひどく悪くなった。プロミンが体に合わなかった・（1935 年入所

女

性）
・無記入／無記入

プロミンによって症状が悪化した。神経痛がひどい。
（1930 年入所

男

性）
・無記入／無記入

菌の検査をしてもでなかったが、療養所に入っているということで、

１ヶ月プロミンを打った。その結果、腕の筋肉が脱落してしまった。
（1934 年入所
・1976 年頃／長島愛生園

男性）

治らい薬ＤＤＳで１日１錠１週間服用。薬の副作用により四肢

に後遺症を残す。プロミンでは、一時熱こぶのような反応があっただけだった。
（1952 年
入所

男性）

・1954 年頃／邑久光明園

DDS という薬を園長にすすめられ使用したが、１カ月で顔に

むくみ、神経痛が出だした。プロミンをその後使っておさまった。（1953 年入所
・1958‑9 年頃／多磨全生園

女性）

カナマイの注射 2 本目で耳鳴りがし、やめてくれと懇願しや

めてもらうが、今も耳鳴りがし、普通に話しているのでは聞こえない。（1926 年入所

女

性）
(5)指や足の切断
・1946 年頃／無記入

1946 年（18 歳）足の裏にやけどをして、それがなかなか治らなか

った。その時、医師は「社会復帰させるため足を切断する」と言った。看護婦が「この病
気の人は社会復帰はできません。煙にならないと帰れません」と、手術に反対していた。
結局、切断したが、抵抗力がないため、高熱を出し、重体となって、母が呼ばれてきた。
母が夜中つきそってくれていた。その後、ブリキで義足を園内でつくり、痛くて痛くてた
まらなかった。松葉杖をついて、義足はふまれるとすぐはずれるので、紐をかけた。腰の
ところで結んでいた。今から思うと、社会復帰という考えが、医師にあったことは驚きだ
が、結局その医師の思いは自分にとって仇になっている。（1940 年入所
・1960 年頃／多磨全生園

女性）

野球で作った足のうら傷の手術。小指先を切ることから始まっ

たが、切開時にガーゼを中に残してしまい、化膿して悪化。医者が俺に任せておけと指を
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2 本切った。（1937 年入所

男性）

(6)「治せばいい、形なんてどうでもいい」、むやみな整形外科手術
・無記入／無記入

その頃は「治せばいい、形なんてどうでもいい」という考え方だった

ので、悪い所はとってしまい、整形をしなかった。昭和 30 年代から整形が重んじられる
ようになった。私の指も整形してもらったらまっすぐになって、落ちたお金を拾えるよう
になった。（1933 年入所
・1955 年頃／無記入

男性）

整形外科が出始めた頃、やたらと手術手術と言われた時期あった。

病気自体は治っても、後遺症は治らない(麻痺)はずなのに、手術をしたがった医者があっ
たから。無意味な手術と思われることがやられた。（1952 年入所

男性）

(7)衛生材料の不足、不衛生材料の使用
緊縮予算で運営されていた療養所では、包帯の洗濯・巻き取りは患者作業のなかにも組
み込まれており、再利用を当然のこととしていた。包帯、ガーゼ、注射器、薬と足りない
ものの方が多かった。次のような他の医療機関との比較を含んだ経験を語ったものもある。
・無記入／無記入

足に傷がありガーゼ交換に行くと、ガーゼを素手でさわって交換する

のでびっくりした。以前の小児マヒ療養所ではピンセットを使っていたし、ちょっとでも
落ちたりすると不潔ガーゼとして捨てていたのに、ここでは洗って使ったりしていた。
（1958 年

男性）

(8)注射の使い回し
(7)の物資不足とも大きく関連すると思われるが、注射器も針を研ぎながら、消毒をせず
多数の患者に続けて使用していた。ちなみに、この注射のいわゆる「回し打ち」は 1960
年代の一般小学校の予防接種でもおこなわれていたことであり、さらに、厚生省が注意を
喚起したのはようやく 1988 年になってからのことであったことを鑑みると、日本の医療
全体の問題であることは明らかであるが、今日指摘されるように、療養所におけるＣ型肝
炎罹患率がその他の医療機関の全国平均より高いという事実［「主張」『全療協ニュース』
866:1］に照らしても、今後いっそうの実態把握が必要であろう。
・無記入／無記入

自分が松丘に入所した時は薬が出来てから、もう 14 年もたっていた。

治療がおかしいので後遺症が残ったとは思わないが、治療方法はおかしいと思う｡例えば注
射器を消毒していなかったり､注射針を使い回しし､消毒綿で針を消毒するのだけれど､針
が曲っているので、綿の糸がついたりする｡反応注射というものもあったが､その反応を見
る時も同じ注射で何人もの人の反応をみていた。この前精密検査を受けたらＢ型の跡があ
ると言われた。（1959 年入所

男性）

(9)ハンセン病の専門医がいない
・1970 年頃／無記入

ハンセン病の専門医がいなかった。その為、薬の処方も一般内科医
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が行い、いいかげんだった。専門の治療機関といいながら、専門治療は行われず、後遺症
が重度化した。私の場合はプロミンが体に合わず副反応がでていたのに、抗生剤で症状を
押え、また同じプロミンを投与され続け、病気が悪化し後遺症ものこってしまったと思う。
（1952 年入所
3‑1‑3

男性）

療養所内における実験的医療や医療過誤【聞き取り 7‑2】

前述のように、病状の悪化や後遺症の重症化にかかわった要因として「新薬の実験台」
や「ミス」を挙げる者が多いが、療養所全体としては、それらはどのように記憶され、語
られているだろうか。
(1)実験的医療
3‑1‑2(1)で病状の悪化にかかわった「新薬の実験台」はまさにここに含まれる。多くの
者に基本的に治療法が確立するまで実験はすすめられたという認識がある。セファランチ
ン、
「結核の薬」を試されたという語り、さらには、それらが医師の博士の学位取得のため、
あるいは、結節ほしさのためだったという語りがあった。また、なかには、サリドマイド
が使われたことを指して、実験的医療をされたと語る者もいるが、これは、医師側の説明
不足が考えられる。なぜなら、サリドマイドは「らい反応」に対する有効な薬剤だったか
らだ。
新患は薬剤による影響を受けていないという点で、研究には最適とみなされ、恰好の「実
験材料」にされたという。そのため、本来の治療薬の投与が遅れてしまうという声があが
る。また、効果的な薬剤の登場でほとんどの患者が治癒したあとは、結節がでているひと
は研究のための材料となったという指摘がある。まさに「結節とり」のための患者であっ
た。
また、研究の対象として、カーテンのない部屋で全身の写真をとられるなど、屈辱的な
経験を強いられることがあった。
(2)無資格者による診療
男性看護士、元衛生兵、見習い看護婦による外科治療、断種手術、切断手術、歯科技工
士による歯科診療。なかには、具体的に名指して語る者もいる。他方、人手不足のために
仕方がないという指摘とともに、事故は聞いたことがない、医師より上手で人気があり、
医師がいても役に立たないなどという語りもあった。また、この中には、
「患者による診療」
も含まれ、自分自身が治療者であったという語りは多い。大風子油の自己注射、傷の自己
治療からはじまって、療友の外科的処置、病棟における包帯まき、ガーゼ交換等々がある。
患者による病棟看護（いわゆる付添）のおりに、人手不足で夜中に看護婦が来て注射する
ことができないので、強心剤の注射をまかされたり、カニューレの取り替え、痰とりなど
をしていたことが明らかにされた。
(3)医療過誤
・昭和 57 年の時、角膜がにごっていて手術｡入院中に、看護婦さんにまちがった薬を点薬
されて､目が見えなくなってしまった。（1937 年入所
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・10〜20 年前、詳しい説明なく、角膜をけずられた。その後その目はおかしい。（1945
年入所

男性）

・1996 年／多磨全生園

自分の兄のこと…完全な医療ミス。肺気腫、肺切除で濃縮酸素吸

引必要だった。ずっと付き添って咳をする度に「吸引してやってくれ」と言っていた。症
状がよくなってきたので、療養所内の食事処に行ってみたらと言われ、付き添いのみなが
行ってしまっている最中に死亡。医者は「解剖だ」というけれど、印（判）を押さなかっ
た。
「説明しろ、何でこうなるんだ」とどれだけ言ったかわからない。前々の園長（足の主
治医。結核専門医）が言ったこと。
「会議で出られなかった、緊急の連絡はもらったけど…」
それでおしまい。それが法廃止されて（1996 年）2 ヶ月後のことだった。
（1950 年入所

男

性）
・昭和 53 年頃、いつも打っている注射ではない注射（注射器の大きさが違ったのでわか
った）を看護婦が私に打った。大きなカルシウムの注射で、これは違う、自分の注射では
ない、と言ったのに、看護婦はこれで正しいと言いはって無理に打った。私は、いつもの
注射器が不足していたのかと思って、注射を受けたが、打った後、心臓が苦しくなったの
で、やめろと言って注射器をたたいて落とした。目が見えなくなり、窓にぶつかって倒れ、
体は真赤になった後、茶色、黒と変化したらしい。汚い話だがそのときうんこ、しっこを
出した。看護婦が人工呼吸をしたがあわてていたので口をふさいでいた。これでは意味が
ない。午後 2 時ぐらいだった、倒れたのは。（1944 年入所
・1950 年頃／邑久光明園

男性）

誤診で死んでいった者を知っている。メッセンジャーをしてい

たとき、看護婦の話を立ち聞きした。
「あの医師はダメだ。結核に決まっているのに肺炎だ
と言いはって」。後で解剖したら肺は結核におかされていたとのこと。
（1950 年入所

男性）

医療過誤が起こったかどうかの確認や起こった際の対処は、なにもなされていないよう
すがうかがえる。直接医療過誤に結びついたというわけではないが、医者が、酒の臭いを
ぷんぷんさせて、指を切断（中の骨を切る）していた（1950 年入所

男性）という指摘も

重い。医師ではないが、酒を飲んで付添をしていたという話もある。
・余命あと少しのときに酒を飲んでね、当直のこれは医者ではなく、医介補と言って。ベ
ッドに寝ている人を起こしたり、寝かしたり、何回もよ〜。その晩に死んでるさ〜。酒を
飲んでよ〜。（1936 年入所

男性）

(4)物資不足、医療設備の不備
とりわけ戦争中、薬をはじめとしてガーゼ等の物資が不足していた。注射針を砥石で研
ぎながら使用していたことは、前出の注射「回し打ち」事例で指摘したように、注射針の
共用によるＣ型肝炎ウイルス感染問題が指摘されたこともあって、入所者たちの口にのぼ
ることも多いようだ。もちろん、現在の研究によれば、注射針だけでなく、そもそも傷を
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作りやすい病気であり環境であったということも大きな要因であることも明らかにされて
おり［松林守・豊田やい子・並里まさ子・東正明「国内ハンセン病療養所における HCV
感染の実態」『医療』57(４)］、今後さらに適切な医療設備の充当による環境整備がなされ
ていたかどうかの把握が必要であろう。
医療設備の不備については、以下のような指摘がある。
・入所者に対しての医師の数が少なく、故に命を落とした入所者もある。今年に入ってか
らも、医療設備の不備で死亡者があった。（1954 年入所

男性）

現在も続く問題である。
(5)専門外医師による診療、専門医の不足
「医師は腕を上げたらいなくなる」といわれるように、医師が定着しないがゆえに、適
切な能力をもった医師に診察してもらうことがないという状況を指摘する声がある。小児
科医が外科の診療をしたり（1946 年入所

男性）、戦争中若い男性医師がみな軍隊にとら

れるので、眼科医の女医がひとりで全科を担当し、ときには、手が化膿した人を手首から
切断することもあった。しかも、それを治療棟ではなく病棟でおこなったという（1943
年入所

男性）。

(6)医療機関を選べない
医療過誤や実験医療とは異なるが、療養所内の医療全般についての語りもいくつかなさ
れている。たとえば、療養所当局を通して外部の医療機関に委託診療に出かけることはあ
っても、患者が自由に外部の医師に診てもらうことができない。それは健康保険証がない
ためでもある。それゆえ、ハンセン病以外の病気の場合に、専門医の治療が受けられなか
ったり、所内の医師とけんかでもしたら、治療がされない、という指摘がある。患者から
医師への中元、歳暮等の贈り物をし、医師から好かれないと十分な治療が受けられないと
いう声もある。
(7)その他
またその他として、
「実験的医療や医療過誤はなかった、聞いたことがない」という報告
もある。さらには、
「言ってはいけない」と療養所内での医療過誤などについて触れること
ができない、触れない方がよいとの認識を示す者もいた。
3‑2
3‑2‑1

療養所とはどんなところか
「隔離の場」か「治療の場」か【問 7‑2】

以上、療養所内医療の貧しさを見てきたが、このような医療状況をみて入所者たちは療
養所をどのように考えているのだろうか。まずは、定型的に、療養所が「隔離の場」か「治
療の場」か、どちらに比重があるかを聞いてみた。
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全体で見ると「『隔離の場』だった」「どちらかといえば『隔離の場』だった」は、あわ
せて 51.1％（363 人）であった。これに対して、「どちらかといえば『治療の場』でもあ
った」
「『治療の場』でもあった」の合計は 34.5％（245 人）であった。したがって、より
多くの入所者は、療養所を「治療の場」というよりもむしろ「隔離の場」として認識して
いることがわかる（単純集計 31）。
これを入所年別にみると、1930 年代後半の入所者において「『隔離の場』だった」
「どち
らかといえば『隔離の場』だった」とする者の割合が６割を超え、1949 年までの入所者で
もその半数以上が同様の認識をしている。しかし、1950 年代前半の入所者において「隔離
の場」だったとする者と「治療の場」だったとする者との割合がほぼ４割で同程度となっ
たが、1960 年代前半の入所者の半数以上（56.6％）は「隔離の場」だったと答えている。
すなわち、入所時期が遅くなったからといって、
「隔離の場」から「治療の場」へと療養所
への認識が変わるわけでもない（表 3-2-1-1）。
表 3‑2‑1‑1

療養所の認識と入所年（N=680）
どちらかといえば「隔
離の場」

1925-1929

どちらかといえば治療の

「治療の場」でも

場でもあった

あった

どちらともいえない

「隔離の場」

1

1

1

合計
3

1930-1934

4

1

1

3

2

11

1935-1939

31

18

8

9

7

73

1940-1944

66

24

30

28

13

161

1945-1949

73

26

26

32

22

179

1950-1954

40

18

18

32

22

130

1955-1959

17

5

11

12

16

61

1960-1964

7

10

2

5

6

30

1965-1969

1

3

5

2

11

1970-1974

2

1

4

2

10

2

1

3

2

1

5

1

2

1

1975-1979
1980-1984

2

1985-1989

1

1990-1994

1

合計

244

1
108

98

135

95

有意確率（両面）0.031
註 1：入所年代別にクロス表による Pearson のχ２検定を行った。
註 2：入所年の無回答および問 7‑2 の「その他」
「無回答」を除いて集計。

3‑2‑2

療養所をひとことであらわせば【問 7‑1】

療養所はそれぞれの者にとって、どんな場所だったのか。それぞれに自由に答えてもら
った結果は、おおむね、以下のごとくである。比較的中立的な表現である「病院」、「治療
の場所」、「病気を治すためには必要な場所」も見受けられるが、「隔離の場所」「刑務所」
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「地獄」
「出口のないところ」
「一生、死ぬまでいるところ」
「強制労働させられた場所」
「人
間あつかいされない場所」
「働くだけの場所」
「汚い場所」
「暗黒な場所」
「島流し」
「田舎の
孤島のとんでもないところ」「冷たい所」「人間を捨てる場所」「ホロコースト」「フライパ
ンでじりじり焼かれるような場所」
「タコ部屋」
「閉ざされた一つの村」
「差別を受けたとこ
ろ」「自分を殺して忍んだところ」などという、先にみた「『隔離の場』だった」という定
型的表現と合致する表現が多数あった。他方、「よいところ」「一般より優遇されていると
ころ」
「安心・安全・安定」
「楽しく生活できる場」
「嫌われる病気でも気兼ねなく暮らせた
場所」「天国」「最高の場」「楽しい場所」「極貧の中できたので、食事があってよかった」
「ほっとしたところ・生きる場所」、あるいは、往時をしのんで「青春そのもの」「いまは
天国」といった回答もある。たんたんと「生活するところ」「自分が生きたところ」、ある
いは、宗教的側面から「神の愛を知ることができた場所」と答える者もいた。
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４．教育問題 〜教育を受ける自由とハンセン病政策〜
4‑1

強制入所による教育への影響【問 8‑1〜問 8‑2】

療養所への入所は入所年齢が学齢期にあたる者にとってはその教育に影響が及ぶことに
なる。最終学歴を聞くことは、ハンセン病政策が教育にどのような影響を及ぼしたのかを
知る手がかりとなる。最終学歴をみると、「旧制の小学校（尋常小学校・国民学校など）」
47.7％（348 人）、「旧制の中学校、高等女学校、師範学校、実業学校など」17.9%（131
人）、「新制の小・中学校」14.7%（107 人）となっており、ほとんどの人が義務教育で学
業を終了していることがわかる（単純集計 34）。
また、強制入所による教育への影響としては、
「発病または療養所への入所で、学業が中
断したまま」18.3％（129 人）、「療養所内の学校に通ったのが最後」22.0%（155 人）と
なり、4 割近い人に影響が出ていた（単純集計 36）。
なかでも、強制入所との関係からは、旧制小学校における中断が 48.0％（62 人）とも
っとも多い。この結果は、戦前・戦中期のハンセン病政策に教育が視野に入っていなかっ
たことを反映するものといえる（図 4-1-1）。
図 4‑1‑1

「入所のため学業中断」回答者の最終学歴（N=129）
62

旧制小学校
36

旧制中学校など
8

旧制高等学など
2

旧制大学

5

新制小・中学校

12

新制高等学校
新制短大・高専など

1

新制大学

0

新制大学院

1

その他

2
0

10

20

30

40

50

60

70

（人）

註 1：問 8‑2「入所のため学業中断」回答者(N=129)のうち、問 8‑1「最終学歴」について回答している者
を集計（中退を含む）。

4‑2

義務教育の時期における強制入所の影響【問 8‑1〜問 8‑2】

義務教育についてみてみると、「旧制の小学校」回答者では、28.9％（99 人）が中退、
「新制の小・中学校」回答者では、15.2％（16 人）が中退となり、戦前での中退者が目立
つ（表 4-2-1）。

68

国立療養所入所者調査（第１部）

表 4‑2‑1

義務教育修了の有無
旧制小学校 N=343

新制小・中学校 N=105

人（％）

人（％）

中退

99(28.9)

16(15.2)

卒業

244(71.1)

89(84.8)

註 1：問 8‑1 で「旧制小学校」回答者(N=348)「新制小・中学校」回答者(N=107)のうち、無回答を除いて
集計。

最後に学校に通ったのはどの段階だったかという問いに対して、義務教育である「旧制
の小学校」および「新制の小・中学校」を回答した人の通学段階をみてみると、
「旧制の小
学校」と回答した人は「療養所に入所したときには、すでに学業を終えていた」者がもっ
とも多く 62.9％（219 人）であるのに対して、
「新制の小・中学校」を回答した人では「療
養所内の学校に通ったのが最後」52.3％（56 人）となっている（図 4-2-1、図 4-2-2）。
図 4‑2‑1

「旧制の小学校」回答者の最終通学段階（N=348）

入所時学業終了

219

入所のため学業中断

62

療養所内通学

52

無回答

15
0

50

100

150

200

註 1：問 8‑1「旧制小学校」回答者(N=348)のうち、問 8‑2 を回答している者を集計。
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図 4‑2‑2

「新制小・中学校」回答者の最終通学段階（N=107）
入所時学業終了

41

入所のため学業中断

5

註 1：問 8‑2「新制の小・中学校」回答者(N=107)のうち、問 8‑2 を回答している者を集計。
療養所内通学
56

入所後、一般社会で学力達成

1

無回答

4

0

10

20

30

40
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60
(人）

この背景には、療養所内における教育制度と関係してくるように思われる。療養所では
幼少の入所者に対して、明治期から寺子屋式の教育が始まっていた。療養所内の学校が国
の認可を受けたものとして認められるにあたっては、各療養所によってさまざまであった。
たとえば、1932 年、大島青松園内の学校が国民学校養護学校として認可される。1944 に
は長島愛生園、邑久光明園でそれぞれ、裳掛国民学校第二、第三分校として認可されるが、
すべての公立療養所内の教育施設が正規の教育機関として認可されるには、戦後における
学校教育法（1947 年制定）を待たなければならなかった。
学校教育法の施行に伴い、1948 年には長島愛生園でも裳掛小・中学校第二分校が認可さ
れ、その後、各療養所でも認可が進んでいったが、周囲の環境や理解に違いから、認可ま
でには、各療養所によって大きなばらつきがあった。1954 年、栗生楽泉園の草津町立小・
中学校第一分校が認可され、すべての療養所内教育施設は正式な教育機関となった。ゆえ
に、正式な教育を療養所内で受けられるようになったのは 1950 年前後からになり、それ
まで療養所内で教育を受けたとしても無認可ということから、義務教育を「中退」と回答
しているのではないかと考えられる。同時に、
「新制小・中学校」回答者の最終通学段階を
みても、
「療養所内通学」が最も多い理由もこうした療養所内教育制度の整備が影響してい
ることがわかる。
4‑3

戦前・戦後における療養所内教育の内実【問 8‑2〜問 8‑3、聞き取り 8‑1】

療養所内での教育経験を問うたところ、25.2％（174 人）の回答者が経験ありと答えて
いる（単純集計 37）。療養所内教育では、戦前・戦中では入所者が教師を務め、戦後は補
助教師として子どもたちの教育にあたっていた。また、正式に派遣されてくる教師数は少
なく、時には白衣や帽子を着て授業を行う教師もいたと記録されている［『島に生きて・下
巻』:157-8］。以下では、本調査における療養所内教育に関する聞き取り欄をもとに、分
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類しながら記述していく。
(1)複式学級での授業風景
療養所のほとんどが複式学級の形式をとっていた。子ども舎と同様に、年齢を超えての
交流、相互扶助は選択の余地なく必然であった。こころ温まることもあった反面、逃げ場
のない環境に息苦しさを感じることもあったと思われる。
・児童数の少なさから、療養所の教育では複式学級となっていた。1 年 3 人、2 年 2 人（人
数は例）とか全部交じって一つの教室で勉強した。そこはここでしか味わえないことだっ
たと思う。（1927 年入所

女性）

・石けり、あやとり、なわとびなどして毎日「その日が済めばよい」というような感じで
遊んでいた。（1928 年入所

女性）

・国の予算をおさえる為に医療も教育も、全て入所者が相互扶助の気持ちでお互いがお互
いを助けていた。（1943 年入所

男性）

(2)学のある同病者（代用教員）による授業
・教員資格のない人でも、他の人より知識を持っていたら、わからない人に教えていた。
（1935 年入所

男性）

・所内の小学校〜高等科、教師をしていた。1 人の子どもが「この病気になって学問をし
て、なんの役に立つのか」と疑問を持ったのに対し、
「知識、教育、教養はどんなときにで
も必要だ」と伝えた。（1915 年入所

男性）

(3)分校による外部教師とのやりとり
・外から来られた先生で消毒液かけて、マスクしてきていた。（1931 年入所

男性）

・学校の職員室には生徒は入れなかった。先生を呼ぶのは専用のモールス信号のような合
図で来てもらっていた。（1943 年入所

女性）

・わりといい先生がいて卒業式のとき先生が泣かれていたのを覚えている。しかし、交流
はほとんどなかった。休み時間に先生と話すこともなかった。（1942 年入所

男性）

(4)勉強に対する意欲の薄れ
・1 クラス 10 名位だった。勉強なんかせんほうがいいわと思った。（1929 年入所

男性）

・療養所内の生活では、勉強を生かすことが結びつかず、勉強に身が入らなかった。
（1936
年入所

男性）
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・希望もなにもなかった。あの頃に、習字で「少年よ、大志を抱け」と書かされた。
（1925
年入所

男性）

(5)園内作業や治療との併存
・一日のうち午前は学校へ行き、午後は作業だった。まだ、大人ではないので、包帯巻き
など肉体的には軽いものであったが。（1924 年入所

女性）

・同世代の人が多く、休み時間などは治療（手当て）があったが、それなりに楽しかった。
（1937 年入所

男性）

・午前中は療養、午後 1〜3 時間の授業だった。国語や算術を勉強できた。とても楽しか
った。（1923 年入所

女性）
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５．患者作業
5‑1

患者作業の経験【問 9‑1、聞き取り 9‑1】

患者作業をしたことのある者は、88.0％（658 人）である（図 5-1-1）。
図 5‑1‑1

患者作業の有無（N=748)

ない, 85,
11.4%

その他,
5, 0.7%

ある,
658,
88.0%
註 1：無回答を除いて集計。

ほとんどの患者が作業経験者であるといえる。これを入所時期との関係でみると、1940
年代までの入所者の９割以上が患者作業を経験している。その後、少しずつ経験者の割合
は減っていくが、1960 年代以降の入所者になってようやく６割台におち、1965 年〜79 年
が５割台（58.3〜50.0％）に下がり、1980 年代になってやっと 20.0％になっている（表
5-1-1）。
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表 5‑1‑1

患者作業の有無と入所年（N=709）
ある

ない

有意確率（両面）0.000

合計
4

註 1：入所年代別にクロス表による Pearson の

1

11

χ２検定を行った。

74

3

77

註 2：入所年の無回答および問 9‑1 の「その他」

1940-1944

156

10

166

「無回答」を除いて集計。

1945-1949

173

11

184

1950-1954

123

17

140

1955-1959

53

10

63

1960-1964

19

10

29

1965-1969

7

5

12

1970-1974

6

5

11

1975-1979

2

2

4

1980-1984

1

4

5

2

2

1925-1929

4

1930-1934

10

1935-1939

1985-1989
1990-1994

1

合計

629

1
80

709

これは、各園ほぼ共通して開園当初より始まった患者作業の職員への「返還」や「切り
替え」が、ようやく戦後 1960 年代なかば以降に進んだこと［熊本地判平成 13 年 5 月 11
日（判例時報 1748 号 30 頁）］のあらわれであろうか。入所年が 60 年代以降の語りには、
「患者作業は特になかった」
（1966 年入所

男性）」
、
「だんだんとやらなくていい頃だった。

制度としてかわってきていた」
（1969 年入所
かった」（1973 年入所

女性）」
、
「自分が入ったときは患者作業がな

男性）といったものが見いだされる。

また、作業をしなかったひとは、その理由について、
「足を切断したため」
（1938 年入所
女性）、
「希望するひとがやっていた、女性だったから特にさせられなかったのかな」
（1941
年入所

女性）、「身体が不自由だったから」（1949 年入所

を失明したため」（1951 年入所

男性）、「入所後まもなく両眼

男性）、「弱くて障害が多かったから」
（1952 年入所

女

性）、「こんなところで仕事はするもんかと思っていた。入所前に仕事をしていてお金には
困っていなかった」（1952 年入所

男性）、「結核であったため」（1974 年入所

男性）な

どと語っている。すなわち、障害の軽重や性別が作業免除の主な理由となっていたことが
うかがわれると共に、戦後には「作業をやらない」という積極的意志がある程度容認され
る余地があったことが語られている。とはいえ、後出の「体調の悪いときには患者作業を
休める環境にあったかどうか」についての問い（【問 9-3】）にまつわる語りや、患者作業
全般についての語り（【聞き取り 9-3】）をふまえれば、自らの患者作業の拒否や休止が、
自分の代理として作業を行う同室入所者の負担となることへの遠慮や、さぼっていると思
われるという周囲の目への配慮が戦後も依然として語られるように、患者作業が「当たり
前と思っていた」
（1947 年入所

女性）り、
「衣食住が保障されているのだから働くのは当
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たり前」（1953 年入所
5‑2

男性）といった雰囲気が継続していた。

作業に際しての医学的注意【問 9‑2、問 9‑3】

ところで、患者作業をおこなうにあたって、医師や看護師などの医療従事者から、病状
に対する注意がなされていたのであろうか。作業経験者 658 人のうち、作業をするにあた
り説明を受けて「なかった」と回答したのは、82.6％（523 人）であった。8.2％（52 人）
が受けても「十分ではなかった」と回答し、
「詳しい説明を受けた」と回答したのは、わず
か 5.4％（34 人）にすぎなかった(単純集計 39)（図 5-2-1）。
図 5‑2‑1

患者作業につく前の医療従事者からの病状への説明の有無（N=633）

わからない,
24, 3.8%

詳細説明あ
不十分な説
り, 34, 5.45%
明あり, 52,
8.2%

説明なし,
523, 82.6%
註 1：無回答を除いて集計。

つぎに、体調の悪いときには患者作業を休める環境にあったかどうかをたずねたところ、
もっとも多かったのが「いつでも休めた」と答えた者であり、作業経験者の６割を超えた。
他方、
「休めたり、休めなかったりだった」と答えた者は 14.1％（88 人）、
「休めなかった」
と答えた者は 19.2％（120 人）であった(単純集計 40)。しかし、たとえいつでも休めた者
が多くても、病状と作業との関係について医学的な説明がほとんどない状態では、病状を
悪化させることもあったと思われる。さらに、聞き取りからあきらかになったのは、いつ
でも休める状態ではあったが、休んだ者の代理は同室の入所者で手当せざるをえず、休む
ことがほかの入所者に迷惑をかけるということを考慮して、無理をしてでも働く者が多か
ったということである。あるいは、具合が悪くて休むと他の人からさぼっていると思われ
るなど、周囲の目を気にして休まなかった者も多い。また、当然のことながら、休むこと
で賃金が入らなくなることを避けるために無理を押して作業をすることになる。
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5‑3

作業の病状への影響【問 9‑4、聞き取り 9‑2】

このような状況において、入所者本人は、患者作業が自分の病状に影響があったと思っ
ているのだろうか。作業経験者 658 人のうち、「とくになかった」と回答した者が 51.8％
（328 人）いる一方、
「大いにあった」25.3％（160 人）、
「少しはあった」17.4％（110 人）
で、4 割あまりの者が病状に何らかの影響があったと回答した(単純集計 41)。
入所時期からみると、付添等の比較的重労働の患者作業がおこなわれていたころ、とり
わけ 1930 年代〜40 年代に入所した者たちの多くが病状に影響があったといえよう（表
5-3-1）。
表 5‑3‑1

患者作業の病状への影響と入所年代（N=572）

入所年代

大いにあった

少しはあった

1925-1929

特になかった

合計

2

2

1930-1934

1

1

6

8

1935-1939

31

11

23

65

1940-1944

47

29

67

143

1945-1949

38

28

87

153

1950-1954

25

23

68

116

1955-1959

10

5

36

51

1960-1964

1

3

15

19

1965-1969

1

5

6

1970-1974

3

3

6

1975-1979

2

2

1980-1984

1

1

315

572

合計

153

104

有意確率（両面）0.003
註 1：入所年代別にクロス表による Pearson のχ２検定を行った。
註 2：入所年の無回答および問 9‑4 の「わからない」
「無回答」を除いて集計。

影響があったとする人は、どのようなことでそうなったのか。聞き取りの記述からみて
みよう。
ハンセン病の症状であり、後遺症でもある感覚麻痺は、温度や痛みを感じさせないがゆ
えに、やけど（凍傷も含む）や傷を起こしやすい。にもかかわらず、高温のものや水を使
う（とくに寒冷地の療養所で問題）作業（洗濯、配食のときの食缶、スポットライトの係、
はんだごてを使う係）についたり、けがをしやすい作業（山の開墾、縫製作業における針
刺しなど）に従事させられており、その結果、手指の欠損・切断、神経痛などの症状や後
遺症をすすめたことがわかる。
また、無理な重労働・長時間労働が病状をさらに悪化させたことはいうまでもない。24
時間ぶっ通しの患者看護（いわゆる「患者付添」）や山の開墾、防空壕堀り、目が悪いのに
縫い物の作業に従事したことなどがこの例である。そのため、神経痛を重くしたり、手足
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の指をなくしたり、結核になったりした。作業中に倒れて、気づいたら入院していたとい
う例もある（1941 年入所

男性）。

患者作業がよく行われていた戦前・戦中期（戦中期には、さらに奉仕作業が加わる）に
は、食糧事情が悪いこともあって、栄養状態が悪く、そのため治る傷も治らないという状
態であったことも指摘されている。また、下駄が半年に１回の支給など、作業に必要な物
資の不足も問題であった。
さらに、病棟での患者看護（付添）に関しては、赤痢や結核などの伝染性の病気にかか
った患者の看護を介して、伝染が拡大するということがあったと語られている。伝染性の
病気であっても排泄物の処理などをふだん通りおこなわねばならなかったからである。こ
れは、療養所でのハンセン病以外の疾患の蔓延を促進したのではないだろうか。
・1945 年、終戦直後、赤痢と栄養失調で園内でバタバタとひとが倒れた。倒れると「籍元
制度」により、同部屋の仲間が 24 時間の付添看護に行き、それで感染が広がり、その年
で 240 人ほど死者が出た。感染対策などなかった。自分の結核も最初に同部屋の人が結核
になり、その看護に結核病棟に行っているうちに感染したものだ。仲間の看護をしている
うちに結核になった人は少なくない。（1941 年入所

男性）

重症者の看護をはじめとする視覚障害者や不自由者等への生活介助を、軽症な入所者の
義務として強制した患者看護（患者付添）制度の中で、一部の療養所で行われた、重症者
の世話を出身部屋の他の入所者が看なければならない、とする患者同士の後見人制度が、
ここで語られている「籍元制度」である。こうした療養所独自の患者看護システムが、各
園独自にそれぞれ存在しており、入所者たちに強い強制力をもっていたことが聞き取りか
らうかがえる。
こうした患者看護等の患者作業と、入所者組織（自治会）との関係についての語りも見
いだされる。とりわけ、施設運営に必要な労力を管理作業として担わされる、という歴史
的側面を持った自治会による患者作業の入所者へのわりあてについての、
「世話人役（わり
あて）がいやだった」
「自治会に入って、作業のわりふりをする担当者になったとき、入所
者からどうして自分にはこんな作業をさせるのか、というようなことを言われるのがつら
かった」（1952 年入所

男性）などの語りは、入所者を管理する側に立たされた入所者の

本心である。
5‑4

患者作業全般についての語り【聞き取り 9‑3】

語りにあげられている作業名は、多種多様である。もっとも過酷で多くの者が苦痛に感
じていた重病者付添を筆頭に、不自由舎付添、精神病棟付添、洗濯、包帯巻き、土木、左
官、大工、金工、豚舎、鶏舎、牛舎、農作業、炭の配達、プロパンガスの配達、郵便物配
達、炊事、食缶運び、道路清掃、印刷、縫製、ミシン部、樹木管理、補助教員、子ども寮
の寮父母、家具部、売店、製茶場、理髪、畳縫い、薬配、歯科助手、外科等の医療補助、
炭背負い、山の開墾、くみ取り、草取り、など、実に様々な作業が患者へと割り当てられ
ていたことがわかる。さらに、死んだ仲間の清拭・湯灌、火葬、自殺者の始末等、仕事ま
でを割り当てられている。作業はほとんど強制であり、
「療養しながらこんなことまでしな
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いといけないのか」と思っていた者、
「大変だけど患者作業は当たり前という感じであった」
という者とさまざまである。しかし、具体的な語りからは、往時の苦労がしのばれる。以
下に具体的な語りをあげる。
・働くのは当たり前と思っていた。（1947 年入所

女性）

・患者作業は、こういうものだなと思い、お金もなかったので、園では作業を行うことが
当たり前であると思っていたので、それほどたいへんとは思わなかった。
（1945 年入所

男

性）
・衣食住が保障されているのだから働くのは当たり前だった。（1953 年入所

男性）

・当たり前のように患者作業をやっていたんだろうが、今思えば、とても変なことだ。
（1946
年入所

女性）

・休みたくても医師の診断が必要だった。（1943 年入所

男性）

・体調が悪いと訴えても係（患者）は休暇を認めてくれなかった。（1952 年入所

男性）

・作業はほとんど強制であった。当時１日働いて 28 銭、１カ月に使えるお金が 3 円。付
添の仕事については、若い女性の生理の始末まで、男性がしたりした。相手の気持ちを考
えるとつらいものがあった。亡くなった人の死後の処置もした。いつかは自分もお世話に
ならなければならないと思い、がんばってお世話した。職員は仕事が終わったら帰るが入
所者は 365 日、24 時間の仕事と一緒だった。（1941 年入所

男性）

・精神病棟での作業のときは、鉄格子がしてありかわいそうだと思った。病棟患者がなに
するかわからないので、しばらくは眠れなかった。（1953 年入所

男性）

・賃金が明瞭ではなかった。それは屈辱以外のなにものでもなかった。半強制的だった。
（1941 年入所

女性）

・賃金がひどく低く、ひどくバカにされたような思いがある。（1958 年入所

男性）

・以前働いていて、やめるときには月 20 円もらってましたが、大島へはいったら、一番
下が１日 7 銭なので、月に 2 円 10 銭しかもらえなんだ。（1944 入所

男性）

・特別看護人制度はいやだった。籍元制度といって重症になった人を出身元の部屋の人間
が世話を交替でする。性格の合わない人でも強制的に面倒をみにいかなければならない。
盆正月の挨拶や、食事その他の介護など、美風なんだろうがほとほと疲れた（1953 年入所
男性）。
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・まさか火葬までするとは思わなかった。入梅時に火葬したとき、初めてやるひとに霊が
つくと言われて、こわかった。3〜4 回やったか。（1948 年入所

男性）

・亡くなった人がいると、再生ガーゼ（かなりきたない）で拭いて、棺桶に入れるまです
べて患者がしていた。遺体（解剖後）をくるむ布も再生しているものなので、棺桶をかつ
ぐと板で手作りした棺桶から遺体から出る水がしたたり落ちて、いやだった。（1948 年入
所

男性）

・結核患者のたんつぼ集めやその処理をしていたが、きちんと処理せず、適当にすてたり
していた。（1948 年入所

男性）

・どんな病気の患者でも付添をしないといけなかった。チフス、赤痢等。排泄物の世話も
あった。（1938 年入所

女性）

・とにかくつらかった。同じ入所者の仲間内でもいろいろな症状による病気もあるので、
それらの人の世話をするのはとても大変であった。（1943 年入所

男性）

・金銭管理で１円不足したことがあり、監査員から追い出されたことがつらかった。今は
よかったと思っている。（入所年無記入

男性）

・気管切開した患者のたんをとる。知識のないのにさせられるのは恐くて仕方なかった。
（1947 年入所

女性）

・長靴がほしいため作業に協力していた。（1949 年入所

男性）

・星塚敬愛園では、結婚する条件として、付添部屋に入り、付添の仕事をするというのが
あった。付添賃金が高かった（月に 500 円）ので、ずっと長くやっていたひとがいた。
（1951
年入所

男性）

・知り合いが農事作業からかえってきて地下足袋がぬげないと思ったら、釘を踏み抜いて
いた。感覚がないので、そういうことが起こる。（1942 年入所

男性）

・付添作業は１カ月に１回から３カ月に２回の割合でまわってくる。これは絶対行かなけ
ればならなかった。医師の証明をもっていけば休めたが、なかなか証明をくれなかった
（1952 年入所

男性）。

・
「いずれおまえも不自由になるのだから今やっておけ」と皆が言っていた。
（1952 入所
性）
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・付添の仕事なので２４時間の拘束はあるが、賃金をもらえることと、４畳半の個室がも
らえることは、１２畳に４〜５人の雑居部屋に比べよかった。（1947 年入所

女性）

・印刷工が一番勉強になった。入所前グレかかっていた自分が在園者の姿をみて一緒にな
って働いて、まっとうな道にもどった。（1948 年入所

男性）

・ミシン部。昔は反物で支給され、強制的にあなたは何枚縫いなさいといわれたことがあ
った。割り当てられた分を作ったことが印象に残っている。自分たちが着るものなので、
いやだとも思わなかった。（1947 年入所

女性）

・盲人夫婦の付添看護を 20 年間やり、その後売店で働く。売店の仕事は楽しかった。
（1946
年入所

女性）

・葬儀をするときに、棺桶の底板だけを遺体と一緒に焼き、上部は別の遺体をいれるのに
使用された。（1943 年入所

男性）

・自分の学生時代は軍事教練ばかりで勉強ができなかったので、学校の補助教員のときに
子どもと一緒に勉強できたことがよかった。（1943 年入所

男性）

・自分が作った補装具を入所者が使用し、日常生活が楽になったと言われればうれしく思
い、適応せずにけがをしたといわれればつらかった。（1952 年入所

男性）

・夜中に重症患者が出たときに、医者や看護婦に連絡するが、すぐに来ない。何をしてい
るのかと思えば、当直室で麻雀をしていて（お金をかけていた）すぐに来てくれない。来
たかとおもえば「来てやったぞ」という感じ。注射１本ですぐ帰ってしまう。そのまま、
状態が落ち着くまでそばにいて、夜中の２時３時になることもあった。（1947 年入所

男

性）
・患者地帯の仕事を事職員はやらなかった。全部患者が作業をした。誰も入ってこない。
ここに来たとき、患者地帯にいた職員は炊事場の５人だけだった。患者地帯で患者が死に
そうになっても医師が来てカンフル一本打つだけ。死んだら医者から職員、健常者は誰一
人死体にさわらなかった。解剖しただけだった。湯灌から火葬まで全部患者がやった。
（1949 年入所

男性）

他方、「いやじゃなかった」「楽しかった」と語る者も少なからずいる。
・大変だったということはない。楽しくやった。みんなでわいわいと楽しかった。小遣い
稼ぎで患者へ食事を運んで、ひきあげて食器を洗うなどをしたことがある。（1952 年入所
男性）
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・患者作業はとにかく楽しく療養生活でとても救いになった。（1957 年入所

女性）

・患者作業は楽しみであった。賃金はわずかではあったがそれは問題ではない。手伝える
ことがあることがうれしかった。（1947 年入所
・友人ができて楽しかった。（1941 年入所

男性）

男性）

・歯科で助手のようなことをしていたとき、医師がやさしく、よくしていただきました。
（1944 年入所

女性）

そして、作業で習得した技術を生かすことができた者は次のように語る。
・つきそい、理髪、洋裁を４５年した。洋裁の仕事を覚えられて感謝。病気をごまかせる
（近くの町で洋裁をしていることになっていて、製図を教えたりできた）。（1941 年入所
男性）
・庭師の資格を取ったことが園の緑化運動などにも影響を与えていると思う。（1941 年入
所

男性）
患者作業を肯定的に語る者たちは、軽症で作業が苦にならなかったり、自治会や図書の

仕事で、共同で行ったことについての楽しさを振り返り、あるいは、花木の植樹などに従
事し今や大きくなった木々をみて「いい仕事をした」（1948 年入所
を感じている者たちであった。
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６．優生政策
6‑1

産まなかった（産めなかった）理由

〜隔離政策による生殖の制限〜

【問 10‑1、問 10‑1‑1、問 10‑1‑1‑1、聞き取り 10‑2（一部聞き取り 10‑1）
】
療養所生活の年数を推定できた人のうち、8 割強が 40〜69 年間という長期間に及んで
いる（単純集計 6）。また、入所時の年齢では、51.1%（370 人）が 10〜19 歳で、35.4%
（256 人）が 20-29 歳で入所したと答えている（単純集計 18）。大部分の入所者は生殖年
齢期を療養所内で過ごしてきた。入所生活は、生殖年齢にある人びとの出産行動にどのよ
うな影響をあたえたのだろうか。
入所中に子どもを産ま（め）なかったと答えた人（男女）は 95.1%（626 人）、入所中に
自分の子どもを産んだ人（男女）は 4.9%（32 人）であった（単純集計 42）。子どもを産
ま（め）なかった理由については、
「断種・堕胎・不妊手術」が 49.0%（291 人）、
「園内結
婚をしなかった」が 23.2%（138 人）、「たまたま妊娠しなかった」が 8.8%（52 人）、「ハ
ンセン病を気にして妊娠しないように注意した」が 6.1%（36 人）などとなっている（単
純集計 45）。外科的措置である断種、堕胎、不妊手術が産ま（め）なかった理由の半数を
占めていることは、入所者の生殖制限に療養所が積極的役割を果たしたことを改めて裏づ
けており、医療機関としての責任が問われる。
6‑1‑1

断種・堕胎・不妊手術を受けた理由

「断種・堕胎・不妊手術」という理由を挙げた人たちの聞き取りでは、
「産まないのが当
然だった」「強制ではなかった」「常識だった」「仕方がなかった」といった説明が目立つ。
・そもそも患者どうしで結婚しても子供を産むというのがまちがっている。ここは療養所
の内である。ここの中で結婚するのに夫が断種の手術をするのは当然のことだと思ってい
る。（1938 年入所

女性）

こうした、国立療養所において入所者同士が結婚し子供を持てないのは当然である、と
する語りのなかで注目されるのは、
「当然だった」という単純な肯定であると共に、その多
くの場合が、
「そう思うしかない」という別の理由を伴って語られていることである。以下
では「強制的だった」という人も含めて、
「断種・堕胎・不妊手術を受けた理由」として挙
げられたものを概観してみよう。
結婚の条件
まず、断種が結婚の条件とされたことは多く語られており、このことは、生涯を療養所
で暮らすことを予期せざるを得ない多くの入所者に、結婚生活という社会通常の営みを獲
得するために断種が当然視されたことがうかがえる。
・結婚をする条件として、どちらかが手術をしないと、夫婦舎に入れてくれない。（1942
年入所

男性）
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・園内で結婚する為の条件だった。昭和 40 年でさえ断種が行われているような状況だっ
た。（1960 年入所

男性）

また断種はせずに、妻が妊娠したら堕胎というケースもあった。
・恵楓園では断種、不妊手術は強制ではなく妊娠したもののみ堕胎させられたが（自分は）
経験はない。（1941 年入所

女性）

それでは、社会通常の営みであるとはいえ、断種・堕胎という過酷な条件のもとでもな
お結婚したいという切実な想いのなかには、療養所という環境に関連するところがあった
のだろうか。これについて、以下のように、結婚したい切実な理由を、劣悪な居住環境か
らの脱出とする語りがある。
・昔乞食でもこんな暮らしはしないと思うほどみじめな夫婦生活であった。30 畳に 15 人
が暮らし、夜に夫が通って来るという生活をしていた。昭和 25 年頃、4 畳半の部屋に入っ
た。しきり一枚であったが夫婦生活が見られないということに救われたことか。その間の
生活はなんとも言われない。思わず、万歳したほどであった。（1945 年入所

女性）

・断種はしなきゃいけない感じがあり強制的であった。1 週間位で良くなるから。結婚の
理由は、雑居部屋から出たかったこと。自分達の生活をつくりたかった。
（1948 年入所

男

性）
また、孤独を癒すために結婚した人もいる。
・あまり寂しくて結婚した。愛情とかよりも、すがりたくて結婚した。兄嫁に意地悪され
て、療養所に入所しただけでもうれしかったし、死ぬ一歩手前であったから、
（夫は）自分
と結婚するために断種したので、大事にしなければと思っている。（1945 年入所

女性）

生活への不安
・ここでは主に断種が行われていた。自分でももう働けないんだし、子どもなんて産んだ
って育てるお金もないし、と、患者も当然のことのように手術を受けていたようだ。
（1944
年入所

男性）

・断種手術は強制ではなかった。自分たちは育てきれないので子供ができたら困るという
判断をした。一生療養所ですごすのだから、子どもがいても．．．という思いで簡単に手術
をしてしまった。今思うとちょっとうかつだったと思う。（1951 年入所

男性）

・妻が妊娠したので断種した。妻は堕胎手術を受けた。自分達は一応納得して受けたつも
り。自分達の生活がいっぱいで育てる自信もなく、子供と会えないことなどを考えて。園
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が悪いとは思っていない。強制されたとは思っていない。（1944 年入所

男性）

このように、子どもを育てるための生活設計が立てられない状況にあるという認識で断
念したという回答が目立った。
病気との関連
断種・堕胎・不妊手術を受けた理由として、病気との関連をあげている語りがある。た
だ、そのなかにはあいまいな医学的な根拠を鵜呑みにしている場合もある。
・結婚を許可してもらうのには断種が条件になっている。結婚してもいいが、子どもを作
ったら困るから断種するというのが習慣であり常識だった。半強制だった。男の手術の方
が簡単だったので男が手術を受けた。自分の子どもにうつすわけにはいかないとも思った。
子どもに病気が出たら大変なので断種はやむを得ない。危険を避けるのは当たり前。
（1947
年入所

女性）

・当時は、結婚の条件として当然のように受け止められていた。今現在もその条件付結婚
は正しかったと思っている。確率的にハンセン病の者同士が性交を持てば、子供もそうな
ることは十分考えられる。また新たなハンセン者を出してどうするの？（1943 年入所

女

性）
・自分が母から感染したので、自分の子に感染させてはいけないと思い妻も同感だったと
思う。（1947 年入所

男性）

・女の場合、妊娠すると病気が再燃する確率が高いと聞いていた。自分たちはこうして妊
娠もなくこうしている為、今、こうして生きておられるのかなあと思う。
（1946 年入所

女

性）
・断種手術するのが結婚する条件だった。それが当然と思われていた。自分自身子どもを
産もうとは思わなかった。子どもに染ったら困る。自分の子どもに自分のような苦しみを
味あわせたくないから。（1939 年入所

女性）

子どもを手放す不安
・子供が産まれても、診療所内では育てられないし、離ればなれで生活すれば、よりかわ
いそうだから、ここで生活する以上、2 人でいた方が幸せだから、話し合いのうえ、夫が
断種した。（1948 年入所

女性）

・手術しない人で、子どもが生まれるとすぐに草津の療養所に子どもだけ強制的に送られ
てしまうので、そんなことになるくらいなら子どもは産まない方がいいと思った。（1947
年入所

女性）
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・草津は唯一、保育舎のある所であったが､幼児を入浴させながら水死させるという噂があ
った｡そこで行きづまって先生に中絶手術を願い出た｡６ヶ月ですでにお腹の中で動いてい
た｡自然堕胎にせずに、切断して取り出した｡夫の方は結婚するなら断種してからとの規則
を犯したのがばれて断種手術を受け､夫婦並んで入院してしまった。（1942 年入所

女性）

その他
・自分があまり望まれて生まれてきたとは思ってなかったため、元々、子どもを産む気持
ちが全くなかった。（1950 年入所

女性）

避妊を実践していた人もいるという。
・その断種手術のことですけど私が結婚した昭和 29 年、昭和 30 年頃全然手術をしていな
い人もいます。それは夫婦で避妊が出来る、それが出来る人もいます。私みたいに手が不
自由なものはそのようなことが出来ないから断種手術を受ける以外に方法はなかったから。
私と同じ頃に結婚したものでも断種手術を受けなかったものを 3、4 人知っています。そ
れは手が正常に近いからきちんと避妊が出来ていたからだと思います。（1944 年入所

男

性）
妊娠を自他共にタブー視する風潮もあった。
・子供を作る事は悪い事だとの印象しかなく、とにかく気をつけていた。子供ができたこ
とが分かると、できるだけ外出を控え、隠れるように生活を行った。手術の日には無理や
り足などに怪我をして怪我を見てもらいに行くと周囲にはうそつきながら、医者の所へ行
っていた。（1957 年入所

女性）

・妊娠し子どもができたことで何か犯罪人みたいになっていた。（1939 年入所
6‑1‑2

女性）

園内結婚をしなかった理由

一方、「園内結婚をしなかった」人のさらに詳しい理由としては、「結婚相手が見つから
なかった」が 26.1%（31 人）、「療養所外に配偶者がいた」が 20.2%（24 人）、「ハンセン
病にかかって子どもをつくるべきではないと思った」が 5.0%（5 人）、
「断種や堕胎が嫌だ
った」、
「治って退所してから結婚したかった」がいずれも 4.2%（5 人）となっている（単
純集計 46）。
入所者には男性が多く、男女比に偏りがあったことはよく知られている。本調査でもそ
れを反映しており、
「産ま（め）なかった」と答えた人の男女比は、男性 63.9% （400 人）
に対して女性 36.1%（226 人）であるが、その理由として「園内結婚をしなかった」と答
えた人の男女比は男性 92.0%（127 人）に対して女性 8.0%（11 人）であった。さらに、
園内結婚をしなかった人のうちの「結婚相手がみつからなかった」と答えたのは男性 96.8%
（30 人）に対して女性 3.2%（1 人）である。
「産ま（め）なかった」理由に「断種・堕胎・
不妊手術」を挙げた人の男女比がほぼ等しいことを考えると、園内での男性の「結婚難」
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が際だってみえる（図 6-1-1）。
図 6‑1‑1

産ま（め）なかった理由および園内結婚しなかった理由と男女比(N=626)
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140

聞き取り欄には次のような記述がみられた。
・自分は当時（結婚適齢期）体の調子も悪かったし経済力もなかった。男の患者が多かっ
たし、動物の世界でも強いオスがメスを支配する。自分にはそれだけの力がなかった。
（1938 年入所

男性）

・この病気は男女比 4：1 位に女が少なくてね…身体の不自由な男性は結婚できない人が
多かったよ。私もおそくなって結婚したが、子どもをうめる年代ではなくなっていたよ。
（1953 年入所

男性）

また、園内結婚をしなかった理由に、配偶者を残して入所したことを挙げた 24 人のう
ち、20 人は 16〜39 歳で入所しており、その多くが在園年数 20 年以上に及ぶ（表 6-1-2）。
この場合にも長期にわたり配偶者と別れて生活したことが、出産行動に影響を与えたと推
測される（表 6-1-2、表 6-1-3）。
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表 6‑1‑2

療養所外の配偶者を理由に園内結婚をしなかった人の在園年数

在園年数

N=23

‑19

3

20‑29

6

30‑39

2

40‑49

7

50‑59

5

表 6‑1‑3

註 1：
「無回答」を除いて集計。

療養所外の配偶者を理由に園内結婚をしなかった人の入所年齢

入所年齢

Ｎ=24

‑19

2

20‑29

7

30‑39

11

40‑49

3

50‑59

0

60‑

1

註 1：
「無回答」を除いて集計。

ハンセン病患者が病気や生活不安などを理由に、自主的に産まない決心をすることもあ
るだろう。しかし、療養所では断種手術が結婚の条件にされるなど、産みたくとも産めな
い状況が前提として存在していた。また、園内結婚が許容されていたとはいえ、療養所内
の男女比のアンバランスや療養所外に配偶者を残しながらの長期間にわたる療養所生活が、
療養所内での結婚そのものを困難にしていたともいえる。療養所に隔離されること自体が、
そうでない場合よりも生殖に制限が加えられることは言うまでもない。このようにハンセ
ン病患者の隔離政策と優生政策の関係を検討する際には、園内結婚をした人の断種・堕胎
だけでなく、療養所への隔離自体が生殖制限ひいては優生政策につながる点に留意する必
要がある。
6‑2

断種・堕胎・不妊手術の経験

【問 10‑2、聞き取り 10‑2】

断種・堕胎・不妊手術の被害は園内結婚しなかった人にもありうることを念頭に置く必
要がある。本調査では断種・堕胎・不妊手術の経験について、園内結婚の経験の有無にか
かわらず質問した。
男性の回答では、「園内結婚にあたり、断種手術を受けた」が 26.2％（117 人）、
「女性
が妊娠をして、断種手術を受けた」
「上記の理由以外で、断種手術を受けた」が 11.2%(50
人)で、合計 37.4%（167 人）が断種手術の経験があると答えた。断種手術を「経験してい
ない」と答えた男性は 62.6%（279 人）であった（単純集計 47）。
一方、女性の回答では、
「妊娠をして、堕胎手術を受けた」が 18.2%（31 人）、「妊娠を
して、堕胎手術を受け、不妊手術も受けた」が 11.2%（19 人）、
「園内結婚をするにあたり、
不妊手術を受けた」が 2.9%（5 人）、「上記以外の理由で、不妊手術を受けた」が 2.4%(4
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人)で、堕胎や不妊手術の経験があると答えた人の合計は 34.7%（59 人）であった。また、
堕胎や不妊手術を「経験していない」と答えた女性は 65.3%（111 人）であった（単純集
計 48）。
なお、断種・堕胎・不妊手術の被害を知るには、本人自身の経験はもとより、夫婦とし
てどうだったかを調べる必要がある。例えば、妻に堕胎や不妊手術の経験がなくとも、夫
が断種手術を受けていれば、一組の夫婦として生殖制限が実行されたことになる。したが
って本調査では、夫婦としての生殖制限の実態を知るために本人と配偶者両方の経験を質
問した。
堕胎も不妊手術も「経験していない」と答えた女性のうちで、夫が「園内結婚をするに
あたり、断種手術をうけた」と答えた人は 39.6%（44 人）であった。その他の理由による
ものも含めると、「経験していない」女性の 43.2%（49 人）が、夫が断種手術を受けたと
している（図 6-2-1）。一方、断種手術を受けたことのない男性で、妻が何らかの理由で堕
胎か不妊手術、または両方をうけたと答えた人は合計 8.2%（23 人）であった（図 6-2-2）。
以上のことから、生殖制限を夫婦としてみた場合、妻が堕胎・不妊手術を経験していない
場合でも、その夫が断種手術を受けていることが多い点に注意する必要があるだろう。
図 6‑2‑1

妻が「経験していない」場合の夫の経験(N=97)
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図 6‑2‑2

夫が「経験していない」場合の妻の経験（N=279）
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また、断種、堕胎、不妊手術の経験について聞き取りをした。ご自身の経験や見聞きし
たことについて以下のような回答があった。
（１）断種の経験
断種による屈辱感
断種手術は、男性入所者にとって人間としての自尊心を傷つけられた大変屈辱的な経験
だったことがうかがわれる。
・若いときに手術されたので、はずかしい思いが忘れられない。その手術がいやで結婚し
ない人もいた。自分はもう当然という周囲の風潮があって、しかたがないことだと思って
受けた。（1943 年入所

男性）

・医師ではなく、看護の人間が断種を行った。
「○○さん、先生より上手な人がやったから
ね」と言われた。医師がやらなかったと聞いて、ますます傷ついた。引っ張られるような
感触と音が未だに忘れられず、他のことは許せてもこのことだけは許されないと思った。
（1941 年入所

男性）

・子どもが好きだったので欲しかったが、周囲の反対が強かった。生活力もなく、産んで
いたら子どもがかわいそうだったかもしれないので、結局はよかったと思う。ただ、断種
については男として、人間として屈辱感があり、非常に抵抗感があった。
（1950 年入所

男

性）
・手術よりも手術をするかどうかの身体検査が屈辱的なものであった。ペニスや睾丸を触
られて、おまえは大丈夫そうだから手術が必要だと言われた。（1947 年入所
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特に断種手術の現場で性的に辱められたと感じている人も多い。
・外科の手術室で医師が不器用で 30 分もかかった。看護婦もいるし、足を拡げたままで
「恥ずかしい」し「みじめ」であった。一生忘れない！（1948 年入所

男性）

・松丘保養園に附属の看護学校があり、看護学生十数人が手術時立ち会っていたので、若
かった私ははずかしかった。（1941 年入所

男性）

・昭和 23 年頃、外から看護学校の生徒が 30 人ぐらい愛生園の見学に来ていた。そのとき
友人の断種手術があり、その様子を生徒 30 人が見て観察された。本人は若い娘が見てい
る前でとてもはずかしかった、ととても怒っていたが、当時は園に対しては何も言えない
時代だった。（1947 年入所

男性）

・妻の堕胎に責任を感じたのか夫は自ら断種希望。手術の日、何の通達もなくインターン
にたくさん囲まれ「とてもはずかしかった」と話していた。（1947 年入所

女性）

一般の病院でこのような経験をするのもつらいことだが、入所者の場合、生活の場でも
ある療養所の中で日常的に顔を合わせる看護婦（異性）にみられながら手術を受けたこと
は、大きな心理的負担となったと思われる。
男性が断種のターゲットとなったことに不満を漏らす人もいる。
・男ばかりが「断種」されていた。女が「不妊」手術をすればいいのに。
（1949 年入所

男

性）
一方、「男性が断種の犠牲となった」という言い方に反発する女性もいる。
・その時代で結婚するにあたって、男が犠牲になったかの様に報じられているが、性欲の
はけ口として女を見ているとしか思えない。納得して結婚したのではないのか。子どもが
いたら、感染のことや、親のことで、一生そのことが気になってしまったのではないか。
（1944 年入所

女性）。

断種による身体的苦痛
・麻酔もかけずに手術した。痛くて痛くて頭のシンまでこたえた。男として台無しだと思
い涙が出た。軍隊よりひどいと思った。（1949 年入所

男性）

・手術は看護婦がした。手術を終わると、止血もしてくれず、出血のまま部屋に帰らされ
た。（1938 年入所

男性）

・手術後痛いのでがに股で歩いて帰った。出血もしていた。その後、２ヶ月ぐらい四六時
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中勃起していて大変だった。（1944 年入所

男性）

・断種の手術を受け夫は症状が悪化したようだった。（1939 年入所

女性）

・手術の際、細菌で感染してお腹が腫れた。その後夫は 2〜3 日寝ていた。その経過につ
いて文句を言いたい。それは人間的にやってはいけないことである。
（1939 年入所

女性）

妻を思いやって断種
・結婚する人の断種手術はあたりまえだと何の疑問ももっていなかった。女が苦しい思い
をするより、男がした方がよいと考えていた。規則だと思ってやった。（1942 年入所

男

性）
・結婚する条件としてどちらかが手術しないと夫婦舎に入れてくれない。女はもっと恥ず
かしいので自分が断種をした。（1942 年入所

男性）

・昭和 33 年結婚。その頃より前は「不妊」あるいは「断種」は強制だったが…。妊娠し
たら自分の責任で処置すればいいことになった。（産んでいいということではない。）そん
なことできないので妻は若かったし、自分が「断種」手術を受けた。
（1940 年入所

男性）

子孫を残せないことの無念
・種の継続という点に関しては不本意で、怒りを感じる。生きた証がない！（1961 年入所
男性）
・子孫がないということ。仕事が忙しいので、考えにふけっていることはないが、小さい
子を見ると、自分の孫は見られない、家系は途絶えたのだという思い。（1935 年入所

男

性）
・子どもを産んで育てていける環境ではなかった。医師から「幼児感染がしやすい」との
話も出ていた。やむを得ない選択であった。
「人」として思ってくれるのなら「子孫を残す」
事のできなかったこの気持ちを理解して欲しい。（1948 年入所

男性）

・園内で結婚する場合は断種しなければならないと決まっていると知っていたので、仕方
がないとあきらめたが、子孫を残せないのは人間として「情けない」と感じる。病気のこ
とを知らない親戚からもなぜ子供を作らないのかと問いつめられたりして困った。子孫を
残せなくてさみしいという気持ちはある。（1952 年入所

男性）

自らは堕胎、不妊手術を経験していないが、夫が断種をしたこの女性は、
「子孫」よりも
「子ども」に思いをはせている。
・女として子供を生めなかったことは悔いる。愛生園にも子供はいない。園の行事で地域
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の子が入ってくるが、その子たちの肌に直接ふれてみたいと思う。（1956 年入所

女性）

あからさまな断種の強制
・夫は、結婚に当って睾丸炎？(本人もよくわからないが)にかかって子種がなく断種の必
要はないと主張したが、「やつらは聞かず」スジ切りされた。（1943 年入所

女性）

・後の夫は初婚のときに手術をしていた。彼は逃げ回ったが、しまいにせざるをえなかっ
たと言っていた。（1941 年入所

女性）

・当時の婦長に追いかけられ、断種しろと言われた。試験管に精子をいれてもってこいと
言われたが、反発して持っていかなかった。（1955 年入所

男性）

・結婚してから看護婦が毎日部屋に来て断種を強制的に行った。（1946 年入所

女性）

・強制的に「断種」の手術をうけさせられた。痛い目にあわされたのだから慰謝料をもら
いたい。その時、自分は園内を逃げ回っていたが、看護婦に見つけられた。（1949 年入所
男性）
・情報が早く職員へ知れていたのか、結婚するかも知れないという関係の時から後をつけ
まわして説明も了解もなく有無を言わせずご主人が断種された。長島愛生園で。
（1944 年
入所

女性）

懲罰的な断種の疑いも指摘されている。
・予防的処置であるはずの断種なのに、70 歳近い夫婦に対しても断種をしていたので、罪
として行っているのではないかと抗議した。（1941 年入所

男性）

退所と断種
・退園の際に優生手術をするのは本当にひどいことだ。（1942 年入所

男性）

・他者であるが、軽快退所をする際、断種手術を受けたようだ。（1954 年入所

男性）

・昭和 35 年結婚したが、園の職員から言われて「断種」手術をしている。その 2，3 年後
に園の職員から「社会復帰するか？」と聞かれ、本当に腹が立った。くやしさが残ってい
る（1974 年入所

男性）。

断種をのがれた人びと
・戦後、断種しなくてもよくなってから、園内の人と結婚した。（1937 年入所
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・光田氏がやめてから昭和 38 年に結婚したのでパイプカットはせずに済んだ・・・。結
婚の話を出すと、福祉課から呼び出しがあり、説明を受けたが医師からは私が「したくな
い」と言ったので認められた。また医師には「妊娠すれば早目に来い、考えてやる」と言
われた。（1951 年入所

男性）

・宗教から断種は拒否し結婚を決意したときには脱走へ、となった。
（1939 年入所

男性）

その他
時代の変化に理不尽さを感じた人もいる。
・
「断種は当然のこと」という意識を持っていた。昭和 30 年代から、断種をしなくてもよ
くなり、少し納得いかない思いもした。（1945 年入所

男性）

断種手術という大きな代償を払いながらも妊娠・堕胎を経験した人もいた。
・夫が断種していたにもかかわらず妊娠したことに驚いたと同時に憤った。できた時には
産みたいと思ったが、婦長から強く堕胎することをすすめられた。惜しかった。忘れられ
ないこと。（1948 年入所

女性）

・園内結婚をする条件は断種手術を受けることであった。私の場合は、医師が、｢お前は若
いし、社会復帰することもあるだろうし、かわいそうだから」といってパイプカットでは
なく、しばる手術をしてくれた。（先生に恵まれた。）断種手術については、結婚出来るな
らという気持ちのほうが強かった。社会復帰して、相手の女が妊娠したが、話し合って堕
ろした。子供を堕ろしたことは後悔している。（1948 年入所

男性）

（２）堕胎の経験
①子どもを産めなかった無念さ
・入所時、3 年で治ると云われた。育てられないからと中絶、不妊にまでされた。あの時、
産んでいれば人生は全くちがったものになっていたと悔む。（1953 年入所

女性）

・昭和 20 年結婚。夫の実家で生活する予定だったので、妊娠もした。ところが、夫が結
核に罹患したため園を出られなくなり、子供は５ヶ月で堕胎せざるをえなかった。園内で
育てることはできなかったため。中には赤ちゃんを妹さんに育ててもらって、その子が立
派に成長して園を訪ねてきていた人もあり、母親の遺言を取りに来ていた人もあった。子
供に名前をつけ、位牌も作った。あの子が生きていていたら、今どの位かといつも思って
いた。（1940 年入所

女性）

・もし、夫婦になるんだったらと条件はつけられてはいた。担当の看護婦に対して「人の
子どもを殺したんだからあなたも死になさい」という人も。今でも家内はその話はしない。
３２年間で、水子の供養をした。首里のお寺で、毎年。（1952 年入所
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②強制的な堕胎
・知り合いの女性は 9 ヶ月で堕胎させられた経験をもっている。いくら頼んでも出産は認
めてもらえず、全身麻痺をかけられ堕胎させられた。また遺骨は郷里に送られたと聞くが、
今でも悩まれている。（1951 年入所

男性）

・あの時代は、男と女が親しく話しをしていると（職員が）男を連れてって筋を切った。
みんな切られた。筋切らなかったら結婚はしないという約束をした。分からないうちに妊
娠した女は無理やりに流産させられた。（1944 年入所

女性）

・お腹が大きくなって療養所に入った女がいた。子供は堕胎させられる事は知っていたの
だが、とても言えなかった。その後しばらくしてその女は堕胎させられたのを恨み、実行
した医師に切りかかったが失敗、ほどなく女は死んだ。（1953 年入所

男性）

③堕胎の場所
・妊娠しても産めないから、もしできても流産するようにしていた。そういう部屋があっ
た。（1941 年入所

女性）

・星塚敬愛園では自分は病棟の付き添いをしていたので、病棟の個室で堕胎、不妊の手術
を見たり、聞いたりしたことはある。（1938 年入所

男性）

園の外で堕胎することもあった。
・断種しない人は市内で堕胎していた。（1949 年入所

男性）

・ハンセン病について頭にしみついた思いがあるから、子どもができた時にはヤミで掻爬
した。何回か。絶対赤ちゃんを生んだらいけないと思った。当時、断種は強制ではなかっ
た。うつるという印象を与えられとったから、兄弟の子も抱けなかった。男として子孫を
残すことは有頂天になることだろうが、仕方なかった。（1957 年入所

男性）

④堕胎による母体への危険
・2 回目の時は、出血がひどく、もうだめかと思った。１ヶ月以上入院したが栄養を摂る
ため着物を売って、魚をわけてもらった。（1941 年入所

女性）

・３回妊娠した。医師の処置が悪かったのかなかなかおりなかった。
（1941 年入所

男性）

⑤堕胎につづく断種や不妊手術
・結婚後、2 回堕胎をさしてしまい、周囲のすすめもあり断種を余儀なくされた。また、
妻の体をこれ以上痛めさせてもいかんから…。（1957 年入所
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・昭和２７年頃、妊娠３ヶ月で堕胎させられ、隣のベッドで夫が断種手術させられた。理
由は女の不妊手術より男の方が治療が楽ということだった。医師が筋を切れとせまった。
（1949 年入所

女性）

堕胎時に無断で不妊手術をされた人もいる。
・今の主人との間に子供が出来たのが分かった。子供が出来た時、病気が騒ぎ出し、大島
に行けば産めるが、たった１人の家族である母が「帰って来れなくなるから行ってくれる
な」と言われ、そのまま７ヶ月にまでなった。７ヶ月の時、帝王切開にて堕ろした。この
時私の了解も何も得ないまま、知らないうちに子供が産めないように結ばれていた。この
時は強い怒りを覚えた。帝王切開をする前にまず、結んでいいか、本人に了解を得るべき
だと思う。（1951 年入所

女性）

⑥生きて産まれた子
・自分たちは注意して妊娠しないようにしたが、周囲には８ヶ月になって中断した人もあ
った。看護婦が生きてる子を殺すのは辛い、その処置があった日、また次の日は気持ちが
落ち込む（産声が忘れられない）と言っていた。（1952 年入所

男性）

・7 ヶ月で強制堕胎。生きて産まれたので殺された。だから産んだことになる。
（1930 年
入所

女性）

（３）堕胎児のゆくえ
・手術場で避妊手術をした後、3〜4 ヶ月の胎児が膿盆に入っており新聞紙に包んで火葬場
に持って行った。びっくりした。（1949 年入所

男性）

・南静園で患者さんのつきそいをしている時に、処置をされて 2〜3 日入院した人達を看
たことがある。堕胎後の子供の埋められた場所も見たことがある。（1948 年入所

男性）

胎児の標本の存在も知られていた。
・同郷出身の女性の子の嬰児標本が標本室にあった。（1944 年入所

男性）

・堕胎されて 30 年後医局に行くとホルマリン漬けの我が子と、知り合いの子供の 2 体が
目に入る。後で、その知りあいの人にもホルマリン漬けの子供が医局にあったことを話し、
2 人で泣いた。（1942 年入所

6‑3

女性）

出産の経験とその理由

本章の冒頭で述べたように、入所中に自分の子どもを産んだ人（男女）は 4.9%（32 人）
であった（単純集計 42）。ただし出産や子どもの養育の経緯はさまざまであり、堕胎や断
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種を同時に経験している人も多い。また、子どもが殺されたという人もいる。
自分で育てた
・結婚のため脱走し大阪で生活する。指を他者に気付かれないように気にしながらの生活
は大変であったが、無事に３人の子供を育てることができた。（1939 年入所

男性）

身内が育てた
・19 歳の入所の時に同じ入所している男性と知り合い、結婚の許しをもらうため郷里へ一
時帰省後、妊娠していることが分かったが、職員は見てみぬふりをしてくれた。出産する
ため夫とともに郷里へ、その後は昭和 23 年の強制収容まで子供 3 人と生活、強制収容後
は、保育所へ預けられる。小学校にあがる前に両親のもとへ預ける。
（1942 年入所

女性）

・最初の子どもは流産させた。その後、断種の手術を受けたが、手術そのものが失敗だっ
たため第１子・２子が誕生した。第１子は、療養所で出産し、療養所の職員の家で養育し
た。第２子を身ごもった際に妻の生まれ故郷へ。妻の姉がいっしょに面倒を見るとのこと
で、第１子も連れていった。その時は、一時帰宅ということで許可された。しかし、その
後は療養所に戻ってくることはなく、連絡も途絶えた。その後、離婚。（1942 年入所

男

性）
施設に預けた
・妊娠に気づいたのは時間がたってからで､自分はおろすつもりでいたが、配偶者が欲しい
ということで生んだ。生まれて来る子供が、自分のように苦しむのではないかと思うと辛
いから。子供を産むなら園から出ろと言われたりした。出産後 20 時間で離された。乳児
院､施設には毎週のように会いに行っていた。小､中の時の夏､冬は園に１〜２週間泊ったり
していた。今は一般的な家庭生活をしている。（1947 年入所

女性）

・昭和 13 年、帰省願いを出して、そのまま無断退所した。園で知り合った夫と 2 人で。
昭和 15 年、子供が生まれました。しかし、昭和 18 年、再入所したときは、未感染児童と
して療養所の保育所に入れられ、自由に会うことができませんでした。子供が 4 歳になっ
たとき、夫の母がつれていってしまいました。その後は、会っておりません。再入所して、
夫が断種を受けました。（1930 年入所

女性）

亡くなった・殺された
・断種したはずなのになぜか妊娠し､気がついた時は、４ヶ月をすぎていた｡人工掻爬する
と母体が持たないと言われて､６ヶ月で産ませた。両親は産ませてやると言ってくれたが､
田舎で育てさせるにはかわいそうだし､自分自身（妻）は育てる自信がないから生まれた子
供がかわいそうだといっていた｡出産後割箸にガーゼを巻きつけて砂糖水を吸わせた｡毛皮
に湯タンポを入れてあたためたが、12 時間後自然に息絶えた。（1941 年入所

男性）

・結婚した段階では夫も自分も手術は受けていなかった。子供がほしかったので妊娠した
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ことをひたかくしにしていたが、夫が妊娠のことで、家族に説明にいっていた時期に、狙
われたように呼ばれて、強制堕胎された。ちょっと来なさいと言われた。堕胎というより
出産。ばたばたしていた。赤ちゃんの髪の毛は真っ黒。生きていた。鼻と口を押さえられ
殺された。眼科の医者が手術。夫は帰ってきたとき、断種の手術を強制的に受けさせられ
た。絶望の日々だった。手術はすすめられたが断った。（1930 年入所

女性）

・断種手術を受けたのだが、妻が妊娠した。女の子が産まれたが、注射を打たれて殺され
た。その後再び妻が妊娠し、園外で男の子を産んだ。園では育ててはいけないということ
で、園の外で育てたが、ハンセン病の子ということで、何度も引越しをした。（1955 年入
所

男性）

その他
・療養所で知り合った人と、退所後結婚、５回妊娠した。初めての子は周りから言われて
堕胎した。２回目のとき、本病との事で相談相手がほしくて、医師に相談したところ、す
ぐに駿河療養所に連絡され、夫や療養所の医師から責めたてられた。カルテには朱書でラ
イと記入された。大きな病院にかかれず、小さな産科だったため、お産が重く、周産期障
害でろう障害が残った。三回目、四回目は無事出産、五回目のとき、心不全といわれ、母
体がもたないとの事で堕胎した。（1955 年入所

女性）

・戦争で堕胎の機械が焼けたためおろせなかった。モクマオウの木の下のトタンぶきの家
だった。お腹が痛かったので便所にいこうとして子供は草の上でうまれた。（1938 年入所
女性）
・同施設で知り合った女性と結婚した。子供が出来たがかくしていた。流産の話も出たが
時期が過ぎていた。子供ができたら、二人とも愛楽園にいることはできなかったので、那
覇に出て産んだ。（1948 年入所
6‑4

「未感染児童」の断種

男性）

【聞き取り 10‑3】

2003 年 6 月 25 日に邑久光明園で行われた検証会議において、公開聞き取りの質疑応答
を踏まえて、いわゆる「未感染児童」が断種された可能性について検証すべきであるとい
う意見が委員から提出された。その結果、この問題を被害実態調査の質問項目にとりいれ
ることになった。なお、
「未感染児童」という呼び名については、患者の子どもというだけ
で、いずれハンセン病に感染し発病する存在と決めつけている、という批判がある。本報
告の記述においては、当時の文脈にならいこの呼称を用いるが、
「未感染児童」とカッコ付
きで表記することとする。
「聞き取り 10-3」では、「未感染児童」が療養所から出るときに「断種」や「不妊」の
手術をされたということを見聞きしたことがあるか、という質問をした。
「聞いたことがな
い」「知らない」という回答が大多数であったが、中には可能性を示唆する回答もあった。
・保育所に入っていた子ども（男児）に断種の手術をしていて、外に出て結婚しても子ど
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もができないという話を聞いたことがある。（1938 年入所

女性）

・噂として聞いて欲しい。18 歳になると療養所から出すが、その前に仲良くなっていて出
すときに男に断種して出したということだ。昭和 28 年以前の話らしい。戦後だと思うが
…。その男は「一生愛生園を恨む」と言っていると聞いた。
「愛生園の保育所から出て行っ
た連中は、ほとんど子どもがない」といった噂を聞いた。（1949 年入所

男性）

・
（聞いたことが）ある。感染していない子どもも多かった。断種や不妊の手術をされたと
いう話を、自分より前に入った多くの人たちから、何回も聞かされた。（1960 年入所

男

性）
一方、「（きいたことは）ない。自分の子どもは出産している」（大島青松園

1951 年入所

女性）、「知らない。聞いたこともない。敬愛園で結婚し子どもは無事に産まれた。自分の
子どもは断種されなかった」（大島青松園

1944 年入所

らあった。
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７．外出・懲戒検束・望郷の思い
7‑1

外出制限【聞きとり 11‑1】

物理的制限（境界等）
ふる里から遠くはなれ、人里離れた「奇妙な国」
（島比呂志）と表現されたように、国立
ハンセン病療養所のほとんどは街から離れた、いわゆる「僻地」に設置された。最初に開
設した長島愛生園（岡山県）も、当初候補地とされた西表島がマラリア等のために断念さ
れた後に、瀬戸内海に浮かぶ長島が選定されたのである。大島青松園、沖縄愛楽園もおな
じく島嶼に位置する。こうした地理的選定そのものが、それ自体隔離政策の象徴であると
ともに、物理的に自由な外出を困難ないし不可能としていたといえる。
療養所には門扉があり、多くの場合、外界と隔絶するための塀や垣根、鉄条網などがあ
った。
・園の周囲には背の高さの倍ほどの柊の垣根が植えられ、その周囲を職員が１日何回も巡
回していた。「垣根まわり」専門の職員がいた。（1947 年入所

女性）

・園のまわりにはへいがはりめぐらされ、守衛がいて出ないよう常に監視されていた。出
ても必ず連れ戻され、外出は絶対ダメな状況であった。（1952 年入所

男性）

・海を渡るために、たらいに服を入れたり、漁師にたのんでイカダを組んで、逃走しよう
として、発見され、監房入りした人も多い。自分も逃走したことによりまったく 17 年間
外出できなかった。（1943 年入所

男性）

・園の周りには鉄条網が張りめぐらされて、それを見ただけでもとても悲しく悔しい思い
だった。
「見張り所」といって、高いガケに二階建てを作って無断外出は厳しく取り締まら
れていた。（1936 年入所

男性）

外出禁止
らい予防法は入所者の外出について、
「親族の危篤、死亡、り災その他特別の事情がある
場合」あるいは「法令により国立療養所外に出頭を要する場合」以外の外出を認めてはい
なかったが、それらの場合であっても外出許可は「所長が、らい予防上重大な支障を来た
すおそれがないと認めたとき」に出されるのである。入所者による外出請求、所長（施設
長）による許可、そして外出許可証の発行という、一連の手続を経て、やっと正式な外出
が認められることとなっていたが、こうした手続の迂遠さの故に、様々に恣意的な人間関
係や権力関係が介在し、外出に関する様々な障害を生み出していたといえる。以下に外出
禁止の実態に関する自由記載欄の記述を拾う。
・外出は禁止で、少しでも外に出れば呼びもどされた。外に出ると地区の住民から通報が
入った（1939 年入所

男性）
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・つい最近まで外出には医師の診断結果が必要で、外出目的、日数などを届けて、
「外出許
可証」をもらう必要があった。症状の重い患者は、許可証がもらえなかった。戦後、年に
１回の里帰りの機会に、許可証をもらおうとしても「行くことないのでは」と言われイヤ
な思いをした（1949 年入所

男性）

・町へ出る時に園の木札を門に出す。門で、職員がふんぞり返って「何しに行くのか！」
ときく。犯罪者じゃあるまいし。こんな無礼な、嫌な話はない。木札も門前にある松の木
に入れる。（1937 年入所

男性）

・外出許可証は町へ行くぐらいならすぐ出してもらえたが、門のところで気にいらない人
だと文句をいわれたりしたようだ。あの時の職員は人を人と思っていなくて虫ケラとでも
思っていたのではないだろうか。門で何だかんだといわれさからうとすぐに分館へ通報さ
れ、外出をとりけされた。（1940 年入所

女性）

・一時帰省の許可証はもっと大きくて感染の恐れなしとかかれたもの。それはなかなか出
してもらえない。親の葬式でも出してもらえないこともある。もし期限がきれても帰って
こないと連絡がきて早く帰ってこいと言われる。（1940 年入所

女性）

・規則がきびしくて親が死んでもいけなかった人もいる。逃走した人もいて、監禁室に入
れられた人もいた。（1939 年入所

女性）

・戦前は許可証がないと外に出られないという時期があった。昭和 22 年ごろまでは許可
なく外に出ると監禁所に入れられた。（1941 年入所

女性）

・許可がないと外出できなかった。塀のすきまをつくって外に出てくる人はいた。無断で
外出し監房に入れられたのは男性が多かった。女性が 2 人で監房に入れられた人を知って
いる。（1930 年入所

女性）

・外出制限があって、無断外出をすると「重監房に入れられる」と聞いて、出たい気持ち
がいつもあったが、警備員がいてなかなか外に出られなかった。（1941 年入所

男性）

・1950 年頃、どうしても実家に帰りたくて、外から「父危篤」の嘘の電報を打ってもらい
3 週間の予定で外出した。40 日になった頃、分館の職員から早く戻るようにとの手紙が来
た。（1942 年入所

男性）

・外出許可証は申し込んで、
「○○事情で」と話し、上司と相談、身体検査をした上で許可
が出た。（1947 年入所

女性）

・入所３ヶ月目に母がケガをして家業ができなくて困っているので、自由入所した直後の
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ことでもあり、しばらく帰って手伝ってほしいといってきたので、外出を願い出たところ、
頑として許可してくれず、ついに塀の破れから無断外出、帰省し、気をつかって最短期間
で帰ってきたところを、園の職員に池袋駅で見つかり、４日間の監禁処分を受けた。
（1942
年入所

女性）

・昭和 20 年代のころは、外出制限はきびしかった。夜の点呼があった。その光景はさなが
ら刑務所の世界だった。犯罪者でもないのに、どうしてこうした処遇を受けなければなら
ないのか腹立だしかった。（1950 年入所

男性）

・「学校にいるうちは帰さない」と言われた。昭和 29 年の暮れに親がつれもどしにきたが
だめだった。はじめて帰省したのは入所して４年と３カ月後、電報が来て２泊３日で規制
することを許された。（1953 年入所

男性）

・昔はきつかった。一時帰省に証明が必要。鼻中検査、血液検査が必要だった。患者を扱
う職員がいて、剣道衣を着て竹刀をもって机をたたいて患者を威嚇していた。その職員の
所へ一時帰省を申し出ると「お前その顔を鏡で見て来たのか」ときつかった。（1919 年入
所

男性）

・昭和 20 年代、外出をしようとした時に、「鏡をみてみなさい！顔に赤い点々があるでし
ょ！手をみてみなさい。曲がらないでしょ！そんな体で外出できるの！」と職員に言われ
た。
（これは）刑務所よりひどい。刑務所は刑期が終われば自由になれるが、療養所にいる
限り、期限なく自由がないから。外出が長引くと警察がつれもどしにくる。家族が病気に
なってもなかなかすんなり許可をくれない。短時間の外出でも根ほり葉ほり理由をきかれ
る。（1934 年入所

女性）

・昭和 30 年に家内の病気が悪くなった時にも帰してもらえなかった。これ以上不愉快なこ
とはない。（1952 年入所

男性）

・入所して３年目の時、外出許可をもらいに行ったら「まだ早い」と言われ、その後何度
か行っても駄目だったが、ある日突然明日から外出 OK と言われた。希望をしたからでは
なく不意に。他の人の許可もそんな感じで出たんだと思う。（1952 年入所

女性）

・外出のためには菌検査など医者の診断が必要で、手続きが面倒で時間がかかった。一度
入所した者を外に出すことをとてもイヤがり、いやみを言われ、許可願いを出してから許
可が出るまでに 1 ヶ月半ほどかかった。最後は園長と直接面接し、
「よし」と言われたら外
出できた。根比べみたいだった。（1943 年入所

男性）

・1965 年ごろ初めて夫婦 2 人で家に帰った。そのころからあまり制限なく外出できた。そ
れまでは特別な理由がなければ帰ることができなかった。昔は理由があっても帰さないこ
とはあった。帰ることができる人は病気がひどくなっておらず、園のために働く人。
（1943
年入所

男性）
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・外出許可をもらいに行ったとき、
「その面で、そんなことがよく言えるな」と追い返され
たことがある。（1940 年入所

女性）

・分館長がイヤな人だった。面会者を見送りに行きたいと言うと「そんなかっこうで行け
るのか！」とか、
「どこへ行く、逃げるんじゃないだろうな」とかかえってきた。
（1950 年
入所

男性）

・戦前は許可が出にくかったが、戦後は許可は出ていた。期限を守らないと処罰があると
は聞いたが、自分は期限内に帰っているので、特に不愉快な思いはしていない。
（1942 年
入所

女性）

・書類を１週間前に出さないかん。一身上の都合、家庭の都合で理由を書いて医師の診察
を受けてから外出許可。（1941 年入所

男性）

・外出の証明が必要だが、なかなか証明書を出さなかった。（1941 年入所

男性）

・帰省の許可でさえ難しかった。まして遊びでは許可は皆無だった。
（1939 年入所

男性）。

・自分をちゃんと大切にしてくれた兄が入所一ヶ月後に自宅で病気で亡くなった。どうし
ても帰りたかったが、帰れるはずもないのであきらめた。（1951 年入所

女性）

・園の外の道路を散歩しているだけで、巡視の職員に出てはいけないと注意された。
（1936
年入所

男性）

・外出にはとてもきびしく、外出しているのを町の人が見かけたら、町から園へ電話があ
った。（1951 年入所

女性）

・外出証明書をもらうのに時間がかかり、親の死に目に会えなかった。（1936 年入所

女

性）
・医者の帰省証明書がないと簡単に外出できなかった。親・兄弟が亡くなったときとか是
非子供に会って話したいことがあるとか余程の理由がないと簡単に証明をもらうこともで
きなかった。とても厳しかった。いつも守衛が３、４人居て勝手に出たらすぐ罰・監禁だ
った。巡回する責任者もいた。帰省証明も長くて１週間程度だった。犀川先生が来てから
外出制限も自由になった。とにかく終戦直後は厳しくて職員を呼ぶのも拍子木を打って呼
んで薬をもらったりしていた。また郵便も簡単には出せなくていちいち消毒して出してい
た。（1946 年入所

男性）

・父危篤、知らせを受け、外出許可をもらいに行ったら、
「明日まで待て」と言われた。父
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親が死にそうだと知らせがきたのに、すぐに外出を許可するのではなく、「明日まで待て」
と言われた。頭にきたので「それでは父親に明日まで絶対死ぬな！と言っておいて下さい」
と言い、届けをやぶりすてて寮にもどったら、そのあとから、薬を持って来た。許可証は
もってきてなかったけど、その薬を持って、すぐ家に帰った。父親の最後にはたちあうこ
とができた。（1967 年入所

女性）

・自営業の取り引きの件で外出しなければならなかった時、外出日などの希望が通らず、
事業が失敗、負債を抱えた。自営業をしていたが、
（自分が）長い間顔を見せないと借り入
れ、品物の入荷を打ち切る、取り引きしないという業者の話があり、帰るよう言われた。
早く帰らないといけないので、薬を出すよう看護婦にお願いしたが、協力してもらえなか
った。結局は取り引きはできなくなり、負債を負ってしまった。それから精神的に参って
しまい、酒におぼれるようになった。今でも時々その看護婦をうらむことがある。（1972
年入所

男性）

・外出のときは菌検査をして、その結果、
「外出できない人（＋）」と「外出できる人（−）」
に分けられ、前者の外出は厳しく制限されていた。そのため（＋）の間は脱走とか無断外
出という形で買い物や映画館にでかけていた。（宮古南静園

1947 年入所

男性）

・外出は家内も一緒に出て、一度畑の穴に落ちたこともある。夜の無断外出だから。昼は
出られない。何があっても。外に出たら人通りの少ないところを通るから。街に行くとき
には表通りじゃなくて畑から通っていく。外出には厳しかった。（1936 年入所

男性）

外出制限がいくらか緩和されるのは、昭和 30 年代に入ってからである。昭和 20 年代の
終わりにプロミンが登場し、
「らい予防法闘争」があり、年々回復者もふえ、昭和 30 年代
に入ると軽快退所する人も出てきた。新しい治療薬によって有菌者も少なくなり、外出制
限も緩和されるようになった。外出制限はなかった、そんなに厳しくなかったと語る者の
多くは昭和２０年代末から３０年代以降の入所である。
・昭和 30 年代までは職員が行先や用事の内容を細かにチェックしていたが、昭和 40 年頃
からゆるやかになった。（1953 年入所

男性）

・無断で外出したりするのは、昭和 30 年以降が多かった。プロミンが出来てから。
（1947
年入所

男性）

・昭和 30 年代後半には虫明・長島・日生の航路を持つ連絡船にも乗せてもらえるようにな
った。（1943 年入所

男性）。

・わりと自由であり､外出は届けを出せば、ある程度自由にできた。また夜など、急に外出
したくなった時は、無断で外出したが、少し小言を言われる程度で、黙認してくれた。
（1954
年入所

男性）

103

国立療養所入所者調査（第１部）

・外出許可証（証明書）をもって実家や妻の実家によく出かけた。車も持っていた。外出
先でもトラブルはなかった。外出も禁止されたことはなかった。（1952 年入所

男性）

・外出制限はあったが、嫌な思いをしたり、聞いたりした事はない。自分が入ってからは
大分開放的になっており比較的自由であった。（1959 年入所

男性）

・福祉室に届出すれば自由に出れた。現在は外泊の時だけ。（1963 年入所

男性）

・外出制限はらい予防法が廃止されるまであった。許可証を取らなければならないことに
なっていたが実際には黙って外出していた。自由に出入りするのを職員が見てもとがめる
ことはなかった。昭和 20〜30 年頃は「外出するな」と指示されていた。昭和 35、6 年以
降はさらに外出制限が緩やかになった。昭和 35〜6 年以降に、自分は何度も外出したが一
度も許可証をもらったことがない。許可を受けた外出期間は療養所から支給される食事が
止められる。だから、食料をもらうためにも許可書をとらず外出していた。外出は日雇い
労務のため

なぜ許可をとらないのか

とは言われたことはない。黙認していた。そうい

う彼らはいけないのかもしれないが。（1942 年入所

男性）

他方、昭和 40 年代にも厳しい外出制限があったとする語りや、現在もなお形式的には
外出許可届が必要とされていることがおかしいと指摘する語りもある。
・菌がマイナスでも後遺症のある人は外出制限があった。昭和 40 年代、各県が「里帰り運
動」をしたときに医師が「帰ってはいけない」と言い、自治会と何度も話し合いをしたが、
医局の言い分が通り、何回言っても里帰りできなかった人がいた。どんなに言ってもダメ
だった。帰れるまでに 10 年ほどかかった。（1961 年入所

男性）

無断外出による懲戒
無断外出を理由として懲戒を受けたという語りも散見される。
・現実には外出は黙認されていた｡しかし、自治会から目をつけられると、「外出制限」に
ひっかけて、部屋替えなど様々な懲罰が行われた。（1933 年入所

男性）

・無断外出が見つかると、日ごろの食事が２分の１に減らされる（減食）罰があった。
（1915
年入所

男性）

・外出して、つかまって連れ戻され、監房に入れられたり、減食になった方はいた。
（1938
年入所

男性）。

・女が二人連れで青森へ行くと「逃げている」と電話が入り、本館から迎えが行った。
（1930
年入所

女性）
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・無断外出をして職安みたいな所に行き仕事をもらい働いていたことがあったが、見つか
った人は重監房に入れられ体罰を受けた。（1943 年入所

男性）

・無断で外出し監房に入れられたのは男性が多かった。女性が 2 人で監房に入れられた人
を知っている。（1930 年入所

女性）

・入所３ヶ月目に母がケガをして家業ができなくて困っているので、自由入所した直後の
ことでもあり、しばらく帰って手伝ってほしいといってきたので、外出を願い出たところ、
頑として許可してくれず、ついに塀の破れから無断外出、帰省し、気をつかって最短期間
で帰ってきたところを、園の職員に池袋駅で見つかり、４日間の監禁処分を受けた。
（1942
年入所

女性）

・夜の点呼に間に合わないと、翌日、監禁室に入れられ始末書を書かされた。昭和 24 年頃、
突然９時頃、点呼に来て、間に合わずに監禁室に３日間入れられた。その後も、2、3 回監
禁室を経験した。（1949 年入所

男性）

・一時帰省のとき保証人になって、その人が帰ってこなかった為に、監房に入れられた。
入れられている期間に父親が面会に来てとても驚いていた。（1943 年入所

男性）

・保証人になって友だちとともに監房に３日間ほど入れられたことがある。このほか保証
金制度もあって、帰ってこないと保証金が没収された。（1941 年入所

女性）

・鹿屋は、他の県から入りこんで生活する人はいない。外出して、鹿児島弁でないと、敬
愛園の人間だとすぐわかった。本館に電話が来て、職員が、帰りがけに、道路に待ってい
て、つかまって、監禁室に入れられた。（1942 年入所

男性）

・外出制限の中で、その制限をかいくぐって外出し、商店街まで買物に出かけた時に、園
長の運転手に見つかった。その運転手は「誰にも言わないから、普通の道で帰りなさい」
と言ってくれたのに、園に先まわりをして、自分達をつかまえるための人員を集め、その
普通の道で待っていて、つかまえられた。（1939 年入所

男性）

・無断外出でつかまって２回監禁室に入れられた。監禁室は３部屋ぐらいあって、それぞ
れ３畳くらいの広さで、ノミやダニが多かった。（1942 年入所

男性）

地域の目
療養所が設置された地域において、ことにハンセン病に対する差別・偏見が強かったと
いう声はしばしば耳にする。地域住民の差別的態度もまた、外出の大きな障壁になった。
・外出すると村の子ども達が「どう、どう」
（方言で、ハンセン病のこと）と言ってついて
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歩いた。１km くらい知らないふりをして歩くといなくなった（1930 年入所

女性）

・外出は自由にできなかった。外は恐ろしい所（嫌われて、買い物も最後になる）と聞い
ていたからあきらめていた。患者同士で、互いに病気の悪いところを村の人に見られると
だめだ、はずかしいまねするなと、言われていた。（1945 年入所

女性）

・松丘の人たちを野放しにしておいていいのか、という声を聞いたことがある。
（1950 年
入所

男性）

・裏の墓地がある山林でみんなで花見をしていたとき、そこのハイヒールをはいた女性が
その様子をみて、
「コラ！行け行け！」と言ってツバをひっかけて行ってしまったという話
を聞いて、とても腹がたった。（1951 年入所

女性）

・許可証は園内には通用するが世間には通用せず。外出先の地域から外出させるな、と園
の方へ連絡があったり、レストランへ行くと拒否されることがあった。（1949 年入所

男

性）
・1950 年頃、どうしても実家に帰りたくて、外から「父危篤」の嘘の電報を打ってもらい
3 週間の予定で外出した。40 日になった頃、分館の職員から早く戻るようにとの手紙が来
た。また、この外出の際、虫明ではバスも汽車も乗車拒否された。警官の職務質問も受け
た。ガラス窓に映った自分の姿は、ハンセン病とわからないように帽子を深くかぶり、マ
スクをしていた異様な姿だった。これではすぐにわかって、怪しまれると思った。（1942
年入所

男性）

・青年会に入り、完全看護闘争に参加していたので、園からはよく思われていなかった。
そのため、一時帰省の届けがなかなか認められず、家から電報を打ってもらって、ようや
く帰省が可能になった。しかし、外出証明書をもっていないと、国鉄の駅で乗車が拒否さ
れ、療養所に通報された。駅と療養所がツーカーであったことがよくわかった。
（1953 年
入所

男性）

・パチンコ店から入店を拒否された。店長は、
「あなたたちに対して理解はあるが、零細企
業であり、他の客が来なくなると困る」と言った。（1946 年入所

男性）

・昭和 61 年か 62 年、○○町の町長に陳情に出かける時、自治会役員 5 人が時間調整のた
め喫茶店に入ったが、店の従業員に無茶苦茶な対応を受けた。水、おしぼりは投げ捨てる
ように出され、コーヒーは出されず、追い出された後直後にこれみよがしにふきそうじを
始められた。（1946 年入所

男性）

・社会の人たちはハンセン病が治るようになったということを知らないために、そんな態
度をとるんだろう。心を傷つけられたことがたくさんあった。乗り物に乗っていても「い
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つ降ろされるだろうか」と、いつも気になりながらだった。（1948 年入所

男性）

・菌がマイナスでも後遺症のある人は外出制限があった。昭和 40 年代、各県が「里帰り運
動」をしたときに医師が「帰ってはいけない」と言い、自治会と何度も話し合いをしたが、
医局の言い分が通り、何回言っても里帰りできなかった人がいた。どんなに言ってもダメ
だった。帰れるまでに 10 年ほどかかった。（1961 年入所

男性）

・町へ買い物に行っても店が売ってくれない。売っても店から園に電話があり、帰ってき
たら職員が待っていて、監禁に入らされた。（1942 年入所

男性）

・見つからないように出入りした。外出先の食堂で「もう材料がありません」と断られた。
（1946 年入所

女性）

・郷里に帰ろうとすると、駅で駅員がここ（療養所）に通報してすぐ連れ戻されていた。
徹底した隔離政策だった。ここにいる人だと分かれば、地域でも差別を受けた。出された
お茶を引っ込められたりした。（1945 年入所

男性）

・外出制限の中で、その制限をかいくぐって外出し、商店街まで買物に出かけた時に、園
長の運転手に見つかった。その運転手は「誰にも言わないから、普通の道で帰りなさい」
と言ってくれたのに、園に先まわりをして、自分達をつかまえるための人員を集め、その
普通の道で待っていて、つかまえられた。（1939 年入所

男性）

・どこの療養所でも外出制限があったと思いますが、私は療養所から外出する際は職員に
隠れて外出しなければなりませんでした。親族の葬式等特別な事情がある場合は許可をも
らい外出することができました。私がいつものように療養所の裏山から市内に住む姉に会
うため隠れて外出した際、山を越えたときに療養所の巡査が待ち構えていて途中で追い返
されたこともありました。ある時、町の中を外出しているとき町の中の巡査に呼び止めら
れ、私が園から外出許可をもらって外出しているのかそれとも無断で外出しているのか尋
問され、無断で外出しないよう注意を受けたこともありました。（1935 年入所

男性）

・店に行くのにも、夜に行ったりしていた。昔はきびしくて山から逃げていく人たちもい
た。食べるものがなく、近くの山から竹の子を取り、地主に見つかり山奥へ逃げた人もい
る。（1947 年入所

女性）

・夫が外出の際、行く時、もどってきた時バケツ等に入った消毒液に足を突っ込んで消毒
していた。無断外出だったので、もどってきたら逃亡したからと牢屋に入れられた。
（1939
年入所

女性）

・出ることが大変だった。こっそり抜け出して、名護市の映画館に行ったが、途中でつか
まったり、映画館の前に職員がいたりで、いつもびくびくしていた。途中でつかまったら、
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体罰もあったので、見つからないようにこっそり帰っていた。（1948 年入所

男性）

・毎晩、９時には巡視があって無断外出者がいないか見回っていた。無断外出している者
がいると、寝ているふりをしてみなでかばいあったが、ばれるとかならず監禁室に入れら
れ、食事抜きのときもあった。最低でも、一晩は監禁室に入れられた。監禁室は、窓のな
い部屋に電灯があって、むしろも敷いてない板張りの部屋だった。（1939 年入所
・人員点呼の時無断外出が見つかると半殺しにあった。（1943 年入所

男性）

女性）

・点呼でひと間違いして大変なことになったらしいからね。なぐったりけったりして。そ
ういうこともあるらしいからね。名前が同じで、ひと間違いで叩かれた人が不自由な人で、
不自由なひとが外に出られるわけがない。同じ名前の人が脱走したのに、私はどこも行か
ないという人をなじったり、けったりしたという話もある。（1942 年入所

男性）

職員の対応
・その時の分館長によって不愉快な気分にさせられた。具体的には、申込みに行くとわざ
と日を延ばしたり、わざといやがらせをされた。とくに一人悪い人がいた。
「そでの下」を
通すとうまくいった。（1946 年入所

男性）

・町へ出る時に園の木札を門に出す。門で、職員がふんぞり返って「何しに行くのか！」
ときく。犯罪者じゃあるまいし。こんな無礼な、嫌な話はない。木札も門前にある松の木
に入れる。（1937 年入所

男性）

外出許可証は町へ行くぐらいならすぐ出してもらえたが、門のところで気にいらない人だ
と文句をいわれたりしたようだ。あの時の職員は人を人と思っていなくて虫ケラとでも思
っていたのではないだろうか。門で何だかんだといわれさからうとすぐに分館へ通報され、
外出をとりけされた。（1940 年入所

女性）

・各部屋に土足のまま上がってきて、脱走していないかどうか見回る。何時にチェックし
たという表もあり、まるで刑務所のようであった。部屋のガラスもすりガラスなどではな
く丸見えなので、懐中電灯で頭が見えるか照らされ、プライバシーなどない。
（1950 年

男

性）
・自分も若い頃 2〜3 日外出したくて出て行ったら、巡視長（当時）から見つかり激しくの
のしられた。ただ職員というだけでなぜあんなにいばるのか本当に腹立たしかった。安い
給料だったから、無断外出者を捕まえると手当てがついたせいもあるかも。（1938 年入所
男性）
家族との関係
隔離施設に収容された者が、外出を許されてまず最初に出向きたいところは、家族のと
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ころであり、ふるさとだろう。「望郷の思い」（【13‑1】）についての聴き取りから、入所者
が帰郷をあきらめるに至る家族への思いを拾ってみる。
・望郷の想いは当然強くある。汽笛や SL の音を聞くと家に帰りたい。でも逃げて家に帰
っても家に迷惑をかける。逃げたり、出たいという想いはいっぱいあるが、家のことを想
うと思い止まった。（1948 年入所

男性）

・入所当初はあったが、家族の反対にあった。家族のことを考え、想いを絶つのに４〜5
年はかかった。（1944 年入所

男性）

・とても強く思っていた。当然の想い。いつも置いてきた子供に迷惑をかけてはいけない
との思いでふみとどまっていた。（1960 年入所

女性）

・自分が帰っても家族に迷惑をかけるだけやと思い辛抱しとった。病んどる者が身を引く
のが一番やと思うとった。（1936 年入所

男性）

・すごくあった。しかし父の死の折、実家に戻ったとき、兄弟の結婚に影響があるのでは
ないかと思い、ふるさとを捨てる決心をした。（1955 年入所

女性）

・
「帰ってくるな」と父に言われていたので、行く場所がないという感じで、どこへも行け
ないとあきらめていた。（1944 年入所

女性）

・はじめは帰りたいという気持ちがあったが、自然にそうゆう気持ちがなくなっていった。
なぜか知らないけど、帰ったら家の人に迷惑をかけるというのが先にきて（思いを）押し
とどめた。みんなそうだと思う。（1943 年入所

男性）

逃走の実行
以下には「逃走願望」
（【13‑1】）についての質問に対する聴き取りの中から、逃走の経験
について語るものを紹介する。
・1945 年、戦友に自分の病気を移したくないと思い入所を決意するが､当時の松丘保養園
は治療する環境ではなかったので、どうしようか悩んでいたら入所者の一人が家があるの
なら逃亡しろとすすめ、手はずを整えてくれたので逃亡した｡（1939 年入所
・何度も外出許可の届けを出したが受理してもらえず

男性）

1944 年に逃走する。親も帰ってこ

いと言ってくれ、逃走の手助けをしてくれた。（1943 年入所

男性）

1966 年に逃走した。船に乗り家まで帰り 3 日間家ですごした。しかし帰園途中バスで乗車
拒否され 20〜30ｋｍの道を夜中歩いて帰ってきた。（1961 年入所
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・兄から、子ども（娘）が生まれていることを聞いて逃走したが 2 ヶ月でつれもどされた。
（1943 年入所

男性）

・タライに衣類を入れて庵治は流れがきついから大島の西から逃げた。果樹園の潮の流れ
はきついから流されて逃げられなかったと聞いたことがある。故郷に帰りたいと思ったこ
とはしょっちゅうあった。浜の松の下に立った。望郷の想いでいた人がほとんどであった。
（1943 年入所

男性）

外出・帰郷の自己規制
ここでは、「望郷の思い」（【13‑1】）についての聴き取りの中から、入所者がふるさとに
帰らない理由を拾う。そこには、物理的障壁、外出制限、懲戒検束、社会の偏見、経済的
自立ができないこと、そして家族への思いなどがない交ぜになり、入所者が、ふるさとに
帰ることができない事実を受け入れ、諦めていく過程が読みとれるだろう。
・高校を卒業して、父親が生きている頃は、家に戻ってしばらく生活してみたいなあとい
う気持ちがあったが、父親が５６歳で亡くなり、自分が外に出たいと思ったころに父親が
ガンの為亡くなったため、もうここでいいか、と思った。帰っても居場所がない。友人が
外に出ていくと自分も出ていきたいなあと思う。社会復帰された友人からの手紙などみる
と、うらやましいなあと思う。（1952 年入所

男性）

・親が生きている頃は「帰りたい！」と毎日思っていた。しかし逃げだすと親兄弟に迷惑
がかかると思い諦めた。今は家もないし、とくに帰りたいと思わなくなった。（1946 年入
所

女性）

・故郷（帰郷）の思いはあったが、知られたくないという思いの方が強かった。こっそり、
知られないようにするために、帰った時、かえって気をつかった。（1961 年入所

男性）

・今でも故郷に帰りたい気持ちは 100%あるが、幸せに暮らしている子ども達に迷惑をか
けることになる。差別や嫌われるのではないかと思うと逃げ出せなかった。（1946 年入所
女性）
・家に帰りたいとは思ったが、旧知の人と会いたいとは思わなかった。病気で外見も変わ
ってしまった自分のことを知られたくない。（1941 年入所

女性）

・常に肉親と普通に会いたいという気持ちがある。故郷の山々を思い出すといった形では
なく、社会が自然に受け入れてくれるような環境にならなければ実現しないことだと思う。
（1941 年入所

男性）

・韓国でも偏見・差別があるとわかっていたので、（帰りたいという気持ちは）なかった。
あきらめるという気持ちが強かった。望郷の思いから、不眠症になり薬物依存症になり、
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今もそうである。（1951 年入所

男性）

・集落の人たちは帰って来いと言うが（墓もあるので）、今までされた仕打ちは忘れていな
い。故郷に帰りたいとは思わない。（1948 年入所

男性）

・逃走願望はなかった。出て行ったって、社会では何の望みもないし、保障もない。社会
にいた時の差別の体験があるので、社会には居場所がないと嫌というほど体験してきてい
るので、今さら社会に出てということは思わなかった。いろいろな問題はあったと思うけ
ど、療養所は自由な場所であったので。（1938 年入所

男性）

・帰りたい気持ちは強かったが、監房に入れられたり処罰されたりする人を見ると、勇気
が出なかった。（1946 年入所

男性）

・帰りたいと思ったが、社会で生活する基礎がなかったからそれほど気にならなかった。
畑もなかったから…。過ぎ去ってみれば食うことはここでできたからなぁ。（1943 年入所
男性）
・30 代まではあったが、今はもうあきらめている。ここを出てもお金になるわけでもない
ので、逃げ出すことはしない。（1945 年入所

男性）

・できるものならそうしたいと思う。でも歳だから思い切れない。もうすこし若かったら
そうしたかもしれない。（1955 年入所

女性）

・思っても、病気の治療に専念しなくてはいけない。（1952 年入所

男性）

・当然帰りたかったが、帰りたくても病気があったのでは帰れない。人には見られたくな
かったから、あきらめた。（1942 年入所

男性）

・帰りたい気持はあった。病気が再発するまでは帰るつもりでいたが、再発してからはも
う帰れないと思い諦めた。（1939 年入所

女性）

・戻っても父が再婚しているし、そんなに故郷を想うことはなかった。母と一緒に入所し
たためかと思う。（1952 年入所

男性）

・いま思うに、夫がいたからこそ、「故郷に帰りたい」「ここから逃げ出したい」と思わな
かったように感じている。（昭和 27 年に園内結婚、平成 12 年に夫と死別。）（1952 年入所
女性）
・
「望郷の想い」
「逃走願望」というのは特になかった。
「ここで絶対生活するんだ」と思っ
た。（1942 年入所

女性）
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・湯之沢部落から和歌山に帰って 10 年間苦労してたので帰りたいと思わない。植木、野菜
づくりなど趣味と仕事をかねた生きがいがあり忙しいほどであった。
（1951 年入所

男性）

・逃げ出したいと何回も思ったが、ここより他で生活できる所はないといつも思ってた。
実家へは頼まれてもかえりたくない。（1930 年入所

女性）

・ない。帰ろうと思えばいつでも帰れるが、帰っても永住はできない。外へ出るかぎりは
自活できないとだめ。外へ出ても誰かの力を借りないと生きられない。人の力を借りて生
きるのなら、ここにいても外へ行っても同じと思う。自分の身のまわりのことぐらいはで
きないと。（1962 年入所

男性）

・帰りたいと思ってみてもむなしいので、思わないようにしている。
（1948 年入所

男性）

・子どもは家に帰って来いと言ってくれる｡でも、子どものところに帰っても孤独なので、
ここがいい。ここには友達がいる｡正月とかには子ども孫も来てくれる｡（1952 年入所

男

性）
・18 歳で再入所した後、一度も実家に帰ったことはないが、母親が面会に来てくれたので
それほど強く故郷に帰りたいと思ったことはない。（1951 年入所

女性）

・故郷はなつかしい。でも私の運命だから人は生まれたときから運命は決まっている。そ
れに私は必死に従ってきた。（1931 年入所

女性）

ふるさとに帰ることの意味
以下の語りは、外出禁止に関連して語られたものだが、ふるさとへ帰ることを自己規制
してきた入所者が、帰省をはたしたときの感慨と、それが自分たちにもたらしたものにつ
いて、語っている。ふるさとに帰ることが、人にとってどういう意味をもつのか、考える
ために示唆的である。
・出身地の民生委員の慰問で、望郷の想いをますます募らせた。来て会うが、短時間の挨
拶で帰ってしまう。慰めにはならない。村長が慰問で来た時に、慰問はありがたいことで
あるが、時間がないということで、十分に話さないで帰って行くということでは、何の意
味もないので古里に帰れるような仕組みを取って欲しいと話したところ、引き受けてくれ
た。その願いが実現し、20 数人が古里を訪ねた。症状の軽い人はこっそり会いに行けたが、
後遺症の重たい人は、会うことを諦めており望郷の想いは強かった。ハンセン病とわかる
目立つ女性が飛行機から降りた途端にばんざいした。普段なら健康な人を見ると逃げる、
隠れる人が両手をあげて万歳した。その感激感動は、周囲の状況を忘れて、自分が生涯生
きている間に行けない、帰れないと思っていたことが、現実に古里の土を踏んだ瞬間にそ
うさせた。その時から自分達が出て行けば何とかお付き合いしてくれる。自分達が出て行
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けば道は開けるという体験だった。現在も交流が続いている。退園してひそかに農業をし
て暮らしていた人が、交流会に来ていた。その交流会で元患者であることを告白。区長、
町議員となり、自信を持って活動中。（1938 年入所
7‑2

男性）

懲戒検束【聞き取り 12‑1】

旧癩予防法施行規則第７条は、療養所長に、
「譴責」、
「３０日以内の謹慎」、
「７日以内常
食２分の１までの減食」、「３０日以内の監禁」という、４種類の懲戒検束権を付与してい
た。昭和２８年のらい予防法にも戒告、謹慎の規定があった。旧法の懲戒検束について詳
細を定めた懲戒検束規定にも、懲戒の対象となる行為は漠然として限定されていない。ま
た、その執行は施設長による「宣告」によるものと定められているのみで（同規定９条）、
懲戒に相当する事実の確認に関する手続きの定めはない。要するに施設長の独断でどうに
でも運用できる性質のものであったことが分かる。
さらに、入所者にとっての、こうした懲戒検束のより具体的なイメージは、監房の存在
であった。
「療養所」に監房があり、園長による懲戒検束があること自体が、収容された者
にとっては、外の世界との違いを思い知らされることである。それによって、改めて自分
がどんなところに来たのかを知り、ショックを受けた者は多い。端的にそのことに触れる
語りもある。
・最初に療養所に来た時、療養所なのに監房があるのかとショックを覚えた。（1954 年入
所

男性）

・収容所の近くに監房があった。飯をはこぶ係りの人がいて、どうしたのかときくと、静
岡の人が脱走してつかまっていると教えてくれたことがあった。それをきいて脱走する人
もいるんだなと。私は出たいと思ったことがなかったから自分が受けたことはなかった。
（1947 年入所

男性）

では、実際には懲戒検束権はどう運用されていたのだろうか。自分自身が処罰された経
験があるか、また自身では経験がなくとも見聞きしたことがあるかという問いに対する回
答の聴き取りから、その実態をうかがい知ることができる。
しかし、アンケート全体からみると、懲戒について語った者の数はそれほど多くはない。
語らなかったばかりか、懲戒についての問いに、明確に「話したくない」と答えた者もい
る。どんな理由であれ、懲戒を受けた事実が本人の心の傷となっていることは想像に難く
ない。未だに「話したくない」と述べる者の思い、語らなかった者の思いをくむ必要があ
ることを指摘できるだろう。
・自分自身が悪い事をして謹慎処分を受けたことが１回あるが､それは、自分が悪かったと
納得している。細かいことは、あまり言いたくない。自慢にならないしね。（1954 年入所
男性）
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・経験はあるが、具体的には話せない。（1952 年入所

男性）

ここでは、まず、具体的にどんな理由で懲戒がなされていたのかについて、個別の語り
を拾ってみる。
無断外出
語りの中で最も多く見られるのは、無断外出を理由とする懲戒である。外出制限の聴き
取りと重複するところでもある。望郷の念からの無断外出、食糧事情悪化に伴う食料調達
のための逃走、ちょっとした用事での外出、とがめられた外出の形態もさまざまである。
・家に帰りたいとの思いから、施設をでた。長野原駅で拒否。歩いて次の駅までいくが、
駅から連絡を受けた施設職員が車で迎えに来た。そのことで精神病棟（中地区の場所にあ
った。板の格子があった）の独房（重監房ではない）に２〜３日入れられる。（1941 年入
所

男性）

・22、23 歳の時、国立東京□（不明文字／転記者が変更）の近くに飲み屋があり、そこに
無断で飲みに行った。監房に 2 日間、2 人で入れられた。2 回行って、2 回とも見つかった。
3 度目も行こうという話があったが、監房行きになるのでやめた。当時は近くの農家が巡
回を夜やっていた。
「どこいってきた」と言われ、捕まった。何人かは近くの飲み屋に行っ
ていた。その話を全生園内で聞いたことがあるので、２歳上の男性と一緒に垣根をかきわ
け、飲みに行った。園内は酒は病気に悪いということで、原則、飲酒は禁止されていた。
２回目は半年後に行った。同じ人と行った。２日間、監房に入れられた。監房は１ヶ所で
２つのタイプがあった。重い刑は、重監房（窓が１ヶ所のみ。せんべい布団が１つおいて
あった）に入れられた。（1941 年入所

男性）

・逃走したことによって 17 年間外に出られなかった。（1943 年入所

男性）

・処罰があるのは知っていて、わざと逃亡した。
（昭和 22 年頃）２ヶ月くらい実家にいた。
帰園して、２泊３日入った。夜になると友人が差し入れをくれた。納得して入ったので悔
しいとは思わなかった。（入所年無記入

男性）

・自分が来所した頃は懲戒検束をされた人はほとんどなかった。しかし、１人だけ無断外
出をしたということで自宅から 1〜2 日の外出禁止の禁足令を出された人がいるが、自治会
から逆に「何ということだ」と園側に要求し、社会常識に反することは、園として強制で
きないようにする、自治会がしっかり機能したからだと思う。（1951 年入所

男性）

入所 3 日目に逃げ出した時、戻ったら病室に入れられた。人目のあるところという意味だ
ったらしい。「次は病室ではすまされないぞ」と言われた。（1964 年入所

男性）

・自分が許可を得て、祖父母と娘に会いに行って、帰る日時を夫に知らせていたので、夫
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が駅まで迎えに来てくれたが、帰れなくなったことを知らせる手段がなく、夫が遅くにな
って、駅の近くで職員に見つかり、無断外出をしたからと監禁房に入れられた。
（1940 年
入所

女性）

・逃走したときは 1 ヶ月の懲戒だったが、子どもだったので 1 週間だった。叩かれること
はなかったが、蚊に悩まされた。（1939 年入所

男性）

・映画を見に行った人が警察に不審審査を受けて、恵楓園に連絡があり、１０日間、独房
に監禁された人がいた。脱走した場合に、警察が実家に連絡をし、父親を人質に拘留して、
本人が帰らざるを得ないようにした。出頭したら、警察が足腰たたないように打ったとい
うことを聞いた。（1943 年入所

男性）

・外出（無断外出）をしたときにパーマ屋の入り口で連れ戻された。女性は独房には入れ
られず、説教と始末書だけでよかったが、男性では監房に入れられた人も多かった。夫は
タバコを買いに行くために外に出て独房に入れられた（逃走罪）。監禁室にいく（独房）。
何もない壁だった。監視につかまると、独房に入れられた。食事も外から入れられるよう
な所。
「悪かった」といえば出してもらえるということを夜中に教えてもらった。
（1940 年
入所

女性）

・再入所した時に逃走患者として扱われた。規則破りとして監禁すると言われたが、郷友
会が反対した。（1938 年入所

女性）

外出制限以外の園内の規律違反
園内の盗み、逃走の援助、賭博行為、反抗的態度、大島青松園では、外出者が期限内に
戻ってこなかったばあいの保証人の監禁など、さまざまな理由で懲戒がなされている。
・正義のために、少年舎の舎長に反抗した。そのことによって、自治会の会長から、ここ
から出て行くか、監禁室に入るか、と言われ、震えあがった。どちらもしなくてよかった
が、人質というふうにはされた。（1938 年入所

男性）

・不自由棟の主任をしていたことがある。昭和 17 年 12 月 31 日、棟の事務所で大みそか
の準備をしていたら、職員によばれ分館に行くと 1 人の入園者がすわっており、その目の
前にかぼちゃが並べられてあった。職員が「この人が盗んだんだ。これから監房にいれる
ので立ち合ってくれ」といわれ、夜中なのでちょうちんをもって監房までついていった。
職員はその患者をうしろから蹴ってぶちこみ、閉めた。その光景をまのあたりにした。
（1940 年入所

男性）

・食べる物が無く、イモを盗んだことがあり、巡視にみつかり、10 日監禁された。3 人で
行ったが、一人は巡視の奥さん、もう一人は、
（巡視と）同じ棟に住んでいたので、自分一
人だけが監禁された。（1935 年入所

女性）
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・懲戒された人はしょっ中あった。例えば間男などした場合でも入れられたが、嘆願書を
書いて出して下さいというようなこともした。（1943 年入所

男性）

・1 人だけ、盗みをしたということで重監房へ入っているのをみた。
（1946 年入所

女性）

・1943 年秋、同じ部屋の先輩が恒根をこえてきのこ狩りにいった。帰ってきたところを職
員に見つかり監房に入れられた。その人は湿性（引用者注：ハンセン病の病型、概ねＬ型
と同じ）だったが、監房をでた後、同年冬に亡くなった。農作物を盗んだ人が重監房に入
れられ、翌日首をつって死んでいたこともある。（1943 年入所

男性）

・所長の主観で処罰されていた。監禁室に入れられた。柿がおちていたので拾って食べた
だけで処罰された人もあった。（1945 年入所

男性）

・自分たちの面倒をみてくれている付添看護人（患者）が、どうしても家に帰りたいと言
い、いつも世話になっているから、職員に内緒で帰らせたことがある。その間、自分が食
事を取りに行ったり、トイレ掃除をしたりしてがんばったが、自治会にばれてしばらく食
事減食になったことがあった。他の人では、ばくちをしていて見つかって監房に入れられ
た人もいた。（1941 年入所

男性）

・入園していた次兄がおり、その次兄は物事の道理がとおっていないと何でも訴えでるよ
うな人だったので、駿河療養所では兄も含め 10 数人が追放にあい（園長命令にて）あちこ
ちの療養所にとばされた。（1937 年入所

女性）

・父子で入所していた人の話。母が病気だと知り娘だけ逃走したら実家へお前が帰るまで
父を収監しているからと伝えられ、娘は兄に親にそんな思いをさせてと折檻されたそうだ
が、それは嘘で娘に対する園の脅迫だった。（1946 年入所

女性）

・代理人として懲罰房（監房）に入れられた友人がいた。2 週間以内に園に帰ってこなか
った患者（入所者）の保証人になっていたため。（1937 年入所

男性）

療養所はしばしば患者組織を施設秩序維持のために利用したが、いくつかの療養所では
懲戒の運用がこの患者組織に委ねられることもあったようだ。たとえば、大島青松園の「保
証人制度」は患者組織の会則によるものだったという語りもある。
・子供だったので特に感じなかったが、寮父母にはよくしかられて、逃げ回っていた。和
光園では患者同士の警防団というのがあり、逃げる患者を捕まえ、届け出て、配給停止に
したりしていた。（1944 年入所

女性）

・青松園では自治会の会則で一時帰省のとき保証人をたてて帰る。もし帰ってこなかった
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ら 3，4 日間謹慎をうける。１度それをうけた事がある。（1943 年入所

男性）

事実誤認による懲戒
施設長の一方的な宣告のみで執行できるのであるから、宣告される側には防御の機会は
ない。当然ながら疑われた事実はなかったにもかかわらず懲戒された者も多数いたであろ
う。そのことを訴える語りもいくつか見られた。
・一番悔しかったのは、自分は無断外出をしていないのに、外出したのはめがねをかけて
いる入所者だったからと、人違いで監禁室にいれられた。
「自分ではない」と何度訴えても
聞き入れてもらえなかったことが悔しい。（1939 年入所

男性）

・不良の人が無断外出し､20 歳ぐらいの人に罪をきせた。罪をきせられた人が処罰され懲
戒検束にあった。ある日食事が残っているので戸を開けてみると、逃走したい一心で立っ
たまま死んでいた。身体は骨と皮だけにやせていた。（1937 年入所

女性）

・園内では「わいろ」的なものは利用されていた。自分は生き抜くために悪いこともした
が、正直な人は監房の中に入れられ、時には朝、茶碗の水すらこぼされてしまった人もい
る。監房で死ぬことはないが、手足に傷があり、治療の必要な人が何の手当てもされなけ
れば悪化して死んでいった人もいる。昭和 18，9 年には１ヶ月 30 人以上死んでいった。
（1941 年入所

男性）

・ブタがいたずらされたからと入所者全員が半食になった。そんな規定はないのに、規定
を無視して全員に罰を与えられた。１３か１４の子どもが隣村のじゃがいもを掘って盗ん
だ。そのことで特別病室へ入れられることになったが、その子の代わりに親が入り、自殺
してしまったことがある。世間に顔向けできないと。（1937 年入所

男性）

・白いものが黒くいわれても職員にたてついたりしたら監禁室へいれるぞと脅されること
もあったらしい。多磨の方から職員にたてついたという理由で送られてきた人がいた。監
禁室へいれられ、1 年半くらいはいっていて出て来たときには鼻も何もなくなっていた。
結局入っている間、治療も何もしてもらえず、寒さにふるえ、食事もたいしたものもなく、
1 ヶ月に 1 度くらい風呂に入れてもらっていたが、そんな時にみてしまうと気の毒でしょ
うがない。昔は今のように言論の自由もないし、何を言われても「はいはい」と低姿勢で
いるより仕方なかった。納得がいかなくても反発は出来ないし言いたいことも言えない。
患者の自治会も患者でありながら患者いじめをしていたが、口に出していったら大変なこ
とになるから目をつぶるということもしばしばあった。（1940 年入所

女性）

重監房
栗生楽泉園には、
「重監房」と呼ばれる特別病室があった。懲戒検束規定に基づいて１９
３８年１２月２４日に竣工され、１９４７年の運用廃止までの８年間に９３名が収監され、
収監中に死亡した獄死者が１４名、監禁により衰弱し、出所後死亡した者が８名いると報
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告されている（栗生楽泉園患者自治会｢栗生楽泉園特別病室真相報告｣1947 年 9 月 5 日『栗
生楽泉園患者 50 年史』所収）。この「重監房」は隔離政策及び懲戒検束権の象徴的存在で
あり、その存在は全国の療養所の入所者にとっての脅威だった。
語りでも重監房に触れたものはいくつかある。直接の見聞したものもあれば、伝え聞き
の形のものもあり、まさにその存在が、入所者を震え上がらせていたことが分かる。
・昭和 13 年の２月に重監房が開かれるが、12 月のことで、周囲は雪だらけで、入所させ
るような状況じゃない。最初に人を入れたのが昭和 14 年の 9 月、大島青松園から 2 人、
星塚敬愛園から 2 人つれてきて入れた。星塚の２人は逃走常習犯、大島の２人はモルヒネ
中毒とのことだった。各園にも監禁所があるのだから、そこへ送りこめばいいのにわざわ
ざここへつれてきた。これは全国の患者への見せしめだった。逆に楽泉園の人は行く人が
少なかった。殺されることを判っていたから、絶対さからえなかった。楽泉園の中の人で
も、入った人を知っている。そこで亡くなった人もいる。誰がいつ入って、何人いれ、い
つ出てきて何人がいつそこで死んだかをきちんと正確に知っている人はもういない。そん
なこと、職員にきけなかったし。（1939 年入所

男性）

・農作物を盗んだ人が重監房に入れられ、翌日首をつって死んでいたこともある。（1943
年入所

男性）

・どろぼうとか逃走した人が入った他はよく知らない。重監房に入るのが嫌だから奉仕や
仕事にまじめに出た。（1942 年入所

女性）

・自分はいれられたことはなく、また処罰されたこともないけれど、学友が園から逃げて
つかまって重監房に入れられた。冬だったのであんまり寒くて凍え死んでしまった。学友
だということで言われてみんなでその学友を房から出しに行ったけれども変に丸まってい
て房からなかなか引っ張りだせなくて大変だし本当にとても恐しかった。（1941 年入所
男性）
・自分自身が処罰されたことはない。栗生重監房は「日本のアウシュビッツ」だった。食
事運搬係をしていた 6 ヶ月間に 2 人が死亡した。たった 3 人で通夜をした。入れられた 92
人のうち罪状の書類があるのは 1 件のみ。91 人は勝手に作られた。いい加減な書類で裁判
もなしだった。規定では 1 ヶ月以内の拘留だが、100 日以上の人がほとんどだった。半年
に一回くらい出してやって、歩けないから背負ってやり、頭を刈り、入浴させ、爪を切っ
てやったりするのを見た時に、本当に骨の皮ばかりのような人達で何故こんなひどい人達
を入れておくのか、何の罪があるのかと不思議に思った。（1945 年入所

男性）

・草津に送られたのは、モルヒネ（？）、バクチでは送られた。普通にはきいたことはない。
監房に入った（物々交換で買物に行ったり、バクチをやったりしたことで入れられる）友
人に差し入れをしたところ、雪のため跡がついて、みつかった。それで監房に一日入れら
れた。あなたが悪いのではなく、園則だから、と言われた。昔は厳しかった。園長に検束
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権があった。園長は 600 人、1000 人の名前を全部覚えていた。（1941 年入所

男性）

・監獄主義−患者を罪人視、蔑視。草津の重監房に入れられ刑期 100 日以上 35 件、200
日以上 14 件とは何事ぞ。真冬に零下 10 度以下になる所でうすっぺらな板の間で朝になっ
てみたら板の間に凍りついていた報告あり。6 年生くらいの子供が近隣農家の植えている
イモ 1 本（たった 1 本）盗んだのが見つかり重監房に入れられ、何日か経ってみたら、べ
ったり背中が凍りつき、布団もバリバリに凍っていたと。小さな子がイモ１本で。知人が
衣類を魚と物々交換して入れられた。にぎり飯の差し入れできず。（1941 年入所

男性）

・熊本本妙寺のらい部落からトラックで連れてこられた一団があった。その中の１人が療
養所内でばくちを打っていて捕まり、草津の重監房に入れられた。屯婦でつかまったよう
だが、そこでなくなったと聞いている。本妙寺のらい部落は健康な人と一緒の村で、何の
問題もなかった。その人たちを無理に連れてきて、しかも、ばくちをしていたというだけ
で、草津送りはひどすぎる。患者の中にスパイがいました。（入所年無記入

女性）

虐待
懲戒検束規定にない体罰が加えられていたことを証言する語りもある。
・点呼をして、いない（里帰りをしていない）ことが発覚すると 20kg の石を置いて座ら
せる。意識を失うと水をぶっかける。みせしめのために脱走者は厳重に罰せられた。後ろ
手で手錠をかけてぶらさげる。そうすると肩関節がはずれてしまう。人間扱いではなかっ
た。また、たたくときは素手ではなく、ビニール手袋の上に白いゴム手袋そして雨ガッパ
を着て、更に新聞紙で包むように（さわると菌がうつる）たたく。竹の棒が粉々になるま
でたたき、気を失うと、水をかけて目を覚まされる。監禁室は 5ｍのへいがあり 10ｃｍ角
材で作ったドアがつけられている。中は暗かった。戦争中、空襲でみんな逃げて牢の中に
おいてきぼりにされて死んだ人もいた。また空襲で監禁室がこわれてそこから逃げ再び監
禁室に入れられたまま忘れられてしまった人もいる。（1942 年入所
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８．自殺の見聞
8‑1

入所者の自殺の見聞【問 14‑1、聞き取り 14‑1】

ここでは「園内で自殺の話を見聞きしたことがありましたか」という伝聞の形で尋ねて
いる。これは「あなたは自殺しようと思いましたか」という質問をすることによる、調査
協力者への二次被害を避けるためである。
園内での自殺については、
「たびたびあった」が 42.3%（295 人）、
「たまにはあった」が
48.4%(337 人)で、この問いの回答者のうち約 9 割が見聞きしたと答えている。なお「見聞
きしたことはない」は 9.3%（65 人）であった（単純集計 49）。
いつ頃まで自殺を見聞きしたことがあるかという問いに対しては、「戦前」「終戦直後」
「最近はない」というものから「2、3 年前」、
「2003 年」というものまであった。年代の
回答があったものについては、1930 年代から 2003 年まですべての時期にわたっている。
昔は比較的若くて元気な人の自殺が目立ったと語られているが、入所者が高齢化した近年
の例についても、高齢者の自殺が依然として語られている。
・若い 20 代が何回かあった。昔はハンセンを苦にして亡くなった。方法は首つりが一番
多い。部屋の中ですれば御飯を持ってきた職が気付いたり、探しに行ったり。この頃は職
が毎朝チェックする。（食事もってくる職が外出なら届出するからわかる）5〜6 年前もセ
ンターの人（70 代）が自分の病気を苦にして。自分も元気で手足も不自由もなかった。丈
夫な人ほど急にそうなるとショックでないか、と思う。目の見えない人が一番かわいそう。
目が見れば今はＴＶで世界がみられるのだから。（1949 年入所

男性）

・2003 年、80 歳過ぎの人が 1 人亡くなられた。少なくなったと思うがたまにある。
（1940
年入所

男性）

①自殺の状況
自殺の見聞について語った人の多くは、自殺の状況（首つり、入水、井戸への投身、崖
からの投身、刃物、焼身、農薬、青酸カリなど）について、具体的に語っている。
・1943 年、男性 50 代、身体の一部を刃物で切って死亡（トイレが血みどろだったとのこ
と）。1944 年、男性 50 代、首つり。1945 年、男性 50 代、井戸に投身。以上聞いた話で
ある。（1948 年入所

男性）

・息子が青酸カリを持ってきて、数日いて、父親に勧めて飲ませたが、悲惨に思った。
（1945
年入所

男性）

・病気を苦にし、仲の良かった人たちも数人自殺してしまった。中には農薬を飲んだ人も
いた。毎年 2、3 人くらいいた。（1945 年入所

男性）

・ガソリンをかぶって沖縄出身の人が自殺したのが 20 年前位。最近はない。昭和 28 年に
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入所後たびたびあった。（1953 年入所

男性）

・2〜3 年前、女性がタンスの中で首をくくっていた。自治会の仕事をしていたので、消灯
後「役職員集合！」という放送があったら自殺だとわかった。何回も懐中電灯を持って捜
しに行った。亡くなるときは、皆故郷の方を向いて、海へ入ったり首をくくったりしてい
た。（1961 年入所

男性）

・ずいぶんあり、目の当たりにしたこともありました。空地をテニスコートに作りかえた。
テニスコートの白線を石灰でひいていた時に使っていたロープがお昼ごはんを食べている
間になくなり、その間にロープで首をつってしまった人がいました。あとで「ロープを片
付けておけばよかった」という話を仲間同士でした。皆苦しかったんだと思います。自分
も自殺したいと思ったことはあったが、家族への迷惑を考えたえてきたが、耐えられない
人もいたのだと思います。（1949 年入所

男性）

・投身自殺など多数あった。また、逃げようとして潮にのまれ亡くなった人もいる。私の
友人が首つりをして自殺した。私が 23 才くらいの時だった。びっくりした。一番最近で
は 6 年位前にもあった。ハンセン病を患いここへ来たものは、一度は死を考えたんじゃな
いでしょうかね。（1940 年入所

男性）

②推測される自殺の動機
病苦のなかでは、特に神経痛のつらさや、うつの傾向が指摘されている。
・1959 年、岡山にいた頃、若い人の自殺が多かった。いろいろつらかったろうなという気
持ちになった。神経痛の痛みは自分もそうだったがつらすぎて死にたくなる時もしょっ中
あった。麻薬も効かずやり場がなくなって死ぬ人が多かった。（1952 年入所

男性）

・駿河だけでも何十人も自殺している。昭和３０年代が多かった。自分の友人が 10 年前
（1993 年）に行方不明になった。皆で捜したが、見つからない。本病、合併症（神経痛）
に耐えられなくなって。遺体は出て来ない。（1959 年入所

男性）

・昭和 30 年代には、頻繁にあったが、以降はたまにあった。つい最近にも高齢者が自殺
した。自分は DDS の副作用でウツ的になったときに死にたいと思ったことがあったが、
実際自殺するところまでは行動できなかった。自分は自殺した死体も見たが、自分もやり
たいとは思わなかった。（1952 年入所

男性）

・つい最近も一人、うつ病だったが、自殺があった。何でああいう人が死ぬのかなと思っ
た。（1962 年入所

男性）

肉親との確執も挙げられる。
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・親、兄弟から迫害をうけて。皆の為にいなくなればいいという思いで、親をうらんで、
自殺した。本当に気の毒であった。（1945 年入所

男性）

・50 年位前ある入園者の所に子供がきて「結婚ができないから、オヤジ死んでくれ」と言
った。その人は園内のお宮で首をつっていた。（1951 年入所

男性）

・一時帰省で親のところに帰ったとき「おまえのことはもうあきらめた。いなかったこと
思うことにした」と親から言われた人が自殺したと聞いたことがある。（1940 年入所

女

性）
長年住み慣れた部屋を明け渡すつらさを指摘する人もいる。とりわけ夫婦舎に居住して
おり、高齢で配偶者を亡くした場合の、転居の精神的・肉体的つらさは、視力障害の場合
等の負担も含めて、一般にも語られるところであろう。
・昭和 40 年ごろ、多磨全生園で。配偶者が亡くなって、夫婦舎にいた高齢の人、49 日す
ぎたら部屋をかわらなくてはならない。嫌が応でも出なくてはならなくて、自分だけ「い
たい」ということ、そんなことすら取りあげてもらえない状況だったから…。（1950 年入
所

女性）
その他金銭トラブル、恋愛のもつれなどもあったという。

・入所して 2〜3 年のうちに 2 人あった。ひとりは、借金苦（株か相場で）、もうひとりは
自殺の理由は不明。（1967 年入所

男性）

・昭和 25 年頃には自分の女房が取られたことが原因で自殺した人がいた。その他、蚊帳
の中で首を切って自殺した人やお腹に赤ちゃんがいるが夫が他の女性と恋愛関係をもった
ことを苦にし、クレゾールを飲んで自殺を図った人もいる。（1942 年入所

男性）

③自殺への思い
実際に自殺を試みたという人もいた。
・事業に失敗し、酒におぼれるようになった。酒を飲んでも苦しく、納骨堂の裏のガケか
ら酒の酔いに任せ、自ら飛び込んだ。朝目が覚めると、木にひっかかっていた。子供もい
るからと思いとどまり、何とかなるだろうと思った。母親へ、この年になり、ハンセン病
で苦しむのなら、幼いころ南洋から帰って来るとき（氏は親子で戦時中南洋から戻ってき
た）海にすててくれなかったかと言うこともあった。（1972 年入所

男性）

また、自殺への共感を示す人が少なくない。
・自分が立ちあったのは 3 回ある。いつ頃ということはわからないが、ついこの間もおじ
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いさんが死んだ。ワシも死にたいと思うことはあった。つらいと、どうでもええわ、と思
うことがある。何のために生きているのかと、死んだほうがいいと思うことがある。今日
まで生きてきたのは勇気がなかった。そこまでふみこめなかっただけ。（1957 年入所

男

性）
・その人の健康状態や精神状態から考えて「かえって楽になってよかったね」と遺体に向
かって話しかけることもあった。（1960 年入所

男性)

一方で知り合いがなくなっていくことへのやりきれなさ、無念さを語る人びともいる。
・楽泉園では、松丘に比べて自殺者が多かった。特に、達者の人が多かった。気持ちはた
まらない。なぜの連発。やりきれない！（1948 年入所

男性）

・1955 年頃まで。首つり自殺が多かったと思う。「〜がいない！」ということで、山中へ
捜索に行かされた事もあった。どちらかというと年配の人に自殺する人が多かったものと
思う。
「どうして自殺などしてしまったのか、何も死んでしまわなくてもよかったのに」と、
やはり自殺を間の当たりにして、つらい気持になった。（1943 年入所

男性）

・昨年、知り合いの女性が自殺したことがあった。くやしかった。いろいろ障害がでてき
て辛いと思うが、もう少しがんばって欲しかった。相談してほしかった。
（1943 年入所

男

性）
・病気があったとはいえ、なぜ自殺するのか、かなり勇気がいること。どんな悩みがあっ
たのかわからないが、打ち明けられる人がいたなら。せっかくもらった命なのに。案外元
気なんが命を絶つ。今年に入って自殺した人については、なぜ今のような良い時代になっ
て、なぜ？余命も少ないのになぜ？と。（1952 年入所

女性）

④自殺の隠蔽へのうたがい
療養所が自殺の事実を隠しているのではないかと疑う人もいる。
・自殺したとなると警察に届け出しないといけないので病死にしたのではないか。（1948
年入所

男性）

・全生園の中で死んだ場合、すべて病棟にはこばれている。自殺か事故死か病死かはっき
りしていない場合、警察が来て調べるが（ここでは）そういうことがない。きちんと報告
していないのではないかと思う。かくすのはよくないことだと思う。
（1951 年入所
8‑2

男性）

家族や親族の自殺の見聞【聞き取り 14‑1】

園内での自殺の見聞に比べて答えていない、あるいは「聞いたことがない」、
「知らない」、
「わからない」という回答も多い。しかし、自分の身内の体験も含めて語っておられる人
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もある。
①自分の親族の自殺
・園内結婚をしている妻の両親が自殺した。（1955 年入所

男性）

・すぐ上の姉は奉公先から嫁いだが、ノイローゼになって自殺してしまった。そのときは
詳しい理由は聞かなかったが、今思うと父や自分の病気のことで何か辛い思いをしたので
はなかったかと思う。（1948 年入所

男性）

・父が農薬を飲んで自殺した。（1958 年入所

女性）

・夫の家族。弟が発病したことを四女（姉）が苦にして自殺。（1959 年入所

女性）

・自分の妹も 26 才の時に、自殺した。うつ病もあったが、自分が兄として何もできなか
ったというのは、今でも負担感がある。金曜日の夜に服毒自殺していたが、医者が見誤っ
て「今の子は、こういういたずらする時期があるから、もう少し放っておけば目がさめる」
と言った。（1937 年入所

男性）

・実母は 4 人兄弟の長女。両親と兄弟たちは「この病気は遺伝病。今生きているものが亡
くなった時点で、この家系はつぶそう。（子供を作るのはやめよう）」という話をした。実
母はそれをきいたのではないだろうか。1938 年 7 月 1 日井戸に投び込んで自殺した。
（1950
年入所

男性）

②自分以外の人の親族の自殺
・入所中の姉を訪ねて弟が療養所に来た。弟は悩みの相談を聞いてもらおうとやってきた。
それまでは音信だけで姉の顔を見ていなかった。来て、姉の顔を見て、声をかけられたと
たんすぐその弟は何も言わずに帰ったが、どっかでその弟さんは自殺した。（1938 年入所
女性）
・○○さんの姉が自殺。結婚がきまっていたのに（結納まで交わしていた）。結婚破棄で自
殺。（1955 年入所

男性）

・親がハンセン病を患った場合、子供も一緒に療養所に連れて来て、職員区域で職員の家
族と共に生活していたが、その中の差別もあったし、社会に出てからの差別もひどく、そ
れを苦に自殺したという話は聞いた事がある。（1952 年入所

男性）

・金銭的なこと、兄弟のことで死んだという人もある。子どもが療養所に入り、村八分に
されて自殺したという話は何回も聞いた。（1957 年入所

男性）

・ハンセン病の子供が結婚できなかったので世間の目を気にして、母親が自殺したと聞い
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た事がある。（1959 年入所

男性）

・何回か聞いた事はある。ある人の姉が婚家先で遺伝と言われ、なじられ、それを苦に自
殺した等 2 人程聞いた事がある。（1938 年入所

男性）

・友達が地蔵を作ったのでわけを聞いてみると、末娘が自殺したとのこと。父がハンセン
病で入所していることが娘の嫁先に知れて、家をだされてしまった。娘は自殺してしまっ
たとの事である。（1949 年入所

男性）

・療養所に面会に来られた身内が(母親）、首吊り自殺をした。当時息子の墓参りに来られ
た後、面会室で首吊り自殺をした事。息子が死んだ後か、入所時かは定かでない。（1957
年入所

男性）

・隣に住んでいた人が社会復帰したが、その人の姉が、今までのハンセンによる兄弟のか
かわりがなんだったのだろうというジレンマから悩み自殺したと聞いている。（1953 年入
所

男性）
山梨県下で 1951 年（昭和 26 年）1 月に起きた一家心中事件は入所者に強烈な印象を与

えたようで、複数の人が語っている。
・具体的な例では、昭和 26 年山梨県の一家 9 人（両親 2 人、7 人の子。6 人が女）
。末子
の長男がハンセン病と言われた。納得できずあちこちの病院へかかった。病院より届けが
出て保健所が消毒に行くことになった。確認しているからと何回か消毒に来る日を延期し
てもらっていた。ついに消毒に来る前の晩、8 人が死んだ。
「伝染病なら仕方ないが、遺伝
病ということなら、他に知られたら、ここでは生きていけない」と書き置きを残して。そ
れを帰ってきて見た男の子も自殺した。（1937 年入所

男性）

・新聞で騒がれた。昭和 20 年代、山梨県で長男が病気と言われて一家全員が心中した。
自分が病気だったので覚えている。病気が治ると言われ始めた頃だった。ハンセン病とい
ういやな、人に嫌われる病気が出たことで心中したのではないか。（1962 年入所

男性）

親族の苦しみを思い、病気の自分を責める人がいる。
・話を聞いたことはある。自分たちがこんな病気になり多分に迷惑をかけているが自殺す
るような人が出ないことを一番心配しております。大きな顔してこのように療養所に入っ
て暮らしているが、家族や親戚のことを思うときには自分のせいで申し訳ないと自責の念
でいっぱいです。（1946 年入所

女性）
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９．労務外出
9‑1

〜社会との接触と療養所内での生活の困難から〜

労務外出をすることの意味【問 16‑1、聞き取り 16‑1】

労務外出には、1/4 弱（178 人）の回答者が経験ありと答えている（単純集計 54）。労務
外出とは、入所者が療養所の外で働いて賃金を稼いでくることである。病状が比較的軽症
であり後遺症も軽い入所者が、実質的に退所が不可能な状態のなかで、より一般社会なみ
の賃金を獲得するために自然発生的に実現した労働形態であった。日中は所外に出て働き、
仕事が終わると療養所へ戻って寝起きする者、季節労働者として 2・3 ヶ月建築現場など
に出て、しばらく療養所から離れて納期が終わると帰ってくる者など、労務外出の内容は
さまざまである。
また、労務外出の経験と退所経験をクロス集計した結果、労務外出経験があることと退
所経験があることの関係に相関はみられなかった。本調査では労務外出は必ずしも退所経
験へと結びつくものではなかったことが示唆される。
労務外出は統一した規定に基づいて許可されていたわけではなく、各療養所でその対応
が異なることが多い。比較的初期に入所者自治会が労務外出の基準作りにのりだした栗生
楽泉園や多磨全生園では、たとえば栗生楽泉園の「社会復帰のための退出規定」で、具体
的には労務外出者の医療および給与金などの規定がされている。多磨全生園でも 1971 年に
は自治会による「所外作業に関する申し合わせ」が作成される。その中で労務外出の日数
により給与金の一部差し引き、自治会活動に回すなどの取り決めなどが規定された［全国
ハンセン病氏患者協議会編『全患協運動史』一光社 1977：162‑3・多磨全生園患者自治会
『倶会一処』1993：234‑5・栗生楽泉炎患者自治会『風雪の紋』2001：340‑2］。また、療養
所がどのような都市に隣接するかによって、労務外出の種類も多様である。たとえば、栗
生楽泉園、多磨全生園、菊池恵楓園、駿河療養所などの地域では都市部での労務外出が可
能となったが、東北および沖縄などでは近隣農家の手伝いといった内容で、手にする賃金
にもひらきがあった［全国ハンセン病氏患者協議会編『全患協運動史』一光社 1977：162］。
以下では聞き取りをもとに、この労務外出という特殊な形態の労働にまつわる特徴を見
てみる。
(1)肉体労働に従事
労務外出の多くは肉体労働で、具体的には、土木、人足、運送、みかん園での農作業、
キビ刈り、左官、大工、庭園造り、廃品回収、タクシーの運転などがあげられていた。
・仕事は電軌線を土中に埋設する作業であり、大変な仕事だったが給料はとてもよかった。
（1928 年入所

男性）

(2)園内での生活向上や家族への仕送りのため
・園内作業の賃金でテレビが買える状態ではなかった。東京オリンピックが始まる前にテ
レビがほしかったので、東京へ労務外出した。（1931 年入所
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・子どもが小さかった…仕送りのため、ハンマーを持ち、土木の仕事をした。（1943 年入
所

男性）

(3)病気を隠して働く
・ライ病独特の汗のかき方（汗のでる場所がたとえば腹などに集中する）があり、夏の暑
い時、汗がでるので困った。仕事をして健常者と普通につきあえない。つい仲間で集まっ
てしまう。（1932 年入所

男性）

・眉毛がないと以前いわれたことがトコトン印象に残っている。徹底的にカバー。絶対メ
ガネをはずすことはしない。病気をかくすため。（1932 年入所

男性）

・病気を隠していたため、補償されず、賃金未払いもあった。（1929 年入所
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10．退所、再入所
10‑1

〜ハンセン病というスティグマをもって働くこととは〜

退所の状況【問 17‑1〜問 17‑2】

退所経験は、26.6%（196 人）の人が「ある」とおよそ 3 割近くの人が回答している（単
純集計 55）。
退所へと向かわせる大きな契機はプロミンによる治療効果があげられる。1949 年から国
から治療費として予算化され、療養所における多くの患者に投与されるようになった。ハ
ンセン病が不治の病いから治療可能な病いへと変わっていくことを自らの体で実感として
感じ、社会復帰への希望を持つことができるようになった。
一方で、退所に関する施策としては、1958 年、国が予算を藤楓協会に委託して退所者の
生業資金、退所支度金、世帯厚生資金として貸与する制度が施行されている。当初、生業
資金は 3 万円、退所支度金は 1 万 5 千円、技能修得金は一ヶ月 1500 円で、据置期限 1 年間、
その後経過 5 年ないし 3 年以内で返済することになっていた［全国ハンセン病氏患者協議
会編『全患協運動史』一光社 1977：138］。そのほか、退所者に対する施策としては、1964
年にはらい回復者に対する就労助成金制度、1972 年には沖縄県における技能指導事業、
1975 年には相談事業が創設されたが予算規模としてはその現状から鑑みてみても不十分
なものだった［熊本地判平成 13 年 5 月 11 日（判例時報 1748 号 30 頁）］。
本調査における退所時期としては、1960 年代が 38.4％、ついで 1940 年代が 26.2％、
1950 年代が 20.9%となっており、60 年代をひとつの山としている（単純集計 56）。また、
退所時の年齢は、10 代の後半から 30 代前半の青年期に 74.9%（128 人）が占められてい
る（図 10-1-1）。このことは、不十分な支度金制度における社会復帰には一般社会での労
働による生活費の捻出が必然となり、若い青年期での社会復帰者が多かった理由によると
思われる。
また、この社会復帰が多い時期は高度経済成長期（1955 年ごろから 1970 年代なかごろ
まで）とも重なりがあり、社会復帰へと向かわせるひとつの要因でもあったと指摘できる
だろう。
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図 10‑1‑1

退所経験者の退所時年齢（N=171）
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退所形態と医療的説明の有無【問 17‑3〜問 17‑3‑2】

1956 年、厚生省による「暫定退所決定基準」が作成されたが、その内容は厳秘とされた。
「積極的に患者の退所を行わせる意図を含むものでもない」とわざわざ断り書きをつける
など、厚生省には積極的に患者の退所を勧める意志はなく、かえって退所を困難にする役
割を果したと言われている。また、その基準が大変厳格なうえ、各療養所長が必要に応じ
て退所基準を定めることができるという現場における療養所長の裁量を残す曖昧なもので
あった［全国ハンセン病療養所入所者協議会編『復権の日月』光陽出版社 2001：197］。ゆ
えに、療養所のなかには個別に退所の基準を設けていたところもあった。菊池恵楓園では
1958 年に自治会と療養所との協議により、
「治癒軽快退園希望者取扱い規定」が定められ
ている。1959 年には長島愛生園でも軽快退所基準が明らかにされているが、国の定めた「暫
定退所決定準則」の厳格さと大差ない内容になっている［熊本地判平成 13 年 5 月 11 日（判
例時報 1748 号 30 頁）］。
本調査の退所形態で、最初の退所形態に注目すると、
「軽快退所（園側から認められた退
所）」が最も多く 47.4％（91 人）、ついで「逃走・逃亡（園には無断の脱走）」13.5%（26
人）、
「長期外出のまま園には戻らなかった」13.0％（25 人）となっている（単純集計 58）。
また、
「軽快退所」回答者のうち、退所時に療養所の医師から健康面での注意事項があっ
たかという質問には、「詳しい説明を受けた」20.2%（18 人）、「受けたが、十分ではなか
った」16.9％（15 人）、
「受けなかった」60.7%（54 人）となっている。
「十分ではなかっ
た」「受けなかった」をあわせるとおよそ 8 割近く（69 人）が医療的な説明の不十分さを
感じていた（単純集計 62）。そのことは、本調査における退所経験者が、退所後の健康面
への配慮や退所中のハンセン病関連の疾病に対応できる医療機関の情報などを自ら入手し、
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対処しなければならなかったことを意味する。退所生活中に情報へのアクセスが困難で、
ハンセン病関連の治療を行えなかったために病状や後遺症を悪化させて、再入所となった
可能性をうかがわせる。
10‑3

ハンセン病がもたらす就職問題【問 18‑1、問 18‑2、問 18‑7‑3】

社会復帰は自らの病状の快復と同時に、退所後の落ち着き先があってリアリティを帯び
る。全患協も、社会復帰者や労務外出者が増え、療養所内の生活環境が変化していくとい
う状況に対応すべく、全患協の研究機関として療養所生活研究員（略称：療研）制度を 1964
年に発足させていた［全国ハンセン病氏患者協議会編『全患協運動史』一光社 1977：135・
『炎路

全患協ニュース縮刷版（１号〜300 号）』全国ハンセン病患者協議会 1987：603］

が、この制度に基づいて 1965 年に療養生活研究委員会がおこなった調査では、全療養所の
入所者を対象に実態調査を行い、
「それと関連する別の調査」において次のように報告して
いる。
「退所して受け入れてくれるところがあるか」という問に対して、
「ある」22％、
「今
のところはっきりした所はない」26.2％、
「どこにもない」51.4％（回答者は 2,793 人）で、
全体の 77.6％が行くあてがないという結果が出ている［『炎路

全患協ニュース縮刷版（１

号〜300 号）』全国ハンセン病患者協議会 1987：684］。
本調査では 1960 年代がもっとも退所者が多かった年代であるが、当時における落ち着
き先を見つけることがいかに困難であったがこの資料から補足できる。
退所後に落ち着く先としては、「家族・親戚のもと」51.1％（93 人）、
「知っている人の
いないところ」14.8％（27 人）が上位を占めている（単純集計 63）。社会復帰は 1940 年
代から 60 年代に多い。60 年代の社会復帰者の落ち着く先は家族のもとが多いが、その一
方で社会復帰のピーク後半で社会復帰した人の中には知人のいないところに向かう傾向が
あることがわかる（表 10-3-1）。
表 10―3-1 退所後の落ち着き先 （N=119）
退所年代

家族のもと

退所した友人

1935-1939

2

1940-1944

19

1945-1949

15

1950-1954

9

1955-1959

9

1960-1964

7

5

1965-1969

13

1970-1974

4

1975-1979

2

病歴知らない友人

知人のいないところ

合計

2

4
19

3

18

1

1

11

1

3

13

2

6

20

5

4

22

1

4

9

1

3

有意確率（両面）0.002
註 1：退所年代別にクロス表による Kruskal Wallis 検定を行った。
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退所後、仕事に就くうえでハンセン病療養所に入所していたことを隠蔽していたかどう
かについては、
「よくあった」62.1％（100 人）
、
「ときどきあった」8.7％（14 人）をあわ
せると 70.8％（114 人）の人が入所の過去を隠蔽していることになる（単純集計 64）。同
様に、再入所以前に、周囲のまなざしが気になったかどうかについては、
「いつも気になっ
た」52.4％（89 人）、「ときどき気になった」13.5％（23 人）の 65.9％（112 人）を占め
ていることからも（単純集計 71）、社会でハンセン病療養所にいたこと、およびその後遺
症に対する世間のまなざしに対する回答者の意識の高さがうかがえる。
10‑4

就職活動での困難【聞き取り 18‑1】

就職活動での困難について聞き取りをもとに分類して記述する。
(1)履歴書の提出
・履歴書の提出を求められた時、出しきれなかったことがある。学歴（長崎の小学校→敬
愛園の中学→愛生園の高校。しかも普通科、定時制）のところで、世間では変に思われる。
（1949 年入所

男性）

・履歴書を書くとき、入所時期が空白になるので、どう書こうか困ったことはある。タク
シー会社に転職する時、前の運送会社に長くいたことにした。（1957 年入所

男性）

(2)履歴書を必要としない職
・臨時雇用であったため、履歴書を書く必要はなかったが、賃金は低かった。（1926 年入
所

男性）

・履歴書を書いたことはなかった。知りあいからの仕事だったから。
（1941 年入所
・印刷業を自分で始めた。（1924 年入所

男性）

男性）

(3)病気を隠す
・隠し通すのが大変。社員で海水浴に行く時は、人に体が見えないところで、しかも、遠
くで泳いだ。（1923 年入所

男性）

・職選びの際に気をつけなければいけなかったのは、社員の健康診断をやるような会社は
選ばないことだった。健康診断を受けると自分がハンセン氏病者であることがバレてしま
うからだ。（1947 年入所
10‑5

男性）

就労のために努力したこと【聞き取り 18‑2】

就労のために努力したことについて、聞き取りをもとに分類して記述する。
(1)意欲的に学んだ
・漢字などはいつのまにか覚えていた。仕事（生活）に必要なものは社会から吸収してい

131

国立療養所入所者調査（第１部）

った。（1929 年入所

男性）

・印刷業といってもはじめてのことなので、同業者にいろいろ教えてもらった。
（1924 年
入所

男性）

(2)資格や免許の取得
・小型船舶免許をとった。大型 2 種免許をとった。（1938 年入所
・爆発物の免許や運転免許をとった。（1928 年入所

男性）

男性）

・熊本にいたとき、運転免許を取り、司法書士の勉強もした。（1928 年入所

男性）

(3)療養所時代にすでに準備
・労務外出をして、地盤固めをしておいたので、よかった。（1941 年入所
・車の免許は療養所で練習し、試験を受けに行った。（1937 年入所

男性）

男性）

・自分は逆に患者作業の経験のおかげで小屋を建てたり、野菜育てに関して技術を生かす
ことができた。（1934 年入所

10‑6

男性）

転職や離職を余儀なくされたこと【聞き取り 18‑3】

転職や離職を余儀なくされたことについて、聞き取りをもとに分類して記述する。
(1)病気の隠蔽のため離職
・病気がバレそうになるたび（1〜2 ヶ月ごとに）仕事を転々とした。
（1923 年入所

男性）

・何カ所か職場を変えたが、探すときは住み込みができて知りあいのいないところを条件
とした。（1939 年入所

男性）

・医療労働組合で働いたが、自分の病気のことがいろいろなところからもれて知られてし
まうことがあり、心労が重なって胃の病気になってしまった。（1929 年入所

男性）

・会社で健康診断があると聞くと病気がわかるのではないかと思ってその会社を辞めた。
（1940 年入所

女性）

(2)再発による離職
・職場の人には、体調が悪いということで休職したが、手が動かなくなって新生園にいっ
た。（1934 年入所

男性）
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・傷ができるとすぐには治らないので、仕方なく園に戻り、体調がよくなればまた出て行
くという繰り返しだった。（1941 年入所

男性）

・商社（一部上場企業）で働いていたが、病気が再発したため、辞めざるをえなかった。
（1943 年入所

男性）

・水ほうが出て全生園の近くにこざるを得なくなった。それで編み物会社を辞めた。
（1928
年入所
10‑7

女性）
ハンセン病の後遺症を持っての生活【問 18‑5、問 18‑6】

退所後の結婚生活については、
「単身のまま」39.4％（65 人）が最も多く、
「退所者どう
しで」が 30.9％（51 人）
、「療養所の外で知り合った」10.9％（18 人）となっている（単
純集計 68）。青年期での社会復帰をしたものの、一般社会での婚姻においてもハンセン病
およびハンセン病療養所の影響が色濃く反映しているといえる。特に、ハンセン病という
病いを隠しながら、仕事を見つけ続けることは大変なことであり、同時に生活も裕福とは
言えなかった。社会での生活を続けていくうちに「症状は脱走するときにはそんなに出て
なかったが、労働を通して、徐々に病状が出てくるようになりびくびくと恐れていた」
（1915 年入所
10‑8

女性）とする社会復帰経験者も多い。

医療面での困難【聞き取り 18‑4】

医療面での困難についての聞き取りを分類して記述する。
(1)一般医療機関での不快な経験
・療養所以外の病院では医師の心ない言葉が突き刺さるので安心して医療にかかれない。
…さまざまな後遺症について正直に原因がいえず、結局その病院には行けなくなることが
多かった。（1940 年入所

女性）

・医師に「その手どうして」と聞かれるとつらかった。普通の人と同じように診察される
とうれしかった。（1933 年入所

男性）

・再入所直前に腹膜炎になり、診療所で診てもらった際、医師より「ほかに病気をしたこ
とはないか？」と尋ねられたが、ハンセン病とは言えなかった。（1920 年入所

女性）

(2)健康保険に未加入ゆえの苦労
・働けなくて、お金もなく、国保加入もできていなかったので、病院に行くと医療費が全
て自己負担であった。（1948 年入所

男性）

・左手にキズをして病院に行ったが、健康保険がなくて困った。（1926 年入所
(3)療養所の医療機関の利用
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本調査では、退所形態を問う選択肢を以下のように分類して、回答を求めた。具体的に
は、
「軽快退所（園側から認められた退所）」
、
「逃走・逃亡（園には無断の脱走）」
、
「黙認の
かたちでの退所」、
「ハンセン病ではないことが判明しての退所」、
「『らい予防法』廃止後の
退所」
「長期外出のまま園には戻らなかった」、
「その他のかたちでの退所」である。退所を
「軽快退所」に限定していないことから、療養所に籍をおきながら退所生活を送る者、療
養所の医療を利用する者が退所経験者の中に含まれている。以下では、退所後に療養所の
医療機関を利用した語りを取り上げる。
・カゼなどで病院に行ったとき、ハンセン病が医師にばれないかと「ビクビク」していた。
1〜2 ヶ月に 1 回の割合で治療と給付金の手続きで南静園に通っていた。
（1929 年入所

女

性）
10‑9

再入所へといたった経緯【問 19‑1、問 19‑2】

再入所へといたった年齢としては、20 代が 28.5％(49 人)、30 代が 18.1％(31 人)、40
代が 15.1％(26 人)、50 代が 12.8％(22 人)、60 代が 14.5％(25 人)と 20 代をピークに 30
代から 60 代までなだらかに下がっている（図 10-5-1）。
図 10‑9‑1

再入所時の年齢（N=172）
1

10-14

15

15-19

28

20-24

21

25-29

13

30-34

18

35-39

16

40-44
45-49

10

50-54

10
12

55-59

14

60-64

11

65-69

1

70-74

2

75-79

0

5

10

15

20

25

30 （人）

註 1：無回答を除いて集計。

また、再入所の理由をみると、
「本病の再発、後遺症の悪化などによる再入所」が最も多
く 55.7％を占め、ついで「高齢化などの生活不安による再入所」14.8％、「隔離政策の強
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制力による再入所」は 7.1％となっている（図 10‑9‑2）。
図 10‑9‑2

再入所の理由（１回目）

その他, 38,
22.5%

高齢化など
の生活不安,
25, 14.8%

（N=169）

隔離政策の
強制力, 12,
7.1%

再発、後遺
症の悪化,
94, 55.7%

註 1：無回答を除いて集計。

再入所のいきさつと再入所年代との関係は、
「隔離政策の強制力」は 1940 年代（1940-49）
に再入所した人にみられるが、一貫して「再発・後遺症の悪化」による再入所が年代を問
わず多数を占めている。また、70 年代（1970〜79）から「高齢化などの生活不安」が目
立つようになっているのが特徴的である（表 10-9-3）。
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表 10-9-3 再入所のいきさつ (N=121)
再入所年代

隔離政策の強制力

再発・後遺症の悪化

高齢化などの生活不安

合計

1940-1944

2

10

12

1945-1949

4

8

12

1950-1954

1

8

9

1955-1959

1

6

7

1960-1964

1

8

9

1965-1969

4

4

1970-1974

12

3

15

1975-1979

6

5

11

1980-1984

9

1

10

1985-1989

1

10

5

16

1990-1994

1

2

6

9

2

3

5

2

2

1995-1999
2000-2003
有意確率（両面）0.000

註 1：再入所年代別にクロス表による Kruskal Wallis 検定を行った。
註 2：再入所年の無回答および問 19-2 の「無回答」「その他」をはずし、退所回数は 1 回目をもちいて集計。
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11．家族の問題（家族被害、家族との断絶）
11‑1

家族の受けた被害

11‑1‑1

入所者に家族被害についてたずねることの意味

療養所入所者にとって、この家族の被害に関する質問はたいへん答えにくいものである。
なぜならば、患者本人が療養所に収容されてしまったがゆえに、残された家族とその後の
交流もなく、いまだにどんな影響を受けたのかわからない、という事態が多く見られるか
らである。
「ちょっとつかみかねます。なにしろ交流していないですから（1947 年入所

男

性）」という語りに象徴されている。あるいは、子どものころ入所したので、自分の耳には
入ってこなかったと語る者も多い。
他方、家族被害についてはっきり語ることのできた人は、その後、家族・親族と連絡が
とれたり交流できた人、その他在郷家族のことを知っている人たちと連絡がとれて自分が
入所したあとの家族の状況を知ることができた人である。そして、たとえその後の交流が
あったとしても、家族被害が深刻であったがために、両者の間で話題にのぼることなくす
ごしている人たちも少なからずいる。これらの限定的な条件を念頭において、結果をみて
いこう。
11‑1‑2

縁談と結婚【問 6‑7、問 6‑8、聞き取り 6‑1】

聞き取りからわかる「家族の被害」は、きょうだい、甥や姪の縁談の破談や離婚に関す
るものが多い。なかには、つい最近になって、弟の娘の縁談がだめになった、孫が離婚し
たという者もいる。家族被害の時間的スパンはとても長い。いまだに、ハンセン病者の家
族は、不条理を生きることを強いられている。選択回答では、
「まわりに知られて破談や問
題になった」（「まわりに知られて破談になった」と「まわりに知られても破談にはならな
かったが、いろいろと問題が生じた」の合計）のは、24.7％（169 人）であった。4 人に
ひとりが家族の縁談をめぐる問題を経験しているのである。また、
「まわりに知られて離婚
や問題が生じた」
（まわりに知られて離婚（離別）せざるをえなかった）と「まわりに知ら
れても離婚（離別）にはならなかったが、いろいろと問題が生じた」のは、19.0％（132
人）であった。おもにきょうだい、子どもの縁談が破談になったり、結婚が離婚に至った
りといった問題が起きているが、甥・姪への影響もみすごせない。
さらに指摘しなければならないのは、破談や離婚、あるいは、それらにかかわる問題を
回避できた家族のほとんどは、病者本人と連絡を絶ったり、本人をいないことにしたり、
身内に病気のものがいることを隠蔽している、という事実である。破談や離婚といった問
題が起こらなかったことが、病者への排除や差別がなかったことを示しているわけではな
いのだ。多くは、親族の病気のことが明らかになった時点で、問題が生じている。たとえ
ば、当初、知らずに結婚し子どもももうけた次兄の嫁がたまたま親戚の葬儀のときに長兄
の病気のことを知り、その後離婚した（1957 年入所者、女性）など。
問題が起こりそうになったときそのような手段をとらずに回避できたことを語っている
のは、相手方の親に対して医師による説明があって納得した場合（1953 年入所

男性）、

結婚相手が医師であって病気と自分たちとの結婚とは関係ないとつっぱねた場合（1955
年入所

男性）の 2 例のみであった。
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11‑1‑3

消毒【問 6‑1、聞き取り 6‑1】

選択回答では、自宅についてのみ質問したが、聞き取りでは、職場や近所の共同井戸、
しばらく滞在した親戚の家やきょうだいの使用する学校の机まで消毒されたとの語りがあ
った。消毒は、まわりへの喧伝効果も著しく、患者にとっては屈辱の経験であっただろう。
ある人は「あれほどの消毒さえなければ、周りに知られることはなかったのではないかと
思う」という。
選択回答においては、以下のような結果がでている。全体で見ると、
「消毒された」のは、
19.2％（139 人）、ほぼ 5 人にひとりが消毒を経験していた（単純集計 23）。これを、入所
時期の点からみると、戦中の 1940-44 年入所者では、30.9％(29 人)が消毒されていたが、
戦後の 1945-49 年入所者ではそれは 36.9％(41 人)になり、1950-54 年入所者においては、
48.6％（35 人）にまで増加した。すなわち、戦前・戦中よりも戦後の方が消毒された割合
が高かったといえる（表 11-1-3）。
表 11‑1‑3

消毒の有無（N=392）
周知のため消毒

1925-1929

周知でも無消毒

周りに知られなかった

2

合計
2

1930-1934

2

2

2

6

1935-1939

10

27

6

43

1940-1944

29

37

28

94

1945-1949

41

41

29

111

1950-1954

35

20

17

72

1955-1959

5

14

11

30

1960-1964

4

9

3

16

1965-1969

2

2

2

6

1

4

5

2

3

1

3

1970-1974
1975-1979

1

1980-1984

2

1985-1989

1

合計

129

158

1
105

392

有意確率（両面）0.015
註 1：入所年代別にクロス表による Pearson のχ２検定を行った。
註 2：入所年の無回答および問 6‑1 の「わからない」
「自宅はなかった」「無回答」を除いて集計。

11‑1‑4

通学する家族に対するいじめ・差別【問 6‑2、聞き取り 6‑1】

「まわりに知られていじめや差別を受けた」とする者は 23.6％（167 人）であった(単純
集計 24)。病気のことを知られてもいじめや差別がなかった者も、ほぼ同数を占めた。学
校に行っているきょうだいが、教師から登校をいやがられたりすることが多かったが、な
かには孫までその被害にあったという者もあった。ここでも被害をうけるスパンは長い。
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学校関係者の態度は、一般のひとの病者への偏見・差別・排除を正当化する効果があるだ
けに、影響は大きいといわざるをえない。
11‑1‑5

近隣との関係【問 6‑3、聞き取り 6‑1】

近隣との関係については、
「まわりに知られてもとくに問題は生じなかった」のが 36.9％
（269 人）だった一方で、「まわりに知られて孤立した」が 13.3％（97 人）、「まわりに知
られても孤立はしなかったが、いろいろと問題は生じた」が 15.6％（114 人）、合わせて
28.9％（211 人）が「孤立したり問題が生じた」としている。
（単純集計 25）。聞き取りで
は、病気が出たことが知られて共同井戸を使用させてもらえない、店で米やしょうゆを売
ってもらえない、村八分にされたなど、近隣からの排除で日常生活が困難になっていく様
子があきらかになった。また、近所のひとが家の中に入ってこない、鼻をつまんで家の前
を通っていくなど、近隣のあからさまな忌避行為も語られた。あるいは、すぐ近くのひと
は変わりなくつきあってくれたにもかかわらず、ちょっと離れたところのひとたちから家
に石をなげられたり、つばをかけられたりした経験をもつ者もいた。なかには、自宅に法
要にきた僧侶がお茶も飲まなかったとか、身内の葬儀の手伝いはしてもらえたが、埋葬方
法が通常とは異なったという語りもあった。地理的・時代的差異はあるとはいえ、地域社
会における宗教関係者の役割や宗教儀礼の機能を考慮すれば、有徴的な区別（ほかに、寺
の過去帳に「レプラ」と記載など）は、近隣の排除に根拠を与え、それを助長する可能性
があったと思われる。
11‑1‑6

家業【問 6‑4、聞き取り 6‑1】

家業が立ち行かなくなったかどうかについては、農業や漁業をしていた場合はあまり影
響はなかったようである。しかし、物品販売などの場合は、商品が売れなくなったという
語りもある。選択回答では、まわりに知られて家業が立ち行かなくなったり問題が生じた
のは、14.9％（103 人）であった(単純集計 26)。
11‑1‑7

勤めに出ていた家族【問 6‑5、聞き取り 6‑1】

病気がきっかけで、勤めに出ていた家族はどうなったか。まわりに知られて勤めをやめ
たり問題がおきたのは、9.3％（64 人）であった。それは、
「まわりに知られ」た者のうち
の 23.2％にあたる(単純集計 27)。次女が職場で差別されたという語り以外は、きょうだい
の就職にあたって不採用になったというものがいくつかあった。語りにおいても、この被
害への言及は少なかった。
11‑1‑8

居住【問 6‑6、聞き取り 6‑1】

病気がきっかけで、
「まわりに知られて引っ越しせざるをえなかった」と答えた者は 8.6%
（61 人）、
「まわりに知られて問題が生じた」のは 15.4％（110 人）、すなわち、計 24.0％
（171 人）が引っ越しせざるをえなかったり居住に関して問題が生じたりした(単純集計
28)。およそ４人にひとりである。親戚から引っ越ししなければ親戚づきあいをしないと言
われやむなく引っ越しせざるをえなかったり（1952 年入所
転居したという（1950 年入所

男性）、きょうだいが６回も

男性）。あるいは、病人が出たことをみなが知っている田
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舎から東京に引っ越しした家族（1937 年入所

女性）や、家族全体ではなくとも、成員が

家に寄りつかなくなったり、家出状態になったという語りもある。
11‑1‑9

その他【聞き取り 6‑1】

選択回答では、以上 8 つの側面から家族の被害をとらえようとしたが、それだけではと
らえきれない諸点が語りに現れているので、述べておこう。
ひとつは、家族の精神的・心理的被害である。これらを直接知るためには、家族・遺族
調査をまたねばならないが、入所者本人が知り得たところからもその深刻さが浮かび上が
る。ある父親は、娘が病気になったことで自宅にこもり、また財産である「山の木」を盗
まれたりした結果、精神病になったという。病気の姉が原因で夫からいじめられて離婚し
た妹がいまだに精神科で入院生活を送っているという話もある。また、母親やきょうだい、
叔母など家族・親族の自殺を経験した者が複数おり、自殺にまでいたらなくても、自殺を
企てた家族、一緒に死んでくれと言われた者がいる。身内に病人がいることで、兄弟が結
婚や就職がうまくいかず、晩年も孤独だった、といったように家族への影響はたいへん大
きかった。
また、家族の療養所入所によって、残された家族の生活が困窮することも多かったこと
は言うまでもない。
11‑2
11‑2‑1

家族との断絶のありようについて
らい予防法廃止以前の家族関係【問 15‑1】

では、実際に家族とはどのような関係がとられているのだろうか。断絶のありようを調
べるため、1996 年の時点と現在とで関係のあり方をたずねた。
「あなたが入所されてから、1996（平成 8）年の『らい予防法』が廃止される直前の時
点で、あなたとあなたのご家族や親族との関係はどうなっていましたか」との問いに対し
て、
「ほとんどの家族や親族とは、隠しだてのない関係がとれていた」は 34.9％（256 人）
であり「一部の家族や親族とは、隠しだてのない関係がとれていた」は 42.8％（314 人）
であり、12.8%（94 人）が「家族や親族とは関係が絶たれていた」と回答している（単純
集計 50）。
11‑2‑2

現在における家族関係【問 15‑1、問 15‑2】

「現在、あなたとあなたのご家族や親族との関係はどうなっていますか」との問いに対し
て、「ほとんどの家族や親族とは、隠しだてのない関係がとれている」は 38.3%（281 人）
であり、
「一部の家族や親族とは、隠しだてのない関係がとれている」は 39.0％（286 人）
であったが、12.3％（90 人）が「家族や親族とは関係が絶たれている」と回答している(単
純集計 51)。
では、らい予防法廃止以前の家族関係とくらべて、ハンセン病訴訟を経た現在、その関
係は全体として好転しているだろうか。
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表 11‑2‑2

らい予防法以前と現在の家族関係の変化（N=664）

予防法廃止直前︵

現在（2003 年）

6
9
9
1

年︶

隠し立てのない関係

一部の家族等に関係良好

隠し立てのない関係

235

14

一部の家族等に関係良好

37

245

関係は絶たれていた

4

18

家族は亡くなっている

合計

5

254

14

8

304

64

2

88

18

18

33

664

関係は絶たれている

家族は亡くなっていた

合計

276

277

78

有意確率（両面）0.000
註 1：1996 年直前と 2003 年の時点におけるクロス表において、Pearson のχ２検定を行った。
註 2：問 15‑1 および問 15‑2 の「その他」
「わからない」「無回答」を除いて集計。

法廃止以前に「ほとんどの家族や親族とは、隠しだてのない関係がとれていた」と回答
した 254 人のうち、現在において「一部の家族や親族とは、隠しだてのない関係がとれて
いる」と関係性の範囲がせばまったのは 5.5％（14 人）にすぎず、逆に、法廃止以前に「一
部の家族や親族とは、隠しだてのない関係がとれていた」と回答した 304 人のうち 12.2％
（37 人）が現在において「ほとんどの家族や親族とは、隠しだてのない関係がとれている」
と関係性の範囲がひろがったと答えている。さらに、法廃止以前に「家族や親族とは関係
が絶たれていた」と回答した 88 人のうち、4.5％(4 人)が現在において「ほとんどの家族や
親族」と、20.5％（18 人）が「一部の家族や親族」と関係がとれていると答えている。す
なわち、予防法廃止以前に「一部の家族や親族」との関係をもっていた者の１割以上が「ほ
とんどの家族や親族」と関係をもつようになり、また、家族関係が断絶していた者の２割
以上が関係を回復している（表 11-2-2）。
11‑2‑3

両親が死去したときの状況【問 15‑3】

「療養所に入所しているあいだに、あなたはどのようにご両親が亡くなられたことを知
りましたか」との問いに対しては、
「訃報の通知があり、葬儀に参列した」のは父親の場合
17.0％（105 人）、母親の場合 21.6％（140 人）であった。
「訃報の通知があったが、葬儀
には参列しなかった」は、父親の場合 26.3％（162 人）、母親の場合 31.0％（201 人）で
あり、死亡の時点で「訃報の通知があった」者のなかで葬儀に参列しなかった者の割合は、
父親の場合も母親の場合も、ほぼ６割であった。通知があったときに参列を拒否されたの
かどうかは定かではないが、通知があっても参列できなかった／しなかった者が半数以上
を数えたわけである。他方、
「時間がたってから、家族または親族から通知を受けた」は父
親の場合 18.5％（114 人）、母親の場合 17.9％（116 人）であった。また、
「家族または親
族からの通知はなく、偶然に知った」および「連絡はまったくない」は、父親の場合 4.7％
（29 人）、母親の場合 4.6％（30 人）であった(単純集計 52、53)。
数はわずかだが、
「偶然に知った」者もあり、その具体例として聞き取りで得られたつぎ
のような語りをあげることができよう。「県主催の里帰り事業のバスガイドが知り合いで、
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話をしているうちの家族のことになり、
『亡くなっているはず』と言われ墓を確認してもら
ったところ、兄と母がなくなっていたことを知った」（1948 年入所

男性）。

また、葬儀に出席できたかどうかは、本人の意思、家族の意向だけでなく、療養所の外
出制限とも関わっていることが、つぎのような語りからわかる。
・オヤジが死んで葬式に行けないし、親戚が亡くなっても行けなかった。こっちから一歩
もださないもの。どんなに軽症でも、ださないの。
（だから）お父さんがなくなったよ、と
連絡はあったがいくことはできない。（1941 年入所

11‑2‑4

男性）

家族関係で印象に残っている出来事【聞き取り 15‑1】

家族関係に関して印象に残っている出来事について語ってもらったが、その記述は、家
族、とりわけ母親から言われたひとことであったり、冠婚葬祭にかかわるものであったり、
家族被害そのものであったり、感謝の気持ちであったり、ととても幅広い。ここでは、語
られた家族関係を「受容−拒絶」の文脈において分類してみた。おもな語りを引用してお
く。もっとも「多くのことがあったが、いまさら語りたくない」
（1952 年入所

男性ほか）

という思いもあることを忘れてはならない。
(1)入所者みずから拒絶
家族に迷惑がかからないようにみずからを殺して生きる、連絡をとらないようにする、
自分の存在を知られないようにすることなどが語られるが、その胸の内は痛いほど家族を
志向しているように思われる。
・苦労させたから母親の墓参りにもいけない。（1937 年入所

男性）

・甥が学生のとき、友人と旅行のときに泊まりたいといわれたとき、ひとを迎える余裕が
ないので、といって断ったこと。さらに、結婚するときに妻を紹介したいといわれたとき
には、福祉室や近くの交番にも連絡して、ここにはそういう人はいないと言ってくれるよ
うに頼んだこと。（1950 年入所

男性）

・1945 年つとめで忙しいのに面会に来てくれた父に、「私は行方不明でもなんでもいいか
ら、そのようにして下さい」と父に言った。（1944 年入所

男性）

・家族は病気になってもよくしてくれたが、子ども、夫の将来を考えると離婚するしかな
いと思い離婚。子どものためには自分が犠牲になるしかないと思った。（1951 年入所
性）
・じゃまにならないようにいきるほかない。（1950 年入所
・ひかえている。家族を思って。（1946 年入所
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・自分は生きているか死んでいるかわからないことにしておくのが、家族にとって幸せだ
と思っている。（入所年無記入

男性）

・きょうだいの配偶者には会ったが、療養所所在地のとなりの県に住んでいると思ってい
る。だから、手紙を出せない。年賀状だけは消印がないので出せる。電話も携帯の番号を
教えている。（1962 年入所

女性）

・親戚や家族の葬儀には参列しない。「こんな格好で出たくないじゃない。」（1939 年入所
女性）
・父親死亡の連絡ははいるが、どうすることもできない立場ですから、後の処理（遺産相
続の放棄など）に関わった程度です。（1947 年入所

男性）

・１０年前に兄から連絡があり、相続等の件で印を押し、それ以来関係はなくなっている
と思う。きょうだいが今後亡くなって、知らせがあっても、兄は私を出席させないと思う
し、私自身も迷惑をかけると思うので出席することはないだろう。（1949 年入所

男性）

・父の看病のため、６カ月ぐらい家に帰って世話をしていた。死に水もとった（昭和 36
年）。しかし、葬儀には参加せず、２階の窓を少しあけ見送った。皆に見られないようにし
ていた。自分が死亡しても実家の墓に入る予定はない。この人はだれかと聞かれたら困る
と思う。（入所年無記入

女性）

・弟は、母の葬儀に際して「帰ってこい」と言ったが、わたしは「行かん」と断った。弟
は参列を勧めるものの、新しい親戚も増えており、どうしてわたしが参列できるか。やは
り偏見というものを考えてしまう。（1951 年入所

男性）

・お袋に会いたいとか帰りたいという気持ちをもったことがない。わたしは親の愛を知ら
ない。療養所に１１歳で入ったときからひとりで生きていかなくてはいけないんだ、これ
以上の迷惑を親にもきょうだいにもかけてはいけないと、決めていた。人を頼らず自分の
ことは自分でしたい。縁を切った気持ちだった。（1950 年入所

男性）

(2)拒絶する家族
家族が自分たちにふりかかる偏見や差別などの社会の逆風を経験したがゆえに、あるい
は、それを予測するがゆえに、入所者たちを拒絶する。「帰ってくるな」「療養所で死んで
くれ」と親が懇願し、配偶者に病気のことを知らせていないきょうだいがおり、親が死ん
だことを教えないきょうだいのことが、聞き取りでは語られている。入所者たちをいない
ものとして我が身を守ろうとするのである。なかには、
「自分も療養所に入りたかった、そ
うすれば何も考えずに生活できただろう」というきょうだいもあった。さらに、家族がそ
のように入所者たちをまわりのものから隠してしまっているがゆえに、社会復帰ができな
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かったという指摘もある。また、勝訴判決によって、ハンセン病問題がマスコミで注目さ
れるようになって、それまで連絡していた親族がとても冷たくなったという変化を経験し
ている人もある。
家族を最愛の人間関係であると考えている者にとって、家族のそうでない側面をみせつ
けられた言動や行為は忘れられない出来事となっている。
・入所後、約 3 年たったとき、突然長兄より手紙がきた。その内容は、ハンセン病患者が
いることは最大の汚点である、ハンセン病が他の身内（長兄の子）にうつるのではないか
と心配である、もう今後家に手紙をくれるな、もし手紙が来ても封を切らずに焼き捨てる、
等であった。（1938 年入所

男性）

・兵役を終えて実家に帰ると、兄はすでに結婚。兄夫婦と同居し兄嫁とも仲良くしていた
が、ハンセン病にかかっていると知った途端、兄嫁は実家へ帰ってしまい、その兄嫁を連
れ戻すために、実家に併設の離れにひきこもらざるを得なかった。（1948 年入所

男性）

・父が山の中に一軒家を自分のために買った。療養所を出て、そこに住もうということで
あったが、父はそこに自分を隠しておくつもりで、外に出ないように言った（外にあった
トイレに行くときも人目を盗んで行くように言った）。そんな父に反して、父のいない間に
町にでてパーマをあててきたりしたので、父はあきらめ、結局療養所へ帰ることになった。
（1940 年入所

女性）

・祖父が外泊のときに「二度と戻ってくるな」と言ったこと。母が一切「帰ってこい」と
言わなかったこと。（1950 年入所

女性）

・出てくるときに「生きて帰るな」と当主に言われたこと。（1937 年入所

男性）

・きょうだいが離婚したことがショックであった。また、母の告別式に出たかったが、家
族にくるなといわれた。（1952 年入所

男性）

・母が死んだとき香典をおくったら兄から怒られた。
「貴様なんで恥ずかしいことをするの
か。ひとが出入りするときに速達が来て、どこから来た？と言われて」。
（1949 年入所

男

性）
・妻とは 1964 年に離婚し、子どもは自分が引き取り母親が面倒を見ていた。妻とは音信
不通である。（1945 年入所

男性）

・とりわけきょうだいと疎遠。他人と結婚しているから。（1950 年入所

男性）

・きょうだいが亡くなっても連絡がない。そういうみじめな病気だ。
（1947 年入所
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・母が亡くなっても、連絡がなく隠されていた。この病気は栄養をとっちゃいけないと、
ろくなものを食べさせてくれず、１カ月つけものだけ。家の風呂には絶対入れてくれなか
った。人間扱いされなかった。働くだけは働いた。あんまりつらかったので、園に来たと
き、家族のだれかがこの病気にならないか、などと思ったりした。手紙のやりとりもダメ
といわれた。（1941 年入所

男性）

・家族とは園名でつきあっていた。母が入所している老人ホームに面会に行くときも、面
会簿には園名を書いたので、母は自分のことを甥だとまわりに話していた。（1943 年入所
男性）
・1950 年に父が面会に来て、療養所でおとなしくしているように言った。その後は面会に
来ていない。（1941 年入所

男性）

・育ててくれたおばが亡くなったとき、母親と姉が来て、世間体があるから帰らないでほ
しいといわれた。また弟のいうことには、嫁や子どもたちにおばがいること、ハンセン病
であることを知らせてないし、家族のお墓をたてたので、このままでいてほしいと言われ
た。（1937 年入所

女性）

・退所後、役所に行ったら「（本人は）廃人になったので、弟がすべて相続している。本人
がここにくるはずがない」と言われた。（1955 年入所

男性）

・長兄は妻に妹（本人）がいることを知らせずに、結婚していた。母の看護の時、はじめ
て知らされたようだ。きょうだいのなかで自分はいないことになっていることにおどろい
た。（1955 年入所

女性）

(3)受容する家族
発病時からまるごと受容してくれた家族、予防法廃止になって、あるいは補償金がはい
ってはじめて受容してくれるようになった家族、世代が変わって受容してくれるようにな
った家族。家族が入所者を受容する契機は様々であるが、その中には、周囲の状況に左右
されない、一貫した家族の紐帯を示すものがある一方で、入所者を取りまく社会状況およ
び家族そのものの状況の変化が、入所者と家族の関係を左右したと考えられる語りも多い。
入所者と向き合う家族そのものが、こうした社会状況の変化に左右される姿もかいま見え
るのである。
とはいえ、全般的には、かつて家族からひどく拒絶された者であっても、最近になって
何十年ぶりかの墓参りに帰ったり、親族が会いに来てくれたりという変化もみうけられる
ことも指摘しておきたい。
・
「誰もつきあってくれなくても、おまえのことを待っている」という母親。外出証明書を
もって実家に戻ると、母は、友だちやその母親を呼んできて「○○（療養所の所在地）に
行くと一生帰れない」と言われてたが、そうではなくこうして戻ってこれるんだと町のひ
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とびとに示していた。そのおかげで友だちとも話をすることができた。（1945 年入所

男

性）
・家族は、いつも変わらぬ態度で接してくれた。（1978 年入所

男性）

・墓掃除に出かけたときに、靴べらに連絡先を書いて、墓石のそばに埋めておいた。それ
をみて、親戚のひとりが電話をかけてきた。「世間に対して小さくなっている必要はない」
「自分の家に寄ってもよい」と勇ましいことをいってくれた。翌年には、家族 10 何人そ
ろって訪ねてきてくれた。（1933 年入所

男性）

・嫁が村の人へ啓蒙している。おじさんをらい患者だといやがる人とは結婚しない等、甥
から言われてうれしかった。（1941 年入所

男性）

・長兄に本名に戻して、これからつきあいしようと言われた時が一番うれしかった。兄嫁
が信仰のあついひとでよくしてくれた。（1941 年入所

男性）

・ふつうにつきあってくれるので問題なし。（1956 年入所

男性）

・顔も変わってしまい、自分が家に行くことなどとんでもないと思っていて、そのことを
姉に言った。姉は「そんなこと気にすることはない」と言ってくれ、ちょこちょこ行くこ
とができた。（1958 年入所

男性）

・療養所内で弟と暮らすために一戸建てを借りるとき 100 円という大金を家族が作ってく
れた（1937 年入所

男性）。

・きょうだいが結婚するとき相手にはっきり話をしてくれた。その後夫婦で訪問してくれ
た。（1926 年入所

男性）

・母の葬儀には園内結婚をした主人と参列。３回忌、１３回忌にも出席。自分が帰るとき
には親戚も集まってくれていた。きょうだいもきょうだいの配偶者も嫌わず受容してくれ
る。（1946 年入所

女性）

・きょうだいは自分をかばってくれた。６回も転居を繰り返した苦労に耐えてくれた。今
も昔も関係は良好である（1950 年入所

男性）。

・夫が再婚した女性は、子どもにもよくしてくれるし、近くにいてやることのできない私
のかわりに孫も抱いてくれた。今でも連絡をとっている。（1942 年入所

女性）

・子ども夫婦とは隠し立てのない関係。若い世代のひとの方がハンセン病に対して抵抗感
はないのかもしれない。（入所年無記入

女性）
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・予防法廃止後、交流が積極的になった。（1949 年入所

男性）

・兄は病気を嫌っていたが、らい予防法が廃止されてからは、いくらか態度がやわらいだ。
（1941 年入所

女性）

・裁判によってお金がでて甥と姪が初めて来てくれた。（1948 年入所

男性）

(4)思いなど
・母は夫をなくし、さらにはたった一人の息子が病気になり、頼りにするものがいなくな
り、つらい思いをしたと思う。自分の入所の際、別れるまでそばについていてくれたこと
が思い出される。（1943 年入所

男性）

・こんな病気が他の家族に出ないで、自分だけで本当によかった。（1942 年入所

男性）

・入所して 4、5 年後、母が自分の姉がハンセン病で病状もわるかったこと、その姉にと
てもなついてよく遊んでもらっていたこと、それでうつったのではないかと。自分がもっ
と気をつけていれば。申し訳なかったと言った。（1952 年入所

男性）

・両親へ孝行できなかったのが申し訳なかった。（1952 年入所

男性）

・きょうだいが結婚できなかったこと。いとこからも言われたことがあり、苦労をかけた。
（1972 年入所

男性）

・実家に残した一人息子が音信不通となっており、そのことが気がかりである。
（1957 年
入所

男性）

・父は昭和 62 年、予防法が廃止される前に亡くなった。
「おまえはなぜこんなところにい
るのか」と嘆いていた。せめて廃止されるまでは生きていた欲しかった。
（1951 年入所

男

性）
以上、入所者が語る家族関係をおおまかに分類したが、実際は、各人各様、その都度都
度の文脈で家族関係についての思いを語り、評価を下しているであろう。以下のように語
る入所者の家族関係や家族被害を「受容−拒絶」の軸で一元的にとらえることはきわめて
困難である。
・家族の関係は良好で隠し事はない。母親からは週に１，２回電話がある。家族は一緒に
苦労するという考え方であった。葬儀は地区全体でやることなので、地区の人たちとのか
かわりがあるので参列しなかった。今後も行かないと思う。帰るときはこっそりタクシー
で帰っている。里帰りしたときは近所の人たちがごちそうを作って慰労してくれたりする
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（1958 年入所

男性）。

そして、家族以上の関係を療養所内で結べたことを語る者もいる。
・実の両親よりも、療養所で出会った養母に深い愛情をかけて面倒をみてもらい、とても
感謝し、幸せに思う。（1935 年入所

女性）
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12．今後のことなど
12‑1
12‑1‑1

〜これまでの人生を振り返り、将来に向けて思うこと〜

熊本地裁勝訴判決は何を変え、何をもたらしたか
判決後の変化【聞き取り 20‑1】

(1)外部との交流の活発化による様々な思い〜喜びや困惑〜
判決後の療養所の様子で特に大きいことのひとつに外部の人たちの出入りがあげられる。
近くにすむ地域住民との接触、ボランティアや地方自治体の訪問、学生たちの研修などこ
れまでになかった外部の人たちとの接触に複雑な思いを抱いている様子が、聞き取り欄か
らうかがえる。
・それまで面会に来なかった人が来るようになったようだ。故郷にも行きやすく、楽にな
ったみたいだが、実際、長い間療養所に入っていれば兄弟もいなくなっているし、世代が
変わってしまっているから…。（1917 年入所

男性）

・地方自治体は変わってきている。献花をささげに来る。一番おもしろい。反動として、
地元の人達からは「お金をもらっていいな〜」というような

ねたみ

や「おまえ達そん

な苦しい生活してきたのかよ」等という中傷を聞くようになった。見学に来る人が増え、
理解を示してくれるのは良いが、
「こんなに良い所だとは思わなかった」と感想を述べてい
く。（1939 年入所

男性）

・判決後、周りの人は謝ってくれたり、ボランティアや支援の人が声をかけてくれるけど、
遅いんよ。むこうの胸にとびこむために年が行き過ぎた。悔しい。世間の人はこわい病気
じゃないというけれど、頭にインプットされた思い（きたない病気、うつる病気とたたき
こまれたこと）は簡単にはぬぐいさらえない。取り消しというわけにはできん。根深いよ
ね。（1941 年入所

男性）

・平成 8 年のらい予防法廃止はよかった。社会の人からもよかったねと言われた。ゲート
ボールのときも園内外でしよるとよかったねといわれ、盛んに交流しよった。それがこれ
（勝訴判決）になったことでころっと変わった。園内に来る人がいなくなった。それを言
うと、上から怒られる。実際、うそじゃないんです。町へ町長さんからゲートボールの大
会のときに言われよったが、このとき（勝訴判決）は何も言われん。学識経験者の先生と
か。一般庶民は違う。裁判で戸籍をえて…。金をつかんだし、嫌みを言われる。私は帰省
しよって、墓参りとかで隣近所から「お〜、帰ってきたか」と言われていたが、今は、ぜ
んぜんこっちからものを言うと「おお」ぐらいですから。調査がきてから判決してもらい
たかった。（1933 年入所

男性）

(2)一般社会の変化
比較的、一般社会が快く接してくれるという意見が目立った。回答には、これまでいろ
いろと差別された経験について語っているものも少なくなかったが、予防法廃止や国賠訴
訟後に限って読み込んでみると、社会の人たちの対応を好意的に受け止めている様子であ
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る。
・気持ちとして楽になった。外出して買い物に行っても、以前は気をつかっていたが､今は
やさしくしてもらえる。以前きらわれていた店の人が「あんたよかったね」と言ってくれ
た。買い物をつめる時、手が悪いのでつめてくれた人がいた。普通の障害者として扱って
くれた。バスやタクシーは今でも気をつかうが､前よりは楽になった。
（1937 年入所

女性)

・清瀬や秋津の人たちは大きく変化した。外の人たちから嫌がられなくなった。訴訟以前
は買物をして金を店の人が直接受取らなかったが、今は直接受け取ってくれるし、明るく
迎えてくれる。（1926 年入所

女性）

・法律がなくなる以前は外に通院などで出かけても自分の周りに人がいなくなった。今は
待合ソファの隣に子供を抱いたお母さんとか座ってくれている。それは嬉しかった。
（1928
年入所

男性）

(3)報道への困惑
予防法の廃止や国賠訴訟後、さまざまなかたちで療養所やそこで暮らす入所者の生活が
とりざたされるようになった。これまでひっそりと隠れるように生活し、そのなかではぐ
くんできた家族関係や一般社会での人間関係が変化したとする人もなかには存在していた。
奇異な目で見られること、
「時の人」としての扱いに戸惑いやいらだちを感じている人もい
た。
・情況が悪くなった。｢らい病予防法｣などでテレビに放映されるようになったので、園外
に出ることが出来なくなってしまった。今までは草津の町などにも買いものに行っていた。
家族なども｢その事｣について知らん顔している。（触れないようにしている）。私たちは何
もかわらないので騒がないでほしい。（1929 年入所

女性）

・
「病気の軽い人を TV に出してくれ」、といったら、効果ないと言われた。
「党」が色々あ
って、いやだ。状態の悪い人が TV に出るとかえって偏見にさらされる。
（1924 年入所

男

性）
・何だか今更とおもった。今までずっと知らん顔を決め込んできた国が急に我々に関心を
向けはじめ、それに乗じて県やいろいろなマスコミが沢山の人たちが介入しだしたけれど、
今更、かき回されるのは正直いい気がしない。そっとしておいて欲しい気もする。（1938
年入所

女性）

(4)自由の謳歌
聞き取りからは、らい予防法の廃止が少なからず大きな転機として受け止められている
ことがわかる。とりわけ、これまで暗黙の了解で療養所の外に出かけていたが、その背後
に自分たちは法を犯しているという罪悪感が常にあり、らい予防法廃止によって自由に外
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に出ることが公然と許されたとの解放感を口にする回答者が目立った。また、国賠訴訟で
の勝訴は「人間回復」が認められたこととして、素直に喜ぶ入所者の声もある。一方、高
齢により行動の自由がきかなくなった入所者のなかには、あまり現実感がもてないとする
者もいた。
・らい予防法廃止前は、外に出ていたので、捕まったらどうしようと思っていたが、廃止
後は誰と会っても大きな顔が出来る。心が晴れやかになった。怖いものがなくなった。外
に出れていたのでそう思う。（1929 年入所

男性）

・1996 年らい予防法の廃止で一番うれしかったのは、旅行に行ってホテルに泊まってもビ
クビクしなくてもすむようになった。それまではホテルの説明書をすみからすみまで読み、
伝染病の人は宿泊できないという文字に不安をかかえていた。（1926 年入所

男性）

・予防法廃止後、職員も自分も開放的になった。私はよく外へでると「人間回復とはどう
いうことですか」と聞かれるが、私は「全体社会の中で、私は愛生園にいたということを
隠さずいえることが本当の意味での解放だと思う」と答える。（1920 年入所

男性）

・予防法廃止により外に行っても堂々とすることができた。法律的にこういった人権差別、
優生保護法という悪法がすべてなくなったという気持ちが強かった。訴訟がおきた時園内
で反発が強かった。判決が出てタクシーの運転手に「良かったですね」と言われ感激した。
（1932 年入所

男性）

・裁判になって「やっと人間として認められた」
「人間の尊厳を与えてもらった」という感
じ。そのことがとにかく嬉しい。やっと太陽にあたったという感じ。ハンセンという病気
のために、これだけしいたげられて、隔離されて、差別された。この状況からいつ解放さ
れるかと思ってきていたが、この裁判でやっと解放されたという気持ち。
（1936 年入所

男

性）
(5)金銭にまつわる嫌がらせ
国賠訴訟による賠償金の支払については、新聞報道やテレビ・ニュースとして一般に知
られていることである。人生全般にまたがる被害の一側面が金銭的補償として入所者の生
活のなかに具体化したことをめぐる入所者本人の複雑な思い、入所者をとりまく人間関係
の変容が語られている。回答者のなかには、職員や社会の人から非難的な言葉を浴びせら
れた経験を語る者もいた。
・今まで最悪の状況におしこんでおいて 80 歳、90 歳になる人には何千万円も国が支払っ
ても使い方がわからない人もいっぱいいる。お金だけで親族をつなぎとめようという人も
いる。どう考えていいかわからない。（1940 年入所

女性）

・こないだ、
「あんたらがようけ金もらうから、わしらボーナスけずられたわ」と。面とむ
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かってそんなことを言うか！と思った。職員同士、外ではそんなことを言うてると思う。
地域社会からは「ようけ、金をもらいやがって！」とか「えー車に乗りやがって！」とか
声はきく。（1940 年入所

男性）

(6)変化はない
らい予防法廃止や国賠訴訟が入所者の生活に劇的な変化をもたらしたかというと、実質
的には日常の生活が続いているのが現状である。それをシビアに見つめている語りも聞か
れた。
・今までの積み重ねがあるから、良かったとも悪かったとも一口に言えない。確かに、国
の政策はきついものがあった。ここに入ったきり、ほとんどの人が、家族とも会えない、
ふるさとに一回も帰れない。親の死は目に会えない。結婚式や同窓会にもいけなかった。
生まれたふるさとに帰れないまま死んでいった人が相当いる。僕たちの場合は、病気も軽
症で、外見的にわからないが、手が悪くなったり、鼻が変形したり、後遺症が残った人は、
家族にも見せたくないし、迷惑をかけたくないということでそこから出たがらない。そう
いうことを考えると、熊本裁判で勝利と喜んでいるが、本当は金で解決できるようなこと
ではない。今ではもう「あきらめ」である。あきらめざるをえない状態をつくらされてき
た。自分たちがいくらあがいても、それ以上のことは国はしてくれなかった。予防法廃止
まで相当かかった。予防法が廃止されてからいいことがあるかと言われても、今までと大
して変わらない。裁判の時は、国は最後の１人まで面倒見ると言っていたが最近は厳しく
なっている。裏返せば、この療養所がなかったらこれまで生きてこられたのかわからない。
それを考えると、悪かったばかりとは言えない。
（だからこそ、国は最後まで見て欲しい。）
（1937 年入所

女性）

・私はあまり感じない。私は原告団には入っていない。ここに入っていたから飢えをしの
げて、命を永らえたという気持ちもある。確かにひどい事をされた人もいたときいている。
でも自分はだいぶあとに入所したから、そこまでひどくはなかった。だから、
「原告団に入
っていないのにお金をもらって」と思う人もいるだろう。でも「眠っていた子を起こして」
と思っている家族もいるらしい。（1934 年入所
12‑1‑2

女性）

それでも続く差別とは【聞き取り 20‑2】

(1)自身が感じるスティグマ感
それでも続く差別を聞いているにもかかわらず、自分自身にある差別感（スティグマ感）
について語っているものが目立った。長い療養所生活のなか、一般社会ともあまり接する
機会のない状況下で持ち続けてきた精神的な劣等感は根深いことをうかがわせる。
・知らない所に行くのは気にならないが、病気を知っている所に行くのは相手がどう思っ
ているのか気をつかう。病気の重い人と一緒に行く時は気がひける時がある。（1932 年入
所

男性）
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・偏見は未だに存在し、人の意識というもはなかなか変わらないと思う。だから、これか
らもカミングアウトをするつもりはない。ハンセン病ということを死ぬまで隠しとおして
いきたいと思う。（1935 年入所

男性）

・自分達が自ら差別しているのではないか。自分からは病気のこと言わない―死んでも伝
えないで…。（1923 年入所

男性）

・障害があることで（ハンセン病というレッテルをはられたことに）自分の気持ちのなか
で後ろめたさがある。旅行に出かけた時に、手の麻痺からハンセン病ではないかと思われ
ているのではないかと感じることがある。（1932 年入所

男性）

・ひたすら隠しているので特に差別はない。常に心のどこかを隠して生きることは、重荷
である。（1943 年入所

女性）

・人が集まるところ（総合病院など）へ行くと手足をジロジロ見られたり、席を変わられ
たりする。嫌なものを見た、という感じで。気分が滅入る。（1936 年入所

女性）

(2)職員との関係
判決後の変化では、職員対応の改善がみられたとする回答もえられていたが、偏見・差
別の項目では未だに改善されていないとする語りもあった。古くから勤めている古参の職
員より若い職員の方が差別が少ないとする語りもみられた。
・それは色々とある。職員だって今でも しきり がある。自分たちとの間にな。それは、
差別される側にも大きな原因がある。感受性が強すぎるから、自分たちは扱いにくいと思
われていると思っているから。（1937 年入所

男性）

・毎木曜にショッピングに行くと、元ナースなどに知らない顔をされた。心のバリアフリ
ーが進んでない。若者の方が差別をしない。（1928 年入所

女性）

(3)家族の無理解
家族からの拒絶は入所者のなかではつらいことのひとつである。家族関係が報道により
ぎくしゃくするようになったという話はハンセン病問題が複雑な差別構造のなかにあるこ
とがうかがえる。また、家族のそのような行動を自分は理解できるという語りでは、ハン
セン病家族だけの問題ではなく、広く一般社会で考えていかなければならない課題として
重い発言である。
・今まで静かに付き合っていた家族とかがハンセン報道によって付き合いづらくなり、困
っている人もいる。「嫁に話していない」とか、「姪が嫁に行ったが、オジ、オバのことを
話していない」とかいろいろな関係がある。いままでそんなことでどれだけ苦労してきた
か…。（1935 年入所

男性）
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・差別は今も続いている。ハンセン病の母が亡くなった時（2000 年）自分の建てた墓に入
れようとしたが、断られた。「火葬したからいいじゃないか」という親戚もいたが、「たた
りがある」といまだに考えている人もいる。（1936 年入所

男性）

・差別、偏見が１世紀近くあったので、昔の人は今も、差別・偏見が強くて帰れないとい
う実情もある。普通の病気なら入院しても退院がある。でも、ハンセン病の場合は入り口
はあるが出口がない。（1933 年入所

男性）

・家族関係がなかなかもとの形にならない。近い関係ほど遠ざかっている。差別といって
いいのか家族も周囲の目を気にして、気持ちはいつもあるんだけど、何かに縛られている。
差別ともいえるんだけど、お互いにわかる。同じ空気を吸ってきたというか、同じ思いを
してきたから。本当のハンセン病の偏見、差別が解消されるというのは、近い関係でそれ
がどう回復していくかということだと思う。（1934 年入所

男性）

(4)一般社会の差別
高齢者の差別意識は若者よりも強いとする語りが数多くみられた。実際、若者の多くは
ハンセン病という病いを知らない場合が多く、一方、高齢者にいたっては身近に目の当た
りにしたことがあることで、偏見が抜けないことも要因のひとつにあげられる。自分たち
と同世代の高齢者に受け入れられないことへの複雑な思いが交差している語りが多かった。
・若い人達は、園に訪問してくれ、差別もないと思うが、高齢者の方々はまだまだ差別意
識があると思う。しかし、今まで、その様に（ハンセン病は悪い病気）に教えられてきた
のだから仕方ないと思う。（1923 年入所

女性）

・今でもある。例えば、ある病院の待合室でテレビでこの裁判のニュースが流れていたの
を視て、あれ、おばさんが「この人たち（ハンセン氏病患者ら）はこの不況の中、国から
お金をまき上げようとしているのかね」という発言を聞いたことがある。
（1947 年入所

男

性）
12‑2
12‑2‑1

ハンセン病を患った人生を振り返る
生きることを支えたもの【聞き取り 20‑3】

(1)宗教への帰依
キリスト教、天理教、浄土真宗、真言宗など、自分の帰依している宗教を「生きること
を支えたもの」にあげていた入所者が目立った。
・昭和 32 年洗礼、キリスト教「人はみな苦しみがある」。私たちだけが苦しいのではない。
ここで最善の生活をすることがそれが人間としての生き方ではないかと教えられたことが
支えとなった。ここでただ漠然としていたら気が狂う。（1926 年入所
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・キリスト教です。宗教は大きな力になる。
「復活・再生」という思想がある。それぞれに
あった「態」で復活することを信じている。
（人によっては、マインドコントロールという
が…）。（1923 年入所

男性）

(2)配偶者の存在
宗教と同じく、
「生きることを支えたもの」に配偶者をあげていた語りが多かった。家族
とも自由に会えない療養所生活のなかで、配偶者はとても大きなこころの支えになってい
るケースが目についた。
・眼の見える主人がいてくれ、二度結婚したがどちらの主人もその家族の人も良い人で、
良い人と一緒になれたことがよかった。人からも「あんたは幸せ」と言われる。
（1923 年
入所

女性）

・女房であり、女房と一緒に二人三脚でやってきたこと（生活）である。そのことが精神
的な支えとなった。（1932 年入所

男性）

・たくさんの苦しいことがあったような気もするが、現在の妻と結婚（再婚）してからは、
平和に暮らしている。ただ、いろいろな病気にもなって、胃ガンの手術の前後はうつ病に
もなった。「だれにも会いたくない」「話したくない」と閉じ込もる生活もしたが、いつも
妻が側にいて、支えてくれた。（1939 年入所

男性）

(3)同病者の存在
つらい療養所生活や闘病を同病者がいたから乗り越えられたと語る。
・療養所内で生きてきたわけだから、同じ仲間がいたという事がよかった。仲間どうし支
えあい励ましあってきた。孤独にならずにすんだ。その意味では療養所があってよかった。
強制入所、治ったら出られる出口を持たなかったことなどがよくなかった。（1926 年入所
男性）
・私は良い友達がいるから、そういう人、女だからね。いろいろ話し合ったり、支えあっ
たりしてきたように思います。それとやっぱしだんだん体が不自由になってくる。手も悪
くなる。足も細く歩けんようになる。それで自分でなんとか工夫して、自分のことは出来
るだけ自分でするようにしている。友達どうしの支えがあったからだと思います。（1926
年入所

女性）

(4)「生きること」への強い思いと惰性
これまでの人生を前向きに生きることで乗り越えてきたとする語りがある一方で、人生
は惰性であるとあきらめの人生観を語る者もいる。両者とも背景にある過酷な人生を物語
っているといえる。
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・「人事を尽くして天命を待つ」精一杯努力して生きる。その後は天命を待つ。（信念とさ
とり？）楽しみもあった。農作業、漁、生活をエンジョイしていた。明るく生きた。岡山
へも遊びに行った。（1919 年入所

男性）

・どんなに貧しい境遇でも、自分の心に日は沈むと思って、自分がつまらないつまらない
と思ってはいけないさ〜。私は自分だけじゃなく、困っている人苦しんでいる人を見てい
るよ〜。本当の幸福は何が恵まれていても心に喜びがなければ、幸福とは言わない。
（1915
年入所

男性）

・明日にむかって生きていかなければしかたがないのだろう、と思ってきた。今日までな
んともなく翌朝おきてこうなったら生きることつらいと思うが、じわりじわりいつのまに
かわるくなり、軽症のうちはいいだろうが、はっきりはない、言えない。
（1925 年入所

男

性）
・死ぬことができないから生きているだけ。毎日、同じ生活のくり返し。この病気になっ
て夢や目的をもつことができないので、一番つらいこと。（1921 年入所

男性）

・とにかく生きていかないといけない。もうダメだと思ったらダメ。園の人は入所した時
に一度死んでいるので皆強いんだと思う。（入所年無記入
・あきらめやなぁ。（1935 年入所

男性）

男性）

(5)園内で培った趣味
園内作業が作業返還されてからは、自由な時間をもてあましてしまうこともあったと思わ
れる。そうしたなかで、自分たちで楽しみをみつけ、様々な趣味を持ち、なかには卓越し
た技術や感受性の高い文学作品を生み出す入所者もいる。「生きることを支えたもの」に、
短歌、俳句、川柳、カメラ、カラオケ、三味線、ギター、ピンポン、ゲートボール、パチ
ンコなどがあがっている。
・川柳をつくっており、先生が来たり、新聞に投稿したりしており、大きな支えになって
いる。（1921 年入所

男性）

・趣味の草花づくり。目は不自由だが花が咲くのはわかる。（1924 年入所

女性）

・絵を描いてきたこと。展覧会に出展し、賞をもらったこともある。美術教室の先生、一
緒に絵を教わっている人がとても理解がある。（1942 年入所

男性）

(6)家族の存在
「生きることを支えたもの」のなかに、家族をあげている者が予想外に多かった。療養
所に入所したので完全に家族関係が切れてしまったのではなく、制限や世間の偏見や差別
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を受けながらも、様々なかたちで家族との関係を保っているのだろう。それゆえに、家族
との関係が生きる支えであり、大切な関係であることが感じられる。
・母の遺言だけを支えにして、きょうだい達を主にしてまとめてきた。きょうだい達にも
あなたが亡くなったら、自分達はバラバラになってしまうので、長生きして下さい
言われている。（1924 年入所

と

男性）

・子供と家族が支えになっている。子供は誰も頼れないので、子供が大きくなるまでは責
任をもって、どんなことがあっても生きなければならないと思う。子供のことを考えると
尚更かんがえる。（子供のために､本病のことが表に出るのではないかとこわくなってしま
う。知られるのではないかと）。（1937 年入所

女性）

・親がいる間は、親が心の支えになっていた。今は兄弟が支えになっている。（1942 年入
所

男性）

・母親が楽しい方でいつもパワーをもらっていた。その背中を見て育った以上、母親がい
る限りは、頑張らないといけないと思った。（1943 年入所

男性）

・プロミンという治療薬が出来たこと。隔離場所ではあったが療養所でもあった。生きる
ためにこの世に生を受けると思う。生きるための努力をしなければならない。（1940 年入
所

男性）

・療養所の生活が 50 年以上。弟たちの交流が頼りになっている。年をとると特に感じて
いる。（1936 年入所

男性）

・親は苦労してでも子供を育てなければならない責任があり、その責任をまっとうするこ
とが生きる支えである。自分は自殺未遂もしたが、
（死ななかったということは）生きなさ
いということ。息子が嫁をもらうまでは、生きておかなければ、というのが私の信念だ。
（1927 年入所

12‑3
12‑3‑1

男性）

今後の支援対策と課題
いま、ぜひかなえてほしいこと【聞き取り 20‑4】

(1)医療の充実
医療の充実にはふたつの意見がみられた。ひとつは療養所の医療において、最近、本病
と関連する外科や眼科の後遺症が診られる医師が少ないというもの、もうひとつは、医療
提携が進み、外部の医療機関で入院生活をおくることの気苦労を訴えるものである。
・園にいろんな専門の医者に来て欲しい。県立病院に行くのがつらい（入院）。気をつかっ
てしまう。園内に準備して欲しい。（みんなと一緒になれない）。入院患者同士の会話に入
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れない。例えば､どこから来たのとか聞かれる。○○園から来た、と言えるような社会にな
って欲しい。（1937 年入所

女性）

・本病（ハンセン病）を知っている医師が少ない。本病のことを理解している医師を派遣
してほしい。眼科の医師が頼りない。（1933 年入所

男性）。

・医療面の事で、療養所の中で、治療が充分できるようになってほしい。どんな病気にな
っても、ここ以外の病院に行く気はない。ここでどんな治療もできるようになってほしい。
入院すると、なんだかんだとまわりの人から言われるのが辛い。（1930 年入所

女性）

(2)在園保証
国の在園保証に対する不信感や不安を口にする者もいた。これから入所者が減っていく
一方で、今のささやかな生活を将来も安心しておくりたいとする思いが込められた語りが
見られた。
・一番心配しているのは将来構想の問題。本当なら将来構想は自分たちが考える性格のも
のではない。政府は「一人になるまで見る」と言っているが、（入所者が）20〜30 名にな
ったとき、本当に今のままの医療体制で最後まで見てくれるか心配。5 年後どうなってい
るのか？心配。どこか（施設）と統合されるんじゃないかと心配。そうさせないためにも
（自治会で）がんばっているんだけど…。いつまで体がもつか。（1929 年入所

男性）

・将来どういう形であっても園を第二の自分の故郷と思うので、ここに骨を埋めたいと思
う。母も入ってるし､兄弟で入っている者もいるので、生まれ故郷の方がよくわからないか
ら。だから国の施策として、園を、外からだれでも利用できる老人ホーム､病院も含めて､
施設として､自治体に移行しても良いから最後の 1 人が死んでしまった後でも残して欲し
いと思う。（1929 年入所

男性）

(3)健康な体への思い
高齢化にともなう健康の低下やこれまでの治療による副作用や後遺症の悪化で、健康を
希望する語りがみられた。とくに、ハンセン病による手足の欠損、感覚の麻痺、失明に対
する回復を、及ばないこととは知りつつも口に出して語っているところが病いの受容の難
しさを感じさせる。
・目の玉を 1 つください。病気の後遺症で、片方の目は、水しょう体を入れたが、年々、
視力が低下してきている。視力がおちることは、不安が大きいので、いい目の玉がほしい。
病気で失明（平成 9 年、白内障で手術した）。病気の副作用・水しょう体を入れたが、だ
んだん悪化してくる。（1949 年入所

男性）

・後遺症の足、目の回復。（1924 年入所

女性）

158

国立療養所入所者調査（第１部）

・片手、片足でもいいからほしい。感覚がどこかにでもあれば、戻ればと思う。
（1938 年
入所

女性）

(4)社会での生活
療養所での生活が長い入所者には、一般社会での生活にあこがれを感じている者もいる。
なかには無理と断定しているが、一度でいいから一般社会で生活がしてみたいと、自身の
「夢」を語る。
・ここにいる人達はほとんどが後遺症があるだけで（ハンセン病の）治療は必要ない。こ
こにおらされるというのがまちがい。みんな故郷へ帰るか、社会に居住して老後を肉親と
か血のつながった故郷で死ねる死というものがなければ、療養所の中だけの平和だけでは
意味がないと思う。人間として地域社会の一市民として受け入れる社会でないと本もので
はないと思う。地域社会が暖かく受け入れ、普通の市民として医療サービスなども受けら
れるような地域社会（1926 年入所

男性）。

・１週間でいいから恵楓園の外で普通の暮らしがしてみたい。１週間が限度だし、むりだ
と思うけど（1946 年入所

男性）。

・短期間でよいから社会で暮らしてみたい（1935 年入所

男性）。

・もう一回ただの人間として認めてもらうために、小さなアパートでも借りて、自分の名
前の表札をかけて、公共料金も人並みに払って、生きていたあかしに。子どもの頃から出
たいばっかりに何十回も出た。外にどれだけ恋焦がれたかわからない。今でもアパートを
借りてたことはあるけど、かくれてヤミ、自分を隠して、身も心もさらけ出して生活した
ことがない。たとえ少しでも税金や電気水道代を払ってみたい。人から見たらたわいもな
いことかもしれないが、自分にしてみれば大変なこと勇気がいる。（1941 年入所

男性）

(5)ハンセン病に対する正しい知識の普及
偏見や差別の改善を正しい知識の普及に求めている者もいた。
・偏見差別を除去。遺骨が故郷へ帰れるように。（生前から望郷の念あり。）死者の名誉と
冥福を祈ってもらいたい。（1926 年入所

男性）

・今の社会がハンセン病に対してみんな正しく認識してもらい偏見・差別をもたない社会
にするのがよいこと。そんな社会になってほしい。（1926 年入所

男性）

・
「教育」をきちんとして欲しい。何故生きているのか。人とのふれあいはどうあるべきか。
人の「心」を持つことの大切さが学べていれば偏見や差別は生まれない。
（1929 年入所
性）
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・私は個人自身にとっては何にも望みはないですけれど一応思っていることは、社会の偏
見と差別が早く消えてほしいということ。それは私が病気になったばかりに私の身内のも
のたちが、長い間、肩身の狭い思いを堪えて生きていたんで、そのものたちが胸をはって
生きていける世の中、すなわち偏見と差別が完全に消えてしまった世の中が１日も早くき
てほしいというのが唯一の私の思いです。自分ではその日が来たことをこの眼で確かめて
死にたいと思います。（1930 年入所

男性）

(6)自分の夢の実現
自分の夢について語る入所者もいた。歌集を読んでほしい、故郷の土を踏みたい、海外
旅行で撮った写真の個展をひらきたいと、その熱い思いを語る。
・いろんな人々に歌集を読んでほしい。そして、その人々の生きていく励みになれば、私
が世話になった方々への恩返しになると思う。歌集を読んでもらって、いろんな人のはげ
みになれば、自分の証しだから、自分の世話になった方々へのお返しになる。
（入所年無記
入

女性）

・故郷の土を踏んでみたいと思っていた｡故郷から土をもってきたので､私のお墓の中にい
っしょに入れてほしい。（1925 年入所

女性）

・自分の夢としては、海外旅行に毎年行っており、その時々に写した写真を集めて、個展
を開きたい。違憲訴訟で多くの人と知りあいになり、新聞記者さんとのおつきあいも続い
ており、勧めてくれている。この計画を考える時が一番うれしい。人に叶えてもらうこと
はない。自分で叶えたい。（1944 年入所
12‑3‑2

男性）

最後にいっておきたい【聞き取り 20‑5】

(1)過去の過ちからから学んでほしい
最後にいっておきたいことの記述欄では、これまでの人生を振り返り、ハンセン病政策
の過ちを二度と繰り返してほしくないと語るものが多かった。
・政府に対して誤った政策を二度と繰り返して欲しくない。新しい患者は来ない現状の中
で、
「私はハンセン病にかかったの」と外（社会）で普通に言えるような時代が来ることを
願う。そうすることで、療養所に入らなくてもいい。ハンセンについてわからない人にし
っかり伝えて欲しい。（1922 年入所

男性）

・隔離政策を始めた時点では、それしかなかったんだろうけれども、昭和 28 年の改正の
時法律をつくる時、日本の医師の言うことのみ信用するのではなく、世界中の動き、政策
を比較検討し、慎重に決定してほしかった。血筋と伝染病という忌み嫌われるような宣伝
で隔離への道をたどった。（1926 年入所

男性）

・こんな隔離はやはり卑劣だと思う。また病にたおれた人が犯罪者のように扱われるのも
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おかしい。ただ私たちのような地域社会の中で偏見と差別の中で生きにくい者が生活でき
る場所をつくった光田園長はえらいとも思う。偏見・差別はもっと時代がすすまないと完
全にはなくならないと思う。（1931 年入所

男性）

・自分の入園のときにだましたようなことをしないで、病気や治療についてはっきりと本
当のことを言ってほしい。だますようなことはせず、なにもかも話し、本人も納得するよ
うにしてほしい。入園する前に、衛生課のひとに「ここで薬を使ってできないか」といっ
たら「できない」といわれて、しかたなく病院に行くことにした。あの時代は、なんとか
してここに連れてくればいいということだった。それがいややねん。大阪大学に行けば、
治療できる、１年で帰れると言われたので、そのつもりだったのに。ここに来た後で、親
に手紙をかき、こんなところにつれてこられたといったら、親がびっくりして会いに来た。
療養所にはいらなくてもふつうの病気のように、外で薬を飲み、治療できるようにできれ
ばいい。（1925 年入所

女性）

・世の中も開けてきたのでもうこういうことはないと思うが、二度とライ政策みたいなこ
とがないような、世の中を築いていってほしい。人を差別して、苦境に追いこむようなこ
とは、なくしてほしい。（1921 年入所

男性）

(2)ハンセン病に対する正しい教育の普及や療養所の現実についての一般社会の理解
通り一遍の正しい知識の啓蒙・啓発ではなく、これまでの過酷な闘病生活、療養生活の
現実を見つめてほしいと訴えるものもあった。
・園を訪問する児童や婦人会など、ちょっと来て現実がわかるはずがない。児童の人格形
成に（社会勉強として）役立てばいいが同情でしかない。（1931 年入所

男性）

・平均年齢 76 歳という現状であり、郷里へ帰っても仕方がなく、50 歳代ならまだしも働
くこともできず、場がなく、郷里へ帰っても生活はできないだろう。ある意味ここは安住
の地である。よく人は「治ったから郷里へ帰ればいいではないか」と言われるが、現実は
そんな簡単なものではない。書物、話のみで知るのではなく、現実の状況を認識するため
に実際に足を運び、ハンセン病の現実をより深く認識してほしい。またそのことにより人
間性を高めることもできる。このような機会の設定を施設にお願いしたい。そしてハンセ
ン病に対する正しい認識を広げていってほしい。（1926 年入所

男性）

・一般の人たちが冗談に「こんなによい所だったら自分たちも入りたい」と言われるが、
そのことはすごくショックである。冗談でも言ってもらいたくない。確かに生活は不自由
なく暮らせるが、ハンセン病の病気そのものの苦しみはすごい。神経痛が出たり、感覚が
ないためにしょっちゅう手足に傷をつけたり、やけどをしたりする。神経痛の痛みはすご
い。手や足、頭に痛みがくる。痛み止めの薬や注射をしてがんばっている。こういう闘病
生活がずっと続いてきたし、これからも続く。この苦しみは、お金にかえられないもので
ある。健康な人にはわからない。自分自身の毎日は、未だに闘病生活である。闘病生活が
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なかったらしあわせなのだが。（1940 年入所

女性）

(3)違いを認めあうこと
ハンセン病という自分の病いに閉じこもるのではなく、広く偏見・差別に視野を広げて、
そのあり方について見つめなおすことの大切さが語られていた。
・ハンセン病に限らず社会には偏見・差別があり、これはよくないことだが、そこでなぜ
なのかと考えるに、みんな違いがありその違いをもって生きてるのだから、そういう違い
をみんな認め合える社会がいいなと思う。自分らしく生まれる社会だ。そう考えると偏見・
差別がないほうがいいだろうな、そんな社会をめざしたい。（1926 年入所

男性）

・ふつうの目で見てほしい。障害者なら障害者として不自由なりにそのまま認めてほしい。
病気になったから可哀想やと思われたくない。（1934 年入所

男性）

・障害を持った人でも、同じように生きている。障害を持つ人に、手をさしのべたり、支
えられる社会であってほしい。
（障害を持つ人も社会の構成員である。
）
「痛み」をわかって
くれる社会であってほしい。
「元ハンセン病患者」と表現されるが、普通の病気では「元患
者」などと表現はしていない。まず言葉で差別を受けている。障害を持った人でも、
（偏見
の対象となる人であっても）世の中では同じように生きている。それを支えられる社会で
あってほしい。「手をさしのべる」気持ちがうまれる社会であってほしい。「老い」も障害
のひとつ。障害を持った人も社会の構成員である。
「痛み」をわかってもらえる社会であっ
てほしい。
「障害者とは何？」
「健常者とは何？」まず言葉で差別を受ける。
「元ハンセン病
患者」という表現もおかしい。「元かぜ患者というか？」（1949 年入所

男性）

(4)療養所へ入所することで得られたもの
「強制入所」
「強制隔離」で語られてきた裁判や被害にのみ目を向けることの偏りを指摘
し、過酷な生活のなかで生きてきたこの人生をみてほしいと語る。
・入所前社会では、偏見・差別で苦しんでいたが、療養所ができて、入所することで、自
由を与えられた。自分達が望むことは、この療養所の中では何でもできた。文句を言う人
もなく、犠牲もなかった。社会では全くできなかったことが、ここではできた。希望も持
てた。日常生活で思い煩うことがない。貧しい暮らしではあったが、何を食べようか、何
を着ようかという煩いはなかった。人間としての希望も持てたし、暮らしていけた。精神
的にも、物質的にも恵まれた中に置かれている。（1935 年入所

男性）

・入園者は一方的に被害のみを受けてきたのではない。被害の中だけに生きてきたのでは
ないはず。単純に被害というものだけを見てしまったら、一方的な見方になってしまう。
大切なのは、入所者がその時どのように生きて、何を生み出してきたのかをこれからは検
証していくべきである。そうでなければ、ハンセン病問題の全体像が見えてこないと考え
る。（1932 年入所

男性）
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(5)判決、調査の遅さ
予防法廃止、国賠訴訟、被害実態調査をもっと早く行ってくれていたらという思いが語
られていた。
・少なくとももう 20 年早くこの判決がおりていたら、島の外でどうにかこうにか生活し
ていくことができたのに…。そのことを考えると無念さが残ります（1938 年入所

女性）

・今後このような強制的な制度をつくらないでほしい。でも感謝はしています。昭和 26
年ごろからは薬もどんどん入ってきてらい病も治る病気になってきた。昭和 28 年のらい
予防法の改正が提案されていて、例えば「強制収容しないでくれ。断種手術をしないでく
れ。堕胎手術をしないでくれ。園長に懲戒検束権を与えないでくれ。治ったものは退園さ
せてくれ」などと予防法を改正してくれと訴えたが、3 園長の証言で認められなかった。
そのとき改正が認められていたら、私たちも退園していたかもしれないと思う。そんなに
遅くまで長引いたのは国の怠慢だったんじゃないかと思う。（1918 年入所

男性）

・国へ−金だけだせばそれで良いのか？もっとこれ以上に全力を尽くして補ってほしい。
国の人材をよりよいものにし、心を入れかえてほしい。最期まで協力し責任をもってつぐ
なってもらいたい。今のままでは完全ではない。本当に苦しい日々だった。（1924 年入所
男性）
このような調査は予防法の成立以前に実施されるべきだった。いまとなっては遅いと思う。
（1935 年入所

男性）
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二、国立療養所入所者を対象とした調査
（第２部）

※すでに述べたように、本調査は社専協に所属する日本各地のソーシャルワーカー等専門
技能者による面接調査として実施された。この面接調査は、調査票に基づきながらも、必
ずしも型にはまった質問と回答のやりとりというかたちを取らず、語り手の方々が「発病」
から療養所への「収容」を経て今日にいたるまで、日本政府によるハンセン病政策のもと
で体験してこられたさまざまな出来事について、記憶を再現しながらかなり自由に語って
いただくものであった。
国立療養所入所者調査報告（第２部）では、調査に際して録音された「テープおこし」
をデータとして、ハンセン病者に対する「強制隔離絶滅政策」がもたらした被害実態の一
端に迫りたい。限られた時間のなかで、膨大な録音テープのうち、テープおこしができた
のは一部であるけれども、それでも、当事者の方々の生の語りは、
「強制隔離絶滅政策」が
ハンセン病を患った人たちひとりひとりに、どんな〈人生被害〉をもたらしたかを、目に
見えるかたちで明らかにしてくれていると思う。
〈当事者の語り〉は、それを読む者の心に
迫る力を秘めている。これら聞き取り資料の提示にあたっては、プライバシー保護のため
に、語り手の「お名前」と「郷里の市町村名」は伏せるという措置をとった。そうはいっ
ても、今回のような、おひとりひとりの生活史に即した「聞き取り」というのは、そこで
語られたことすべてが「個人情報」と言ってよく、語り手個人が特定されないことを絶対
的に保証しようとすれば、まず、ほとんど一切データとしては使えないことになる。貴重
な情報であればあるほど、その人しか詳しくは知らないということがありえ、その語り手
をよく知っている人であれば、語り手の属性をすべて伏せても、その人が語っている内容
から語り手を特定できてしまうであろう。――プライバシー保護のために、語り手のお名
前と郷里の市町村名は伏せるという手続きをとった調査研究の報告というものである以上、
これを読む人々に、
「語り手個人がだれであるかを詮索してはならない」ということを求め
ているのだということを共通理解としていただきたい。
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１．発病から収容まで
まずは、ハンセン病の発病から療養所に収容されるまでの体験についての語りを紹介し
ていきたい。「発病」時の周囲の対応、あるいは、本人が受けたショックといったものは、
「癩予防法」のもとで人びとに植え付けられていった差別偏見のありようを照射していよ
う。それは、払拭すべきハンセン病にたいする差別偏見として、これからの啓発のターゲ
ットでもあると思われる。
また、「調査票」では、療養所への入所のいきさつについての回答として、「物理的強制
による入所」
「心理的強制による入所」
「きちんとした説明なき入所」
「他の選択肢なき（一
見任意での）入所」
「その他」の 5 つの選択肢を用意したけれども、当事者による生の語り
は、じっさいには、これらの要素のうちのいずれかひとつが際立っていたというよりも、
もっと諸要素が複合的にからみあったかたちで、
「入所＝収容＝隔離」への有形無形の強制
力が働いていたことを、具体的に示している。また、「調査」である以上、「自発的入所」
という回答の余地を残しておかざるをえないと考えて、
「その他」の選択肢を用意したので
あるが、「わたしのばあいは強制収容ではなかった」「自分から願って入所した」と、言葉
としては語られ、調査員が「その他」に○を付けたケースでも、その言葉を前後の語りの
脈絡のなかで読み取っていくとき、けっして、純粋な意味での「自発的入所」ではありえ
ず、
「強制隔離政策」のなかで、本人の主観を超えて、ハンセン病療養所へと追い立てられ
ていったものにほかならないことが了解できよう。
語りの資料は、療養所への収容時点の古いものから提示する。そのため、最初に示すの
は、ご本人は患者ではなく、病気の夫と一緒に栗生楽泉園の自由地区へ入所したケースで
ある。この女性は、海軍軍人だった夫が 1935 年ごろに発病し、海軍を追われ、ふたりは居
場所を失い、1938 年、入所勧奨を受けて、夫婦一緒に住めるのならという条件をつけて、
長島愛生園に入所したが、約束とは違ったので、栗生楽泉園の「自由地区」に移って、以
来 65 年以上の長きにわたって療養所内の生活をしてきた人である。彼女はその体験を、つ
ぎのように語った。
主人は軍人でしたから、それまではすごく順調に、幸せだったんですけど、ある日
突然、額に白いナマズができて、それと同時に、全部いままでのものは、なしになっ
て。それで、もう、身の置き所がなしになりまして、それからはもうみなさんと同じ
に。どこにどうして住めばいいかなと。
ちょっと、ここへね、ナマズが出て。病院で見てもらったら、もう、そのときっき
りで、「海軍はやめてください」と。「いてもらうわけにはいきませんよ」と。
主人はね、ぜんぜん人の前へ出ないんですよ。そのころから眉が抜けてきたから。
もう、嫌だって。「もう人に顔を見られるのが嫌だから、おれは田舎へ帰る」ゆうて、
そのまま、さぁーっと、鳥取の山ん中へ帰っちゃったんです。それで、しかたがない
から、わたしも、あとを片付けて、鳥取へ行って。鳥取行っても、警察やなにが調べ
に来るんです。現在、どうしてるか？ 病状はどういうふうか？ これはどこまで行っ
たって、隠れるとこはないよ、言うもんでね。それで、いっそ、田舎のほうが目につ
くから、米子の町外れで、あんまり目立たないところへ家を探して、そんなとこなら
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いいんじゃないかなぁ言うて、米子へ引っ越したんです。それが 2 月（ふたつき）目くら
いには、もう、ちゃんと、調べに見えました。
そのかんね、2、3 年、どうしようかなぁ思って、迷いながら。そのかんにも、ちょ
っと、この病気の勉強をすればいいんだけど、もう怖い怖いで、全然ね、そのほうの
知識がないから、余計におっかなくてね。そこへもってって、いちばんの頼りにして、
親代わりだった主人の兄が、
「気の毒で、かわいそうだけど、うちに子どもがいるから、
これから結婚の適齢期を迎えると、いろんなことで、差しさわりになるから、うちへ
は出入りしてくれるな」って。それっきり、一切、音信不通で。もう、
「こういう病気
はふたりだけで終わればいいんだから、誰にも頼るまい。もう、そのほうがいいから」
言って。――こっち来てからも、ぜんぜん、親類もなにも……。わたしは末っ子だっ
たから、わたしより上が 5 人いたが、みんな死んじゃって、結局、自分に身内がひと
っつもないんです。天涯孤独で、気持ちが、かえって楽。もう迷惑かけることないな、
思って。
で、毎日のように、警察からと、愛生園から先生がみえて、とにかく、ここにはお
れないんだから、愛生園へ入るように勧められて。で、いろいろ、ふたりで相談して。
まぁ、
「最後までふたりで一緒に住めるんなら入れていただきましょう」。そのときは、
「そういうことは例がないから困るんだけど、なんとかしましょう」と、こう、おっ
しゃったんで、そのように思って、あれは〔昭和〕13 年の 5 月に、愛生園へ入れてい
ただきました。
入れていただいたのはいいんですけど、その途端に、
「ご主人は病者地帯へ行ってく
ださい。奥さんはこっち。病者地帯へ足を入れてはいけません」って言うの。全然、
話が違って。それから、わたしは、毎日のように、本館へ呼び出されて。
「いまのうち
に、くにへお帰りなさい」
「あなたを入れる療養所は、日本中どっこにもありませんよ」
と、そう言って、毎日、お説教されます。それでも、5 日か 6 日いて、食事もなんにも
いただけないから、前の島から運んでもらって。それで、あそこの桟橋のところ、分
館の前のほうに畑があって、そのなかに面会人宿泊所が、6 畳と 3 畳くらいのがぽつん
と建ってる。そこへわたしがひとり、入れてもらって、毎日、呼び出して、お説教さ
れて。でも、結局、
「わたしは、もう、その覚悟して、全部片付けて、なんにもなしに
してきたんだから、帰るとこはないから、帰りません。そういう約束で、ここへ入れ
てもらった」。「いや、そのときはそうだったかわからんけど、とにかく、日本中、あ
なたの入るところはありません」と。毎日、そう言いきられて、しまいには、
「あなた
がそういうふうにねばってると、ご主人に迷惑がかかって、ご主人が不幸になります
よ」と、こう言われましたよね。それがもう少しわたしが、本病のことを知っていれ
ば、そりゃ、もっともだなと。いまならわかるんですけど、そのときはもう、急に病
気になって、もう、頭が変になってるから、そんなこと全然考えられない。でも、警
察も「なんとかしましょう」言われ、病院のほうも「そこまで言われるんならなんと
かします」と、こう約束して、そいで、うちを片付けたんだから、だからわたしは「も
う動きません」。その一点張りで、5、6 日いました。そしたら、むこうで困られたんで
しょう。ある日、夜遅ぉくに、職員の方が戸をたたいて、
「じつは、日本に、ひととこ
ろだけ、あなたの行けるとこがあるんですよ」って。それで、パンフレット持ってき
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て、
「草津へ行けばね、家を買えば、自由地区にはね、普通の人が介護に入れるとこが
あるんだから、どうしてもあなたが、このままでがんばるんなら、そこへ行ったらど
うですか」と教えてもらって。それで、うれしかったから、すぐそのあくる朝、主人
のとこまで行って、相談したら、
「行って見てきてくれ」って。そう言われるから、わ
たしもすぐその足で岡山へ出て、それで、こっちまで来て。そのときに、ありがたい
ことに、本館の大林さんが添え状を書いてくだすって、「これを見せて話をしなさい」
と。それで、それをいただいて、読んでもらったら、
「あぁ、こういう事情なら、いつ
でも来なさい。1 軒、小さい家が空いているから、そこを支度しとくから、すぐ来なさ
い」。とっても、そのときのうれしかったこと。だから、わたしは、みなさんのように、
くやしい、情けないばっかりじゃなしに、ずいぶんみんなに助けられて、うれしい、
ありがたい思いもしてるんだから、何があってもわたしには愚痴はこぼせないと。そ
う、まぁ、いままで黙ぁって、ここまでね、こさしてもらって、いま、ほんと幸せな
んです。
来た当座はね、「ここは壮健の来るとこではない」と。まぁ、そういう者が来れば、
なにもかも、なんだかで、自分たちが損をすると。だから、ことごとに冷たい目で見
られて。そこへもってきて、わたしは関西の人間だから、どこやらのんびりしてる。
関東の人はパンパカパーンなんて言うんで、なに言っても叱られるようで、こわいな
ぁ思ってね。結局、家から出ないことにして。ほんとに、だんだん、もの言うことを
忘れるようになりました。
ある入所者（男性、1939 年多磨全生園入所）は、自分が 1939 年に多磨全生園に収容さ
れたのは、
〈一見任意だけど他に選択肢なき入所〉だと語る。療養所の外でハンセン病の医
療体制が整っていさえすれば、入所の必要はなかったということであろう。
わたし、早生まれだから、6 歳〔になったばかり〕で入学しなきゃなんないのに、熱
を出したり、ひどく病弱になってたんですよ。で、父が「〔入学を〕1 年遅らせよう」
と。で、7 歳で入学した。そしたら、入学して 15 日ぐらい経ったら、身体検査がある
よ、と。で、身体検査に行って、校医に診てもらったら、
「ここ、どうしたの？」って
聞かれた。
肘のところに、やはりハンセン病の「母のからだに出てるものと似てる」
「斑紋」が出て
いたのである。
翌日、学校へ行ったら、担任の先生が、「きょうも、校医の先生に診てもらいます」
と。で、わたし「嫌だ」つって、ランドセルも置いたまま、泣きながら家へ帰ってし
まった。そしたら、担任の先生がランドセル届けながら来て。わたしが家のなかで物
陰に隠れていたら、父が対応して。で、
「身体検査をもう一回受けてもらわなきゃ、学
校に来られませんよ」と。
「いや、子どもが嫌だって言ってるから、もう学校へ来なく
てもいいと言われるなら、行かせません」というふうに父が言って。で、終わり、学
校の関係、それで。それ以後は、なんにも言ってこなかった。
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わたしはすぐ、父に連れられて、東大病院に行きました。で、東大病院で診察を受
けたら、看護婦さんや医学生みたいな人たちが大勢いて。それで、医者がなんか言っ
たら、いっせいにマスクしだしたんで、 ああ、これは本当に病気なんだな と。それ
で、父が医者の説明を聞いたみたい。出てきてもなんにも言わずに、
「帰ろう」と言う
んで、帰ってきて。
父が「東大でも、そう〔＝ハンセン病〕だというふうになった」つったら、母は服
毒自殺をはかって……。わたしは、ちょうど学校に行かないでいたもんですから、遊
びに行って帰ってきたら、うちは雨戸が閉めきってあってさ。変だなぁと思ったら、
プーンと、戸を開けてみると臭う。玄関、鍵がかかってんだ。で、裏口から入ったら、
変な臭いがする。さらに入ったら、母がいびきかいてる、布団のなかで。で、まわり
に、吐いたものが、白い。それが臭ってた。吐いたから、よかったんかもしれないね。
青酸カリやなんかだったら、逝っちゃったんだろうけど、わたしにはよくわからない
けども、猫いらずとか、そういうもんだと思うんですよ。で、わたしが大騒ぎしたも
んだから、隣近所の人が、父に連絡とってくれて、父がすっとんで帰ってきて。医者
をすぐ呼んで。わたしいまでも覚えてるけど、お医者さんが、看護婦さんを 1 人連れ
て来て、母に注射を打ったら、「痛い」つったんだね。それで、「助かりますよ」って
医者が言って、帰って行ったんだ。
そのあと、一命を取りとめた母にはじめて抱かれるんですよ、わたし。それは、い
まもしっかり覚えてますけどね、 いやぁ、母って、こんなにあったかいのか と。で、
母の涙が、こう、顔に落ちるわけ、おれの顔にさ。うん。その涙まであったかく感じ
てさ。そういう思い出ありますよ。
彼を出産後、母は多磨全生園に強制収容されたが、育児をはじめとして生活に困った父
親の手引きで「脱走」していたのであるが、
「母は〔わたしに病気をうつしてはいけないと
考えて〕わたしを抱くことなく、わたしがそばに近寄ると、いつのまにかいなくなる。そ
ういうので、わたしは母に抱かれないで、さびしい幼児期を過ごしたんですよ」という事
情があったのだ。
〔結局、わたしが〕収容されるのは、母が「もう一度、療養所へ戻ります」と言っ
て、一緒に行くんです。――大風子油っていう注射があったでしょ。母は、その注射
は自分には効かないって思っていたけど、わたしには効くかもしれないと〔考えた〕。
わたしに〔大風子油の〕注射を打たせるため〔に、母は療養所へ戻った〕。だから、わ
たしは、母に抱かれたりなんかしてさ。怖くもなんともないっていうか、けっこう、
のんきに療養所へ入りましたよね。で、母と一緒にいられるとばっか思ったら、収容
病棟で消毒されたり、診察なんか受けたり、1 週間ぐらいいて。そんで、わたしは少年
舎、母は不自由舎に、別れ別れに入った。
ある入所者（男性、1941 年栗生楽泉園入所）は、1938 年、旧制中学での身体検査の場で
病気がわかり、即座に「退学」とされた体験を、つぎのように語った。
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旧制中学 4 年の 1 学期のときに、身体検査あったんだよ。生徒がみんな裸になって
並んで、校医の前に行って、それで担任の先生が校医の言うことを処方箋に書くんだ
よね。私の番になったときに、校医が診て、
「あ、この人は、そこに書かなくてもいい
から。それは、私があとで書くから」って、担任の先生には書かせなかったね。それ
で、あとで、家のほうに連絡があって、親が来てくれと。行ったらしいんだね。それ
で、担任の先生から、
「こういう病気だから、もう一日としてここにいてもらっては困
る」と。即時、退学だよね。
この入所者は、このあと、東京の「病人宿」から、草津の湯之沢の旅館での療養生活を
へて、湯之沢解散にともない、親に金を出してもらって、栗生楽泉園の「自由地区」に若
夫婦で入居した。そのおつれあい（女性、1941 年栗生楽泉園入所）が、草津の湯之沢の宿
屋で点灸治療をしていたが、湯之沢解散で、栗生楽泉園の「自由地区」に移った経緯を、
つぎのように語った。本人は「強制収容で来たわけではない」と言うが、明らかに、
〈他に
選択肢なき入所〉である。
〔昭和〕16 年の暮れに、ここへ。ちょうど、むこうの人〔＝隣室にいるおつれあい〕
が〔湯之沢の〕同じ宿屋にいたんだよ。で、
「一緒に入らないか」って。で、まぁ、一
緒〔＝夫婦〕になって入ったわけだ。だから〔昭和〕16 年の 12 月 20 日に入ったんか
な。
湯之沢に 3 年もいるとね、
「あそこ〔＝栗生楽泉園〕へ行ったらもう絶対に出られな
い」ってことだった。
「終身刑だ」ってことだった。それでも、どこも行きようがない
もの。
無理に強制収容で来たわけじゃないんだよ。湯之沢解散で、そこに住めないからこ
っち来た。まぁ、湯之沢がありゃあ、まだ入らなかったかもしれない。ここへ入った
ら、ちょうど、戦争が始まったときでしょ。
〔昭和〕16 年だから。だんだんだんだん厳
しくなって、食うや食わずのご飯で、自分で畑を、笹藪（ささやぶ）を、笹を刈って、開
墾して。堆肥をとったり、ほんとに〔苦労しました〕。
ある入所者（男性、1944 年栗生楽泉園入所）は、1944 年、私立大学の予科在学中の 19
歳のときに、京大病院で診察を受け、ハンセン病だとわかったときのショックを、つぎの
ように語った。
父がちょうど下宿へ訪ねて来ましてね。
「顔がむくんでるようだし、いっぺん診ても
らったほうがいいよ」と。で、
「できるだけ大きい病院がいい」って父が言いますから、
じゃあ京都大学病院がいいと、そう思ったわけです。
はじめ、皮膚科に行って。皮膚科の先生が、こう、ちょっと、針で刺しましたね。
それで、なんかメモ書いて、看護婦さんが「じゃあ、一緒についてきてください」っ
て。ちょっと表へ出て、いちばん端っこが、特別皮膚科のところで。そっちへ回され
て、そこで診察受けたわけです。
〔小笠原登先生に〕「病気でしょうか？」って、父が聞いたんです。そしたら、「し
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ばらく治療されたら、大丈夫ですよ、よくなりますよ」って。小笠原先生はそういう
答えだったです。病名は言われない。
「らい」っていう言葉は使われなかったです。で
も、「らい」ってわかりましたよ、小笠原先生の答えで。
もう、みんな感じることですけど、脳天を叩かれたような、そんな感じ。頭の中が
真っ白になった。時間が止まったっていうような、そんな感じだったですね。
私、
〔旧制〕中学校のときにずっと取ってる雑誌に、長島愛生園のことが書いてあっ
たです。80 人か 100 人ちかくの看護婦さんがダーッと並んで、大きなマスクして、足
みたら、袋足袋（ふくろたび）のような、白い布（きれ）で覆いかぶさっている。こんなに
厳重にしなきゃうつるのか、そんなひどい病気か、と。なんか、恐怖を覚えるような、
そんな記事を読んだことがあります。そういうわけで、知っとったわけです。
この病気は治らない。だんだん病気が重くなっていくんだなぁと。行く末はない。
死んでいくんだと。そんな感じです。おおかたが、みな、そうじゃなかったんですか。
ある入所者（男性、1944 年多磨全生園に入所）は、1944 年、19 歳での繰り上げ徴兵検
査のときに病気を指摘され「兵役免除」となり、村じゅうに知られるに至った経緯につい
て、つぎのように語った。
19 歳で徴兵検査。わたしたちは最後の徴兵検査を受けた年齢なんですよね。戦争が
破局的な状況にあったもんで、大正 14 年〔生まれ〕は繰り上げになって、13 年〔生ま
れ〕の人たちと同じにね、1 年に 2 年ぶん、徴兵検査をおこなうってわけでしてね。ま
ぁ、ぎりぎりの身長かなぁというふうには思いながらもね、それでも合格すれば、ど
っかへ送られて、たぶん名誉の戦死するだろうっていうようなね、そういう計算を自
分ではしてたんですよね。でも、徴兵検査っていうものはね、結核と、それからハン
センの、チェックっていうのはものすごく厳しくって、それで、その日、わたしの同
級生であるとかね、1 級上の者であるとか、2 年ぶんの知り合いの者たちのなかで、わ
たしと、それから、わたしの部落で級長までした男が、結核で、試験場でマスクかけ
させられて。わたしは、マスクかけろとは言われなかったんですけれどもね。でも、
兵役免除だということで、全部検査が終わるよりも前にね、早くに帰されたんですよ
ね。
そういう状態で帰る道すじでね、
〔じつは〕わたしのうちは、そういう病気の人がい
たんですね。――療養所へ入ったときなんかもね、わたしならわたしの病気がどこか
ら伝わってきたのかっていう、その道すじをね、かなり厳しく詮索するんですけれど
も、わたしが入園したときには、医務課長がかなり厳しくそれを追求したけれども、
ついに、やっぱ、うちの恥みたいな感じがしていますのでね、言わずにしまって。だ
から、まずあんまり人にはね、おれのうちはそういううちだったんだっていうような
ことはね、話してないですね。
だから、兵隊に行って死のうかって考えたくらいだから、はねられたらね、もう、
ほかにどうしようもないんだから、途中に鉄道の線路もあるし、飛び込むなりなんな
りすればいいだろっていうふうに思ってもね、なかなかできない。それで、やっぱり、
うちへ帰ってね。まだ、19 つったって子どもですよね。そしたら、親父が……。うち
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の病気であった人っていうのはね、父親の弟、
〔わたしの〕叔父さんだけれども、ずっ
と病気でね、うちにいた。所帯もつとかそういうことでなしにね、叔父さんにしてみ
れば、生まれた家にずっとね、病気でもってそこに焦げついているっていうようなか
たちであったわけですよね。で、あんまりは覚えてないけれども、亡くなって、棺桶
へ入れるときの様子をね、ちらっと見た記憶が残っていてね。
それで、うちへ戻ってきて、当然、親は「もう終わったのか？」って言って。前の
晩、もう徴兵検査となれば一人前だっていうことで、ビールついでくれたりなんかし
てね。そういう日を迎えられたっていうことを喜んで、それで翌日、朝、送り出して。
で、途中でもって帰ってきたから、親父は当然驚くわけで。それで、
「なんだ、もう終
わったのか？」って言ったのにたいしてね、
「いや、おれはタケちゃんみたいな病気が
あったんだぁ」――タケちゃんっていうのは叔父さんだよね、そう言ったら、親父は
もう、とっさにわかって、それで頭かかえてね、
「ああ、おれの人生、もう、終わった」
って言ってね、それで納戸（なんど）へ入っちゃってね、自分で布団ひいてね、寝込ん
でしまったね。でも、わたしは、遅い昼飯を食べてね、お茶づけかなんかにしてね。
五郎八茶碗（ごろはちぢゃわん）のなかへ、涙がぽたぽたぽたぽた落ちたけんども、それで
も、がつがつ食べたね、ご飯を。
それが、その日のことであって。だけど、ほら、同級生やなんかが徴兵検査を一緒
に受けて、わたしが早くに兵役免除になって帰されたっていうことであるから、もう、
村じゅうすべてに知れ渡るわけだけれどもね。だから、うまく結末がつけられるだろ
うっていうふうに思ったのが、目算がはずれて。ほとんどもう、村のひとりひとりに
ね、徹底的に、この事実を教えてしまったっていうような、そういう結果になったわ
けですよね。で、おふくろに親父が指示した、
「日赤へ行け」ってね。で、翌日、日赤
へ行って、日赤の診察を受けて、日赤から〔多磨〕全生園への紹介状を書いてもらっ
て。だから、親父はたぶんその紹介状を読んでるんですよね。封を開けて読んでると
思うんですけれどもね。だけども、はっきりと、
「おまえはらいなんだ」ということを、
直接言われたっていうことはないわけですよね。そういうふうなかたちで自分で悟っ
ていく。
つづけて、この方は、
「患者狩り」のお先棒を担いだキリスト教会の牧師の「入所勧奨」
を受けた経緯について、つぎのように語った。
そのうちに〔＝徴兵検査でハンセン病と診断されたのちに〕、飯野十造（いいの・じゅう
ぞう）っていう人が――飯野十造っていう人は、プロテスタントの牧師で、静岡市に其

枝（そのえだ）教会っていう教会があって、そこの牧師なんですけれどもね。その牧師が、
白い消毒着を着た医者をつれて、夕方来ましたね。それは、どんなかたちであれ、ど
こそこにらい病の患者がいるぞという噂が飯野牧師のところへ集中するようなシステ
ムになっていたんだろうって思うんですけれども。飯野牧師が、だいたいあのへん一
帯、ものすごい感度のいい情報網をもっていて、そういう噂を聞くと、ただちに出向
いていって、全生園なり、長島愛生園なり、地元の御殿場の駿河療養所なりにね、入
所を勧奨し、それで入所の日が決まれば、連れていくというね、そういうことを手広
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くやっていた人です。これはほんとに、有名な人なんですよね。最終的にはそれでも
って藍綬褒章って勲章もらったほどの人ですのでね。それで、その飯野さん、白い髭
をこんなに長くのばした人が来て、それで、結局、
〔わたしを療養所に入れるのがよい
と考えていた〕親父とは話が合致するわけね。結局、日赤で紹介状ももらってるわけ
だしね、
「飯野さんが連れていってくれるっていうんだったら、ぜひ、渡りに船でお願
いします」っていうようなね。ふつうですと、飯野さんのようなお先走りのないとこ
ろではね、うちにいつまでもいて、結局、警察やなんかの手をわずらわすっていうか、
強制収容されるっていうようなかたちになるんですけれども、うちは、それよりも前
にね、飯野牧師によって〔ここへ〕来たんですよね。だから、うちの親父は、飯野牧
師には感謝して、亡くなるまでね、季節季節の、畑、田んぼの生産物をね、
「神様にあ
げてください」って、必ず届けて、最後まで届けて、ありがたがっていたんですけれ
ども。
たまたま、わたしのように徴兵検査でね、村に全部わかってしまったっていうケー
スだからね、
「渡りに船」になるんですけれども。ひた隠しにしているところへね、白
い予防着を着た医者を連れて訪れると、たちまち、近所の好奇心の的になっちゃうわ
けですよね。で、たいへん迷惑がられて。おなじ静岡〔県〕でもね、飯野牧師にそう
いうふうに訪ねられて、それは掛川のほうの、もう、おじいさんで。いつごろからか
はわからないけれども、左の手の指が、こっちの第 4 指、5 指あたりがね、すこし曲が
ってるぐらいの人で。そういう神経らいの人はね、それはそのままで病気が固まって
しまって、なんの治療をしなくっても、そのままで一生を終わるっていうケースが多
いんですよね。だけども、それがハンセンだってことを飯野牧師が嗅ぎ付けて、それ
で医者つれて訪問して、
「入れ、入れ、入れ、入れ」って言って、結局、連れてこられ
るんだけれども、ほっておいたってもう、年だからね、死ぬんだと。だけど、そうい
うふうなかたちでね、近所中ふれまわるようなかたちになってしまったからね。残る
家族だって、たいへんな差別やなんかを受けることになるし。それから、
〔そのおじい
さん〕本人は、
〔飯野牧師が〕たまたまプロテスタントの牧師であったから、この〔＝
多磨全生園の〕中のプロテスタント、秋津教会の、三角梯子のような感じの鐘楼（しょ
うろう）があって、
「その鐘楼へぶらさがって、死んで祟（たた）ってやる」って言って、

自殺したんですよ。
そういう人もあったし、それから、乳飲み子を抱いたまま、送られてくる特別列車
を「御召列車」っていうけれども、御召列車でもって、ずうっと泣いてきて、それで、
全生園へ来たら、医者が診てね、「まだこのくらいだったらば、この子もいるんだし、
きょうは帰ってもいい」って、帰された人がいるっていう。
〔その女のひとと〕御召列
車でたまたま一緒になった人が、そういう人がいたっていう話をね、してくれたこと
があって。静岡から来た、去年亡くなった O さんっていう人がね、「わし来たときに、
そんなことがあったよ」っていう話をしてくれたけれども。
とにかく手当たり次第、飯野牧師がね、静岡県は、みんな送りこむっていうことを
したわけですよ。だから、静岡の飯野っていえば、もう、ほんとに、有名だったんで
すよ。それは、評価だけでなしに、悪名高いっていうのでも有名な人だったですね。
ただ、わたしは、彼に連れてきてもらってね、親父と一緒に普通の列車に乗って。
〔わ
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たしは〕まだなんともなかったからね、そのころは。親父は、自分の弟の病み崩れて
いく姿を見ているはずだけれども、でも、ここへ送ってきたときにね、門を入って収
容病棟のところへ行くまでのあいだに、入浴のために風呂へ行く不自由な人たちとす
れ違ったんですよね。風呂へ行くから、薄着になって、バケツを腕に下げてね、それ
で、杖ついてね、石の道を浴場へむかって、次から次に行くでしょ。地獄を、いきな
り見たような気が、親父はしたんだろうと思うんですよね。だから、一生、
「おれはお
まえをあそこへ捨ててきた」ってね、一生負い目に思ってたみたい。
ある入所者（男性、1945 年栗生楽泉園入所）は、「未感染児童」として保育所で過ごし
たあと、発病して栗生楽泉園に収容された経緯について、つぎのように語った。
わたしが生まれたのは長野県なんですけど。昭和 15 年、5 つのときに、湯之沢にき
ましてね。湯之沢に、両親といたことがあるんですよ、2 年ほど。そのあとね、湯之沢
が解散になって、両親は病気だったんで、ここ〔＝栗生楽泉園〕へ入るんですよ。わ
たしは、病気じゃなかったんで、そこに保育所ってのがあったんですけどね、そこに
〔昭和〕17 年の 5 月から 20 年の 2 月まで、いるんですよね。だいたい、19 年の暮れ
ごろに病気がわかったんですよ、自分ではね。で、20 年の 2 月の 17 日に、ここへ入っ
た。
なんか、ここんとこ〔＝左太腿〕
、足の感じがなくなったのがわかって。で、けっき
ょく、みんなが「病気だ、病気だ」なんて言うんでね。ああいうのは、もう、すぐわ
かっちゃうんですよ、子どものなかだってね。集団でいると。
保育施設ってのはおもしろいところでね、施設ですからね、けっきょく、なんてい
うの、喧嘩して順番ができるんですよ。いちばんのボスから、ずうっと、こう、順番
があるんですよ。だいたい、俺よりこっちのほうが弱いとかなんとかって、順番があ
るのよ。その順番がね、崩れてくる。けっきょくね、みんながね、白い目でみたりす
ると、まともに喧嘩することできないからね。そうなると、順番がさがるんだよ。
それと、やっぱし、風呂に入るのが嫌でね。当時、困った。みんなに見られるよう
な気がしてね。一緒に入れなくってねぇ。なんか、虱（しらみ）がわいてひどい目にあ
ったような覚えがあるけどね。あれだけは、ひどい目にあったぁ。保育所にはね、こ
の温泉がいってる。温泉だから、いつも、出てんだよ。出てるったって、昼間、入る
わけにはいかないのよ。何時から何時までは何の時間って〔決まってたから。〕風呂へ
入るのが、なんていっても、いちばん困ったなぁ。まだね、ここらへんに白い斑紋が 1
個あったくらいだからね、どこがどうってことはないんだけども。
〔楽泉園に移ったのは〕ああいうとこには、
「お母さん」っていう人がいるんですよ。
いちばんの親方の保母さん。わたしなんかがいたときは、岩田たまさんって人だった
けど。「明日、行くよ」って、言うわけさ。それはもう、絶対だからね。「明日、行き
なさい。用意しなさい」って、こう言われればね。理由なんか説明しないよ。だいた
い、わかるから。
ある入所者（男性、1947 年邑久光明園入所）は、1947 年、18 歳のときに、執拗な入所
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勧奨を受け、言うことをきかないと「進駐軍が連れに来るぞ」とまで脅されて、
「御召列車」
で邑久光明園に収容されるまでの経緯を、つぎのように語った。
いちばん最初、胸のとこに、タムシみたいな赤い斑紋が出たわけやけどねぇ。その
当時、ハンセン病自体がわからんから、なんでこんなんができたんやろぉって気持ち
でおったわけ。尋常高等小学校 2 年の、15 歳のときですかねぇ、学校の身体検査のと
きに、校医が、「なんや、こんなとこに、こんなんできとるなぁ」いうて言われてね。
で、
「調べる必要があるんじゃないか」とか言うてね。校医自身は〔ぼくがハンセン病
だと〕知っておられたかどうかはわかりませんけどね。
「いっぺん他の病院行って診て
もらえ」って、親にそういう書類を渡してっていうことで。で、まあ、たいしたこと
ないし、べつに行くことないわいってね、なかなか行かんかったけどね。
「どんなんや、
まだ行ってきてないやろぅ」っていうようなかたちで言われて。もう卒業間近かなぁ。
県病院へ行ったわけやけど、県病院でも、「名古屋の大学病院へ行け」言われてね。
それで、わかってね。パンフレットみたいなのくれたわけよね、大学病院で。それ
でも、ぼくら、ライっていうような病気、そんなもん、どういう病気やろっていうよ
うななんでおったわけでね。で、まあ、
「こうこうこういう療養所があるから、そこへ
入ったらええ」とかいうて、書類に書いてあったわけやねぇ。そんなもん、ぼくは、
ほかしてもうたわけやね。
で、学校卒業してから、ちょっとこう、手にもなに〔＝斑紋〕が出たから、ああ、
これはまたいっぺん病院行ってなにする必要あるんかなぁ思うて、また名古屋の大学
病院に行ったわけやけどね。で、薬、飲めいうてね、病院でいただいて。むかしの薬
やからね、大風子いうてね、飲み薬をくれたわけやけどね。油みたいな玉、そんなん
飲めないからね、買うて持って帰ってきて、みな捨ててしもうたわけやけどね。飲ま
れんから。それで、戦争がだんだん激しくなりましてね。ぼくは、病院行ったり行か
なんだりで、何回も行ってないですわ。
従兄弟と一緒に、近くの鉄工所へ行っとったわけやね。で、
〔昭和〕21 年の、もう秋
やったわね。ぼく、田んぼへ行っとったわけやね。だったら、妹がね、知らん人を連
れてきてね。で、なんかなぁ思うてたら、「わしは県の職員や」言うてね。「隣村に、
らい病の人がおる。岡山の病院へ行くから、一緒に行かんか」って言うから、ぼくは
「そんなとこ行かん」言うて、その人に断わったわけやね。
で、
〔昭和〕22 年の正月すぎて、いわゆる担当官がまた来るし、警察も来ました。で、
「ぼくはそんなとこ行かん」って言うとるから、
「そんなこと言うとったら、進駐軍が
連れに来る」って、こう言われましてね。で、まあ、2、3 回、警察とか担当官が来ま
した。ぼくが「行かん」言うからね。そうなったらやっぱり、田舎のことですからね、
隣近所がね……。警察が、むかしのサーベルっていうんですか、そんな格好で出入り
しとるからね。
「ああ、なんか、あったんやろか。どういうようななにやろ」っていう
ような、ねぇ、隣近所の人が、不審に思うわね。で、県のかただって、県の車で来る
でしょ。ぼくらのほうの田舎いうたら、自動車を見るいうたら、もう、冠婚葬祭ぐら
いのときぐらいしか、自動車ってないわけやね、見る機会がね。それに、警察は行く
わ、県の自動車で職員の人が行くわっていうような、なにかあるんやないかっていう
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ようなことで、なんていうんか、どういうようなツテでわかったんか知らんけど、
「そ
この息子は病気や」っていうようなかたちでね、わかったわけやけどね。で、また、
「行
かん、行かん」言うもんやから、
「進駐軍が連れに来る」っていうようなことを言うか
らね。それで親もびっくりしてね。そんなもん、進駐軍が来てやねぇ、ジープとかそ
んなんで連れてかれたらやね、それこそ、近所にはね、そういうようななにでってい
うようなことになるから。だったらもう行かなしょうないんかいうことでね。で、
「岐
阜の駅まで何時なんぼに来い」いうことで、ぼくは親と一緒にね、岐阜駅行ったら、
やっぱりね、同じような人が。ぼくら 5 人、同じように収容で来たわけやね。
そのころやったらいわゆる「御召列車」とかいうてね、一貨車、借ぃきって、担当
のかたと、あれ、保健婦か、事務をしておる女の子かどうか知らんけどね、と来て、
ぼくらは 5 人一緒に一貨車で。県が借ぃきっとるんやろね、あれ。で、途中の駅でね、
まあ、そら、
「患者輸送」かなんか貨車の横に書いてあったと思うわけやけどね。とこ
ろがその、なかなか、なんていうんかな、汽車に乗るのにね、一般のかたはたいへん
やったと思うわけやね。乗ろう思うても、ようけ混んどったりなんかしてね。で、と
にかくうちの貨車へね、駅ついたら、みな乗ってきよう思うわけやね。よけぃ、すい
とるから。
「患者輸送」とかなんか書いてあったとか言うてましたけどね、そんなもん
目に止まらんのとちがうかなと思うわけやね。
「わぁ、この貨車、すいとるからここへ
乗ろ」っていうなかたちでね、乗りに来る人が、もうほとんど駅ついたらおったわね。
だけどまあ、じつはこうこうこうや、うつるらい病やからっていうようなかたちでね、
全然乗せなかったけどね。
で、夜行で来るから、岡山へ朝ついて。で、岡山駅で、ジープを改造した車でね、
みなそれで患者輸送しとったわけやね。ここの光明園の車やと思うわけやけどね。そ
れに乗せられて、ここへ着いたわけやけどね。
ある入所者（男性、1947 年邑久光明園入所）は、子どものとき「トラックの荷台」に乗
せられて収容されたと、つぎのように語った。
その病気〔＝ハンセン病〕やって、あの、ぼくだけちゃうからね、なっとるのは。
きょうだいも。ここ〔＝邑久光明園〕へ、そやから、一緒に来た。もう何回も、
「ここ
へ入れ、入れ」て、〔入所勧奨に〕来たと思うで。県のほうから。せやけど、親父が、
行かさんかったっていうかな。ちょっと記憶は薄れとるけど、そうやと思う。で、何
回目かに、朝早くかな、もう行かなしゃあないということになって、朝早（はよ）う、
トラックの荷台に乗せられて来たのを覚えてる。おれは、連れられて来たちゅうこと
や。自分の意志で来たんとちゃうから。どっか遠足でも行けるわ、っちゅうような気
分やったもの。せやけど、えらい朝早ぅ、トラックの荷台って、おかしいなとは思っ
たがな。
こういうとこ〔＝ハンセン病療養所〕やとは全然思わんかったわな。あるとも知ら
んかったしな、こういうとこが。
ある入所者（男性、1948 年栗生楽泉園入所）は、自分は療養所に「自発的に入った」と
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言明した。草津の湯之沢での療養生活の経験をもち、湯之沢解散で帰郷していたが、病状
の悪化により、1948 年、20 歳のときに、みずから栗生楽泉園に向かったというのだ。
〔おれは〕自発的に入ってきたんさね。湯之沢でもって〔暮らしたことがあるから〕
、
いちおう、ここ〔＝栗生楽泉園〕を知ってたし。このなかに、だいたい、自分の知っ
てる友だちやなんかみな入ってるし。まぁ、道順も知ってるしね。ただ、ここへ入れ
ば、こんだ、もう出してもらえねぇんだぞってことは承知だったけどね。そら承知だ
けど、この病気のせいだからしょうがないしね。当時の国の癩予防法的な対処なんだ
からね。もうある程度仕方ないんだと。小遣いが一銭もらえるわけじゃないし、なん
かしら作業しないと……。おれが入ったころから、慰安金てのがあったんかなぁ。た
しか、いくらかもらったような感じがするわな。とにかく馬鹿にしたような低い額だ
ったよね。それがしばぁらく続くんだよね、〔昭和〕23 年に入って。
おやじがあとで言うのには、もうちょっと新潟医大に近くて、通えれば、治療でき
たんだと。で、ここへ入ってから聞けば、新潟医大へ通ったって連中、何人もいるも
のね。おれはもう、ほんとのこっち、長野の県境のほうに生きてるんだからね、とて
もそこまで通ってなんか行けっこないし。
しかし、
「自発的入所」というこの入所者のばあいも、栗生楽泉園に向かう途中、草軽電
鉄の乗車拒否にあい、さんざんなめにあった経験をしている。
おでこと鼻の頭にね、急性結節。おれたちは「熱こぶ」って言ったんだけど。おで
このやつがパンクしちゃってね、膿が出るんさ。そんな、しょっちゅう出てるわけじ
ゃないけれど。それは、帽子かぶれば、いちおう隠せるんさね。鼻の頭は、うまくね
ぇんだいねぇ。いまほど鼻ぺちゃんこじゃなかったから、まだ。あのころはね、雑誌
を丸めてね、顔に、こう、あてながら、隠しながら。そういうかっこうで、それで、
帽子をかぶってさ。
『ラッキー』とかなんとかつった、薄い本だったんだいね。いまの
週刊誌みたいなもん。それを丸めて。で、こっち来るのに、軽井沢ではねられちゃっ
たわけさ。乗車拒否よ。改札員から「あんたは、乗車しないでください」と。軽井沢
に、通称「峯公（みねこう）」っていうのがいて、これ、病気に明るいもんだから。どう
もその人だろうと思うけど。で、乗車拒否だもん、乗れねぇんさ。それで困るってい
うと、その人がまた、なんだか、ほんとに泣きついていくってぇと、旅館を案内して
くれたりなんかもしたらしいんですよね。で、まだ 20 歳（はたち）だもの、おれ。泣き
つくことはねぇやねぇ。切符、もう、改札もしてあるんだいね。改札もしてあったん
だから、そのまんま、峯公が行っちゃったら、その後からひょいっと走って出ていっ
ちまえばよかったのに、もう、気がひけてるから、その切符を持ったまんま、先の駅
へ……。もう何回か、その草軽電鉄には乗って、うちへ行ったり来たりしてるから、
勝手はわかってるんさ。先まで行って、先で乗ればいいやと、そういうつもりでいた
の。考えとしては、大変いい考えだったんさ。そしたら迷子しちゃって。それから、
とんでもない、信越線のほうへ出ちゃって。線路づたいに歩けばいいんだと思ってね。
だけど、この線路、電線がはってねぇけどおかしいなと思いながら。沓掛のほうへ向
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かって歩いちゃったらしいんですよ。また、その道、引き返してきて。それで、こん
だ、つぎの駅まで、また長いんだわ。暗くなっちゃってね。電鉄のところどころに、
番線はってあるんだよね。それにつまづいてさ。しょうがねぇから、線路のなかに入
っちゃって。歩いて。もう一晩、ここらで野宿して、あしたの夕方には草津へついち
ゃうだろうと、そう思ってたの。で、駅員がまだいるから、駅員がいなくなったら待
合室で寝ればいいと思って。そこで一晩野宿して、翌朝早く出て、夕方には草津へつ
く予定だったのが、夕立にあっちゃって。とてもじゃねぇが、歩けなくて。雨宿りし
て。少し小降りになったから、もう、早く草津へ行きたいんだいね。だから、谷所（や
とこ）ちゅうところが確かにあったわけなんだけど、まだそこまで来てねぇから、まだ

だなぁと思って。前の晩みたいに、夜暗くなってから歩くのやだから、早目に、どっ
か野宿しようと思ったら、新しく建てたうちがあってね。大工さんがまだ、壁板なん
か張ってたけど、そこで、
「一服さしてくんない」って、ちょっと雨宿りさしてもらっ
てて、いつまでたってもおれ動かねぇもんだから、
「おい、どうするんだよ」ってこと
になって。
「このへんに旅館あるかい」って聞いたら、
「ねぇ」ちゅうわけだよ。
「じゃ
あ、悪いけど、あしたの朝早く、おれ、出ていくから、それまでここへ置かしてくん
ない」ちゅうことで、
「火だけ気をつけろよな」ちゅうことで。煙草はもう、どっかへ
落っことしちゃってないし、ライターの火は全然つかなくなっちゃってるし。いまの
ライターと違ってねぇ、むかし、オイル入れて、1 日分ぐらいしかもたなかったんだも
んね。もう、火もない。煙草も吸いたいけど吸えない。足は、パンパンに腫れちゃっ
て。足の裏、まるっきり、摩擦、水泡の皮むけちゃって。惨めなもんさね。それで、
こんだ、こんなに足が腫れてるんだけど、むかし、敗戦になったときの、軍隊の払い
下げの、編上靴（へんじょうか）とかなんとかっていう革靴、それに、むりやり足突っ込
んでさ。10 分も歩いたら、もう、谷所じゃねぇの。谷所来りゃ、すぐ草津なんだいね。
ゆうべのうちにちょっと我慢すりゃよかったなと思ったけど。
ちなみに、前出のある入所者（男性、1939 年多磨全生園入所）は、1951 年に、園の許可
を得て、転院のために多磨全生園から駿河療養所へ移動中、横浜駅でひどい取扱いを受け
た経験を、つぎのように語る。乗車拒否というものがどのようなものであったか、前の話
と関連するので、ここに掲げておく。
〔兄が多磨全生園で亡くなったあと〕わたしは、兄貴の遺志をつごうとして、
「駿河
療養所へ行きたい」と。で、正式に許可を取って。そしたら、患者を移送するという
ことについて、多磨全生園は、本当に、いい加減でしたね。わたしに転院の許可を与
えながら、患者輸送をね、神父さん――神山復生病院に、多磨全生園に来てキリスト
教の布教やなんかをやっている神父さんがいて、その神父さんが神山復生病院に行く
ときに、わたしを乗せていくと。それで、それが明日だというんで、友だちみんな集
まって一杯飲んで、送別会やってたの。そしたら、連絡があって、その神父さんは、
じつは北海道に行ってて、きょう帰るわけだったけど、北海道でジープが故障して、
ダメになったと。だから、当分、見送り、という連絡が施設側から来たの。
そりゃあ、ねぇだろう、というんで、それで、翌日、わたし、友だちに送ってもら
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って、東海道線に乗って、御殿場に行こうと思ったの。そしたら、横浜で降ろされち
ゃったの。降ろされちゃったというのは、わたし、もう疲れてて、眠ったんですよね。
そしたら、顔やなんかがむくんでたというか、症状が出ていたから、それで、ハンセ
ン病のことを詳しく知ってくる人が、おそらく近くにいたんでしょう。で、横浜駅に
着いて、わたしはぼんやりしてた。わたしのまわりに人がいなくなってんだよね。大
勢いた客が、わたしのまわりだけいないわけ。変だなと思ったら、鉄道公安官が入っ
てきて、
「降りてくださいよ」って言うわけさ。
「なんで？」つったら、
「あんた、病気
でしょう？ 降りなきゃだめですよ」なんて、降ろされちゃって。そしたら、昭和 26
年だから、まだ、横浜駅構内に、戦災浮浪児というのが大勢いて、そういうのが、わ
たしのことを聞き込んだのが、
「おーい、らい病が捕まったってよぉ」なんてさ、言う
のが聞こえるの。
「おい、あいつだ、あいつだ。あいつ、らい病だってよぉ」なんてね。
その鉄道公安官に連れられて、駅の、変な空き地に連れていかれて、そこへ茣蓙（ご
ざ）を敷（ひ）かれて。で、線を描いて、
「ここから出るなよな」なんて言われて。ハッ

ハッハッ。そこで一晩、露天ですよ、茣蓙の上で過ごして。それで、
「どうして〔療養
所から〕出てきたんだ？」って言うから、わたしは、
「駿河療養所へ行くんだ。療養所
は、わたしが行くのを知ってるんだから、療養所に連絡してください。で、療養所か
ら迎えにきてもらってください」と。連絡を取ったら、「そんなのは知らない」って、
駿河療養所の施設が言ったんだ。面倒なことに、かかわりたくない。それで、その翌
日、送り返されちゃった、多磨全生園に。
それで、2、3 日したら、「おい、新聞に出てたぞ」なんて言われて。わたしの名前、
本名を 1 字変えただけで〔新聞に出ちゃった〕。
「お父さん、なんて言うんだ？」おれ、
〔そんなことになるとは〕知らないから、みんなしゃべっちゃった。
「お父さん、こう
いう人です。こういう名前です」「うちは、どこにあるんだ？」「こういうとこです」。
そしたら、番地をちょっと変えるだけで、父の名前も 1 字変えるだけ。わたしの名前
も 1 字変えるだけ。それだけで、「癩患者、列車内で捕まる」という記事になってた。
ビックリしましたよ。
ある入所者（男性、1949 年栗生楽泉園入所）は、発病から収容までの経緯について、つ
ぎのように語った。
27、8〔歳〕、戦争の始まるちょっと前ですね。右足の親指の裏へ傷ができた。最初、
1 円硬貨ぐらいの小さいのができてね。それ、痛くないんですよ。これはおかしいなぁ、
と思っていたんですけど。それ大きくなって、10 円硬貨くらいかね。それでもう、こ
れじゃ仕事できないと思って、地方の医者をずうっと歩いた。でも、どこへ行っても
病名を言ってくれないんですよ。面倒くさいんでしょ。言うと、あと、病院自体を消
毒されるのが。
だから、病院はね、ずいぶん歩きましたよ。それで、最後に行った先生が、年寄り
でしたけどね、「帝大へ行って、診てもらいなさい」って、紹介状を書いてもらって、
それで行ったんです。2 週間くらい経ってかねぇ、
〔東大病院の〕先生に、
「あんた、こ
こに何の病気で来てるか知ってますか？」って言われたんですよ。ぼくが「いや、わ
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かりません」って言ったら、
「あなたの病気はらい病ですよ」って言われたの。そうし
たら、血の気がさーっと引いちゃってねぇ。らい病ってのは怖い、ってことは意識し
てますからねぇ。で、うちの親戚、身内でもねぇ、この病気出た人がいないんですよ。
だから、余計、たまげたね。
〔じつは〕うちの上のほうにね、1 軒そういう家（うち）があって、そこのうちの病
んでる人はね、小さい小屋を作ってね、そこへ入れとかれてたんですよ。それで知っ
てるんですよ。だから、俺もあの病気かなぁ、と思って。それを言われたから、余計
がっかりしちゃってね。〔世の中〕もう真っ暗ですよ。
それで、
「療養所へ入るか、帝大に通うか」って言われたんです。だから「通います」
って、1 年くらい通ったんです。〔当時は〕週 2 回、大風子を打つだけです。足の傷、
だんだん大きくなるけど、全然治らないんですよ。これじゃ、どうなってもいいぞっ
て、やけくそみたいになってね、それでもう、行くのやめていたんですよ。
それから 1 年くらい経ったら、今度は、保健所から来たの。帝大へ行かないもんだ
から、保健所へ、通知したんですね。保健所から来たのが、終戦後で、
〔昭和〕23 年か
な、4 年になってたかもしんないね。それで、今度は「療養所へ入ったほうがいいだろ
うから」つって。それで、全生園に入るわけだったの。ところが、全生園がいっぱい
でね、入れないで、それで、ここへ入ったの。来るときは、2 人で来ました。もうひと
りの人と。年寄りの、おじいさんと。別の村だけどね、その人も全生園に入れないで、
こっちへ一緒に来たの。
〔栗生楽泉園に来るときは、保健所の人が〕ついてきました。トラックで来ました。
トラックに、幕を張っちゃってね。あのときのトラックは、ありゃ、木炭車でした。
〔幌
を〕開けりゃ、外の景色は見えるんですよ。だけど、落ち込んでいたから、外なんか
見る気はなかったですけどね。朝は早かったですね。朝 6 時ごろ、もう村を出たのか
な。ここへ来たのが昼過ぎだから。
〔保健所から「療養所に入りなさい」って言われたときは〕かえって、よかったと
思って入ってきました。もううちにいても仕事はできないしね。家族にも迷惑かける
だけだから。それで、
「治ってよくなれば帰れるし」なんて言われたからね。それなら
いっそのこと、行って、治したほうがいいと思って。それでこっちへ来たんですよ。
〔「治療すれば治るよ」って言ったのは〕保健所だったか役場だったか……。そりゃ、
だますつもりで言ったかもしれないんだよね。
〔自分にも〕治したい気持ちはあったけ
どね。治るとは思ってなかったですね。で、ここへ来たら、自分よりか悪い人がいっ
ぱいいるんで、これに驚きました。
そのころは裏傷ぐらいでね、よかったんですよ。〔昭和〕24 年、34 歳で、ここへ入
りましたから。
ある入所者（女性、1948 年栗生楽泉園入所）は、療養所に収容されるに至った状況と、
入所後「薬を飲まなくなって 30 年、40 年たつ」という経緯を、つぎのように語った。こ
のひとの語りからは、強制隔離撲滅政策というものが、長期にわたる「収容＝隔離」がま
ったく不要であったひとさえも、終生隔離の対象としてしまったことを読み取れよう。
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小学校 6 年生のときに足の太腿に赤い紋ができて、町医者へ行ったら、
「タムシだろ」
ってんで、もらってきた薬が臭い薬でね。でも、それを毎日 2、3 回塗って。小学校 6
年生のときは、まあ、斑紋程度でおさまってたんですよね。
高等科 2 年卒業してから、だんだんだんだん、その赤い斑紋が広がってきて、足か
ら今度、胸のあたりへ出たり、背中へ出たりして、こりゃあおかしいっていうんで、
保健所へ行って診てもらったんですよね。保健所で、
「大学病院行ったらいいだろ」っ
て、上野の大学病院へ通ったんです。
大学病院行ったら、
「ちょっと、こっちへ」なんて、受付の人が案内して、別の部屋
へ行って、裸になって。
〔娘だから恥ずかしかったけど〕お医者さんの前だから、しょ
うがない。裸になったら、胸やら背中やら手やら足やら筆でなぜてね、
「わかる？」や
っぱり、手や足が、もういくらかそんとき、悪かったですよね。曲がってなかったけ
ど、神経が筆でさわっても鈍かった。針でちくちく〔しても〕、感覚がね。
大学病院通ってるころは、あたしもまだこの病気ってわかんない。で、大学病院通
ってて、近くに保健所ってあるでしょ、保健所へ呼ばれた。どっからか話が伝わった
んでしょうね。あたしのお父さんは〔しばらく前に〕亡くなってたから、
「お母さんと
ふたりで一緒にいらっしゃい」って。あたしは話聞かないで。あたしの母親は聞いて
びっくりして、青い顔して出てきたから、「お母さん、どうしたのよ」ったら、「こう
いう病気だ」
。親戚にこんな病気〔の人が〕いたかしらって、調べられるだけ調べたけ
どいなかった。それでだんだん、役場のほうの手続きで、収容のかたちで来たけど…
…。最初は昭和の 23 年の春ごろ、全生園に役場が手続きしてくれたの。〔しかし〕全
生園でね、
〔入所者が〕それこそ 1,000 人以上超えてるんで断わられたの。で、
「楽泉園
どうですか」って役場から手続きしてくれた。
〔ここに入所したとき〕あたし、
〔外から〕見てもなんとも悪いとこなかった。あた
し、顔になんにもできなかった、体にぶつぶつもできなかったから、ありがたかった
です。
〔ここに来て〕10 年たっても 20 年たっても、あんまり変わりないですよ。おかげさ
んでね。来たときは、5 年や 10 年……。もう何十年も菌検査しても出ないから、本病
の治療なんにもいっさい、薬も飲んでない。もう薬も飲まなくなって 30 年か 40 年た
ちますかね。来たときは、5 年や 10 年は続けましたよ。注射の方もいたけど、あたし
注射打つとどうもプロミンが反応があってね、かえって打ったあと気分が悪くなる。
で、先生が「それじゃあ、飲み薬がいい」って。
おかげさんで、医局へもあんまり診察へ行くことないし。〔看護婦さんも〕「○○さ
ん、あまり医局来ないね」「〔でも〕医局来ないんが一番丈夫な証拠だよ」なんて。
ある入所者（男性、1949 年栗生楽泉園入所）は、自分は収容されてから、療養所でハン
セン病の治療を受けたことはない、と言明した。このひとのばあいも、まったく無用な「収
容＝隔離」だったと言えよう。
このひとの語りは、療養所に入所してはじめて自分がハンセン病だと知ったということ
から始まった。
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わたしは、23〔歳〕で、楽泉園に入るまで、自分はハンセンであることは知らなか
ったんです。それで、ここへ来たら、楽泉園の正門入るときに、それこそ門柱に「国
立癩療養所」って入っとったんだよ。その「癩」をみて、
「あれっ、おれはらいだった
のか」って、そう思ったわけ。
そして、発病の時点を想起する話にもどる。
わたしはね、昭和 16 年の 8 月 26 日の朝、目を覚ましたら、右手が、自由がきかな
かったの。だから、始まりというのは、そういうことから始まったと思うんだけどね。
「らい」ってのは、いっぺんに急激にくる「らい」っていうのがあるかどうかわから
んけども。とにかく、わたしは、急激にきた。一晩できよったんだから。
下呂温泉などで湯治をしたが、効き目はなかった。
そんときに、T っていう病院へ行って、診てもらったら、
「うちでは、これはなんだ
かって決められん。U っていう医者があるから、そこへ紹介状書いてやるから行って
こい」つって言ったの。それで、U の医者へ行ったら、もう、玄関あけて入るなり、
「う
ちにあがらんでくれ」っていうんだ、医者がね。
「あんたのことはわかったから、もう、
いいから」って。それでもう、それきり、医者のほうは縁切りになっちゃった。
〔病名は〕言わない。〔ただ〕「うちへは、あがっちゃいかん」って言うんです。だ
から、おかしいのは、おかしいんだけれども、おれも知識がないから。
〔そして〕長野県庁のほうから、わたしが「らい」だってことで、村のほうに連絡
がいって……。U 医者のくちぶりからして、U が県のほうに報告をした〔のではない
かと思う〕。それで、ここ〔＝栗生楽泉園〕に、宝木原（ほうきばら）って先生がいたん
ですよね。その先生と県の職員のひとが、村まできたの、わたしを調べにね。
そんときに、妹も一緒に呼ばれたんだけれども、妹は、
「この問題については、兄ち
ゃんの問題であって、わたしには関係ないことだから、わたしは帰ります」って、先
に帰っちゃったんだ。だから、あとは、わたしひとりで、先生に診てもらったんだけ
どもね。そんときも「らい」つうかなんだということは一口もでなかった、先生の口
から。ただ、
「草津へ行け」って言われたんだよね。〔それが昭和〕18 年。で、そんと
き、〔草津の栗生楽泉園へ〕行けって言われたけども、食糧難だったでしょ。だから、
「こんなときにむこう行ったって、食うものもありっこないんだから、やれない」つ
って、延びとったんだ。
それで、〔昭和〕24 年の 7 月まで、「行け」と言ってこなかった。それで、24 年の 7
月になって、
「食糧事情も、ちったぁ、よくなってきたから、草津へ行って、治療して
こい」と。
「治るんだから、行け」ってことで、それで、来たわけなんだよね。だから、
わしは、楽泉園に入るまで、「らい病」だってことは全然知らなかった。
〔ここへ来たのは〕完全に、強制収容で。飯田線の K という駅から、貸切の電車〔＝
「御召列車」
〕に乗せられて、それで、来たわけ。
〔そのとき収容された患者は〕8 人で
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す。
〔それぞれ〕村〔役場〕のひとが、ついてきてくれたの。ぜんぶの村から、村〔役
場〕のひとが乗ったから、だから、8 人、患者きたけども、総勢 20 人くらいで来たん
じゃないかな。
で、上伊那郡の T って駅で国鉄に乗り換えて、長野駅まできたわけ。長野で 1 泊だ
から。長野の日赤〔病院〕に 1 泊したわけ。ひどいんだ、これがねぇ。長野の駅、降
りたらね、ホームにね、白墨で 2 本、線が引いてあった。
「そのあいだを歩け。はみで
ちゃいかん」って。それで、一般のところ〔＝改札口〕は出られんから、貨物〔用の
ところ〕から出て。それで、こんどは、幌をかけたジープに乗せられて、日赤〔病院〕
へ行ったの。そしたら、日赤は、その時代は、玄関で靴ぬいで、スリッパに履き替え
ていくのが、常識だったんだよね。で、そこへ行ったら、「あんたがた、特別だから、
靴はいたままで、あがっていい」っていうことなんだ。それも変だなぁって思ったよ、
こっちも。それで、入ったところがね、伝染病棟なんだよ。網が張ってあってね、全
然でられないようになってんだ。それで、水道だって、水を飲んじゃいけない。朝に
なっても、顔を洗っちゃいけない。できるだけ便所はがまんしてくれって。それで、
布団は全然ないんだ、泊まるったって。それで、軽井沢まで送ってもらった布団を、
また持って帰ってもらって。それで、こっちは寝たわけなんだ。それで、棺を運び出
す通路を出て。あとは、信越線で軽井沢まできて。で、軽井沢から草津まで、草軽電
鉄で来たわけなんだけれどもね。草津へ着いたとたんに、園の職員が待っとって、消
毒するの、電車を。
〔一緒に収容された他の 7 人の患者さんには、ハンセン病のいろんな症状は〕でて
た。だから、そういう人がおるから、
「おれはらい病じゃない」って、よけいに思っち
ゃうんだよ。「らい」っていうのは、あんなになるんだから、おれはちがうなぁって。
そう思っちゃったんだ。
〔栗生楽泉園の正門の「癩療養所」と書かれた門柱をみた瞬間〕
「やっぱり、おれは、
らいか」って思ったっていうことは、自分のどっかに、「おれはらいじゃないかなぁ」
という不安もあったと思うんだね。それで、楽泉園の入ったところに、売店があった
わけ。売店の前に立っておったら、分館長が来て、それで、わしは外見がいいから、
「ち
ょっと、悪いところ見せろ」ちゅうんで、こう、手をだしたんだ。そしたら、「あぁ、
やっぱり、だめだなぁ」って、こういうふうに言ったから、そんときに、わしは、
「あ
ー、これは、もう、治んねぇんだなぁ」って、それこそ、ほんと、そんとき、思った
ね。
〔収容された昭和 24 年には、すでにプロミンの治療は〕始まっていた。もう毎日打
ってたね。〔でも〕わしは、一本も、打ってないよ。打つ用がなかったんだから。〔こ
こへ来てから〕ハンセンの治療はしたことないもん。
このあいだね、ここの副園長のところへね、わし、行って、
「わしが本当に病気であ
るか、ないか、教えてくれ」って、言ったんだよね。そしたらね、
「◎◎さんの右手は、
ハンセンじゃないよ。ハンセンは、もう治っちゃってるんだよ。これは後遺症だよ」
って言うの。わしは、プロミン、打ってないよ。
〔ひとりでに〕治っちゃってたんだよ。
ここへ来ることなかったんだよ。ところが、政府のほうで強制隔離ってのを決めちゃ
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ったから、猫も杓子もってことで、連れて来られちゃったんだけどもね。
入ってじきに、小林〔茂信〕先生は、
「東京の多磨に、らい研ちゅうのがある。あそ
こに、血液を 10 年間保存して検査する方法があるから、それするぞ」って言ってくれ
たことがあった。それで、10 年間やってもらったら、1 回も、菌らしい菌がでないと。
だから、そんときに、もう、わしは、ハンセンじゃねぇなぁって、自分なりに思った
の。菌がねぇなんてのはおかしいって、自分でも思うから。あぁ、おれは、ハンセン
じゃねぇなぁって、自分でわかっとった。だけど、いまさら、ハンセンじゃないなん
て言って、出てけって言われたって、生活に困るなぁと思って、我慢しとったの。そ
りゃあ、わしだって、何回も、出よう、出ようとは、思ったけども、ずるずる、ここ
まできてしまったんだけどもね。だけど、ハンセンじゃないっちゅうか、もうハンセ
ンは完全に治ってるっちゅうことだけは、事実だと、わし思うんだよね。
ほんというと、なんで入ったのか、わからない、ここへ。なんで来たんだか、わか
んない。
ある入所者（男性、1949 年栗生楽泉園入所）は、病気を隠せなくなり、家族のもとを去
って、大阪へ向かう途中、上野で警察官に

保護

されて、栗生楽泉園に入所するまでの

経緯を、つぎのように語った。
私は〔生まれは〕韓国です。日本にね、親のきょうだいがいたんですよ。
〔その人は〕
日本人と結婚してて。それが、
〔私を〕養子にほしいってわけで。で、おれがなにも知
らないうちに、親たちが決めて、で、行けって言われて。
〔日本に来たのは〕16 ぐらい
ですよね。〔大阪に来ないかっていう話があって、大阪の工場へ働きに行った。〕
傷をつくっちゃったんですよね、こういうとこへ。会社の専属の病院があって。行
ったらね、傷を診て。治んないんです、いくらなにしても。そしたら、先生の息子が
大学の先生で、「〔阪大病院へ〕一回来ないか」と。行ったら、その先生が、「あんた、
こういうとこ、痛くあるか」って言われて、
「いや、ぜんぜん知らない」。
「ひょっとす
ると、こういう病気〔＝らい病〕かもしれないぞ」。「治るか？」つったら、黙ってた
んですよ。……「病院入ったほうがいいんじゃないか」と言われたんですけど、そん
な気はないんですよ。仕事のほうが忙しくて。それでずうっと、終戦になるまでやっ
たんだから。兵器工場で、飛行機のね、部品をつくってた。
それ終わってから、家族を頼って行ったんですよ。終戦 2 年目かな、3 年目に、行っ
たんですよ。それまではね、
〔症状が出ていたのは〕ここ〔＝左手〕だけ。ここが、神
経痛。もう痛くってどうしようもないくらい。
結局、病気がわかったときには、先生がね、うちのことよく知ってたから。うちの
商売だと、この病気だとわかると大変だと。だから、言わないと。「家にも言わない。
誰にも言わないから、あんただけにわかってもらいたい」と。「もし行くんだったら、
療養所を知ってるから、紹介状書く」つった。そう言われたときには、もう、どうで
もいいっていう気持ちになっちゃって。いつ死んでもいいって気持ちだからね。それ
で、帰ってきてからね、しばらく考えて。もう、家、内緒に出ちゃったんですよ。療
養所に行くんじゃなくて、大阪いたんだから大阪へ行こうと思った。
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私はこっち来るときにね、どっかで死にたくて、身分証明になるやつとかね、ぜん
ぶストーブんなかにぶっこましちゃった。
〔どっかで自殺しようと〕何回も思った。そ
れで、ストーブんなかに、判子（はんこ）からね、米の通帳から、身分証明書から、ぜ
んぶ燃やしちゃった。
〔それでも〕東京まで行ったらね、汽車賃がなくなっちゃって。で、上野で下りた
かな。下りたらね、すぐ、おまわりにつかまっちゃって。「どこから来たんだ！ 全生
園か？」つうから、「いや、全生園、おれ知らない」つったんだよ。「あんたみたいな
病人が〔入ってる〕全生園というのがあるんだ」と。
「ちょっと待ってくれ」と。電話
したらね、「いや、そういう人、いてないですよ」と。それで、「こういう人いるんだ
けど、入院さしてもらえるか」って言ったら、
「いや、いっぱいで、もう入れない」と。
それで、そっからね、こっち〔＝栗生楽泉園〕へ電話したら、
「こっちはまだ余裕があ
るから、こっちへ来なさい」と。で、そのおまわりさんが、わかればお礼したいんだ
けどね、汽車賃から弁当代からみんなくれて。で、軽井沢来て、ここへ行けばいいん
だと。
で、ひとりで来たんですよ。いるとこないんだから。とにかく、なんでも行ってみ
ようって。
〔私は、草軽電鉄は、乗車拒否されることなく〕乗れました。そのとき、ま
だ、私は、それほどひどくなかったから。顔にね、色がぼぉっと出てるくらいで、す
ぐ見ただけではわかんないくらいだった。なんにも言わずに乗せてくれて。それで、
電車が途中で動かないから、押したんですよ。坂道で。いっぱい乗るとね、電車が動
かなくて。「お客さん、悪いけど、押してくんないかい」って。押したんですよ。
それで、草津の駅おりたらね、おまわりさんがいて。「こっち、知ってるか」って。
「いや、はじめてだ」って言ったら、
「じゃあ、私が案内するから行きましょう」って。
そのおまわりさんもよくやってくれてね、「ごはん食べたか？」「いや、まだだ」つっ
たら、
「じゃあ、食べな」って、うどんをとってくれて、そこで一緒に食べて。いやぁ、
そのときは、ものすごく寒くて、雪がね、こんなにあったんですよ。それだけは忘れ
んけどね、〔昭和 24 年〕3 月の 18 日。それで、おまわりさんが一緒に来たんですよ、
歩いて。で、官舎のとこまで来たらね、職員が、出勤する人がいて、
「この人、行くん
だけど、乗せていってくれないか」と。それで来たんですよ。
いやあ、来たらもう、すぐ逃げたくなった。見たら、すごいんだもの。
入ると、収容病棟へ入れられるんですよね。ここにいる人の顔見たら、ああ、こう
なるかと思ったら、もう嫌んなって、逃げようと思ったんですよ。
こっちは、逃げることばっかり考えたけどね、もう、監視みたいのついてるんだも
ん、逃げられないですよ。逃げたって一銭もないんだし。……
ある入所者（男性、1952 年長島愛生園入所）は、発病から入所までの経緯をつぎのよう
に語った。入所時 12 歳で、ただ「兄貴のとこへ行こう」と言われて連れられてきたのであ
り、
「強制的に連れてこられたという感覚はない」と言いながら、自分がどんなところに「収
容＝隔離」されるのか、わからないままの入所であった。
〔入所は〕昭和 27 年 9 月の 16 日。12 歳のとき。うちでは、ここに、5 人きょうだ

186

国立療養所入所者調査（第２部）

いの長男が、先に入ってたんです。だから、長男と末っ子〔の私〕がここへおって、
なか 3 人が外へおったわけ。
小学 5 年生の冬、家で炬燵（こたつ）で、足、火傷して。やっぱし、炬燵で火傷いう
のが、もう、ようするに、麻痺が始まって、この病気の特徴だね。そんで、手も曲が
ってきて。学校で朝礼すると、先生が「きをつけぇ！」言うてやるじゃん。
「手を伸ば
せぇ！」言って。いっつも、こうやって、叩かれてた。この曲がった手を、校長が、
朝礼で、「こういう曲がった手を、生姜手（しょうがで）というんじゃ」って。
曲がりだすとな、おふくろが、
「尻の下に手ぇ敷いて、毎晩寝なさい」言うんだ。だ
いたい、いっつも、お尻の下に、こうやって敷いて寝るわけよ。アハハ。わたし、そ
うやって実行してきてな。それで、あんがい、こう、曲がらんですんだんかなぁちゅ
う感じする。利かんけど。
小学校 6 年生の夏休み終わってから、親から「もう学校行かんでええ」言われて、
学校行かなんだわけよ。9 月 15 日の晩に、夜汽車に乗って。おふくろさんが「一緒に
兄貴んところへ行こう」言うて、連れてこられたんよ。
「あっち行ったら、おいしい魚
食べれるよ」とかね。まぁ、家、百姓だからね、貧乏だから、そう、なかなか、お魚
なんか食べれん。「兄貴とこへ行ったらな、魚なんかよく食べれるよ」言いながらね。
わたしとしては、まったく、なんにもわかってないからね。とにかく「兄貴とこへ
行こう。兄さんとこへ行こう」言うて、夜汽車で。それでも、きょうだいとは泣いて
別れたのだけは、よく覚えてるけどね。連れていかれるちゅう感覚があったんかなん
か知らんけどね。しばらく帰れんちゅう話はあったから。やっぱり、泣いて別れて。
夜汽車に乗って。次の朝、こっちへ着いて。
一緒に、おふくろさん、連れてきて。ただ、手ぇ握ってついてきたいう感じだわな。
もう 50 何年なるねぇ。もう、どこにも行かずに、籠の鳥です。〔昭和 27 年の〕9 月
16 日に来て、光田健輔先生の診察受けて。回春寮の収容所いうところに 1 週間おって。
それから少年舎いうところへ行って。
2003 年に社会復帰をされたある長期入所経験者（男性、1950 年星塚敬愛園入所）は、発
病から収容までの経緯を、つぎのように語った。文字通りの執拗な入所勧奨であり、語り
も長くなるので、概要をあらかじめ述べておこう。
この人は、1922（大正 11）年生まれ。尋常高等小学校から、農学校、そして、高等農林
専門学校を卒業し、さらには、農林省の農事研究所で研鑚を積んだ。22 歳で、鹿児島県の
農業試験場に技官として勤める。このころ、腕に斑紋ができ、試験場の助手に「らい病」
を疑われ、人事課長に密告の投書がなされる。大学病院での検診は切り抜けたものの、再
度の投書で、1946（昭和 21）年に星塚敬愛園での検査を受けざるをえず、「らい」と宣告
され、入所を促されるが、そのときは、同行した父と一緒に帰宅した。県庁には辞意を表
明したが、優秀な技師であったので、しばらくは勤務が継続できた。けっきょく、1947（昭
和 22）年 12 月に、辞表を提出して、実家に戻る。しかしながら、
〈職場からの排斥〉のあ
とは、
〈地域からの排斥〉がつづいた。役場と敬愛園の職員による〈執拗な入所勧奨〉によ
って、地域での居場所をうしない、ついに、1950（昭和 25）年 9 月 12 日、収容の車に乗
った。
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〔症状が〕はじめて出たのは、
〔数えの〕22 歳ですよね。ここ〔＝腕〕に、斑紋がで
きましてね、それがなかなか治らんわけですよ。
「ここ、見てごらん。俺、斑紋ができ
てるよ。どうしたんやろか」と言いながらね、それ 1 年くらい治らんかったから、お
かしいなと。
風呂に入るとね、自分で目に付くところに、いまでいう 1 円玉くらいの大きさです
よね。痛くも痒くもないし、腐るわけじゃない。でも、それがずっと消えないわけ。
らいの病気をよく知ってるんだったら、これはもうハンセンの始まりだとわかったか
もしらんけれども、そんなものなんにも知りませんから。
県に 1 年以上勤めてから、戦争が終わってまもなくだから昭和 20 年だったと思うん
ですがね、暮れに人事課長に呼び出しを受けましてね。
「なんでしょうか」って言った
ら、
「君にはこういう投書が来てるから」と。◎◎はなんだか病気のあれ〔＝兆候〕が
あるようだから、一緒に働きたくない、と。自分の仕事場の農事試験場に〔職員が〕
10 名ほどおりましたから、そのなかで、あいつおかしい、大学病院の診察を受けさせ
ろと、田舎の町医者じゃだめだと、〔私を密告した人がいたわけです。〕
その頃は、私は、非常に貴重な存在だったんですよ。農林省の農事研究所に行くな
んて、各県から 1 人もよう行かない。九州から 1 人行くようなところに、私は行った
わけだから。そして、「◎◎技官に聞け」「◎◎技官のところになに〔＝相談〕したほ
うがいいんじゃないか」ということでね。ま、なかには、◎◎さんだけ大事にされて
というあれ〔＝やっかみ〕もあったかもしれません。そのころから、感覚が薄れたん
だと思うんですよ。この病気は、物を落とすような時期がありますからね、そういう
ことをなに〔＝目撃〕した人のなかに、やっぱり、そういうあれ〔＝ハンセン病の患
者〕が、親族かイトコかあるいは知ってる人におったと思うんです。そういう人がね、
「◎◎さんはおかしいよ」と。
私が見る限り、
〔その投書には〕
「らい病」とは書いてなかった。
「見るべ？」って人
事課長が言うから、私は〔その投書を〕読みました。当時は、若い男は〔兵隊に取ら
れて〕いませんでしたから、女の子が助手でたくさんおった。
〔投書は〕女の文字でし
たけど、もう、それこそ、頭が真っ白になっちゃってね。なんで、人のことを〔告げ
口するのか〕って思って。見たら、健康の検査をしてこい、診断書を取って使ったほ
うがいいですよ、というような意味のことが書いてあった。
だからね、私は、
「よし、行きますよ。診断書を持ってくればいいんでしょ」という
ことで、すぐにあくる日、休みをとって大学病院に行きました。そしたら、私の勤め
先から大学病院に手紙がいっとったですわ。◎◎をやるから、頼むと。で、行ったら
ね、チョークで、丸く描いて、
「あんたはここにいなさい」と。他の人はみんな、ごち
ゃごちゃに並んでる。私ばっかね、変なことするなぁと思って、そこに立っとったわ
けですよ。で、
「◎◎さん、いらっしゃい」ということで、ハンセン病の、いろんな検
査がありますわね、針を刺すとか、筆で触ったり。変なことするなと思って、「先生、
なんかあるんですか？」
「いや、これじゃあぜんぜん出てこないんだけども、この投書
は、あんたがらいだということでの投書だよ」というようなことを皮膚科の部長が言
うから、「どうしてぇ？」って言ったら、「いや、大学ではこれ以上の検査はできない
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から、すまんけど、鹿屋（かのや）に星塚敬愛園という専門の病院がある。そこに行っ
てみる必要がある。
〔とりあえず〕うちじゃあ、健康だというふうに書いて、あんたの
勤務場にはやるから」と。
「ああ、そうですか。それはありがとうございます」と。そ
のときに、
「らいじゃないか」というその言葉に、弱ったなぁと。その晩は、家内とも
ね、〔大学病院で〕こういうことを言われたと。もうそのときはね、〔長男の〕Y がお
るわけですから。Y はもう、ヨチヨチ歩きぐらいしよったから。だから、
〔もしほんと
うにらい病だったら〕大変だと思ってはおりましたよ。
〔とりあえずは、健康だという診断書をもらえたので〕そのまま半年ぐらい働きま
した。そしたら、半年後にですね、今度は激しい投書が来まして、
〔人事課長から〕
「敬
愛園に行って、らいじゃないという診断書を取って来なさい。それ取りさえすれば、
また復帰できるんだから」と〔言われました〕。
私もひとりじゃ怖くなって、町議会の副議長しとった親父と一緒に行ったんですよ。
「おまえがそんな病気であるはずがない」って、親父はぷんぷん言いながら、ふたり
で行ったんですよ。敬愛園の、庶務課というところに行ったら、女の子がおって、こ
うこうでって言ったら、「あ、わかりました。医務課長さんを連れてきます」。医務課
長が出てきて、
「それじゃあ、ちょっと、診察室に来なさい」って診察室まで連れて行
って、
「手を出しなさい」
。こうしよったら、
「あ、これは、あなたは、まちがいないよ」
と。10 本の指を出したらね、左の小指がね、少ぅし、ピンと伸びんのですよ。伸びな
かった、そのときに。〔それまでは〕なかった、そんなこと。それで、力を入れれば、
力を入れるだけ、伸びないわけ。ありゃ、と思ってね。
「あんたはもう、間違いなくハ
ンセンだ」と。そのころハンセンなんて言いません。
「らい病だ」と。
「〔病気だとわか
って〕ほんとに、よかったね、あんた。すぐ入んなさい」と。
「いいところに勤めてお
るんだから、早く入って、早く〔治すことだよ〕。少なくとも 1 年から 3 年おったら、
間違いなく、あんた、治るから、入んなさい。もう、帰らんで、このまま入んなさい」
と。
「先生、私は勤めも持ってるし、妻もおるから、簡単にそうはいきませんよ」なん
て言ったら、
「簡単にいかんて、あんたは、らいに間違いないよ」と。
「〔疑うのなら〕
血液をとってなんとか……」って、やかましいことを言うから、そばに座っとった親
父が、
「先生、これは私の息子だから、私が連れて帰りますよ。そんな変なことを言っ
てもらっちゃ困る」と言いましたらね、「いや、お父さん、ちょっと黙っとってくれ」
と。〔それでも〕親父が、「○○、もう早く帰ろう。こんなところにおったら、ほんと
に、その病気になっちゃうぞ」って。それで、医務課長に、
「とにかく、職場に帰らん
といかん。1 日の休みをもらってきてるんだから。大丈夫だ、元気だという健康診断書
をください」って言った。「そんなことを書けますか」という。「いや、くださらなか
ったら、くださらんでいいですよ」と。それで、帰ってきちゃった。
〔それは昭和〕21 年だったと思います。〔最初に大学病院へ行ったのが、昭和 20 年
の〕11 月だった。
〔敬愛園に行ったのは〕それから半年後ぐらい。もう上着を手に持っ
て歩く時期だったから、5、6 月ごろだったと思いますね。
〔ものすごいショックを〕受けましたねぇ。もう、ちっとやそっとのショックじゃ
なかったわ。とにかく、妻がおって、子どももおったでしょ。こんなことでねぇ、と
思って。らいってどういう病気ですかということも、その医務課長に聞けなくて、自
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分で書店に行って、医学書を探しました。「癩」「癩」「癩」って、一生懸命調べても、
らいの専門書は余計ないんです。で、うちの親父が、職業柄っていうんですか、議会
におったから、そういうことを〔町の〕衛生課長から聞いてきたんですよ。
「○○、ら
い病は、おっかない病気らしいよ。おまえは、そんな、らい病とちがうんじゃないか」
って言うから、
「いや、あの先生はそう言うもんな」って言いながら、もう、その先生
が憎たらしくなるぐらいね、ほんと、なに〔＝苦悩〕しました。それからもう、1 週間
ぐらい、うちにおって、そのころ、電話は部落に 1 本あるぐらいでしたから、家内に
内緒でいて、1 週間ぐらい親父といろいろ相談しましてね。それから、人事課長のとこ
へ行って、もうはっきり、「私は辞めます」って言うたんだ。「健康診断書はとったん
か、とらんか」って言うから、「行きました、敬愛園に」って。〔敬愛園の〕医務課長
の話で、「おまえは擬似らいでもないよ。ほんとのらいだよ」ということだったんで、
私はそのとき聞いたの、「擬似らいって？」「疑わしいのをね、擬似らいというんだ。
あんたは、擬似らいじゃなくて、間違いなくらいだ」と。
〔その擬似らいという言葉を
使うことにして〕
「あの、擬似らいだというようなことでね、診断書をくれなかったよ」
と。ちょうど農地改革があったころで、〔私がうちに戻れば、兄弟で〕山分けしても、
ひとりぶん、2 町歩の田畑、山もその 2 倍ありましたからね、親父が、
「県庁を辞めた
ほうがいいんじゃないか。辞めろよ、辞めろよ」って。もう、それ以外にないもんだ
からねぇ。こんどは、親父が滅入ってしもうて。でも、それから、なんとかかんとか
言いながら、まだしばらくは勤めましたからね。
〔辞めるという〕自分の決心をね、県
庁が受理するかせんかということで……。まあ、ちょっと県庁でも問題になりました
よ。◎◎っていったら、県庁でもね、優秀なほうに入っとったから。まだ男手が少な
くてね、兵隊の技師がたくさん帰ってくるけども、そんな技術を持ったやつはいない
でしょ。私は、屈指の技術者だったからね。新しい品種を作り出す仕事を試験場でし
よったから、
〔辞めさすのは〕もったいないというあれ〔＝考え〕を、県の上司の方々
も〔持っていたんだと思います〕。
〔最終的には〕昭和 22 年の 12 月に辞表を出したような気がします。農業で食って
いかにゃしょうがないな、と。
〔だから、ハンセン病との診断を受けてすぐに辞めたわ
けじゃない。〕仕事はきちんきちんとできるんですから。熱がでるわけじゃないしね。
傷ができるわけじゃないしね。どうだこうだと言いながら、それこそ、1 年ぐらい、働
いたような気がします。試験場には、農業技術生もおるわけですよ。市町村の農業技
術員に技術を教えていくわけです。私は若かったけど、そういう連中から大事にされ
とったですもん。「先生、先生」って。
1 年ぐらいしたら、私の上司の技師長から呼ばれて、
「◎◎君、どうする、あんたは？」
って。私も、もうはっきり進退を決めたほうがいいんじゃないかと思いましてね、
「そ
したら、先生、辞表出しますか？」と。
「それしかないだろうね。俺もいろいろとナニ
してみたけど、やっぱり、これだけ人がね、おかしいじゃないかと……」。私は、その
ときはほんとに、小指がね、少しどころじゃなくて、もう半曲がりしてきましたから。
私はできるだけ人の前じゃあ、なに〔＝気づかれないように注意〕したつもりですけ
ども、若い女の子たちがね、「もう、◎◎さんとは働くのは嫌だ」と……。
敬愛園に行ったあと、早く健康診断書を出せというのを 1 年ぐらい放置しておった
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んですが、こんどは、自分の部署からね、なんと言いますか、怖い……。そのころは
怖い病気だったですもん。自分自身がですね、怖かった。もう敬愛園に行ったらね、
親父と私も震えながら敬愛園に入ったこと覚えてるもん。もうガタガタガタガタ震っ
てね、この膝が震えるのわかるぐらい。親父も真っ青ね。そういう状態でしたから、
世間からね、私たちはどれだけ怖がられたか。それが日本の政策だったわけですけど
も、そういうふうな病気になった当時はですね、まず、自分の職場から排斥運動が始
まったと思いますよね。その連中もね、排斥じゃなく、自分自身の体を守るためのね、
あれだったと思いますよ。
〔けっきょく、辞表を出して、実家へ戻ったわけですが〕そのときは私だけ帰った
わけです。家内と子どもは〔鹿児島市に〕おってね。家内も百姓ができるわけじゃな
いし。
うちに帰ってもね、〔私が県庁を〕辞めたという話が〔伝わって〕、みんな、いろい
ろ様子を見に来てね、
「こんな田舎の、田畑を少しぐらいもらうより、県庁のほうがず
うっといい。そんなばかなことしなさんな」と言うひともいたり、役場のほうからは
ね、「なんで帰ってきたの？〔こっちにおるのなら〕役場の加勢をしてくれんか」と。
〔あるいは〕「あんたが、百姓なんかしなさんな。〔自分で〕百姓するよか、俺んとこ
ろに来て、教えてくれよ」と。稲にしても、サツマイモにしてもですね、いろんな育
種のあれ〔＝改良〕をね、やってきたわけですから、そういう技術を教えてくれと。
〔じっさい〕百姓を自分でやってみようと思ってもね、それこそ、技術はよく知っ
てるっていっても、うまくできないですよ、百姓は。でも、それを半年もやりますと、
自然とできるようになります。その代わりにね、体はもう酷使します。だから、ガタ
ーッと体が悪くなりました、いっぺんにね。半年のうちに人間の体が変わっちゃいま
す。もう、ハンセン独特のね、結節が、ぼこぼこに……。
〔病気が〕騒ぎ出したわけで
す。ほんとにもう、たちまちのうちに悪くなりましたね。顔に出るし。手に、傷を作
りますわ。感覚がなくなってるってことですよね。マメを作ってね、それが治らんわ
けですよ。そのマメがこんどは腐っちゃって。そのころはいい薬があるわけじゃない
し。いまはペニシリンのいい薬がありますけどね。
それまではね、85 円から 95 円という、判任官としては一番上のほうの給料をもらっ
ておったのに、辞めたらね、それがないわけよ。退職金って、わずかな、200 円もない
ような退職金しかくれんかったですよ。だから、百姓をして、家族を養わにゃいかん。
米を作らにゃいかんし、食べ物を作らにゃいかんのが百姓でしょ。それで、私は百姓
しながら、鹿児島におる親子に、1 ヵ月 1 回ずつは、米やサツマイモ、あるいは食べ物
をね、リュックサックに入れて持っていかなくちゃいかんし……。
そのころはもう、親父は、私よりも半病人になってしまいました。だから、〔私は〕
おふくろを一生懸命加勢して、百姓をしよったけれども。まあ、そうしてるうちにで
すね、私の部落はものすごい騒動ですよ。
「○○さんは、あんな偉いところに勤めてい
ながら、辞めたのは、どないしたんじゃい」いうて。そのうちに、敬愛園のほうから
ですね、県のほうに、◎◎○○はらい病だという報告があって。それからが、大変だ
った。
県の衛生課から、町の衛生課に連絡が来るわけですよ。それが来たら必ず、町の役
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場から町内会長に、
「◎◎○○はらい患者の模様」という連絡が来るらしいですよ。そ
して、役場から、衛生課長と女の子と 2 人で〔うちに〕来ましたよね。町内会長も来
ました。らい病だから来たというようなことは、はじめは言いませんよ。病気のこと
で来たと言わないで、
「○○さん、どうして県庁辞めた？」
〔親父は〕
「農地改革だから、
土地を少しでも長男にやりたいために、県庁辞めさしたよ」「もったいないですねぇ」
って。そういうふうなことで、1、2 回、課長が来ました。そのときには、必ず、その
女の子、いまでいえば保健婦みたいなのをね、連れて来よったです。
「あの女、くちゃ
くちゃくちゃくちゃ私に質問する。あいつはなんて失礼なやつや。その女を連れてく
るな、うちに」と私は言ったことがありますもんね。それがね、
〔まわりに〕わかるよ
うにするんですよね。女性もその課長も、医者が着る白衣、あいつをね、うちから 100
メートルぐらい前から着てね、その白衣をちらつかせて、威張りやがって来るんです。
それで、うえのおばちゃんが、「変な人が最近よう来るじゃないの」と言うわけよ。
「医者かなんか知らんけど、白いあれを着て、なんか変な服装で来るよねぇ」って。
〔と
にかく〕そういうやつが来てね、部落を歩き回るわけよ。うちへ来るという用事がす
んでからもね。
〔当時は〕民生委員というやつは、強かったんですよね。その民生委員
が、医者とか女の子、課長と一緒に来ましてね、親父に「○○どんはおるけ？」
「いま
は畑にいって、おらんがな」と。そして、親父に〔あれやこれや〕一生懸命言うらし
いんですよね。それで親父は「もうわかった。俺はもうその話は聞きたくないから」
って、親父は逃げよったらしいですよ。それで、
「しょうがないからもう、○○さんに
直接話をしよう」ということで、「県から、〔あなたは〕らいだから敬愛園に行きなさ
い〔という連絡が来ている〕」ということをね、3、4 回してからですね、〔私に〕通知
したんですよ。
それからもう、その連中が来るのが、ほんとに私は、怖くなったり、憎くなったり
ね。〔敬愛園の看護婦もやってきて〕私に、しつこく責めるんですよ。「○○さん、そ
んなに逃げんでもいいが。乳飲み子がいちばんうつるよ。あんたは自分の子がかわい
くないのかね」とか、もういやらしいことばっかし言うんですよ。なにせ、そのとき
はもう〔長男のほかに〕妹〔たち〕もできてました。
「自分の子どもがかわいくないバ
カ親がおるか」って言って、そいつとケンカしたこともあります。
そして、その年に敬愛園に行かなくちゃいかんということで、〔昭和〕25 年の 9 月
12 日に、敬愛園に入院しました。もう入院しなくちゃしようがないぐらい、自分の体
がね、ぼろぼろになっていました。
そういう苦しい、嫌な時期がありました。看護婦が私のところに来ての嫌がらせ。
それから、もう、部落みんながね、私が歩くところを歩かんごとなったもん。私が歩
くと、その道を嫌ってね、私の〔歩いた〕道を通らん。こんどは私が逆にね、遠道し
て、ほんとの道を歩かんごとなってしまうんですよね。私とすれ違うのを嫌がるんで
すよ。部落みんなが、私をね、村八分どころじゃない、もう早く敬愛園に行ってもら
わにゃ困るというあれ〔＝雰囲気〕を作りだしたわけ。親父も、とうとう、町議会の
副議長を辞めなくちゃならんごとなりました。あれだけ元気だった親父が、いやに弱
くなりましてね、もう議会にも行かんごとなってしまって。
俺は俺で、親父とも喧嘩しだしたんですよ。
「俺がこういう病気になったんは、私み
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たいな奴ができるように、あんたが、なんか悪いことしたんじゃないか」というよう
なね、親に抵抗するような、親に悪口を言うような人間になってしまったですね。自
分の身も心もですね、それこそ悪い人間にね。
〔いまでは〕申し訳ないなぁと思ってお
るんですけれども、自分の身は立たんし、収入はないし、金はないし。そして、
「敬愛
園に行け、敬愛園に行け」
「らい病じゃ、らい病じゃ」というように人から言われてお
るし、町内会の会合があるんですが、そこへもう、親父も行かんごとなりました。で、
おふくろが行くと、必ずね、「○○どん、○○どん」って、私の話が出てきて、「若い
んだから、早く敬愛園に行って、治療すればいいのになぁ。そういう書類も役場から
きてるぞ」ということを、みんなおる目の前でね、言い出すようになったからね。だ
から、これじゃあいかんなと思って、〔昭和〕25 年に……。
正直に言うて、
〔郷里に〕帰った当座は、青年団長もしました。町のいろんな役目も
やりました。しかし、自然とね、みんなからね、
〔そういう役職が〕できないようにさ
れたんです。それでもう、そのころまだ手足はどうでもなかったんですけれども、浮
腫。顔なんかがね、膨（ふく）れてくるんですよ。腫（は）れるみたいに膨（ふく）れるん
ですよ。らいの特徴なんですけれども。それが膨れてね、色が赤くなるんですよね。
だから、ふつうの顔色じゃなくなってね。百姓して苦労すりゃあ苦労するだけね、そ
れがひどくなるんですよ。夜なんかね、もうほんとに、その顔が痛くて。あれは熱発（ね
っぱつ）してると思いますよ。熱が出てたと思うんですよね。寝れなくて。もう俺もひ

とりじゃ大変だから、家内にね、「あんたも帰ってきて、百姓、あんたも稽古せんと。
もう俺ひとりじゃできんから帰って来いよ」と。で、1 年目に、家内を呼び寄せて、百
姓の稽古をさせました。それこそ、草取りはね、
「これは悪い草だ。こういうふうなあ
れは捨てなさい」と。
「これは、肥料になる草だから、大事にとっておいて、肥料代わ
りにしなさい」とかね。そういうことをね、教えるようなことになりましてね。
〔昭和 25 年 9 月 12 日には、星塚敬愛園まで〕収容で来ました。もう、2 回も 3 回も
ね、車が、私を収容に来ました。8 人か 10 人ぐらい乗れるバス。
民生委員がね、親父の 2、3 級上の従兄（いとこ）でね、親父に、「もう○○は、敬愛
園にやったほうがいいんじゃないの。これ以上ここにおってもらっては、あんたがた
も大変だし、部落のね、恥にもなる。町（ちょう）の恥にもなるよ」と懇々と言ったそ
うで、親父も、
「もうたしかに、仕方がないから、敬愛園に行かんかい。あとのことは、
俺がなにするから、心配せんで行ってくれ」って。そうせんと、私の下に、弟なんか
もおるわけですからね。みんな、クラスの級長しよったから、あの連中も学校へ行っ
ていじめられるんだ、と。
「おまえのあれ〔＝兄貴〕はこうこうだ、ということで、い
じめるから、もうこの際、行ってくれんか」と。
〔収容の車が最初に来たのが〕田植えをするころやったから、6 月ですわな。そして、
3 回目のときに、そういう話し合いをしたんです。父も、私に「もう行け」と。私も覚
悟を決めて、行こうと。
そのとき、医務課長と△△さんと、平の看護婦が 2 人来たよ。その看護婦はやさし
かったよ。「行きましょうかねぇ。敬愛園はいいところよ」って言いながらねぇ。〔そ
れまで〕連中は、私にてこずっておったからね。なんでもね、一言うたら、十ぐらい
言い返してね、
「きさまらは」って言いよったから。私のうちには昔の刀がありよった

193

国立療養所入所者調査（第２部）

から、
「あれで叩き斬るぞ」って言ったこともあるんですよ。刀を持ちだしたらね、お
ふくろがもうびっくりしよって、
「○○どん、それだけはもう助けてくれ」って言った
ことあります。そのくらい、もう、異常になっていましたね。
ある入所者（男性、1951 年大島青松園入所）は、発病から入所までの経緯について、つ
ぎのように語った。
〔ハンセン病にかかっているとわかったのは〕入園の 1 年前。16 歳のとき。西暦で
いうと 1950 年。昭和でいうと 25 年。
17 歳〔の誕生日の直前〕で、高校に退学届けを出して、
〔大島青松園に〕入りました。
大腿部に、俗にいう、タムシのようなものができたんです。初発症状。それと、そ
のちょっと前に、知覚麻痺が部分的に足に出てて、痺れてるっていう部分が、考えて
みれば 1 年ぐらい前にあったような気がするんです。それから、顔に出始めた。顔に
似たようなものがポツンポツンと出始めて、それから、あわてて、これはなんだとい
うことで、大学病院、県立病院、市立病院、個人の開業医っていうふうに、なにかわ
かんないから、訪ね歩いて診断を受けたわけです、4 ヵ所も 5 ヵ所も。それでも、いわ
ゆるハンセン病の専門医に出くわさなかった。まあ、だいいち、いなかったんだけれ
ども。だから、「ひょっとするとハンセン病かもしれんけれども、わしにはわからん。
確定診断をどうしても受けたければ、療養所に訪ねて行ったほうがいいんではないか」
というふうに勧められたわけ、2、3 の医者からね。
あの当時はまだ「らい病」と言ってましたので、両親は愕然としたらしいんだけれ
ども、身内にそういう人はひとりもいない。だから、まさかとみんな思ってたわけだ
けれども、だんだん症状が進んでくるようになってきて、早期発見・早期治療という
のが病気の治療の原則なんで、もうそこに行ってみようという腹がまえを、家族みん
なで決めて。
両親は両親で勉強したらしいですけれども、ハンセン病療養所というのはいったん
入れば出てこれないとか、退所はもとより文通もできないとか、というふうな情報を
両親がどこからかキャッチして、それから、私に言わないで、両親はずいぶん逡巡し
たらしいんです。17 歳の多感な世間知らずの子どもを、生涯手放すことになるかもし
れないと考えて。ギリギリまで、やっぱり、ためらっていたみたいです。だけど、だ
んだん症状が進む傾向があるんで、もし、そういう病気が世間に知れたら、それは大
変なことになる、ということで、とにかく高校に退学届を出した。
それで、もう家を出るということで、両親も、
「ひょっとしたら、ハンセン病かもし
れんよ」「まちがいないんじゃないか」ということを、医者から聞いていたようです。
ショックをおぼえさせちゃいかんと〔いうことで〕私には言わなかったけれども。だ
から、これは最後の別れになるかもしれんという前提で、日が暮れるのを待って、こ
っそり母親に連れられて、北九州のうちを出た。九州に、熊本とか鹿児島にあるとい
うことはいろいろ調べてわかっていたんですけども、なるべく遠くに行ったほうが秘
密が守られるだろうということで、あえて四国の療養所を選んで、香川県にある大島
青松園に行ったのが、昭和 26 年の 3 月 20 日。
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周囲 4 キロぐらいの、
高松の沖 8 キロぐらいのところにある大島という島の全部が、
ハンセン病療養所と言ってもいいぐらいな、狭い、小さな療養所でした。
まず桟橋をあがって、電話で前もって言ってましたので、主治医がもう待ってまし
た。まず、主治医の診断を受けた。もう、たちどころに、「これはまちがいない」と、
即断をされました。それから、施設側の受付に行って、そこで言われたことは、
「もう
入らなくては困る。あなたは、ここでずっと、これからもいるという前提で、きょう
は正式に入園をしてもらいますよ」と。
〔高校には〕退学届を一方的に出した。そこまで手続きをして家を出るということ
は、ひょっとしたら、帰って来れないのかなあという、半信半疑の気持ちはありまし
たよ、私のなかにね。だけど、聞いても両親は答えなかった。
「行ってみなけりゃわか
らん」ということで。〔私自身は〕「専門医の診察を受けるために行ってみようや」と
いうふうに、おふくろには言われていました。
両親は、どうも、わかっていたみたい。わかっていたから、1 年でも自分の手元に置
いときたいという気持ちが、強かったみたいですよ。
ご自身では、上述のようなかたちでの療養所への入所をどのように考えているかとの質
問に、この入所者は、「強制入所だと思ってる」と明言した。
私は、強制だと思ってる。それはなぜかというと、大学病院に行っても、その他の
公的医療機関に行っても、ひょっとしたら、という医者の判断があって、両親とのや
りとりのなかで、
「もしそれだったら治療していただけますか」とまで突っ込んで話を
したみたいです。あとから聞いたんだけど。
「私のところの大学病院でも、県立病院に
も、その病気の治療薬はいっさい置いてないし、専門医もいない。あなたの病気は、
療養所に行かなければ治療ができません」というふうに言われたわけです。好むと好
まざるとにかかわらず、病気の治療を受けたければ、療養所に行かざるをえない。
「癩
予防法」がそうなってたわけですから、自然に療養所に行かざるをえない体制がしか
れてた、ということなんですよ。だから、それは、私は強制隔離をされた、と〔判断
せざるをえない〕。
ある退所者（男性、1953 年星塚敬愛園入所）は、発病から入所にいたる経緯について、
つぎのように語った。
私が〔星塚敬愛園に〕入園したのは昭和 28 年の 4 月 16 日ですが、私の父親が発病
したのは 22 年。私が、だいたいはっきりわかったのが、
〔小学校〕5 年生か 4 年生です
ので、昭和 25 年か 6 年。親父が入園した後だと思うんです。
当時は「らい」と言ってたと思うんですけど、そういう言葉も知りませんし、
〔むし
ろ〕親父が療養所に入って、自分の境遇がガラッと変わってしまってましたからね、
いままでと。だから、病気になったときのショックっていうのはあまり受けてないん
ですね、そのときは。病気が最初にわかったのは、おへその上にちょっと白い点がぽ
っとあったっていうだけのような状態で。そのあとから手が悪くなって、いじめられ
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たりしはじめてから、あ、これは大変だ、っていうことになってきたんだけども。最
初わかった段階では、とくに知識がありませんでしたね。小さかったから、わかんな
かった。
まず、左手の小指と薬指が感覚がなくなってきて、力が全然入らなくなって、伸び
なくなったんですよ。冬のうちはいいわけだけど、あったまってきたときに伸びない
と、子どもはすぐ気がついちゃうわけですね。自分もそうだったけども、周囲が気が
ついた。容儀検査（ようぎけんさ）っていうのがありましてね、そうすると必ず、手を伸
ばせとか、指を見せろとかってあったわけ。で、けっきょく、伸びないから、
「おかし
いじゃないか」って。
「あ、あそこの息子、やっぱり、らい病だな」ということに、た
ぶんなったんだろうと思うんです。
〔父はすでに〕入園してました。それはもう、大変なことだったわけですから。昭
和 25 年からの、いわゆる「第二次無らい県運動」が徹底的にやられて、やむなく親父
が行ったという状態ですからね。そういった前提があったので、私は知らないけれど
も、周囲の人のほうが知ってる。周囲の子どもたちは知ってるわけですよね、親から
聞いてるから。知らないのは私だけという状態だったろうと思うんです。
「らい病」っていうよりは、とにかく、なんでおれをいじめるんだと。それまでは、
私も、級長とか、副級長やってて、どちらかっていうと「人をいじめるな」って言う
ほうだったから、私の同級生からは、じかにはやられてないんですよ。みんな、下級
生にやらしてるんですね、石を投げたりなんだりするの。
その前に、もう、おふくろ自体が、そこの村では生活がやっていけないという状態
に追い込まれて。細かいこというと、親父が鹿児島県の農業試験場の次長をやってた
んですが、県庁の身体検査でわかっちゃって。それが〔昭和〕22 年ぐらいにわかって。
親父は、もうしょうがないということで、家族一家ぜんぶ田舎に引き揚げた。そこで
おふくろに農業教えて、そして親父は療養所に行こうという算段だったらしいんです
けども、そのかんは 3 年ぐらいあったんだね。そのかん、しょっちゅう、保健所から、
いわゆる強制収容の車が、進駐軍の払い下げのでっかい車が来てましたね。
親戚関係は、最初は、農機具とか貸してくれてたんですよ。それを借りて、おふく
ろと私で、それこそ朝 3 時 4 時に起きて、田畑やってたんですよ。しまいには、けっ
きょく、貸してくれなくなったんですよ、親戚もね。
こういった状態のなかでは、もう、おふくろもとてもやっていけないというふうに
思ったんですね。で、おふくろは、村を出て、美容師になると。ちょうど、私は、も
う病気になっていたから、私は、とにかく、1 年間、療養所に行って治療しとけ、と。
で、行ったのが、〔昭和〕28 年の 4 月 16 日。
で、私がそういったふうに決めて、おふくろと話をして、
「じゃあ、私も仕方がない
から行く」と。それなのに、私が、4 月の、療養所に行く寸前になって、石を投げられ
るようになった。いまでもわからないですよ、誰が、どうして、そんなことがわかっ
たのか。とにかく、ちっちゃい子どもたちに、下級生にやられて、
「もう来るな」って
言われたのが、数日間やられたってことですね。
この人も、上述のようなかたちでの療養所への入所をどのように考えているかとの質問
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に、「実質的には強制入所でしょう」との判断を示された。
〔私の場合も〕実質的には強制でしょう。行かざるをえないようなふうにさせられ
たということですからね。これは裁判をやったから、そういったような表現ができる
んですけども、そうじゃなければ、こういったこともしゃべらないと思いますが。こ
れはもうずっといままで、石を投げられたなんだかんだってのは、非常に、私の自尊
心の問題でね、いまだに消えない。これは完全なスティグマですから、私自身のね。
妹が 2 人いたんですが、下の妹は母方の祖母のところに預けて、いちばん下の妹は、
当時 3 歳だったと思うんですがね、それは母の妹、叔母夫婦に養育を頼んで、おふく
ろはひとりで学校へ行った。で、私は療養所に行った。だから、親子バラバラってい
うかね。私は、「1 年間だけとにかく待っといてくれ」と。
〔1 年すれば帰れるというのは〕ずっと信じてましたね。だって、園長がそう言った
んだもん。「1 年したらよくなるから、なにも心配せんでええから安心しとけ」って言
った、入園するときに。それはずっと信じてましたよ。だから毎年毎年、
〔園長のとこ
ろへ〕
「もう帰してくれ。もう帰るよ、もう帰るよ」って言いに行ったくらいですから。
〔新良田教室卒業後に退所するまで〕8 年間続きました、それは。
その園長、いわゆる光田の直系です。光田先生の娘さんと結婚されてて。当時、や
っぱり、カトリックの信者さんでもありましたからね、ひじょうにやさしい、すばら
しい先生だというふうに、とにかく思っておりました。私には神様みたいに見えてた
医者でしたね。
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２．入所時の体験
ハンセン病療養所への「入所」は、だれにとっても、これまでまったく体験したことの
ない異世界への「収容」であった。入所時にさまざまなショックを受けた人が多い。聞き
取りに応じてくださった入所者のみなさんの、ほとんどが、
「入所」の年月日をはっきりと
覚えておられた。
ある入所者（男性、1939 年多磨全生園入所）は、7 歳で療養所に収容されたときのショ
ックを、つぎのように語る。
入ってみたらね、収容病棟にすごい人がいてね。わたしは、眼帯っていうのは、片
目だけだと思ってた。そしたら、両方、マスクみたいにしてる人がいて、で、その人
は鼻もなくて。それで、ご飯食べるのに、どんぶりのなかに顔突っ込んで、箸やフォ
ーク使わないで、グチャグチャグチャグチャ食べる。それ見て、わんわん泣いちゃっ
たね。おっかながって。2 日間ぐらい泣きとおしでいたみたい。
阿部秀直先生が医務課長やってて。わたし、いまも覚えてるけど、入院したら診察
受けて、それで、「こんなんじゃ、すぐ、帰れるよ」って、そういうふうに言ったの。
それで、おれ、帰ってきて、収容病棟の付添いに、
「いやぁ、あの、すぐ帰れるんだっ
て」って言ったら、
「そんなことは、ないよ。帰れるもんか」って言われたの。わたし
は泣きながら、「そんなことは、ない」と言った人に抗議して、「帰るんだ」というふ
うに言ってましたよ。 あー、この人、ひどいこと言うなぁ

って。

ある入所者（男性、1944 年多磨全生園入所）は、多磨全生園に入所したときの手続きに
ついて、つぎのように語った。
〔「解剖承諾書」というのは〕ここ〔＝多磨全生園〕はなかったですね。最初、収容
病棟へ来て、風呂へ入れさせられて、着てる物を全部とっかえさせられて、園の支給
の着物を着せられて。それから、お金は園券と交換するために持ってかれてだとか、
そういうのは、みんな同じですのでね、あえて言わなくてもいいことだと思うんです
よね。それはもう当然、全部そういうふうにされてますのでね。それからそのあと、
医務課長が〔新規入所者を〕裸にして、全部調べて、どこに病気がどういうかたちで
出ているかということと、それからそれはどっから来たんかということをね、しつこ
く聞くわけですよね。だから、ちっちゃな女の子なんかはね、後から、「あの先生は、
裸じじいというんです」って〔笑い〕、作文に書いちゃうんだもの。
ある入所者（男性、1947 年邑久光明園入所）は、邑久光明園に収容されたときの体験に
ついて、つぎのように語った。
ここへついたらね、みな裸にされてやね、現金もみな取り上げられてね。で、なん
でそんなことされるんかなぁと思うてね。あとから考えたらね、ここを逃走したらい
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かんということでね、現金を取り上げられたんじゃないかなと思うわけやね。おいお
い、ここの病院のことがわかってきたら。ここでしか使わん「コマ」っていうんです
かね、を支給されて。で、現金がないから外へ出るわけにはいかんわねぇ。
収容所に 1 週間か 10 日おって。それから、こうした部屋へ上がれいうて、部屋へ上
がって。で、
「通信するんだったら、偽名を使うとったらええんじゃないか」いうこと
でね。ぼくも、手紙やりとりするんだったら、やっぱりこう、どっから来たいうてわ
かるからね。で、ま、通信するだけの名前は変えました。
〔それは〕入ったら友だち〔＝
先輩入所者たち〕がみな教えてくれるからね。こうこうこうや、とか言ってね。
〔偽名
は〕いまでも使うてますよ。迷惑かけたらいかんからね、きょうだいに。
ある入所者（男性、1952 年長島愛生園入所）は、入所当日に、官舎地帯との境で立小便
をして職員にものすごく怒られたショックを、つぎのようにありありと語った。この人は、
自分は「反骨精神がない」と語っているが、
「反骨精神」を削ぎ取られたのも、このような
入所時の体験によるのではないかと思われる。
ここへ連れてこられた日に――ここは、官舎地帯と患者地帯と、昔、本館の下で区
切られとったんやね。ここから先は患者は行ってはいけません。12〔歳〕で、子ども
で来て、そこでね、立小便（しょんべん）したらね、職員に怒られたのよ。ものすごい怒
られたの。わしら田舎もんじゃから。ムラではそんな立小便なんて、誰でもしよるじ
ゃん、大人でも。女の人だって、おばさんなら立小便しよった人いるんじゃからね。
そんなときにね、あんなところで立小便しとったら、職員にすごく怒られた。なんで
こんなに、立小便しただけで、怒られにゃいかんのやろうかと思ってね。なんか、そ
ういうのは、ずうっと残ってるんやね。衝撃といえば、まあ、そんなん、えらい衝撃
やったね。
こっから先へ行ったら、怖いんやなという。職員地帯と患者地帯と、きっちり分か
れとったからね。こっから一歩でも入ったら、あぁ、こわいところやな、ちゅうよう
なね。
入所時の手続きのなかで、とりわけ被収容者に衝撃を与えたと言われるのが、
「解剖承諾
書」への署名捺印である。
2004 年 6 月 15 日から 17 日まで菊池恵楓園で開催された「第 18 回検証会議」のパネル
資料展のなかに、つぎの資料が展示されていた（原文は縦書き）。
解剖願
私儀
御収容難有御治療相受居候處萬一死亡の際は醫術研究の一助とも相
成申可くに付解剖相成度生前此段奉願候也
昭和二十〈六〉年〈六〉月〈一〉日
〈◎◎○○〉
菊池惠楓園長

宮崎松記殿
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この「解剖願」は、あらかじめ謄写版印刷された書式で、
〈

〉のところだけ、筆で書き

こまれてた。ちなみに、この◎◎○○さん（故人）は、当時 9 歳であったとのこと。達筆
な署名は、とうてい本人による署名ではありえない。
また、ハンセン病療養所への入所にさいして、これからは本名ではなく、「園名＝偽名」
を使用するように勧められたという話もよくきく。
ただし、聞き取り調査から判明することとして、入所時の「園名使用」の勧めや「解剖
承諾書」への署名が、どこの園でも一律にすべての入所者に求められていたというのでは
なさそうである。また、おなじ園でも、時期によって異なる。以下に、栗生楽泉園への入
所者数名の方からの聞き取りを示そう。
ある入所者（男性、1941 年栗生楽泉園入所）は、入所時に分館職員から「園名」の使用
を勧められた体験を語ったが、それは強制的なものではなかったようである。
〔名前については〕入るときに聞くんですよ、分館でね。
「ここへ入ったら、違う名
前にしてもいいんだよ。ここは、ここの名前でいいんだよ。本名を言わなくてもいい」
って言われますよ。だけど、私はなにも悪いことをしたんじゃないんだからね、犯罪
人じゃねぇんだから、私は親からもらった名前があるんだから、その名前を使って入
ったんですよ。
ある入所者（男性、1944 年栗生楽泉園入所）は、職員から「園名」の使用を勧められた
体験を、つぎのように語った。
加島分館長が「名前、変えるか？」って聞かれたから、なにかに〔つけて〕名前を
変えたほうが都合がよいであろうと思いまして、
「はい、変えます」
「じゃ、何がいい？」
「◎○○にしてください」と。
私はね、〔名前を〕変えなければ、私の家族にも親戚にも迷惑がかかるといけない、
と。ただ、それだけです。それはもう、さびしかったですけどね。私は、もう、消え
てなくなると。さびしい気持ちはありますけど、そんなこと言っておられません。と
にかく、みんなに迷惑のかからないように、というのが、私のいちばんの考えだった
ですね。
また、別の入所者（男性、1944 年栗生楽泉園入所）は、入所時に解剖承諾書に署名を求
められたといったことは「全然なかった」と言いきった。
いっぽう、ある入所者（男性、1948 年栗生楽泉園入所）は、入所時の「解剖承諾書」の
問題について、つぎのように語った。
〔ここに入所したとき、解剖承諾書っていうか〕それらしきもの、とられたよ。だ
って、いまの福祉、むかしの分館で、
「もし死んだときは解剖してもいいやね」って言
いながら、むこうが記録していくんだもの。そりゃ、もう、死んじゃってからだった
ら、どうだっていいさ。ほとんどそうだったんじゃねぇんかな。
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入ったときに、その条件として、もし死んじゃったらこうなるぞと。それぐれぇの
こと、おれ、たしか、当時の分館で言われてると思うよ。
ある入所者（男性、1949 年栗生楽泉園入所）は、入所時の「解剖承諾書」と「園名」の
問題について、つぎのように語った。
〔昭和 24 年 7 月に栗生楽泉園に収容されたとき、
「解剖承諾書」は〕ありました。
〔し
かし〕署名しなかった。おれは、そういうことはね、親の問題だと思ったんだよ。だ
から、親が承諾しているものは、おれには承諾しろとは言わんだろうなぁって、そう
いう思いがあったわけ。だから、それは、全然、わしはもう、はじめから自分でやる
気はなかった。〔そしたら、無理やり、署名しろとは言われ〕なかった。
〔園名のことは〕言われたけれども、わたしは、
「隠してまで、自分の名前を変えて
まで、治療を受けるの嫌だから、本名にしてくれ」って言った。
別の入所者（男性、1949 年栗生楽泉園入所）は、入所時の「解剖承諾書」と「園名」の
問題について、つぎのように語った。
〔入所時に、もし死んだら死体は解剖させてもらうけれども、いいかねっていうよ
うなことは〕ここへ入った人は、みんな言われてるね。はんこを押したかどうかは、
よく覚えてないなぁ。たぶん押したと思うけどねぇ。
当時はね、分館で、「本名を嫌がって、みんな、偽名を使ってるから」って。「頭文
字だけ一字入れれば、どんな名前でもいい」って。それで、偽名にしちゃったんです。
〔偽名を使い始めたときは〕いやぁ、職員から自分の名前を呼ばれて、だれを呼んで
るのかなっていうのは、ありましたね。慣れるまで。
もうひとりの入所者（男性、1949 年栗生楽泉園入所）の語りも、同様のものであった。
「収容病棟に入っていろいろ検査を受けたときに、ここでは、解剖承諾書っていうのはな
かったですか？」との問いに、こう語った。
書きましたよ、むこうで、なんか。とにかく、すべて任せろと。死んだときの解剖
も、じっさい、やるんだと。それを承諾しろと。しょうがないからね。いいです、好
きなようにやってくれ、と。
以上の一連の語りから判断するかぎり、栗生楽泉園で「解剖承諾書」が求められたのは、
戦前ではなく、むしろ戦後になってからのようである。これは、何を意味しているのだろ
うか。ハンセン病療養所での入所者の処遇は、戦後よりも戦前のほうがマシだったとでも
いうのだろうか。そうではあるまい。ちょうど、療養所内での「優生手術」が、なんらの
法的根拠もないままに先行し、やっと 1948（昭和 23）年の「優生保護法」の制定で「合法
化」されたのと同じように、
「解剖承諾書」なしの「遺体の解剖」が先行し、のちになって、
「解剖承諾書」への署名をとるという形式的手続きが整えられた、ということであろう。
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――その意味では、「解剖承諾書」なしに、「遺体の解剖」を実施してしまっていた時代の
ほうが、論理的には人権侵害の度合いははるかにひどかったと言うべきであろう。
そうはいっても、
「解剖承諾書」自体、署名を拒否することがきわめて困難な、弱い立場
に置かれた患者さんたちに強要するものであったのであって、そのような「承諾書」に、
実質的な意味での承諾が担保されたとは、とうてい考えられない。
じっさい、「解剖承諾書」の要求、あるいは、「偽名」の勧めにたいして、抵抗の姿勢を
示したひとたちもいる。衝撃を受け、必死に抵抗の姿勢を示したひとたちの語りのなかに、
「偽名」と「解剖承諾書」がはらんでいる問題のおぞましさが明確に示されていよう。
ある長期入所経験者（男性、1950 年星塚敬愛園入所）は、療養所に収容されたときの体
験について、つぎのように語った。
〔収容された昭和 25 年 9 月 12 日の天気も〕覚えてます。いい天気だったですね。9
月は、まだ半袖の生活でね。そのときの印象はね、私と親父と家内と 3 人で車に乗っ
て来たわけですから、子どもたちが、後ろからね、「お父さーん、お父さーん」って、
バスを追っかけて、
「お父さーん、わたしも行く、わたしも行く」って、泣いてくるの
にね、ほんとになに〔＝胸のつぶれる思いを〕したことを覚えてますもんね。私も泣
きながら、子どもも泣きながら、家内も親父もね、目頭を押さえておったことを覚え
てますものね。人間としての残酷な世界ですね、やっぱり、らいの船出というものは。
船出じゃない。死に出。私は、なにかこう、無期懲役に行くようなもんですもんね。
なんの悪さもせんで、無期の懲役ですよ。
〔収容の車に乗って療養所に〕入ってきて、本館で車をとめて、私も家族もみんな
下車するわけ。それで、
「しばらくここで待っとってください」というところに私は連
れて行かれましてね、
「着衣を全部脱いでください」ということで、パンツ一丁にされ
ました。まったく、徴兵検査と同じようなことをされました。ただ、おちんちんをな
にされなかっただけで、体全部を検査されました。ここに斑紋があると、「あなたは、
いつごろこういう状態になりました？」それを詳しく聞きましたよ。そういうことを
全部、医務課長をはじめ、医者という名前のやつと、婦長という名前のやつが全部お
りましてね、見ているところで検査されましてね。
内科診察室で、全部医者がおるところで、婦長なんかもおるところで、されるわけ
ですよ。おそらく 10 名ぐらいおったですね。私は、もうここに来たら、これで私の人
生は終わったんだから、あとはもう、捨て鉢ですよね。私としては、もうここへ来た
以上は、煮て食べようが何しようがおまかせで、自由にしてくださいと。だからね、
聞かれるまんまに、正直にすべて自分のことを言いました。そして、次は、風呂に入
ると。そしたら看護婦が、
「お風呂はまだ沸いてません。もうちょっと待ってください」
と言って、それでちょっと待たされた覚えがあるんだけれども。
〔風呂に入って〕それから、白い着物を着せられて。その白い着物はね、縦縞の着
物とかあんなもんじゃなくて、兵隊〔＝傷病兵〕の払い下げの白衣（びゃくい）ですよ。
それを着せられてね。それで、
「しばらく待っとってください」と言って、今度は、患
者収容所という部屋に案内されて、家族と会わされるわけですよ。
その収容所に行く前に、別館というところがありまして、別館でいろいろとされる。
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そこでね、
「◎◎さん」て、私には言葉も丁寧になに〔＝対応〕しました。もう厄介な
やつが来たから、今度は少しみんな職員も〔怒らせちゃいかんと〕。まあ、喜んで来た
やつはおらんけども、
〔とくに〕いろいろてこずらせたやつだから、口は達者なやつだ
からと。そりゃぁ、そうですよね。勉強も一生懸命しましたし、人に負けたくない性
格を持ってるから。そういうことで、
「◎◎さん、あなたほどの人はやっぱりここで実
名は使わんほうがいいでしょうね」と言う。「なぜ？」って言ったら、「いやぁ、あな
たのお父さんも〔社会的地位のある方だし〕、兄弟の人も、おじさんおばさんも、みん
な、なにしてらっしゃるから、ここじゃ、やっぱり実名よりも偽名のほうを使われた
ほうがいいんじゃないですか？」「それをみんな使ってるんか？」って言ったら、「ほ
とんどみんな使っていらっしゃいますよね」って言うて。私に対するあれ〔＝言葉遣
い〕はもう、非常に丁寧。「そりゃあ、あんたがたが、名前を付けろよ」と言ったら、
「いやぁ、それは私が付けたりするわけにいかんから」って言うから、
「じゃあ、なん
でもいいわ」と。私は、□□□□っていう偽名で、20 年ぐらい通したかな。
「それで付
ける」と。「ああ、そうですか」と。
そしてね、分館長が来まして、
「◎◎さん、これに印鑑をくださいませんか」って言
うから、「なんの印鑑だ？」って言ったら、「これはあなたがなに〔＝死亡〕したとき
に、解剖してよろしいという解剖承諾書」
「すぐ死ぬんか、私は？」つったの。敬愛園
は、高い煙突、30 メートルぐらいの高い煙突があったんですよ。敬愛園に連れて行っ
たら、その煙突で焼き殺すんだという評判が、私が入園する前にはあったんですよ。
敬愛園っていうところは、もうすごいところで、いったん入ったら帰ってこられん。
悪いやつはそこで焼き殺すんだということを聞いとったから、
「あんたがたは、私を焼
き殺すつもりか？」と言ったんですよ。
「いやいやいや、そんなことじゃなくて、もし
ですよ、あなたが亡くなられたときに、ここは解剖することになっていますから、解
剖する場合にですね、解剖してよろしいと〔いう承諾をあらかじめいただきたい〕」と。
「みんな、そうなってるんか？」「みんな、そうなってるんだ」「みんな、それに印鑑
つくの？」「みんな、それはもらいます」と。それで私は怒ったんですよ。「みんな解
剖するというが、法律でそうなってるんか？」と言うたら、
「いや、法律はよく知りま
せんけど……」。で、分館長が、「◎◎さん、あんたはそう言うけど、そうなってるん
だから、印鑑押しなさいよ」って。
「よぉ押さん。それだけは、俺もね、あんたがたの
言うことは聞かんよ」て。そう言うたら、園長も含めて、彼らは 2、3 人で一生懸命協
議をしよった。
「みんな押すの？」って聞いたら、
「みんな押しますよ」って言うから、
「そんなバカなことあるかよ。いままで、この敬愛園っていうところは大変なところ
だと聞いてきたんだけれども、解剖してよろしいなんて、これだけはね、誰からも聞
かんかった。それだけは私はつかん」って言って。印鑑をつかなかったのは私だけで
すよ。
それから 1 週間、係が、毎日来ました、収容所に。「印鑑をください」って。「なん
で印鑑？ 俺は、分館長に、俺は押さんと言うたから」。私ひとりだったんです、そん
なやつは。最後にはね、
「◎◎さん、私もここに勤めておりますけど、まあ、これをな
にしてもらわにゃ、私もここに勤められんのですよ」と言うから、
「そんなことがあろ
うね。私はこれはつかんよ」と言うて。また「そう言わんで。私を助けるために」っ
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て言う。とうとう 1 週間目だったか、つきましたよ。
「私はまた今日もね、園長から呼
ばれて……。これをついてもらわにゃ飯を食えん」っていう、その人の泣き落としに
かかって。
後日談なんですが、それを取り返しました、私は。〔昭和 36 年にはじめて〕自治会
長になってから、取り返した。みんながびっくりしましたよ。そして、園の幹部も「〔も
はや解剖承諾書はなくて〕よろしい」ということになりましたから、
「必要はないと思
う人は、みんな、取りに行ってくれ」と〔呼びかけました〕。そして、私は、みんなに、
そこで焼けと言いました。
〔取り戻した人は〕半分ぐらいじゃないかと思います。当然、
〔園の〕言うとおりにしたほうがいいんじゃないか、ただ飯を食ってるんだから、と
言う〔人たちも大勢いるわけです〕
。だいぶ長いこと、敬愛園は解剖をしましたよ。入
園者は、看護婦には文句を言うけども、医者には〔逆らえない〕。医者の手心で、長生
きもするし、殺されもしますもん。うちでも、何人か殺されてますから。
ある入所者（男性、1951 年大島青松園入所）は、入所時の体験について、つぎのように
語った。
〔入所の〕手続きは、2 つあって。ひとつは、名前とか出身地とか年齢とか、ありき
たりの、入所の手続きをしたんだけれども、そのときに、いまでもありありと覚えて
るのは、
「◎○○○というあなたのお名前は、もう、これから、この療養所に入ったか
ぎりにおいては、使わないほうがいいよ。入所者の半分以上は、本名を隠して入所し
てる。療養所にあんたが入っていることがわかれば、家族たちがどういう被害を受け
るかもわからん。家族に被害が及ばないようにということで、半数以上のひとたちが
仮の名前を使って登録をしてあるんだ。あんたもそうすることをお勧めする」と言わ
れたわけ。そのことで、秘密が保たれるんであれば、そうしようかということで、そ
の場で立ち話みたいになって、□□□□という仮の名前を、そこで登録をしたんです。
それで、つぎにもうひとつあったのが、「解剖承諾書に署名捺印をしてください」。
ぼくはひじょうに、17 歳ながらにいろいろ考えまして、いよいよ自分の人生の転機が
訪れたっていうことで、第 1 の手続きで、親がつけた名前、つまり戸籍名を使えなく
なったっていうことで、ものすごくショックを感じたわけです。これは、私という人
間がそこで抹殺されたに等しいというふうに自分で考えて、愕然としたわけです。私
は、1 日も早く、治療を受けて、治るものなら治って、また社会復帰をしたいという一
念に燃えて、療養所に入ったわけです。まず本名を使えないということでショックを
受けて、2 番目の手続きの「解剖承諾書」に署名捺印をしろということは、常識的には
考えられないですよ。治療を前提とした施設であるべき療養所に入って、なぜ、解剖
というところまで考えなくちゃならんのかと。
あとから気がついたことなんだけれど、
「癩予防法」には入口があって出口がない法
律だって俗に言われてて、 あ、これは、たとえ死ぬようなことがあっても、ここから
出られないということを証明する手続きなんだな

というふうに受け止めた。いよい

よ、自分の人生はこれで終わってしまったんだと思いました。
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ある退所者（男性、1953 年星塚敬愛園入所）は、入所時の体験について、つぎのように
語った。
〔私が入所したとき、解剖承諾書は〕ありました。私は、入所する前に、
〔星塚敬愛
園に収容された〕親父のところに 2 回行ってたんですね。あ、こんな大変なとこ、こ
んな恐ろしいところだったのか、っていうのは、実際自分が入ってからなんだけれど
も。だから、普通の病院に入院するぐらいの気持ちで行った。で、親父もついて来て
くれてたわけですよ。他の連中はみんな、消毒されたりなんだかんだってやってるが、
私は裏から行ってるから。園長も親父を知ってていうか、非常に、なあなあの、柔ら
かい雰囲気のなかで検査を受けてますので。で、そのときに、おもむろにっていうか、
「これに名前を書いてくれ」って言われたのが、いわゆる解剖承諾書みたいなやつだ
った。
「えー。これなんですか？ すぐ帰れるって言ってるのに、なんで解剖するの？ お
かしいんじゃない」と、そういったこと言ったことあるんですよ。親父の顔見たら、
黙ってるし、ちょっと戸惑ってたら、親父が「書け」っていうようなことで、ああそ
うかと思って書いたっていうかね。ひじょうに奇異なっていうかね、それは印象に残
っています。
〔名前の変更も〕そこでやりましたね。変えました。え、なんで名前を変えんの、
って思いましたね。
「名前はどうすんの？」って園のほうから言われたんじゃないのか
な。で、私は◎□○△に変えましたからね。
〔ただし、偽名について職員と〕問答した
ような記憶はあんまり残ってないんですよね。要は、1 年で帰れるんだという思いのほ
うが、私は強かったですから。とにかく「1 年で帰れるんですね、帰れるんですね。よ
くなってすぐ帰れるんですね」と、それは何べんも念を押したと思うんですよ。だか
ら、それさえ確保できればいいというようなあれがあったと思うんです、私自身はで
すね。
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３．家族の受けた被害
《家族の受けた被害》という質問項目にかんして、「調査票」の回答選択肢として、「自
宅が消毒されたか」という設問では、「1．〔病気のことが〕まわりに知られて消毒された」
「2．まわりに知られても消毒されなかった」
「3．まわりに知られずにすんだ」
「7．わから
ない」
「8．自宅はなかった〔＝非該当〕」
「9．無回答」というものを用意した。さらに、
「学
校に通っているきょうだいや子どもが差別を受けなかったかどうか」
「近隣関係で孤立しな
かったかどうか」「家族や親族で離婚された人がいなかったかどうか」「家族や親族の結婚
話が破談にならなかったかどうか」といった設問でも、同様のパターンで回答選択肢を用
意した。
しかしながら、入所者のみなさんの聞き取りでの語りに耳を傾けるかぎり、
《家族の受け
た被害》の割合を数値で把握するのは、きわめて難しいことがわかる。たとえば、ある入
所者（男性、1941 年栗生楽泉園入所）は、「自宅が消毒されることはなかったか？」とい
う質問につぎのように答えているが、ある意味で、きわめてもっともな回答だと言えよう。
うちは、近所からね、いちおう尊敬されてるうちだったから、そういう〔＝家が消
毒されるような〕めに遭わなかったんだろうと〔思うけど〕、俺、そこにいなかったか
ら、わかんないよ。
また、ある入所者（男性、1952 年長島愛生園入所）は、家族の受けた被害について、つ
ぎのように語った。家族の受けた被害の実態の解明は、入所者と家族とのコミュニケーシ
ョンがどのようになされているかに依存していることを、よく窺わせる語りである。
〔家が消毒されたかどうか家族から〕聞いたことないなぁ。したかもしれんし、し
んかもしれんし。
〔私の収容で、ほかのきょうだいが嫌な思いをしたかどうかも、わか
らない。〕わたし、ここへ入ってから、きょうだいは一度もここへ訪ねてきたことがな
いんだね。ここで長男が亡くなったとき、はじめて次男が葬式に来てくれた。あと、
わたしのすぐ上〔の兄〕と姉さんとおるんじゃけど、もう、ほとんど連絡ない。ハハ
ハ。ここへ一度も来たことない。
わたしが〔ここに〕入ってすぐに、きょうだいは、田舎から、外へ働きに出ていっ
とるね。次男は家を取るから、家におるけど。三男と長女は、すぐ外へ働きに出てね。
だから、そういうのあったんかどうかは、話さないからわからないけど。差別とかそ
ういう話、おふくろさんから聞いたのは、わたしが入ったあとすぐに、親戚づきあい
が疎遠になったいうことだけは聞いた。だいたい、こういうあれは身内から起こるん
だよね、差別いうのはね。
《家族の受けた被害》は、基本的に、本人自身の体験ではないこと、本人がその場に居
合わせたわけではないことがらについての設問である。しかるに、入所者の多くは、ハン
セン病療養所に収容後、外の社会の家族とのつながりが切断された者が多い。あるいは、
家族とのあいだに面会や手紙のやりとりなどのつながりが継続していた場合でも、外の社
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会で家族が受けた被害について、家族の者たちが、収容された本人に心配をかけてはいけ
ないと考えて、被害実態についてこと細かに話していないことも多いのである。したがっ
て、かくかくしかじかの家族の被害は「なかった」という回答は、厳密に言えば、
「家族か
ら被害があったとは聞いていない。実際のところは、わからない」ということを意味しよ
う。事実として確かであろうと言えるのは、家族から、かくかくしかじかの被害を受けた
と「聞いている被害」について、
「被害があった」と回答している場合だけである。――「被
害実態」についての統計的集計結果を読まれるときには、以上の点を注意してほしい。つ
まり、統計的数値には表れない《家族の受けた被害》が、どれだけ潜在しているか予測も
つかない、ということである。
以下では、
《家族の受けた被害》について、入所者の方々が聞き取り場面で語ってくださ
った語りの一端を示していきたい。
ある入所者（男性、1939 年多磨全生園入所）は、彼の母親が強制収容されたときの「消
毒」で住まいの引っ越しをよぎなくされた事情をつぎのように述べている。
〔母が収容されたのは〕わたしが生まれてすぐです。だから、1932 年。いわゆる産
後の肥立ちが悪いというようなあれがありますが、わたしを産んだあと、体調を崩し
て、病院へ行って診察を受けたところ、ハンセン病だという診断が出て。その前の年
に、
「癩予防法」の旧法が出たばっかりですから、無癩県運動やなんかが始まった段階
ですから、もう、たちまち強制収容されてしまったらしいですよ。で、家の内外を真
っ白に消毒されたために、北区に住んでいられなくて、父が、急遽、足立区に家を借
りて、そこへ転居したんです。
さらに、母の病気を理由に、長兄の「行方不明」、姉の「離縁」が生じている。
わたしと 18 歳ぐらい違う、一番上の兄が、もうそのとき失踪してしまっていた。な
ぜ失踪したかというと、母の発病によって、なんか、姉の話だと、恋愛中の女の人が
いて、その女性と結婚できない、と。母が発病して、女性の親から、なんか言われた
んじゃないか。それで、家を飛び出しちゃった。駆け落ちじゃない。独りで〔失踪〕。
それで、その後、行方不明で、全然、いまだにわかんないんですよ。
それから、いちばん上の姉も、わたしが 5 歳のときに、言うなら、望まれて望まれ
て結婚したのに、母がハンセン病だってことを全然知らないで結婚した相手は、母が
病気だってわかったら、ただちに〔姉を〕離婚した。
ある入所者（男性、1944 年栗生楽泉園入所）は、自分が療養所に入所したことで父親が
会社役員を辞職した経緯について、つぎのように語った。
父は、会社の常務取締役をやっとったです。で、息子が病気になって、療養所に入
って、大きな顔で会社には勤められないと思ったんでしょうか、会社を辞めた、いま
は浪人してる、という手紙があとから来ました。
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ある入所者（男性、1944 年多磨全生園入所）は、寺の過去帳に「レプラ」と書かれてい
たという事実について、つぎのように語った。なお、これは、本人の発病・入所に際して
のものではなくて、ハンセン病を患い自宅療養のまま亡くなった叔父がいたことをめぐっ
てのものであると考えられる。
〔昭和 39 年に〕親父が亡くなって、そのあと、わたしはお墓を見に行ったことがあ
るんですよね。で、しょうのない状態だからね、お墓を直すんだったらば、おれにも
分担させろって、そういうことを総領〔＝長兄〕に話したことがある。そしたら、
「誰
がおまえの金なんか」って、わたしのお金がさも汚いものであるかみたいなね、そう
いう言い方したけれども。お寺が墓地の区画整理をする計画があるから、それまでじ
りじりしながら待ってるんだっていう話だったんですよね。それから、いよいよそう
いう区画整理がすんで、うちのお墓も新しい墓石をつくって、古い墓石は後ろのほう
へまとめてしまうみたいな、そういうことをしたんですよね。で、するについて、わ
たしのうち、
〔空襲で〕火事で焼けてるでしょ。過去帳がうちにはないから、お寺のや
つ見せてくれって、お寺の過去帳、わが家の先祖のあれを借りて見たっていうんです
よね。そしたら、うちの家系のところにね、
「レプラ」って書いてあったっていうんで
す。あの総領は、それをそのまま文句も言わないで返したかなぁと思うんだけれども
ね。わたしだったら、お寺に怒鳴りこむぞって言うんだけど、いやいやそんな、事を
荒立てるってことが、もうほんとに怖いみたいでね、総領は。だけど、
「それは腰が抜
けるほどショックだった」っていうことは言ってましたね。お寺の過去帳にね、そん
なことを書いていいはずはないし。
お寺の坊さんていうのがね、貧乏寺だから、市役所へ勤めていて、市役所で兵事課
をやってたっていうのよね。兵事課なもんでね、早くに情報がわかるんでね。総領が
兵隊に行くときに、うちへ、真っ先に知らせに来て。お盆の棚経（たなぎょう）をあげに
来たときに言ったんかな。
「おたくの○○さん〔＝総領〕は、近衛連隊に入るみたいだ
なぁ」って。それで、いちおう、〔総領は〕「近衛なんか戦争に行かないから、あんな
とこはつまんない」って言ってたんですけれども。それで、もう少したったらね、
「静
岡の三十四連隊だ」って言ってきましたね。だから、親父が、
「あ、やっぱりなぁ」っ
て、こう言ったんですよね。
「やっぱり」っていうのが、お寺のあれ〔＝過去帳〕にま
で書いてあるほどのものだから、やっぱり、いちゃもんがついたっていうことだろう
と思うんですよね。
おなじ入所者が、自分の発病・収容がきっかけで、父親が「部農会長」という役職を辞
めさせられたことについて、つぎのように語った。
部農会長っていうのがあったのね。字（あざ）のなかに、町会長と部農会長があって、
これは、字の顔役たちが寄り合いをやって、話し合いで決めちゃうんですよね。選挙
なんかやるようなそういうふうなあれはなし。旦那衆が自分たちで決めて。それぞれ
みんな格があるから、家にね。で、そうじゃないほうの、下っ端のは、うちの小作人
であったりだとかっていうようなことでもって、もう有無を言わせないのね。それで、
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この部農会長っていうのは、当時はね、肥料の割り当てだとか米の供出の量だとか、
そういうものを決める役目なんですよね。だから、町会長よりも当時としては権限が
大きいんですよね。うちの親父がこれを即座にやめさせられた。背戸（せど）の人がう
ちの親父の後釜になったんですけれどもね。運営に私心（ししん）があったって、村じ
ゅうの噂になってね、奥さんが首吊って死んだんですよね。後釜になった背戸のうち
の人が、肥料の配給の割り当てだとか、米の供出の負担だとか、そういうものを決め
る段階でね、手前勝手があったっていうか、私心が作用したっていうことを噂されて、
それで〔奥さんが〕首吊って死んだっていうことを言ってましたけれどね。あの、う
ちの親父は、やかましい人だった。そういうことがうるさい人だった。
ある入所者（男性、1947 年邑久光明園入所）は、自分が療養所に収容されたあとの「家
族の受けた被害」について、「自宅が消毒されたましたか？」という質問に、「なんかされ
たとかいうて聞いたよ。ぼくが来てから」と答えたあと、慎重に言葉を選びながら、つぎ
のように語った。
県庁とか警察が出入りするっていうことがね、そもそもおかしいからね。そらもう、
みな、なんかあったっていうことは勘づいとるからね。で、
「あの人は、もう、治らん
病気になった」とかね、そういうようなことを、まあ、なかなかね、きょうだいもぼ
くに面と向かって言えないんだかどうか知らんけどね、そういうようなこと言わんけ
どね、
〔ぼくが〕こっちへ来てからね、だいぶん苦労したっていうようなことを、きょ
うだいが言うてました。そらそうや、ぼくだって自分で好きこのんでなった病気やな
いからね。自分が悪いっていうようなこと、まあ、そら、病気になったことが悪いん
やろうやけどやね。だけど、まぁ、むこうはそういうようななにで、だいぶん、ぼく
のために苦労しとるっていうんかね。まあ、ここ何年かのうちに、そういうようなこ
とをちょこちょこ口に出して言うわね。
一番下の子やなんか、〔当時、学校に〕通ってました。〔その子が〕じっさい〔学校
で〕いじめられたかわからんけどやね、ぼくには、そういうことは聞いてないわ。ま、
そら、いまでも言わんのかどうか知りませんけどね。
だけど、女のきょうだいは、そういう病気のきょうだいやからね、もらってもらえ
ればどこへでも嫁にいくという、そういう覚悟でおってね。女のきょうだいは、ふつ
うは、長男の家ですか、舅とか姑がおるっていうようなとこへは行かなんだと思うけ
どね、まあ、嫁にもらってもらえれば、どこへでもいくというようなかたちで結婚し
たっていうようなことを、いまでも言うてます、それは。女のきょうだいは。
ぼくは 18 で来とるわけやからね。下のほうの妹とかはみな、ぼくが〔療養所に〕来
てから結婚したんやから。で、みな、長男の家へ嫁にいったっていうこと聞いて。な
んか、イトコまでね、あそこのイトコがこうこうこういう病気やから、いうて、縁談
を断わられるってことがあるとかいうてね。うちのきょうだいがそういうふうに言う
てたからね。やっぱり、そら、この病気になってから、親きょうだいがそうとう苦労
しとるということは、目に見えてわかるような気がしますけどね。
〔でも〕なかなか面
と向かってぼくには言えなんだ面もあるんじゃないかなと思うけどね。
〔近所との関係
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で孤立したとか〕そういうようなことはぼくは聞いてないですけどね。そら、あって
もやね、本人に言わんからね。
ぼくがこういう病気になって、こっち来てからね、昭和の 48、9 年かなぁと思うん
やけどね、兄貴の子どもが、
「こんなとこにおったらいかん」とかいうようななにでや
ね、家を処分してしもうてね。もう、ぼくが生まれた家とか土地とかいうものはみな
処分してね。で、ちょっと場所のええ所（どこ）へ〔引っ越したと〕。ま、そら、ぼくは
行って見るわけやないからね。この目で確かめたわけじゃないし。ま、きょうだいか
って、そのころになったら、みな嫁にいったりなんかしとるしね。ま、あとで聞いた
話やからね。
やっぱり、肩身の狭い思いをしてたんじゃないかなという気はするよ、みなね。さ
っきから言うようにね、ぼくには面と向かって言わんけどね、最近たまに、この話の
なにのときにね、だいぶん、むかし苦労したっていうようなことを言うてますからね。
どこをどうしてどういうふうになって苦労したっていうことは言わんけどね。
ある入所者（男性、1947 年邑久光明園入所）は、家族の受けた被害について、つぎのよ
うに語った。直接自分が体験していることではないので、表現は控え目であるが、だから
こそかえって、被害があったにちがいないことを窺わせる。
〔きょうだいで療養所に収容されたことで、家族に〕影響はあったやろうと思う。
〔近
所には〕知られてたな。〔自宅の消毒も〕たぶんされたんだと思う。
〔うちは〕百姓やっとった。せやから、仕事を失ういうことはなかったと思う。そ
やけど、やっぱり、
〔きょうだいで〕こっち〔＝邑久光明園〕来たもんやで、その百姓
のほうも、だんだんだんだん手放していったんちゃうかなと思う。
やっぱり、結婚というそういうものにはかなり影響したと思う。兄貴は、結婚して
から、こういう病気〔の家族〕が〔いると〕わかって、奥さんと別れた。そやから、
兄貴はそういう面では苦労しとると思う。
姪がおったんやけど、姪もかなり苦労はしとると思う。
〔姪の〕親が〔病気で収容さ
れて〕おらんようなったから。〔姪は〕かなり、いじめられたかもわからん、学校で。
そういう話を聞いたことある。
ある入所者（男性、1951 年栗生楽泉園入所）は、寄留先の親戚が「消毒」されて迷惑を
かけることになったと、つぎのように語った。
役場の車で、ここまで連れてきて、ここへ入れちゃった。自分で自由に来たんじゃ
ない。強制的じゃないか。……群馬大学〔病院〕であれ〔＝受診〕して。それで、こ
っち行けばいいって、紹介状書いてくれたから。それで、役場から〔車が来たからね〕。
群大から役場に連絡したんじゃないか、この病気だって。それで、車で来たの。
〔そして、私が寄留していた親戚のうちを〕消毒したよ。だから、困ったんですね。
おれ、行ってから、消毒したんだ。役場から来て、ぜんぶ消毒して、すごい、あれや
ったらしいよ。
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ある長期入所経験者（男性、1950 年星塚敬愛園入所）は、小学生の娘が学校でいじめに
あったことについて、つぎのように語った。
〔私の〕長女は、
「男とケンカしてもね、わたしは負けない」というような性格を持
っておりました。それが、小学校の 2 年生のときだったと思います。家内がここに来
て私に話したことですが、
「M ちゃんが泣いて帰ってきて、お母さん、なんとかしてく
れと。どうにかしてくれんと私はもう学校へ行かんと言ってごねるから」って言うて
連れて来たんですよ。
「どうしたの？」って言ったら、M はもう黙ってグスグスグス涙
ばっかし流しながら、黙っとったけれども、男の連中が、うちの M に「らい病が、ら
い病が」と言うたって。「私はらい病じゃないよ」って。「おまえは親父がらい病じゃ
ないか」。
「らい病ムラ」とか「らい病院」とかなんとか言うたって、
「そこへ行ってる
じゃないか」って。
「お父さん、病気で、そこに行ってるけれども、私は病気じゃない」。
口は達者ですよ。それで、頭もいいんですよね。
〔高校を出たあと〕東京の音大に行っ
たわけですから。M は相撲も強いし、男を蹴ってなにするぐらいのあれをもっとった
から、「なにを」と言うてね、「お父さんが病気だからといって、私は病気じゃないじ
ゃないか」と言ってとっくみあいしてね、ノートで一生懸命叩きよったらしいわ。そ
れで先生が来て、「2 人とも職員室に来なさい」ということで職員室に連れて行って、
「どうしてこうなったの？」つったから、
「先生、私は病気じゃないのに、なになに君
が私もらい病よって言った。先生、私はらい病じゃないですもんね」つったら、黙っ
て先生は聞いとったらしいけど、
「◎◎さんよ、あんたはそう言うけれども、あんたも
らい病だよ」っていうような意味のことを言うたと。で、M はね、先生に、泣きなが
ら、「そうじゃない、そうじゃない」って言ってね、なに〔＝抗議〕したと。それで、
校長が来て、「もうとにかく、そういうことでなにしなさんな」と。「先生、あんたも
間違ってるよ。病気じゃないじゃない。健康児じゃないか」って。校長がそう言うて
なだめてもね、先生は「らい病はらい病ですよ」って言うたと。取り消さんかったと。
それで帰ってね、それを母ちゃんに言うて、飯も食わんで泣きながらなにするから、
「明
日、父ちゃんのところに行って、父ちゃんに話そうね」っていうことで、そのことで
来たと言うんですよ。「どうしたらいいか？ M が学校に行くようにしてくれんです
か？」と。もうそれ聞いたらね、ほんとにもう私みたいな性格でしょ。
「わかった。M
ちゃん、心配せんでいい。そこの学校はね、行けんかったら、別の学校に転校するよ
うに私がなに〔＝段取り〕するから。その代わり、M ちゃん、私はその先生を許さん
よ」つったの。「どういうこと？」って言うから、「いや、叩き殺しても許さんよ」っ
て言うたらね、家内がね、
「そんな変なこと言わんでもいいやろ、子どもに」って。
「そ
の先生にね、謝らしてくださいよ」って。「謝らしたら学校に行くか？ 謝らしたら、
学校に行けばいいよね、M ちゃん」って。
「だからもう、先生に謝らしてくれ」と言う
からね、私はもう、承知せんということでね、
「刀がまだあるけ？」うちにあった短刀
を持ってね、出ようと思ったんですよ。私は、もう、人生、これでいい、と思った。
子どもまでね、らいでもないのに〔差別するなんて〕。
ここにはね、未感染児童の保育所があってね、
「未感染児童」ということで、また私
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は延々とケンカしたから。「なんでこんな言葉を使うか」と。〔いずれ感染するはずだ
みたいな表現は〕おかしいじゃないか。しかし、そういうふうに法律に載ってるんで
すよ。だから、これはどうにもならんて、園長が言いよったことがありますけどね。
そういうことがあったところにですね、そういうこと〔＝娘の M が差別された話〕を
聞くでしょ。だからもう、私の命を代えてもいいと思ったんですわ。それで、それ〔＝
短刀〕を持っていってね。それこそいまではもう錆がついて使えそうなあれ〔＝刀〕
でもないけれども、〔当時は〕ピカピカに研いでくれよったからね。
そういうことがありました。教員というもの、医者と看護婦と知識人、こういう方々
がね、いちばんこの問題を認識してくれにゃいかんのに、いちばんなに〔＝理解〕し
てくれない。
〔娘の差別の件は〕学校にね、手紙を書いて、嫁に持たして、M を連れて学校に行
って、校長に会って、その先生に謝らせろと。その先生を呼んで、M の前で、
「M さん、
私はそれ間違っておった。お父さんはそうかもしれんけど、あんたはそうではないん
だ」ということを言ってくれ、と。先生がね、頭を下げたか下げんかったかはね、
〔確
認していません。〕もうほんとに、その先生はあんまり芳しくない先生でした。それか
らもう、〔子どもたちは、家内の〕妹のところにやって、学校を転校させました。
ある入所者（男性、1951 年大島青松園入所）は、この聞き取りの時点からみて「去年の
暮れ」、つまり 2002 年に、姪御さんが、ハンセン病の伯父がいることを理由に「破談」に
なったということを証言された。
〔私の弟には〕子ども 2 人いるんだけれども、まだ結婚してない。長女に結婚話が
出て、ほぼかたまりかけたときに、私のことがわかって、去年の暮れだったかな、破
談になった。そんな例は、いっぱい、いまでもある。
ハンセン病患者の「強制隔離政策」がもたらした《家族・親族の被害》は、過去の話で
はなくて、いまなお現在進行形の被害なのだ。
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４．治療面での問題
入所時に、療養所の医師や看護師などの医療従事者から、ハンセン病についての「詳し
い医学的な説明があった」と答えた入所者は、ごく少数であった。ハンセン病療養所は、
「療養所」でありながら、治療面での不備を抱えたままスタートし、存続してきたのだ。
そして、現在でも、療養所の医療スタッフの不足について憂える声は強い。
以下、治療面での問題点について、聞き取りで語られたことの一端を示していきたい。
ある入所者（男性、1939 年多磨全生園入所）は、療養所内での治療の無意味さを、つぎ
のように語る。
「注射場」っていうのがあって、そこへ、
〔療養所内の〕学校に行ってても、何時か
ら何時まで注射っていうのがあって。毎日じゃなくて、週に 3 回ぐらい。大風子油。
それが、痛くて痛くて。筋肉注射っていうかね、尻だとか腿だとかに。だけど、わた
しなんて、
〔身体が〕ちっちゃいでしょ、細いでしょ。だから、尻が主だったね。だっ
て、腕なんか射せない、太い針で、長い針で射すんだもん。大人と子どもの針がちが
わないんですよ。同じ針なんだ。で、油を、キューっと押し込むんだからね。
〔大風子油の注射は痛いだけで〕効かないよ。わたし、戦後、いわゆるアメリカの
進駐軍が入ってきたとき、林芳信園長が、少年舎のほうへきて、
「こっちおいでよ」な
んてね。廊下のほうへ出て。で、英語を話せないから、林園長。通訳にね、「じつは、
この子は、大風子油が効かないタチなんですよ。だから、この子は、どんどんどんど
ん、これから悪くなる一方なんです」って、言いましたもん。それは〔わたしが〕13
〔歳〕ぐらい。 ひどいこと言ってるな

と思った。

わたしは、もう、喉が、腫れもんができたりなんかして、呼吸困難で、ひっくりか
えったんですよ。喉切りする寸前までいった。
おなじ入所者が、戦争中から敗戦後まもなくの時期は、療養所内は「治療」以前の状態
で、食糧事情が最悪だったと、つぎのように語る。
食べるもんがなくて。母なんか、餓死同然だからね、死んだとき。
〔母が多磨全生園
で亡くなったのは〕昭和 20 年の 5 月です。敗戦 3 ヵ月前に、息ひきとりました。空襲、
空襲で、職員は、食事も配給しない。母はどんどん病状を悪くしてくなかで、ついに
は、重湯（おもゆ）がやっと喉を通るぐらいになって。重湯なんかは配給になんない。
乾パン。乾パンなんていうのは、カリカリ噛むから食えるようなもんで。水に溶かし
て、母にやると、吐き出しちゃうんだよね。喉を通らなくて。で、生卵 1 個、食事代
わりに配給になって。それを、溶いて、母の口に入れたら、泣き出しちゃってね。
「塩
気のない、味もなんにもついてないものを、わたしの口に入れるな」つって、泣くん
さ。
母は、もう耳も悪くなっていたから、説明のしようがなくて。年とって耳が聞こえ
ないっていうんじゃなくて。ハンセン病で侵されて。
「痛い、痛い。耳が痛い」って言
うからさ、なんだろうと思って、耳のなかを見たら、そこから蛆（うじ）が出てきたり
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なんかしてね。耳が侵されて、膿（のう）かなんか出てきたところへ、蝿がたかって、
卵を産みつけたんでしょう。そういう状況のなかでね、母は死んでいきました。
塩も醤油もないのよ。塩も醤油も、買いたくても、金があっても、物がない。やむ
なく、溶いただけの卵を口に入れたら、怒られちゃってさ。泣かれて。そういうんで、
死んでいったですよ。餓死ですよ。――焼くあれもないもの。火もない。だから、配
給になった卵 1 個、それを溶くだけでさ。
ある入所者（男性、1944 年多磨全生園入所）は、療養所では、治療といえるような治療
のないまま、患者がほったらかしにされていたこと、さらには、無資格の「看護士」と呼
ばれる男性職員が患者の足の切断などの手術をおこない、その切断した足を「塵溜」に放
置していた事実について、つぎのように語った。
〔わたしが入所した当時〕治療なんてものはないですよ。大風子油の注射を打つだ
けで。それだって、診察受けて、
「あんたは大風子注射をやりなさい」とかね、そんな
指示があるわけじゃないしね。みんなが行くから、だから自分も行って並んで。やっ
ても影響ないから、もうこんなのは痛いだけだからやめようって、やめたってべつに
文句があるわけじゃないし。〔そういう意味では〕ほったらかしですよね。
いまは看護婦を看護師って言うふうになったけれども、むかしはじっさいに「看護
士」っていう男の人がいて、それらの人は、どういう資格があったのかわからないけ
れど、看護婦さんよりちょっと上みたいなね、そんな位置づけであったような気がす
るけれども。そういう人がね、お医者さんが少ないからね、
「スジ切り」って、ようす
るに断種の手術だとか、それから、足の切断を何本もやったっていうね。手足の指の
傷がいつまでも治らなくって、
「これはもう、こっから切っちゃったほうが早い」とか
言ってね、指を一節（ひとふし）ぐらい鋏で切っちゃうとかね。そんなのは日常茶飯だろ
うと思うしね。足もね、看護士っていわれる人が「何十本も切った」って言って、豪
語してましたよね、むかしは。
しかもね、わたしは、最初 5 年ぐらい園芸部で働いていたけれど、園芸部にいると
ね、穀菽（こくしゅく）部へ手伝いに行くんですよね。園芸部みたいなとこは、畑が狭い
しね、むかしのように、チューリップだとかヒヤシンスだとか、そういう温室の、き
めの細かい仕事するんだったら手がいるけれども、戦争中はそんなものをやってなか
ったからね。食べられないものはやらないから。そうすると、土地狭いもんで労力あ
まるんで。それで穀菽のほうへ回される。それで、この穀菽の仕事手伝いでもってね、
園の後ろのほう、病室の後ろっ側のほうにね、解剖室だとかね、それから監房だとか、
動物飼育〔部〕だとか、怪しげなね、行くも気持ちの悪いような、そういうとこがあ
ったんですよね。で、そういうところ、吹き溜まりに落ち葉がたまるでしょ。ここの
仕事でもってね、リヤカーひいて落ち葉かきに行くわけですよ。そうすると、穴の中
からね、切断した足が出てきたりだとかして。園のやつらもほんとどうしようもねぇ
ことするってね。問題になって、後から、誰かが亡くなったときにね、棺桶の中へ、
切った足はおまけにつけてやるっていうふうになったりしたようですけれどもね。は
じめのころは、切った足なんか、そこらへね、塵溜（ごみため）みたいなところへ捨てて
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たようですね。
ある入所者（男性、1944 年栗生楽泉園入所）は、昭和 20 年代前半には、薬もなく、食
料もなく、入所者がバタバタと死んでいった状況について、つぎのように語った。
〔わたしが入所した〕当時は〔療養所内の治療が〕十分じゃなかったというより、
よい薬がありませんから、最初は。あきらめよりほかにはありません。だって、よい
薬ありませんから、みんなもそういう考えじゃなかったでしょうか。
昭和 22 年に、ここ〔＝栗生楽泉園〕で、「人権闘争」があったんです。昭和 22 年 7
月にあったんですね。自治会長の藤田武一（ふじた・ぶいち）さんが先頭に立って、自治
会がリードして人権闘争をたたかった。藤田武一さんは、もしかしたら検挙されるん
じゃないかと、監房の中に入れられるんじゃないかということを覚悟しながらね、や
ったという話です。もう、栄養失調でどんどん死んでいきますしね。これはほっとけ
ないよと。自治会も、そういう気持ちであったと思います。1 割は死んでいったですね。
昭和 20 年、1,290 人ぐらいおったですね。で、120 何人死んでいきますから、ちょうど
1 割くらい死んでったんです。120 何人死んで、それで代わりに、120 人ほど新患が入
ってくると。5 年間で、あの頃は 600 人くらい死んだんじゃないでしょうか。入れ替わ
り立ち代わり、少しずつは少なくなっていったんですけど、1,200 人はずうっとあの頃
は続いたんです。
ある入所者（男性、1941 年栗生楽泉園入所）は、戦後のプロミンで命は助かったものの、
薬が足りず「くじ引き」という方法をとったことへの批判を語った。当時の医者が、もっ
と、プロミンがどんな患者に効くのかを確かめて、優先順位を決めるべきだったと考えて
いるのだ。
〔療養所といっても〕戦争中は薬はない。大風子なんて効かないしよ。それで、ど
んどんどんどん悪くなってね、もう喉も声が出なくなるしね。ああ、これはいよいよ
だめだなって思ってるときに、プロミンがきたんだよ。ほんと、すごくよく効く。み
んな、我も我もって行くが、薬の量がないんだよ。みんなにわたるほど来なかった。
それで、園のほうがどうしたかっていうと、くじ引き、順番を。
本当ならね、医者がいるんだから。――この病気もね、いろんな型があるんだよ。
鼻がなくなったり、耳がなくなったり、頭の毛が抜けたり、目を悪くしたり、そうい
うのを「湿性」と。これは、どんどんどんどん、肉体が腐っていくんだね。これがい
ちばん恐ろしかったね。そういうふうにならない型もあるんだよ。それは、簡単にい
えば、病気が固まっちゃうんだね。足がこう、片方下がっちゃう。あとどこも悪くな
い。それから、節（ふし）がゆがんじゃうんだよ。あとどっこも悪くない。そういうの
を「乾性」って言ったんだね。プロミンは、そういう人には効かない。この、腐って
くような、眉毛が抜けたり、頭の毛がなくなるような、喉にまで結節ができてね、息
ができなくなる、そういう人にうんと効能があったんだね。だから、医者もそういう
人を優先的にやればね、あれだけども……。私なんか、1 年か 2 年、早かったら、こん
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な体にはならなかった。
〔そういうことをしなかったから〕2 年ぐらい遅れちゃったん
だね。その 2 年の間に、もうどんどんどんどんね、膿が出てね。だから、あやうく、
まあ、喉を切るまではなかったけどね。
薬が足らない。みんなやりたがってる。一日も早くその薬の恩恵に浴したいがね。
ところが、園のほうは、量がないもんだから、くじ引き。宝くじ引くようなもんだね。
私なんかくじ運が悪いからね、いちばん後回しだ。
ある入所者（男性、1952 年長島愛生園入所）は、療養所内の小学校に通っていた時代に、
治療の指示が不十分だったと、つぎのように語った。
最初、小学校に入って、プロミンというのが、正月とお盆は 2 週間ずつ休むのよね、
打つのに。そうすると、子どもじゃから、休んだらそのままでね、もう始まっても行
かんわけじゃ。ハハハハハ。子どもはね、
「はい、休みですよー」いうて、看護婦さん
に言われて、で、2 週間休みだと、2 週間過ぎても行かない。治療、怠ったりね。まじ
めに治療しときゃ、もっとよかったかなぁと思って後悔しとるけど。ハハハハハ。
ぼく自身は、さっき言ったように、子どものときにプロミン打って、正月とかお盆
休みの 2 週間の薬の休みの期間があって、再開したのに、教えてくれんから、そのま
ま治療しなかったいうのは、いま後悔してるよ。
「あんた、治療始まったから、おいで
よ」っていうぐらいね、言うてくれればね。だから、そこで徹底的にプロミン、まじ
めにやっとれば、もう少し悪くならんですんだかなっちゅう感覚はあるけどね。
〔それ
は〕入ったころ、〔昭和〕27、8 年。だから、いちばん必要なときに、ちょっと治療を
怠ったちゅうことやね。
療養所内の医療の問題ではないが、ある入所者（男性）は、1947 年 3 月から 1948 年 4
月まで、K 大学病院皮膚科特別研究室に入院し、O 医師による「減食療法」を受けたが、
死にそうなめにあったと訴えた。この入所者は、1941 年、小学校 5 年のときに、父親に連
れられてある療養所に入所。1943 年、父親が戦死し、葬儀のために「帰省許可」。故郷に
は戻らず、親戚の家に逗留し、しばらく K 大学病院に通院。1945 年、故郷に帰ったが、そ
のご病気が再発し、K 大学病院に入院したものである。
〔K 大学の〕O 先生に、昭和 18 年から診ていただきました。そして、20 年に故郷に
帰って、公務員をして、病気が騒いだもので、それにもいろいろ複雑な経緯があって、
やむをえず、K 大学の皮膚科特別研究室へ入ったんです。この病気で、どうしても行
かなきゃならなくなったのは、けっきょく、その前に、警官が来たりとかいろいろな
問題もあってね。誰かが、おそらく、こういう病者のひとがいるからって、警察に密
告があって、警官がわたしとこのうちに来て、そのことのために、けっきょく、もう、
即刻、よく知ってる病院に入院することになったんですね。そこで、O 先生の主張す
る減食療法というのをやることになったんです。
それが、ぼくは、あんまり減食療法を守らなかったもので、生き延びることができ
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たんです。それを守った人は、よぉけ、死んでいきました。10 人ぐらい入院していて、
1 年のあいだに 7、8 人は死んだんじゃないかって、ぼく、思うんですけど。ある人は
12 人ぐらい死んだって言うんですけど。
〔O 先生は〕先生としては、立派な先生です。だけども、その療法、やったことは、
どうかな。先生はこの減食療法をやれば病気は治ると思いこんで、それをみんなにや
ってしまったために、栄養失調でみんな死んでしまったんじゃないかな。
〔先生は多くの患者さんが死んだことに対して〕なんにも思わなかったのか、それ
がぼくはわかりません。先生はいいと思ってやっておられたんですね。だけど、事実、
死んでく人が次から次にいたということは確かです。当時の大学病院の記録を調べて
いただければ、昭和 22 年、3 年のころの記録があったら、わかるんじゃないかなと思
いますけどね。
その減食療法というのは、学会では、減食療法じゃなくて、
「飢餓療法」って言われ
てたらしいです。O 先生以外の人には。だから、ぼくも 1 年のあいだに、体重が 26 キ
ロになった。17 歳ぐらいですから、
〔元の体重は〕40 何キロあったでしょうけども。
そのときに、ぼくは、飢餓状態というものを味わいました。ほんとに、飢餓状態ちゅ
うのは、どんなものか。
先生は、食べるものと消化するものとのバランスを取れば、病気が治るという考え
だったみたいですね。だけども、当時は、食糧〔事情〕も悪い時代だし、とても栄養
的には取れなかったから、栄養失調で亡くなった人が多かった。特に、ぼくたちは湿
性という病気なんですよね。乾性と湿性のらいがありまして、特に湿性の人は、そう
いう減食療法に耐えることがなかなかできなかったんですね。だから、湿性の人は、
おそらく、よぉけ亡くなっていると思いますね。乾性の人はね、案外ね、食事の減食
に対して、ゆるやかだったと思いますね。病気のもっている特有で、どうしても食事
を減らさなきゃならないような症状が現れやすかった。
それで、ばたばたと亡くなって。これはね、ほんとに、まぁ、O 先生は、人権的に
立派な先生と言われている半面、こういうことがあったということは、ぼくは知って
ほしいなと思いますね。
日向ぼっこしてても、亡くなっていくんですからね。いま、そういうことを深く考
えてみると、なんで、それだけね、減食で苦しいのに外へ出なかったんか、逃げて行
かなかったんか、ということを疑問に感じられると思うんですよね。そこにやっぱり、
また、ひとつの、
「癩予防法」の問題もかかわってたんかなと思うんですよね。外へ出
てっても、やっぱり、療養所へ行かなきゃならんだら、一緒だから、ここで死んでも
いいという感じはあったかも。親も、療養所で死ぬより、ここ〔＝大学病院〕で死ん
でもらったほうが体裁がよかったと思ったか。いろいろな問題が、ものすごい、含ま
れているような感じがいたしますね。
〔減食療法をやってるときは〕たいてい 1 週間に 1 回、体重を量るんですよ。ある
とき、看護婦さんが、「ちょっと来なさい」と。「うちへ速達を書きなさい。電報をう
つと、うちのひとがビックリするから、速達を書いて家族を呼び寄せる」と言われて、
ぼくは、京都をよく知ってますから、それでぼくは外へ出たんですね。出て、うちの
田舎へ帰って、そして、療養所へ。
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いろいろあるんですよ。いろいろなドラマみたいなもんが、ひっかかっちゃうんで
すよ。お金もなにもないでしょ。もう、ほんとに、お金も一銭もないのに、毛糸のチ
ョッキをひとつだけ持ってね、出たんですよ。で、〔京都の〕岡崎の質屋さん行って、
その毛糸のチョッキでお金を作ろうと思って。毛糸のね、手で編んだ、たいしたもん
じゃないですよね。
〔でも〕ちょうど、そこに友だちがいたんですよ。自分が顔も変わ
ってるから、おそらくわからんと、自分は思って。まぁ、そこの質屋さんを出て、こ
んどは、もっと違う、東山通りの質屋さんへ行ったら、その質屋さんがね、高価で買
ってくれたんですよ。それで、新京極へ出て、新京極で腹一杯食べて。でもね、いっ
くら食べてもね、満腹感がないんですよ。口から出るほど食べても、空腹感しか残っ
てないんですよ。神経が、もうそうなっちゃって。食いたいという神経が、そうなっ
ちゃって。そこで、食物屋さんへ入って、
〔食べ物を〕前へ置いたけど、食べられなく
て、けっきょくは、そのまま出てきたりして。で、そのお金で、故郷まで帰って行く
金ができたんですよ。そのチョッキ 1 枚で。それで、けっきょく、助かったんですよ。
そうじゃなかったら、K 大学の病院で、あのままいたら死んでしまいますからね。絶
対死んだと思います。
私は、長い間あのチョッキが高価に売れたことをなんの不思議にも思っていませんで
した。しかし、いま、心に浮かんでくることは、当時の私の姿を見て同情という言葉で
は言い表せないものを受け止めてくださったのではなかっただろうか。私は、この質屋
さんとの出会い（？）があって、結局は、生き延びてきたようなものです。感謝したい
思いです。
ある長期入所経験者（男性、1950 年星塚敬愛園入所）は、医者が脊髄注射を間違えて 2
人死亡させてしまうという事件があったと、つぎのように語った。それほど昔の話ではな
さそうである。
医者が、脊髄の注射を打つときにね、薬を誤ってね、脊髄に打ってはならない注射
を打ったんですよ。その医者はまだ新しい医者で、学校を出て 2 年くらいしかならん
医者でね。看護婦の連中は、これは違うんだがなぁと思っておったけども、医者の指
示だから。やっぱり、医者というと強いから、俺の指示通りしとけばいいんだよ、お
まえたちが〔口を出すことではない〕っていうようなあれ〔＝意識〕を持っています
からね。それを打ったんですよ。それも医者が。普通は〔注射は〕医者が指示して、
看護婦がそれを打ちますわな。〔そうしないで、医者が自分で注射した。〕
1 時間後に亡くなりました。それも、2 人。これは、大きな事件になりましてね。も
ちろん厚生省もね、なにして〔＝調査にやってきました〕。
〔ちょうど〕その〔医療ミスが起きた〕とき、
〔敬愛園に〕盲人の人たちが 100 名ぐ
らいおりましたから、年に 2 回の、自治会が盲人の人たちを集めて慰労会をするため
に、盲人会館にみんな集まって、100 人と先生がたも集まっていたわけです。園長もそ
こに一緒に出てね、飲んだり食ったりしよったわけですよ。そのときの園長は、外科
医だったけども、それ〔＝その医療ミスが起きたこと〕を聞いとって、俺が知らん間
に〔そんな不祥事を起こしやがって……〕というようなことで逃げちゃったわけです
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よ。園長はあれ〔＝事件〕を知っておきながら、自分の部下がやったのに、自分では
責任を〔とらずに〕ね、逃げちゃった。
〔脊髄注射をうつには〕専門の医者がついとら
にゃいかんのに、そういう一緒になって飲み食いしよったっていうこと。医者の、ま
ったくの医療ミスですよね。そんな基本的なね、脊髄から打つその注射、医者だった
ら当然知っておかなくちゃならんものを、その薬を間違ったということ。いったい、
どういうことか、ということで、裁判になってね、私も何回か、園長と一緒に行きま
した。
鹿児島地裁からね、高裁まで。福岡高裁の支部が宮崎にあるんですよ。だから、宮
崎の支部まで行きまして、この先生はいい先生だったから刑は軽くしてくれっていう、
入園者の嘆願書を出しました。それは、
〔その医者の〕家族と園長から頼まれて、なに
〔＝協力〕しました。
簡単な医療ミスで、裁判までなった。
〔医療ミスを犯した〕その先生のうちが医者の
うちで、あと 2、3 年したら、敬愛園を辞めて、うちのほうのあれを、家督を継がなく
ちゃいかんというような先生だったから、なんとかできんもんだろうか、ということ
でね。〔結果は〕半年か 1 年間ぐらい〔医師免許の〕停止になりましたよ。
1986 年に療養所内で白内障の手術を受けたある入所者（女性、1941 年栗生楽泉園入所）
は、その時点でも、療養所内の医療スタッフの質が不十分だったと思われた体験を、つぎ
のように語った。
昔はね、学校卒業したばっかりの、インターンの人が来てくれていたんだよ。だか
ら、全部その自分の腕の研究ってことだね。だから、昭和 61 年に、私は白内障の手術
したんだけど。まぁ、やったときはよく見えたよね、字なんかも。だけど、3 ヵ月か 4
ヵ月経ってっから、
「◎◎さん、目、ちょっと水が切れてきましたね」って、こう言う
んだよ、眼科の先生が。あらー、どうしたんだろうなぁと思って。それで、だんだん
だんだん、眼圧が低く下がってきちゃって。だからもう 1 回手術して水入れたらどう
かってんで、
「はい」って、水入れたんだけど。ここの医者が入れたんだから、どうい
うふうにして入れたんだか。
文句言っちゃ悪いけど。ここの看護婦もさ、みんな、そんな手術に立ち会ったよう
な看護婦いないの。医者が一生懸命やってるでしょ。
〔局部麻酔なので〕こっちはよく
聞こえてるんで、〔医者が〕「メス」って言っても、看護婦さんが「どれですかぁ？」
なんて言って。医者がなんだか怒ったような声出すから、やだなぁと思ってたの、私。
腹立ったけど、仕方ない。
ここは、みんなインターンみたいのが来てやってた。みんな、だから、ここでさ、
自分の腕つけちゃ出て行くんだよ。私の目、手術した人も、表行ったら博士になった
ってからさ。でも、その先生は優しかったんだろ。
「ぼくはね、◎◎さんの目、見える
ようにしてやろうと思って一生懸命やったんだけど。ごめんなさいね」って、行くと
きに言ってくれた。だから、それで諦めた。それから、うっすらうっすら見えてて、
ずうっと過ぎたんだけどね。で、〔平成〕7 年頃になって、まるっきり見えなくなっち
ゃった。
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いまだったらね、白内障〔の手術を〕するっていったら表の医者へ連れてってもら
えるでしょ。もうどうしようもない。取り返しがつかない。
ある入所者（男性、1947 年邑久光明園入所）は、療養所に居着いてくれる医者がほしい
という要望を述べた。これは、多くの入所者が共通して口にした要望である。
お医者さん、ええお医者さんは欲しいと思う。それは、無理やわな。やっぱり、お
医者さんにとったら、ここへ入ってもそう勉強にならんということはあるやろな。そ
れはしゃあないと思うわ。実社会の病人さんと、ここの病人さんやったら、またちょ
っと違うやろしな。
週に 1 回の〔お医者さんはいても、常勤の医者は〕少ないし、やっぱり 1 年いては
ったら、慣れた時分に、ぱっと変わられるやろ。で、また新しい先生に変わる。そう
いうのがあるわな。おれも、肝炎て診察された先生が 1 年で辞めて、また変わって、
もう 3 人目かな、担当。2 年ほどの間に。それだけ、やっぱり、出入りが激しい。
で、いまやったら、医療センターのほうへ行くやろ、手術でもみな。ここでは全然
〔手術はできない〕。やっぱり、動けん人はつらいんやわ、岡山病院へ入院されたら。
遠いから。行きたぁても行けん、見舞いにな。せやから、知った人に頼んで、車で乗
せてってもらうとか。その知った人がおらん人やったら、つらいわなぁ。親しい人が
あっち〔＝医療センター〕へ入院して、見舞いに行きたいけど、行けん。
ある入所者（男性、1944 年多磨全生園入所）は、いま現在も、ハンセン病療養所のなか
の医療体制が不十分であることを批判して、つぎのように語った。
やっぱり、療養所だからね、医療機関なんだから、まして国立だしね、だから、そ
れにふさわしいようなスタッフをそろえるべきであってね。今度は全生園で検証会議
が〔2003 年〕9 月におこなわれるという予定が決まってますのでね、それで、
〔邑久光
明園の〕牧野〔正直〕園長がここ〔＝多磨全生園〕の青崎園長にね、
「いろいろ参考に
なるだろうから、来て、ご覧になったらどうですか」っていうふうに言われたって言
って、それで、むこうの面会人宿泊所で一緒だったんですよ。それで、朝御飯食べる
ときに同じテーブルで会ったもんで、まあ、自己紹介した。前に、厚生労働省なんか
では顔を合わせたことはあるんだけれども、名乗ったことは初めてですのでね。その
ときに彼〔＝青崎園長〕が言うにはね、
「なんとか、定員いっぱい、医者は、わたしの
代でもってそろえた。初期の目的っていうか、第一段階の役目は果たしたと思う」っ
ていうふうに言われていましたけどね。
でも、ここ〔＝多磨全生園〕の 3 階建ての病棟の一番上はね、半分こっちのほうは
透析をやるところであって、それから半分むこう側は手術室が 2 つあって、小さなほ
うは、白内障の手術とかね、こういうのはしょっちゅうおこなわれていて。わたしな
んかも、白内障の手術のために入室したときは、あの病棟と手術室ができたばっかり
のときでしたけれどもね。それ以来、しかし、大きなほうの手術室っていうのは、ほ
とんど、というか、まったく使われたことがなくって。盲腸のようなものまで、外の

220

国立療養所入所者調査（第２部）

医療機関へ。たとえば、埼玉病院であるとかね。それから、前立腺の手術やなんかは、
〔東京都〕多摩〔老人〕医療センターへ行くんですよね。このごろはもう、ほんとに、
つまらないようなものでも、みんな、よそに出してしまう。なぜっていうと、ここで
は、麻酔をやれるお医者さんがいないとかね。それから、いくらその気があってもね、
お医者さん 1 人では手術はできないわけだよね。眼科でもね、白内障の手術は、やっ
ぱり、お医者さん、2 人でやるからね。ましてね、もっと大きな手術となれば、何人か
のお医者さん、なかには、必ず麻酔の専門医がいなきゃならないと思いますしね。そ
ういうお医者さんいないから。だから、もう、てんからね、外へ出してしまうってい
う形になるんですけれどもね。だけど、やっぱ、それぞれね、
〔われわれハンセン病元
患者には〕見てくれの問題があるからね。埼玉病院のほうでは、スタッフに、きちん
と、この患者さんは全生園から来たんだけれども、全生園はどういうふうなところで
あって、いまは、むかしと違って、こうなんだからっていう、教育をしてるみたいで、
だから対応が、ただたんに理解してるっていうだけでなしに、手足の障害にからんで、
生活上のどういう不自由さがあるんだから、どういう配慮が必要かっていうような、
そういうことまできちんと教わってるみたいだけれども、こっち〔＝東京都多摩老人
医療センター〕は、まったくそういうことがないみたいでね。だから、行った人がつ
らい思いをしてるみたいですよね。まして、うんと症状の重い人やなんかだったら、
もう、そんなところへ行くんだったら、死んだほうがいいっていうふうに言うわけで。
いままでは、こう言ってきたの。「お医者さんがいて悪い。いなくて悪い」ってね。
いなけりゃもちろん困るわけだけれども、だけど、邪魔になるようなもんだったら、
いたってしょうがないっていう、そういうふうな考え方もあるわけでね。そこらへん
が、だから、いくら、そろったって言っても、依然として、手術ができないじゃない
かってね。
〔しばらく前に〕わたし、腰を、ぎっくり腰のようなかたちになって、病棟へ入っ
た。若い先生〔に診てもらった〕。でも、なんていうかな、医者が定員いっぱいそろっ
たっていうふうにいっても、併任だとかね、パートだとかね、ここに、いっきりの状
態じゃないわけで。それで、わたし、その先生に、いちばん最初、どっちにしても、
もう部屋で生活できないから病棟へ入れてもらいたいということと、それから、レン
トゲン撮ったりなんかしてみて、先生のほうでもって、まったく動かないようにとい
うね、ようするに、絶対安静です、と。だから、小は尿瓶（しびん）で取ってもらうと、
大は差し込んで取ってもらうと。だけど、
「先生、昨日あたりから、どうも便秘の傾向
があって、まして、そんなんじゃ、出るもんが出ないですよ」って言ってね。それで、
そこのとこは、だいぶ押し問答をやって、
「じゃあ、まぁ、ポータブルで。ただし、看
護師を呼んで、ちゃんと介護してもらう状態でもって〔ベッドから〕下りてくれ」っ
て。じっさい、自分の尻へ手が回らない状態なの、痛くて。だから、ケツ拭くのまで、
最初の日はしてもらったの。それで、2 日目になったらね、あっち〔＝トイレ〕へ行け
ば、温水便器だからね。部屋のなかにあるんだけれども、そこへちょっと 10 歩ぐらい
歩けば、温水便器だから、自分で拭けなくったって、きちんとできるっていう頭があ
ってね。それで、2 日目だったか、3 日目だったかに、手摺（てすり）があるから手摺を
伝わって、そこへ行って、それで、してきたんですよね。そうしたら、看護師が、ブ
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ーブーブーブー、
「お医者さんと、あれだけ話し合って決めたことを守ってもらわなけ
れば困る」みたいなね、そういうことを、ガミガミガミガミ言われて。それで、
「行っ
てこれたんだから、いいんじゃねぇか。途中で倒れたりなんかしたんだったら、困る
だろうけれども。昨日より今日のほうが、今日よりも明日のほうがって、よくなるん
だから、いちばん最初、ポータブルと決めたから〔いつまでも〕ポータブルでなくち
ゃならないってもんじゃないだろうよ。それはお医者さんが、毎日来れない、1 週間に
いっぺんしか来れないっていう、その矛盾じゃねぇか」って、言い合ったことがあっ
たけれどもね。それは、ささいなようなことだけれども、具体的に言うと、そういう
ような問題がいくつもいくつも出てくるわけよね。
また、おなじ入所者は、看護師も不足していると訴える。
表向きは言えないけれどもね、だけども、不自由舎の人たちのほうが、病棟へ行く
比率っていうのは高いわけで。それで、まして、ボケだとかね、いろんなものがから
んでくると、寮での従来どおりの生活っていうのがなかなか難しくなってくるんです
よね。夜、どっかへ行ってしまったとかね。それから、夜、便所へ行ったけれども、
無事に自分のベッドまで戻れなかったとか。だから、そのために、入口にセンサーマ
ットを置いたりだとか、いろんなことをするんだけれども、ところが、もう、朝にな
ったらば、なんか、ひどく悪い状態で、それであわてて救急病院へ、救急車で行った
けれども、間に合わなくって、夕方亡くなったとかって、そういうことがあるんです
よね。それで、こっちのセンターのほうっていうか、不自由者寮のほうではね、介護
する人たちは、看護婦でなしに介護員っていってね、ふつうの人なんですよね。ふつ
うの、特に資格もった人じゃない。生活介助をする人たちということでね。だから、
夜ね、介護員は当直ということで 2 人ぐらいは泊まっているけれども、それは、寝る
当直であって、緊急にブザーかなんかで知らせれば、来ないことはないけれども、あ
んまり、ちょくちょく起こされたらね、明日の仕事に差し支えるからってことでもっ
て、かえって、怒られたりするわけで。で、怒るよりも前に、これはもう、夜、始末
におえないから、だから、いっそ、なにかで病棟へ入ったときだとか、熱がたまたま
高いから病室に入ったら、それ以来、今度は受け取りたがらないとかね。そういうこ
とで、病室とセンターの両者が、ドッジボールのようなかたちでもってね、それを拒
みっこするっていうか、居場所がなくなってくるっていうような、そういうケースが
あって。そこらへんが、いま、一番、やっぱり問題だろうと思うけれどもね。訓令 52
号っていうのでね、女性介護員の夜勤っていうのは禁じられている。泊まる〔だけの〕
当直ならいいけれども、終夜勤務は許されないっていうことになってるわけでね。そ
れだもんで、不自由舎のほうへ、もっと看護師を大勢配置してくれっていうことを、
いま、要求しているんですね。それでないと、病棟のほうへ行くと、ほんとにもうね、
車椅子でトイレつれていくとか、それからまた、ポータブルでもって、トイレをね、
誘導してさせるとかいうことで、自分の部屋だったらば、自分でトイレへ行くうちは、
やっぱり自分で行かせておかないと、ひとつひとつ、やれなくなるのね。だから、な
るべくね、もとのところへ置いて、よくよく足りないところは補うにしても、基本的
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にできることはひとつでもふたつでも、そこでもって、自分でやるようにしておかな
いと、ボケが進んでしまうということになるわけでね。そこらへんのことを指摘して
ね、三交替制にして、肝心なところは、看護師を増やして看護師に見てもらうように
っていう方向を、いまね、要求として出してるんです。
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５．療養所内の教育をめぐる問題
ここでは、療養所内の教育をめぐる問題について、若干の語りを示しておきたい。
ある入所者（男性、1939 年多磨全生園入所）は、療養所内の学校では、勉強よりも肉親
である母親の看護のほうが優先されるかたちで、十分な教育を保障されなかったと語る。
わたしは、母と一緒に〔昭和 14 年に多磨全生園に〕入って、小学 1 年生のときはと
もかく、わたしのすぐ上の兄が、昭和 18 年に 14 歳で入院してくるんですよ。で、
〔母
と兄の〕ふたりとも身体が弱くてね。で、患者看護の時代でしょ。だもんだから、母
が重症病棟に入った、あるいは、目の手術をした、なんかすると、
「学校へ来なくても
いい。看護に行け」って。母のところへ、看護に行って、学校へ行かなくてもいいと。
ある入所者（男性、1945 年栗生楽泉園に入所）は、「未感染児童」として保育所で過ご
したときの「草津小学校栗生分教場」での「肩身の狭い」思いをした体験について、つぎ
のように語った。彼は、病気の両親と湯之沢で生活していたので、小学校 1 年のときは草
津の小学校の本校に通学していたことがあるのだ。
保育所へ行ったらね、やっぱし、ちょっと肩身が狭くなっちゃってね。で、
〔未感染
児童の〕保育所の学校もね、草津のほうが本校だから、運動会なんていうと、
〔以前に
草津の小学校に行っていたときの〕前の友だちに会うでしょ。やっぱし、おれ、嫌だ
ったな。会わねぇようにして、そっと逃げてたよ。団体競技なんかやってるときは、
かまわないけどねぇ。昔のことだから、「オイッチニ、オイッチニ」「右向けぇ、右」
なんてこと、やるのよ。そのときは、大勢のなかだから、かまわないけども。あとに
なって、バラバラになった途端に、サーッと逃げてきちゃった。
また、この方は、
「未感染児童保育所」の子どもたちが大きくなったとき、社会に出てい
くのに大変苦労したと、つぎのように語った。
わたしの年代でねぇ、保育所にいたもんたちは、苦労したのよぉ。わたしはねぇ、
〔発
病して〕すんなり、ここ〔＝栗生楽泉園〕へ入っちゃったもんで、もう、それこそ、
ぜんぜん苦労してないんだけどねぇ。
〔昭和〕25 年、卒業なんだよ。わたしの同級生み
たいなもんたちはね、ずいぶん苦労したのよぉ。
〔社会に〕出るのに苦労したの。それまでにね、昭和 23 年にね、社会党の政権にな
って、児童福祉法だかなんとかってのができるでしょ。それまでは、保育所にはね、
18〔歳〕以上の子どもが、いっぱいいたの。それがね、おんだされちゃったの。それ
でねぇ、行く場がなくて困ったんだよ。で、楽泉園にも入った人がいるの、はっきり
いってね。だから、楽泉園に病気じゃない人で入ったひとが、何人かいるのよ。これ、
やむをえないんだよ。どこへ行けっつうのよ。急に法律がね、18〔歳〕以上はいれま
せんよって言われてさ。しょうがないじゃないの。あの児童福祉法ができてね。
それまでは、施設にね、いられたんだ。わたしがいたときなんかはね、
〔保育所から〕
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兵隊に行ったような者もいるぐらいだから。
〔昭和〕20 年の春にね、ひとり、S さんっ
ていうのがね、兵隊に行ったんだ。その下にも 19 だかの A ってのもいたしね。18、9
のも、いたのよ。女のひとも、同じぐらいの年のひと、いっぱい、いたしね。そうい
うことがあったのよ。
で、わたしの同級生やなんかはね、わたしあとで知ったんだけども、ずいぶん苦労
したのよぉ。保育所から、直接、社会へ出れないもんでね。雇ってくれないもんで、
どうしたか。埼玉県のとこに、別の施設つくったの。で、とりあえず、ハンセンの子
どもじゃないってことにして、こっちへ入れちゃって。で、そこから、職場へやろう
としたんだ。そういう苦労をしたのよ。それはね、
〔昭和〕30 何年ごろまでかねぇ。要
するに、田中角栄氏がでてきて、列島改造だぁつって、仕事がワァッてある時分にな
れば、もうね、だれだろうと雇っちゃおうってな時代になっちゃったから。
だから、わたしが、もし――もしなんてのはないけども――病気にならなかったら、
保育所にいて、仕事、どっかへ出るのに、おおいに苦労したと思う。だからね、あん
まりいい仕事に就いてるのもいないしさ。
ある入所者（男性、1952 年長島愛生園入所）は、邑久高校新良田教室を卒業しているが、
療養所内の学校の先生たちとのあいだに距離感があったことについて、つぎのように語っ
た。
やっぱし、
〔生徒は〕職員室に入れなくって、ボタンで押して呼びださにゃあ、先生
出てこないね。誰先生呼ぶときには、
「プー、プー」ってモールス信号みたいに呼んで、
職員室から出てきてもろうて、それで、用事があったら話するとか。わたしは経験な
いけど、ほかの人が、先生になんか買うてきてもろうて金渡すと、先生が金を洗うて
からガラスに貼ったとかね。ハハハ。そういうの聞くけど。
ある退所者（男性、1953 年星塚敬愛園入所）は、小学校 6 年生で入所したので、園内の
小・中学校を 4 年間、長島愛生園の邑久高校新良田教室を 4 年間、経験している。自分の
経験したことについて、つぎのように語った。
〔星塚敬愛園の学校は〕もう、ぜんぜん、程度が低かったと思いますよね。他の子
どもたちが勉強をしてきてないでしょ。もっと小さいときから入ってきてる連中とか
でしょ。だから、そこにあわせて勉強してるわけだから。で、複式学級ですから。だ
から、教育程度としてはもう、そりゃ、幼稚園ですよね。
だから、こんなところいて、外の高校に行けるはずがない。だから、早く〔退所し
て、外の学校に通いたいと思っていました。〕私の頭には、石を投げられた連中、あい
つらに負けてたまるか、というあれが、どうしてもずっとあったわけですよね。つね
に、もう、頭のなかは、教室でそこにいても、その連中と勉強してるんじゃなくて、
あの連中と勉強してるっていう意識がずうっとあったんですよね。
高校〔＝長島愛生園の新良田教室〕に行くときは、「御召列車」でした。そのとき、
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私はちょっと熊本まで別行動をして、熊本から一緒に乗って行ったんですよね。鹿児
島から 5 人だったはずですね。恵楓園からも、たしか 5 人だったかな。それこそ貨車
につながれてね、行ったんですからね。客車一輌貸切。だから「御召列車」ですから
ね。それで、あっちこっち離れたところに、おいてけぼりにされるんですよね。次の
時間にうまくつながらない。
〔岡山には〕3 日目に着いたんじゃないですかね。鳥栖で、
4 時間ぐらいね、操車場におきっぱなしにされた。もう、完全な荷物ですよ。それも、
「伝染病患者移送中」とかなんとかそんなふうに出てた……。
高校〔＝新良田教室〕はね、やっぱり、だいぶ、
〔先生たちの〕言ってることとやっ
てることが違いましたね。「辞書を買ってきてやるよ」って、教室では〔親切そうに〕
言うんですよね。ところが、職員室は完全な消毒。ビシャビシャの消毒をして、そし
て職員室に入る。職員室、こっから入っちゃいかんというふうになってるわけですか
ら。で、お金を渡すでしょ。お金は、もう、あの、
〔消毒液に浸したのを乾かすために〕
窓に貼ってるんですよね。そんなのいっぱい目撃してますからね。あ、このやろう、
言うてることとやってること、違うじゃないか、というかね。
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６．患者作業について
以下、「患者作業」についての聞き取りの一端を示す。
ある入所者（女性、1941 年栗生楽泉園入所）は、患者作業としてやらされた「義務看護」
で、あかぎれや火傷のため、両手をダメにした体験をつぎのように語った。
ここへ入ったとき、すぐ、義務看護〔をやらされました〕。こういう不自由舎、もっ
と大きい部屋ですよ、12 畳半に、4 人か 5 人入ってましたよね、不自由な人が。それ
の看護。義務看護っていうんです。
〔患者作業をするにあたっての注意なんて〕なんにもない。朝来てね。かまどで、
火をつけて。こんな大きな鍋でお湯を沸かして、それで、一人一人の洗面器にそのお
湯を汲んであげて。それで、その人たちが流しで一人っつ顔を洗ったよね。そういう
ふうなことして、掃除してるうちに、今度はちょうどご飯になるでしょ。真んなかに、
大きな炉があって、そこにこんなコタツがあって、その上にコタツ板を乗っけて、そ
れで、みんなで、5 人ぐらい、こう座って。で、私がみんなご飯よそってやって、おつ
ゆよそってやって。そういうことを、いま付添いさんがやってるような仕事さね。そ
れは義務看護だから、べつに給料が出るわけでもない。
そりゃ、
〔病気への影響が〕出ましたよ。冷たいお水だから。自分の手にあかぎれが、
切れちゃってさ。それで、手、こんなになっちゃったんだけど。
〔ここへ〕来たときは、
いい手してたのよ。あかぎれで切れちゃったのよ。それで、痛いもんだから年中こう
いうふうに曲げてるでしょ。それだって、作業に行かなきゃならないから。それで、
いまみたいにお湯なんか自由に使えない。お水で。冷たい、凍ったお水で、鍋洗った
り、飯器洗ったり、茶碗洗ったり。まぁ、そういうことしたのよね。たちまち手は曲
がっちゃいました。
火傷もしましたよ。火傷したから、こっちの先のほうなんか、なくなっちゃった。
こっちの先の、第一関節からこっち。まぁ、自分だって病人だからさ、熱いもの持っ
たりすりゃ火傷するでしょ。
あのころは、そういう仕事ばっかりよ。その義務看護は 15 日あったんだけど。15
日が終われば、まぁ、ちょっと、休みになる。それが、ちょくちょくくるんだわ。新
患には特別にくるのよ。
ある入所者（男性、1941 年栗生楽泉園入所）は、1941 年の入所当時、療養所とは名ばか
りで、実質は「労働所」にほからなかったと、みずからの体験をつぎのように語った。
〔私が栗生楽泉園の自由地区に入ったのは〕まだ 18、19 だからね。若さもあったし。
女房ももらったぐらいだからね。自分の、そのころの写真もありますけどね。私なん
か、どこも悪くない、いい男なんだよ。アハハ。ちょっと手が曲がってたけどね。眉
毛が少し薄くなってね。だけど、頭の毛だって、いっぱいあったしね。
〔だけど〕あのころ戦争中だからね、職員なんてなかなかいなかったんですよ。だ
から、患者が患者を看護したし。そりゃあもう、しょうがないですよ。入ったとたん
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にもう、弱い人の面倒をみなさいと。自分たちで、不自由者のね、看護をさせられた
んですよ。
そりゃあ大変だったよ。寒中に看護したからね。あのころは、朝、炭をおこすこと
から始まって。薪（まき）を割ることから始まって。まさかそんな作業やるとは思わな
かったね。だから、療養所じゃない。労働所なんだ。みんな働かなきゃ。家のあれも、
火熾し（ひおこし）の薪を蓄えておかなきゃなんないんだよ。火熾しは重労働っていう時
代だからね。園から来る食料なんてんじゃ、とても体がもたないから、みんな自分で、
熊笹の山を切り拓いて、畑を作って、芋だ、カボチャだ、とったんだよ。それでなき
ゃ、とてもじゃない、体もたないでしょ。だから、療養所じゃねぇ、労働所だ。
ある入所者（男性、1944 年栗生楽泉園入所）は、1947（昭和 22）年の「人権闘争」まで
は、栗生楽泉園での「炭背負い」と「血染めの丸太上げ」の「特別奉仕作業」が残酷きわ
まりなかったことについて、つぎのように語った。
私が、これはひどかったなぁと思うのは、炭背負（すみしょ）いです。炭を背負うんで
す。正門のところ、ずうっと行って、土手下りて、そこに湯川（ゆがわ）って川が流れ
てるんです。そこに、2 本、丸太ん棒が架かっておって。そこを行って、さらに 3 キロ
ほど奥へ行って、炭担いできたり。東のほう行って、ずうっと 1 里ほど向こうへ行っ
て、炭を担いでこっちへ登ってくると。冬、雪が降って、丸太ん棒が 2 本架かってて、
上に雪があって。いつもそこに、湯川にドボンと落っこちたのは女の人だったですね。
女の、ほとんど新患。
「きょうもね、女の人が湯川へ落っこちたよ」って。
「誰だい？」
「いや、どうも新患の女らしい」と。何回かそういうの聞いたですね。
来たばかりの患者の人は、背負（しょ）ったことはないでしょう。あれ、背負うの、
上までやらないと、炭が下のほうへずり下がってきて、重心が下のほうへ行って、腰
で振るようになっちゃって、それで、丸太ん棒の上に、雪が積もってるし、ふらふら
して、ドーンと落っこっちゃうんですね。〔川の水深は〕30 センチか 40 センチぐらい
の深さですから、死ぬことはありません。体は濡れちゃうし、炭も濡れちゃうし、雪
はちらちら降ってるし。いや、これはね、つらかったんじゃないかと。私は手も足も
よかったですから、よかったですけど。若いし、元気があったから。足の悪い者なん
か、ほんとに足悪くして、あれはつらかったんじゃないでしょうか。昭和 19 年、20
年、21 年、22 年と。22 年まであったんです。
この谷の下から、ずらぁっと、みんな並んで、それで「オイショ」つって。材木の
大きいやつを「オイショ、オイショ」つって。手が、そのうち擦り切れて血が出てく
るんです。丸太に血がついてるんです、点々と。血染めの丸太上げ。ああいう、食糧
事情が悪いときに、栄養失調で死んでくときに、あれはつらかったんじゃないかと。
みんな体悪くして死んでいった。私は、まぁ元気でおったですけど、若いから。手も
足もよかったから、よかったですけどね。大変だったであろうと思います。
炭背負いと丸太上げは、患者作業というより、特別奉仕ですね。歩ける者は、みん
な、割り当てできますから、一般舎は。不自由者棟はありませんでした。一般舎はみ
んな、かなり足が悪くても、手が悪くても、
「みんな出てくれ」っていうんで、出なき
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ゃいかんですから。半強制的ですから。それはつらかったですよね。
〔この特別奉仕は〕昭和 22 年の人権闘争までですね。人権闘争。だから、同じ患者
といいましてもね、22 年までにそういうことを体験した者と、23 年から入ってきた、
あとから入ってきた新しい患者とは、かなり意識が違うと思います。人権闘争、22 年
10 月頃で終わったですから。その前と後じゃ、かなり患者の意識が違うと思いますね。
おなじ入所者は、死者の火葬にも従事したことを、つぎのように語った。
〔火葬も〕やりました。もう割り当てで。区域で、一般舎、独身舎があって、近く
に不自由者棟が……。あのときは不自由者棟も 1 ヵ所に集まらないで、点々としてお
ったですから。裏には不自由者棟があったから。そこに割り当てで、
「火葬してやって
くれよ」って言って、世話人が来ますから。なかには、
「俺は火葬はいやだ。したくな
い」って言う人があったです。いや、私も死んだらやってもらうんだからと思って、
「い
いよ」って言って。で、自分で背負（しょ）って薪運んで、バーンと割って。最初に、
棺桶をグッと中に入れると、扉を閉めて、最初にバーッと一斉に燃やすんです。覗き
穴、直径 6 センチぐらいかな、覗き穴をクッと開けると、
「ああ、こんだけ燃えてれば
いい」と。あれをチョロチョロ燃やしてると、燃えませんから。バーッと最初に、ジ
ャンジャンジャンジャン燃やして。
「よく燃えてる、これだけ燃えてりゃいい」と、そ
ういう燃やし方。私は 4 回やったですね。私がやるときには、
「きょうは、きれいに燃
えたなぁ」つって、私は 4 回とも、きれいに燃えました。
〔話に〕聞いたこと〔では〕、焼き方がまずくってね。はじめ、変な燃やし方、チョ
ロチョロやっとって、うまく燃えなくて。それで、もういいと思って出してみたら、
まだ燃えてないとこがあって。そういうとき、火葬してる者が〔うまく燃えなかった
骨を〕つまんで、地獄谷に捨てたと。うまく燃えなかったときに、そういうことやっ
てるんだよという、そういう話は聞いたことがありますけど。見たわけじゃないです。
ある長期入所経験者（男性、1950 年星塚敬愛園入所）は、聞いた話として、戦争中に防
空壕掘りを患者さんたちがやらされて、多数の死者をだしたことについて、つぎのように
語った。
私が〔昭和 25 年に星塚敬愛園に〕入ったときはね、
〔入所者は〕989〔人〕だったと
思うんです。いちばんおったときは、敗戦前後に、1,400 ぐらいおったって、記録があ
りますもんね。〔1,000 人入れる〕防空壕〔を患者が掘らされたこと〕でね、だいぶ体
を悪くしてますよ。普通の年は 20 名から 30 名ぐらい亡くなっていますけれども、あ
の昭和 20 年という年にはですね、200 名ぐらい死んでる。それで、土手焼（どてや）き
とかなんとかっていう言葉を使って……。〔死者が〕1 日 3 人ぐらいおって、指定され
た火葬場でやれんで、納骨堂の庭先で焼いた、庭焼きしたという話は聞いております。
〔その後〕あそこ〔＝防空壕〕に人糞を捨てました。
〔糞尿を〕捨てる場所がなくっ
て、あそこがいい場所だということでね、なにしよったら、こんどは、あそこの入口
が崩れましてね。もう外のほうに出てきよって、もうあそこは使うことはならん、と
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いうことで。それこそ、そのころは〔どこのハンセン病療養所も〕たいした〔量の糞
尿の〕処理ですから、もう処理場が〔足り〕なくなりまして。どこも、尿の処理に困
ってますよね。
それでね、
〔園内の〕尿を、正確な処理方法をしなさいということで、うちのほうも、
防空壕は廃止になりまして、そこへ〔糞尿を〕捨ててはいかんという、厚生省から命
令が来ましてね。だから、あそこ、全部、コンクリでね、蓋をしました。それも私の
〔自治会長をしている〕ときでしたけど。だから、これも、入園者が自発的に良心的
に言ったんじゃなくって、外からね、
「敬愛園はこうこうこういうことをしよるぞ」と。
だから、尿が漏れて、その尿が臭ってきてね、なんとかしてくれということをね、園
長のほうに。これは、
〔いま私が住んでいるところの〕部落会長が言ってきたんじゃな
いかな。で、調べてみたら、そういうことがあると。確かに臭いと。防空壕の跡は〔い
ま私が住んでるとこの〕川上になりますから、風向きがあれのときは、ものすごい臭
かったという話を〔聞いてます〕。
ある入所者（男性、1947 年邑久光明園入所）は、患者作業が忙しくて、治療を怠ったた
めに病気が再発したと、つぎのように語った。
ぼくもちょっと〔患者〕事務所へ行っとったわけやね。昭和 34 年かなんぼぐらいや
ったね。その当時、入園者が 900 なんぼおったわけやね。そのときに、まあ、ぼくも
あっちこっち事務所をやったけど、被服部っていうようなね、仕事のときにね。それ
で、そのころは、クーポン券っていうようなもんを渡してたわけやね、その人その人
にね。いちばん最初入ったときは、部長がおって、ぼくは部員っていうんか、そうし
たなにでおったけど、部長がやめて、ぼくが部長になったときでも、そうした仕事を
せないかんわけやからね。そやからもう、900 なんぼおるなかで、部長と部員と 2 人で
やね、春と秋に展示してやね、被服費を使うわけやねぇ。国からくれる被服賃なんぼ
いうて出るからね。ずっとむかしはいっせいに品物出してたわけやね。浴衣なら浴衣、
ズボンならズボンいうて、きまってね、いっせいにそうしたものを出してたんやけど。
それが、あんた、あれがほしいとかこれがほしいとかいうような時代になって、見本
を出してやね、それで、注文を受けてやね、それをトータルして園へ出さないかんわ
けやからね。仮に、足袋にしたらね、年間足袋が 3 足、そのころ園からくれたったわ
けやね。で、いろいろ、大きさがあるでしょ。むかしは文数（もんすう）いうたけど。で、
女の人であれば色がね、赤い色……。若い子やったら、赤、ベージュとか、白とか、
臙脂（えんじ）とか、それからもうひとつ、藤色みたいなね。いろいろ、年代によって
足袋でも見本を出してたわけやね。で、その文数がそれぞれ一人ひとり違うでしょ。
何番の何色の、
〔なんぼの〕文数をほしい、いうようなことでね。注文伝票っていうも
のを配って、その注文伝票を集めて、トータルせないかんわけやね。で、何色の、文
数がなんぼとかいうてね、100 足とか 200 足とかいうてね。そういうようなトータルを
せないかなんだから。もう、ほとんど、朝ごはん食べて、昼までって。そのときに、
あんまり忙しいから治療を怠っとるわけやねぇ。あのころ、プロミンができて、プロ
ミン打っとったけどね。プロミンもそんなような事情で、休んだり、あんまり行かな
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んだわけやけどね。やっぱり、それがちょっと悪かったんかな、と思うんやけどね。
ちょっとまた再発みたいな。きちっとプロミンで押さえてなかったわけやねぇ。そや
から、やっぱり、その 1 年ってものは、
〔病気への影響が〕おおいにあったんじゃない
かなと思うわ。
ある入所者（男性、1949 年栗生楽泉園入所）は、付添い看護に言及しながら、ハンセン
病療養所は「人間の住むところじゃない」と思ったと語った。
私が来たときにはね、患者がぜんぶやってたんだもの。看護からなにからなにまで。
御飯なんかでも、いま、運んでくれるけどね。あれ、みんな、われわれが担いできた
からね。また、不自由舎に看護に行ったんです。それはもう義務的だから。やらなき
ゃなんないと。
まあ、〔ここは〕人間の住むところじゃないな〔と思いましたね〕。私が不自由舎で
ね、看護しながら、不自由者の面倒見るとき、とにかく人間が死んでね、火葬がまに
あわないんですよ。それもね、火葬するのに、薪（まき）なんかね、患者が運びあげる
んだから。まにあわないもんだから、待ってくれ、って。それが 1 日や 2 日じゃない、
毎日だもの。だから、とっても、いるところじゃないと思ったものね。で、その、病
気で死ぬ人間もそうだしね、首つって死ぬのがいるんですよね。いないなあと思った
ら、原っぱへ行って死んでたり。いやぁ、私なんか、よくここまで生きたなぁと思っ
て。
ある入所者（男性、1951 年大島青松園入所）は、患者作業の問題について、つぎのよう
に語った。
〔じっさいに入所してみて、ハンセン病療養所とは〕ひとことで言えば「収容所」。
軽症患者の労力に依存して運営されてる「収容所」。
すぐ仕事させられた。もう、1 ヵ月くらいしたら、「あんたはなんでもできる病気の
状況なんで、なんでもしてくれ」と。思い出すだけで、少なくとも 10 種類ぐらいの仕
事はしてきただろうね。看護婦の手伝いなんかして注射までしたし、医療機器の消毒、
火葬、薪割り、食事配達、洗濯、ありとあらゆる、施設運営のための「管理作業」に
就労しましたね。
治療は、私は熱心にやったけど、むしろウエイトは生活の場のほうに置かれてた。
一日 1 回注射したら、それで治療は終わるでしょ。ほかはぜんぶ、重症者の付添いを
したりとか、看護婦の手伝いをしたりとか、薪割りをしたりとか、屎尿汲み取りをや
らされるとか、むしろ生活の場のほうがウエイトは大きかった。
〔患者作業は、体調の悪いときは〕「休みたい」言うたら、休むことはできた。〔し
かし〕これはね、そういうふうな雰囲気をつくらされたんじゃないかと思うけど、な
にも作業をしてないやつは怠け者だ、という気風があった、療養所には。だから、熱
があっても 37 度台ぐらいだったら、仕事をみんなしてた。
〔患者作業でいちばん大変だったのは〕やっぱり、重症者の 24 時間付添い看護。こ
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れは、大変だった。1 人の患者が、4 人か 5 人……。共同部屋でね、ベッド 6 つあって、
そのうちの 1 つは、ぼくたち看護人の寝泊りするベッド。あと 5 人は患者。医者が病
棟にみえるのは、1 ヵ月に 1 回か 2 回ぐらいかな。看護婦も、毎日ちょっと出てくるぐ
らいで、いわゆる治療が目の前でされたっていうことを見たことがない。
こういう経験があった。治療が十分にやられないということは、もう言うまでもな
いことなんだけど、具合が悪くて、死んでいく人も、あった。ぼくが看てる人でも、
この人は日に日にご飯も食べなくなったし、もう何日も生きられないという感じ、わ
かるんですよ、経験を積んでくると。いよいよ、あしたの晩が危ないというときに、
夜だったけども、看護婦当直室が園内に 1 ヵ所あり、1 人だけいる。看護婦に、「看て
くれ」と。「どうも、この人、今晩危ない」と言ったら、「あなたに言われて、そこへ
出て行ったときに、ほかから患者さんが来たときに対応する人がいないので、行くわ
けにいきません」って、断られた。
「もし危ないときには、強心剤あげるから、これを
腕にやってください」って、強心剤の注射。そんなの当たり前のことだった、その時
代は。注射器を、看護人の部屋に置いてあったからね。それで、その晩にやっぱり亡
くなったけれど、息苦しい状況を見て、強心剤の注射をして、ずうっと、ぼくは、枕
頭（ちんとう）についていた。亡くなるまで。
夜が白みかけたときに、ついに息が切れた。また看護婦のところに走って行った。
「と
にかく、亡くなったから、見に来てくれ」。それでも出て来ない。「医者に連絡して」
と言ったら、あくる日の朝 10 時ごろ、看護婦と医者が出て来て、「ご臨終です」って
言うんです。これは、まさしく人間のいのちと尊厳を軽視した対応であり、なんのた
めの医者であり看護婦であるかと、ものすごい腹が立った。それを、いまでも、忘れ
られないです。
私は、世間知らずでポコッと入って、いきなり、ここの療養所で生きていくにあた
っては、いわゆる「管理作業」に就労するのが義務だというふうに言われて、非常に
そのことに疑問を持ってたけども、
「相愛互助精神」だって、耳障りのいいことを管理
者が言って、みんなのためになるんだから、仕事をみんな義務としてやってくれよ、
というふうに教育をされて、不承不承ながら、仕事をして。 だけど、おかしい
患者であるのに、仕事を強制されるということは、どこかおかしい
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７．園内結婚と優生政策
《園内結婚と優生政策》をめぐる聞き取りで、ある意味で意外であったことは、園内結
婚にあたり、自分が、もしくはおつれあいが「断種手術」を受けたという事実を、いわば
淡々と語られた入所者が多かったということである。
ある入所者（男性、1944 年栗生楽泉園入所）は、30 歳のときに園内結婚したそうだが、
「〔結婚するときに断種を〕やりました。〔断種手術を受けたことについては〕べつに〔な
にも〕考えないね。当時、強制的にね、みんなやりましたから」と語った。
療養所内で結婚するさいの「条件だった」「規則だった」「みんながやった」というかた
ちで、人権侵害の最たるものと考えられる「断種手術」を、いわば受容してしまう意識は、
どういうかたちで成立したのか。――《園内結婚と優生政策》をめぐる、他のさまざまな
人たちの体験と意見を総合的に見ていくとき、この疑問の謎解きが可能となる。以下、聞
き取りで語られたところを示していこう。
まずは、昔の事情に精通しているある入所者（男性、1944 年多磨全生園入所）の語りか
ら。この人は、堕胎された胎児が「ホルマリン漬け」にされているのを見たことがあると
語った。
うち〔＝多磨全生園〕はね、いまは、ほかのところにあるんだけど、むかしは、監
房だとか、動物飼育〔部〕だとか、解剖室だとか、外科手術室だとか、そういうとこ
ろにね、標本室っていうかね、いろいろ、患った部位をね、足だとか、手だとか、皮
膚のどっかだとか、臓器だとか、そういうものをガラス瓶に入れてホルマリンでもっ
て保存しているところがあって。かなりぼろの建物でしたけれどもね。そこにそんな
ものがあるってことを聞いて、わたしは自分でね、人がいないような時期をみはから
ってね、入口の戸をこじあけて、見に行った。いまだったら、ちょっと見れないと思
うんです。いまは、それほどの気力ないと思うからね。それで、大正 14 年の 8 月何日
かっていう、わたしの生まれた月と同じ月に摘出された胎児があって。それで母親の
名前が、◎◎○○って書いてあったんですよ。それがわたしと同郷であって、その旦
那が T つって。何回目かの旦那だろうと思う。女の人、何回でもね、亭主が亡くなる
と、また後添えもらいますので。だから何回目かわからないんですけれども。何回目
かの〔夫の〕、T って人が、もう年寄りで、不自由で。で、わたしが入った樫 2 号って
いう雑居のところにいて。それで、そういう人だから、煙草、煙管（きせる）つめてね、
火つけて吸わせるとかね。それから食べたものをぜんぶ、御勝手で、自分のやつと一
緒に洗って、それで親方の膳箱の中へ。
「親方」っていうのはね、神社の氏子総代をや
ったり、それから土方の親方なんかをやった、そういう経歴があるもんでね、それで、
引退してからでも「親方、親方」ってね、名前呼ぶよりも「親方」って言えば、だい
たい園内はそれで通用したんですけれどもね。だから、そういうふうにして親方の面
倒を部屋で見るでしょ。そうすると、かみさんの、◎◎○○がね、同郷だもんで、わ
たしの面倒をよく見るわけですよね。ときどき連れてって、うどん食べさせたりだと
かね。雑居の部屋へ、親方は夜だけそっち行くんだけどもね。昼間こっちに御飯食べ
に来るわけですよね。それで、袷（あわせ）を縫ってくれたりだとかね。そのおばさん
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は、裁縫部の主任したりなんかして、女のなかの女っていうぐらい、ものすごい勝ち
気の人でね。それで、そういうふうに面倒見てくれて。ついでに、
〔わたしを〕誰かと
一緒にさせて、仲人したんだからっていうんでね、自分たちの老後も見させようって
いうことで、あれはどうだ、これはどうだって、いろいろ候補者をあげてね、
「一緒に
なれ」って言うんですよ。「だれが、あんな粉ふき芋みたいな……」「この野郎！」っ
て、モノサシで叩かれそうになってね、「この野郎、てめぇで探してくるか！ 探して
くるか！」なんていうことを言われたけれど、そのおばさんの子どもがさ、そういう
かたちで残ってたんですよね。だから、それもショックでしたよね。
〔このことは、い
ままで〕誰にも言ったことないけれども。
それで、園の古い書類を処分するからっていうときに、
「見張所勤務日誌」ってやつ
をね、そんなかから拾い出して。
〔高松宮記念ハンセン病〕資料館へも展示してありま
すけれども。
「見張所勤務日誌」の大正 13 年のところ、その 1 年間を仔細に調べてね、
それの分析を『多磨』誌に連載したんですよね、こと細かに。そのなかで、よく K と
かってのと◎◎○○ってのがね、夜な夜な、そこら藤棚の下でもって、いつまでもい
ちゃいちゃしてるとかいって、それ厳重に注意をして舎へ帰らせたとかね、しょっち
ゅう出てきてるんですよね。だから、大正 13 年、14 年っていうのは、女盛りでね、そ
うやって、たまたま身ごもった子どもが堕ろされて。そのあれをわたしが見せられた
わけですけどもね。自分の生まれたときと、ほとんど前後してるのでね、だから、あ
のおばさんっていうのは、ほんとに他人みたいな気がしなくてね。
いっぽうで、園内で出産までこきづけてどこかへ里子なりにやられたケースもあったこ
とを、おなじ入所者がつぎのように語った。
おれ、園芸部へ入ったときにね、KY っていう人〔＝男性〕がいて。……その人はね、
もう長くいるからね、いつか光田〔健輔〕がね、退職するときに、ここへ挨拶に来て。
それで、光田先生が来たっていうので、K さんは真っ先に挨拶に行ったそうだ。そし
たら、「K くん、君の捨てた子がどうなったかな、いまごろは」。だから、K さんが誰
かに生ませた子どもが、どっかへ里子に出されて、それで、行き先を教えないってこ
とになってるからね。だからどこでどんなふうに成人してるか全然わからないわけだ
けれども、たまたま光田と会ったときに光田が「〔君の捨てた子は〕どうなったかね」
って言ったって。で、K さんは「その際はお世話になりまして」っていう挨拶をして
たっていうけど。
この入所者は、多磨全生園で光田健輔園長が、断種手術を始めた当時のことについての
伝え聞きを、つぎのように語った。
光田〔健輔〕が〔断種手術を〕始めたころって、大正 4 年ですよね。わたしたちが
生まれる前です。あのときにはね、道でね、元気のいい患者つかまえて、
「○○○、お
まえは女好きか？」○○○はバカだから、「おら、女好きだな。女だったら、生（なま）
でもいい」
「そうか、ちょっと来い」って、手術室つれていかれて、スジ切られちゃっ
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たっていうんだからな。だから、○○○はバカだって、みんな、のちのちの人たちが
言うんだ。
ちなみに、
『倛会一処――患者が綴る全生園の七十年』
（1978 年）の年表の 1915（大正 4）
年 4 月のところには、
「断種手術を前提に、所内結婚を認める。療養所が終生の生活の場と
なる傾向を強めるに従い、患者両性間の交りが行われ、施設側は年々増加する出産児の措
置に窮していたが、解決策として光田は、逸早くワゼクトミー（精糸結絮手術）を採用す
ることにした。最初の希望者 30 名。内務省は法的隘路を『患者から承認書を取って行う』
よう指示し、それ以来婚姻の届出は断種手術の申込みと同義語となった」とある。
おなじ入所者は、園内結婚即断種手術という事態がつづいたのは、昭和 30 年代までだろ
うと語る。
いろいろ避妊用具が普及してきてからは、そういうふうに〔＝結婚するから断種手
術を受けるということは〕しなくなったみたいですけれどもね。昭和 30 何年ころまで
だろうと思うんですけれどね。そのころまでは、もう、結婚の届けが手術の申込みみ
たいなね、それセットでしたからね。
さらに、優生手術は「男性も女性も」受けたのか、という調査員の問いに、この入所者
はつぎのように答えた。
女性はね、べつにいいわけですよ。男のほうでやるからね。だけど、女の人がやっ
てる場合もあって、一緒になろうとした男の人が、彼女のそれを知らないもんで、自
分も切ってしまったっていう、そういうあれがある。あとでもってね、いろいろ、ふ
たりでもって話するなかで、だんだんわかってきて、
「なんだ、おまえがやってたんな
ら、おれはやることなかったんだ」ってね。そういう話がありましたよね。
さらに、おなじ入所者は、ハンセン病療養所内では入所者の男女比がアンバランスのた
め、異性に「触れもみで」終わる男性たちが数多くいたことも、深刻な人権侵害だと告発
する。
〔園内では〕男と女の比率がね、男のほうが圧倒的に多いから、
〔結婚相手を〕射止
めた人はね、やっぱ、競争に勝ち抜いたといって、優越感みたいなものをもっていた
だろうと思いますよね。でも、われわれ〔独身を通した者〕は、そんな優越感競争で、
あんなやつらに負けてたまるかって思うから、
「スジ切ってまで一緒になるかね、あの
程度の女に」みたいに言ったぐらいのもんでね。
だけど、それだけはね、やっぱ、言っとく必要があるっていうか、ここ〔＝多磨全
生園〕の名誉園長のね、成田〔稔〕先生っていうのが、裁判の証言に立つときにね、
断種だとかそういうことは当然問題になると思うけれども、そういう被害事例として、
目に見えない、まったく形のないようなものがあるんだ、と。それは、男だったらね、
健全であればあるほど、性欲をどういうふうに処理するかっていうね、そういうこと
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から始まってね。しかし、一生ね、異性に、与謝野晶子が歌ったようなね、
「触れもみ
で」終わるっていう人いっぱいいたわけですよね。いま現在いるわけで。で、そうい
うことっていうのは、恥ずかしいみたいなかたちで、誰も言わないけれどもね、これ
はたいへんなことだ、と〔いうことで、成田名誉園長に、この問題についても裁判で
証言してほしいと要請したけれども、成田名誉園長はこの問題には言及しなかった。〕
で、北田先生っていう内科の先生がここにいて、10 年近く前に定年になったと思う
んですけれども。その先生がね、『多磨』誌に連載したもののなかにね、「結婚もしな
いで一生をすごす男の患者さんたちに、ちゃんと為政者は理解をして、ダッチワイフ
ぐらい買って与えろ」と、そういうことを書いてあって、びっくりした。あの先生は、
なんか聞いたって、ほんとにね、テコでなければ言葉が出てこないみたいな先生であ
りながらね、それだけのことを考えてくれていたんだなというふうに思って、感動し
たけれどね。
つぎに、園内結婚をして、「断種手術」を受けた人たちからの聞き取りを示そう。
ある入所者（男性、1947 年邑久光明園入所）は、結婚にあたり断種手術を受けた経緯に
ついて、つぎのように語った。
〔優生手術は〕せないかなんだ。したよ、ぼくは。ぼくはいまの家内と結婚する前
に、いわゆる、恥ずかしいけど、手術をするか、せんかでね。で、ここの医務課長が、
診察するわけやね。金玉をこう持ってね、「ああ、これやったら……」。なんか、睾丸
炎を患うとったらね、金玉はれたりなんかして、子どもができんとかなんとかいうて、
そのとき聞いたけどね。
「きみはまだ子どもができるなにやから、手術をせないかん」
ちゅうてね。「どちらかが」。ぼくがするか、女が避妊手術するか。女の場合はどうい
うふうな手術になるか知らんけどね。で、その当時は、男が避妊手術したほうが簡単
であり、ほとんど男のかたが避妊手術をしたわけやね。ようするにね、女がお産をし
たら本病が騒ぐとかいうようなことをね、先輩のかたも言うてられたわね。そやから、
まあ、男のほうが優生手術、避妊手術したほうがええっていうようなことで。結婚す
るんやったら、
〔優生手術を〕せな〔結婚〕できんわけやから、だったらしようかいう
て、ぼくが避妊手術をしたけどね。
男がするか女がするかっていうことで、男のぼくがした。おたくも男やから言うけ
どね、男が手術したら、なんていうんですか、勃起が……。あるていど年とったらも
う、ようするに利かなくなるとかね、そういうようなことも聞いたことあるけどね。
そやけど、やっぱりね、結婚するんやったら、それせないかんわけやから。あとはど
うなろうとこうなろうとね、やったわけやけど。
ある入所者（男性、1948 年栗生楽泉園入所）は、園内結婚にあたっての「断種は当たり
前」だったと語った。
〔おれが園内で結婚したのは、昭和〕24、5 年のころかな。〔結婚するときには断種
手術を受けるというのは〕おれの感じは、当たり前だったんだいね。そういうふうに

236

国立療養所入所者調査（第２部）

教えられていたし。結婚したいんだったら、断種なんだと。もう、
〔プラス〕アルファ
みたいなもんで、結婚するからには断種だと。それは、子どもをつくらないってこと
だもんね。子どもができると、どうしても、子どもは〔この〕病気になりやすいと。
結婚したいんだったら断種はせざるをえないんだと。そんな観念だったね。結婚した
いんだったら断種だということが一般だったもんね。
ある入所者（女性、1948 年栗生楽泉園入所）は、はたちで園内結婚するにあたり、夫が
「断種手術」を受けたことについて、つぎのように語った。
「子どもはほしかった」けれど、
その気持ちを諦めていく心的機制がよくわかる語りだと思う。
あたしが楽泉園へ来た当時、まだうちの主人と結婚する前に、そういう話〔妊娠し
たので女性が中絶手術を受けたという話〕もありました。でもやっぱり、もし結婚し
て子ども生んでも、ここでは育てられないから、それを話し合いで結婚してね。うち
の主人が〔断種の〕手術受けてくれましたけど。それだけはちょっとね、あたしもち
ょっと気が滅入ったときもあったけどもね、しょうがない。ここの療養所の結婚だか
らね。それはもう、なるべく思わないようにして、明るく明るく生活しました。
うちの主人なんかが郷里（くに）へ行くでしょ。そうすると、同級生と行きあったり、
近所のお友だちと行きあったりすると、
「◎◎さんち、子どもさん何人いる？」
「ああ、
うちは子どもいないんだよ」ってあきらかに言うけど、友だちが子どものこと言えば
やっぱりさびしい思いもしたこともあると思う。しょうがない、ここで療養所暮らし
だからね。でも、子どもができても、ここでは一緒に暮らせないからね、かえってつ
らい思いを〔することになる〕。子どもをよそへ預けて離れ離れに暮らす思いをすれば、
ふたりだけでいたほうが幸せだと思って。もう話し合いでね。みんな〔そういう形で〕
ここで結婚するんですよね。
ある入所者（男性、1949 年栗生楽泉園入所）は、園内結婚のいきさつと、自身が「断種
手術」を受けたことについて、つぎのように語った。
わしは、家内が 17〔歳〕のときに結婚したんだよ。わしが 25〔歳〕かな。わしは、
かみさんのうちまで行って、親戚の人とか親のてまえで、
「ひとつ、娘さんをください」
つって、もらってきたんだ。どうしてもらってきたかというと、
〔女性の入所者は〕順
番みたいに、とられちゃうんだよ。だから、そうしちゃうと、かわいそうだなぁって
気持ちが、うんとあったわけなんだ。それだから、おれは、先手打ってね、親の許し
をもらっちゃえば、いいだろうって。そういうことからね、長野県のあそこ〔＝妻の
実家〕へ行ってね、もらってきたんだ。
〔ここに入所したのは〕カミさんのほうが早かった、わしよりかも。
「高尾」ってい
う、あそこの 3 号舎におったんだよね。それで、こんなことしとったら、そういう順
番でどうのこうのって、嫌なひとと一緒にならなきゃならないだろうから、じゃあ、
おれでよかったらっつうことで、それで、もらった。
〔そんな理由での外出許可は〕正直にいうとダメ。自分のうちへ帰るという、ウソ
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の理由で帰っちゃった。
〔断種は〕しました。それは、せんと、
〔結婚を〕許可してくれねぇもん。園のほう
で許可してくれない。なんぼ、親がくれるつったって、それだけはダメだったんだね。
だから、カミさんが、好きでもない人と一緒になるんじゃ、かわいそうだと思った
気持ちが先だから、そういうものは、これはしかたがないなぁっていう思いだったか
なぁ。だから、いまになると、そういったものの恨みつらみっていうのは、わしは持
たないだよ。だって、返ってこないんだから、それはな。
〔断種されたということが〕
あったってことは事実だけども、それについて、憎らしいなとか、くやしいなって、
そんなことは、思っても、もう、どうしようもねぇことだから。
〔当時も、くやしいと
いうより〕一緒になれたっていう喜びのほうが大きかったかもしんないね。
ある入所者（男性、1951 年大島青松園入所）は、大島青松園での園内結婚のさいの「断
種」の拒否、そして、おつれあいの「中絶手術」にいたる体験について、つぎのように語
った。
〔私は〕21〔歳〕で〔園内〕結婚〔をした〕。恋愛結婚でした。やっぱり、「結婚し
たい」と言ったら、医者がとんで来た。
「ここの人、みんな、結婚するについては、断
種手術を受けてる。あんたも受けてくれにゃ困る」と。医務課長――いまでいう副園
長かな。〔私は〕言下に拒否した。「あなたが、何度、頭こすりつけて、わたしに言っ
たって、頑として受けない。なんで、そういうことを受け入れにゃいかんのだ」と。
子どもができなくするという手術なんて、断じて私は受けない、と。2 週間、通ってき
たよ、私のとこへ。「やるべきだ、やるべきだ」って。
あんまり、私みたいに拒否しつづけた話は、聞いたことはない。私は、もう、断固
として拒否しました。女房は、やっぱり妊娠して、堕胎手術を 1 回やりました。それ
は、やっぱり、子どもを生んでも育てられる状況にないでしょ。たとえば身内に預け
て育ててもらうという手立ても考えられなかったから、とにかく、女房が堕ろしたい、
というふうに言ったから。かわいそうだったけどね。5、6 ヵ月になってたんじゃない
かな。昭和 33 年ぐらいだったかな。
そのことがあってね、〔医者が〕また言ってきました。「ほら、見てみろ。おれの言
うこと聞いて断種手術受けないから、奥さんをそういうめにあわしたんじゃないか」
と。
でも、女房は、「切ってほしくない。断種手術、受けてほしくない」と言いました。
だから、
「あなたが手術受けないから、私、こんなめにあう」って、ひとことも言った
ことはない。
私と女房の結婚は、なんていうか、悲惨なもんで、21 畳の部屋に 4 組、生活してた
んです、夫婦が。夫婦舎っていうから個室があるのか思ったら、そうじゃなくて、大
部屋に、4 組の夫婦が暮らしてた。それは、夜は、やっぱり大変だったね。私は、部屋
で夫婦の営みができなかったけれども、真っ暗くするよね。おんなじ部屋だから、わ
かるのよ、気配で。それは残酷だったよ。当時の園長なんか、
「そういう環境のなかで、
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不感症にならんのが不思議なぐらいだ」って言ってた。わかっていたのです、管理者
はね。
事情によっては、
「断種」をいわば免除されたケースもあったようである。ある入所者（男
性、1940 年栗生楽泉園入所）は、「昭和 20 年 2 月」に園内結婚したが、
「おっかあがさ、
あんまり体が弱いからさ、こんな弱いんじゃ、おめぇ、子どもなんかできねぇから、スジ
切ることはねぇってんで、切らねぇんだ。だから、おれ、そのまんまだい」と語った。
また、栗生楽泉園のばあい、草津の湯之沢ですでに結婚していて、夫婦として「自由地
区」に移ってきた人たちは、断種を免れたようである。ある入所者（女性、1941 年栗生楽
泉園入所）は、そのへんの事情をつぎのように語った。
このなかで結婚するっていやぁ、結婚の許可は、男の人が断種しなけりゃ出ないよ。
それが条件だから、否応もなくやらなきゃいけない。
〔私たちは〕草津で結婚して来た
のよ。一緒んなって来たから、なにもしなくてよかった。ここの許可受けたんじゃな
いから。
うちなんか、むこう〔＝夫〕だって病気あるし、私だってあれ〔＝病気〕だから、
子どもなんかできなかったんじゃない。アハハ。
〔堕胎手術については〕まぁ、自分から頼んでやった人が何人かいるぐらいじゃな
いの。だって、子どもつくったってさ、育てることはできないし。どっかへくれるっ
たって、そんな貰い手はないし。親元がよけりゃ、取ってくれた人もいたけどさ。親
元で引き取った人が何人かいますよ。ここで生んで、国のほうへ預けた人も何人かい
ますよ。
また、ある入所者（男性、1949 年栗生楽泉園入所）は、園内結婚をしたときの年齢が 40
歳だったので「断種」されなかったということを述べた。
〔わたしが園内〕結婚したのは〔昭和〕30 年。〔40 歳でした。わたしは断種は〕し
てません。断種したのは、年齢が 20 歳（はたち）前から 30 歳ぐらいまででしょ。それ
以上は、ないと思いますよ。
つぎには、園内結婚をしなかった人たちからの聞き取りを示そう。
ある入所者（男性、1948 年ある療養所に再入所）は、園内結婚をしなかった理由として、
「外に結婚を約束した人がいたからだ」と述べた。
〔ぼくが園内で結婚しなかったのは〕相手がいなかったからです。園内で〔結婚の
話も〕ありましたけども、外に結婚を約束した人がいたから、ぼくはあんまり結婚す
る気にならなかった。
ぼくがいちばんはじめに結婚しようかと思った人は、外の人でした。ぼくは、
〔園外
に結婚を〕約束した人がいたけども、まぁ、自然に別れてしまったですね。病気だと
いうことで、やっぱし、結果的には、自然に別れてしまって。
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こうして、この入所者は、ご自身は「断種」を受けていないわけだが、
「社会復帰するの
でも、断種して出て行った人もいます」と語った。駿河療養所では、園内結婚のばあいだ
けでなく、社会復帰者に「断種」をしたことがあるわけだ。
本病以外の病気を患ったりすることも、園内結婚をしないで過ごす原因にもなったよう
である。ある入所者（男性、1944 年栗生楽泉園入所）は、つぎのように語った。
〔私は園内結婚を〕しませんでした。私、ちょっと、肋膜炎を患いまして。〔昭和〕
19 年の 11 月に、重監房へ作業に入ったあと、熱が出たっていうか、本病の熱があった
んですね。で、病棟入って。肋膜のほうを患ったものですから。そんな私は丈夫じゃ
なかったですから。で、そのあとも炭背負（すみしょ）いやなんかありましてね。特別作
業で、
「炭を背負って行ってくれ」っていうんで、ほんとは行きたくなかったけれども、
弱い者がみんな炭を背負っていくんですから。私が寝とるわけいかないから、行って。
それで、一回よくなった肋膜炎がまた悪くなりましてね。ずうっと悪かったです。で、
あとで結核菌が出ました。〔結核自体は〕半年で治りました。
ある入所者（男性、1945 年栗生楽泉園入所）は、若くして病気を悪くしたので園内結婚
しなかったと、つぎのように語った。
〔私は園内結婚は〕しなかった。しないって、できなかったっていうのが正確かな
ぁ。けっきょくね、ぶちまけた話ね、わたし、19 歳ぐらいまでに、うんと病気が悪く
なったんですよ。当時の顔っていうと、真っ黒けでね、写真がね。それでね、昔はね、
まぁ、変な話、女のひとのほうが 3 分の 1 しかいねぇんだから。そうなると、要する
に、男性は、確率からいったって 3 人に 1 人しか結婚できないわけ。そうなると、や
っぱり、女のひとは選ぶ権利があるから、よっぽど優秀な男でもないかぎり、病気の
悪い人なんか嫌だよねぇ。けっきょく、まぁ、できないってことになるわけだいね。
〔だから、断種はしていない。〕結婚しないんだから。もちろん、それはないわけだ
よね。
なんていうかな、昭和 23 年ごろから 27 年ごろにかけてね、全国でもって収容があ
ってね。ちょうど、年ごろの人が、いっぱい来るんだよ。で、その時代に結婚した人
たちは、みんな、
〔断種〕手術をしてんだいね。わたしの友だちにもした人もいるけど
ね。だって、やむをえないじゃないの。子どもを産んで、どうするの。子どもは、そ
りゃ、産めるだろうけども、産んだあと、どうする。家族なんて、育ててくれるわけ
ないんだから。自分で、出て行って育てるような時代ではなかったからね。だからも
う、そりゃ、ほとんどの人が、しょうがないって思ってるんじゃないの。
楽泉園の場合はね、昭和 16 年〔までは〕湯之沢があるんだよね。その時代まではね、
園内でも子どもをつくった人、いっぱいいるの。なぜかつったらね、そういうこと〔＝
断種や堕胎〕するつったってね、
「そんなんなら、おれたちは、湯之沢へ行っちゃうよ」
と言われればね、しょうがないっていうんでね。わたしが保育所にいたときね、乳飲
み子が、だいぶいたよ。なかなか、うまく育たなかったけどねぇ、はっきりいって。
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だって、ミルクとかそういうものも、ないでしょう。〔だから〕苦労したようだよ。
ある入所者（男性、1939 年多磨全生園入所）は、「断種」は嫌だったので「園内結婚」
はしなかった、と語った。また、療養所内での男女関係の不自然さをも批判した。
〔わたしは〕断種させられるのが嫌だった。あんな惨めなものはないな、と思って
ね。だから、わたし、人を好きになっちゃいけないなという思いが、若いときからあ
りましたよ。
〔療養所内で女性を〕好きになると、結婚したいと思う。結婚したいとな
れば、断種させられる。だから、人を好きにはならないようにしようというぐらいの
ね、思いがありましたね。
園内での結婚というのは、ずっと考えませんでしたね。園内の結婚というのは、純
粋に、愛し合って結婚してると思えなかったですもん、子どものときから。便利でや
っているという。ある意味、一緒になったほうが便利だと。
多磨〔全生園〕では、じっさい、最初は夫婦舎がなくて、
〔複数の夫婦が雑居生活を
させられるという〕哀れな生活してましたけど。それでもね、その人と一緒になる。
つまり、
〔ハンセン病の療養所のなかでは〕女が少なかったでしょ。だから、少々年を
取っていたり、うんと年の差があったり、それから、病状が、女の人がうんと具合が
悪くても、若い男がさ、一緒になって。それは、男のほうでは、まあ、性欲の処理と
いうふうに思ってるのかなんか知らんけど、そういうので、一緒になっているとか。
おれ、あれ、ふたりで愛し合ってたわけじゃねぇだろうなとか、そういう思いが、い
ろいろあってね。つまり、お互いに、なんらかのね、生きてくうえで便利だと、そう
いう思いで結婚してるというふうに、わたし見てましたから。だから、結婚って本来
ああいうんじゃない、好きになったから結婚するんだろうなぁ、と思ってね。そうい
う思いがあったから、所内結婚っていうのを、ある面で軽蔑した見方してましたね、
わたし。
ある長期入所経験者（男性、1950 年星塚敬愛園入所）は、星塚敬愛園での「優生手術」
の問題について、つぎのように語った。
〔断種手術は〕強制的じゃなくてね、――いや、やっぱり、強制的ですよね。
夫婦舎らしい夫婦舎、夫婦で住まれるような部屋、そういうのがね、
〔昭和〕25 年か
らできてくる。それまでは、雑居夫婦部屋といって〔大きめの一部屋に〕4 組はいっと
った。
そのほかにですね、夫婦寮というのが、4 畳半なんですけども、長屋があった。だけ
ど、そこに入れたのは、特別な人ですよ。敬愛園ができたときにですね、外からの夫
婦の連中も来たわけです。かたっぽは、元気な人で。そういう連中に、まぁ、そうい
う家もあるから、そこに入居させてやるから入んなさいと。貧乏人がこの患者には多
いけれども、
〔なかには〕金持ちとか、特別な連中がおるから。
〔長屋が〕4 寮ありまし
たから、20 部屋あったわけだ。そういう特別なのがあって、そこに 1 組ずつ入っとっ
た。しかしそれは、空きはしませんよ。まだ、若夫婦ですからね。30 前後の連中。あ
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るいは、年をとっても、50 か 60 か。たまにね、亡くなった、あるいは事情で出て行っ
たということで、そこに入れた人がね、おるけれども、それはもう、宝くじにあたっ
たような人でね。
あとはもう全然、夫婦寮ってなかったから。大部分は、雑居夫婦部屋に入ってずっ
と生活しよったわけです。だから、
〔昭和 25 年に〕はじめて、鹿児島県の寄付で錦江
寮（きんこうりょう）という夫婦寮ができたわけなんです。それをみんな見とって、これ
は厚生省が当然作るべきじゃないかと言ってですね、なにしたのが、これもやはり、
戦後のことですもんね。戦後、みんな立ち上がって、署名簿作って、そして市会議員
とか、あるいは県会議員とかいう……。あの、選挙権も戦後に、マッカーサーからも
らったわけですから。日本政府からもらったんじゃないんですもんね。その選挙権が
あるということで、市会議員になるためには、一票一票はもう、ハンセンの一票でも
ね、一緒だから、敬愛園のほうにも選挙運動が来て、「あんたがた、こういうあれは、
もうほんとお気の毒だから、私が努力しましょう」という市会議員から始まって、県
会議員になり、それから衆議院議員になってですね、その政治家の力を借りんと、ど
うもならんということで、そういう陳情が始まったわけですわね。それで、改善され
たということがあって、夫婦寮もね、小鳥寮ができました。
〔小鳥寮が 8 寮できて〕40
床ぐらいの夫婦寮ができたわけですよ。それも国の予算でね。それが昭和 26 年ですよ
ね。
星塚敬愛園入所者自治会編『名もなき星たちよ』（1985 年）によれば、敬愛園での断種
手術は、1947（昭和 22）年の 41 件がいちばん多い。そして、年表の 1949（昭和 24）年の
ところには、
「この頃から所内の結婚の条件としての優生手術が強制されなくなった」と書
かれているけれども、1951（昭和 26）年にも断種手術 40 件と、これまた、とびぬけて多
くなっている。なお、以下の語りでは、1953（昭和 28）年以降は、断種手術が夫婦寮入居
の優先順位を保証するものではなくなったと述べられているけれども、数は少ないにせよ、
敬愛園での「断種手術」は、1969（昭和 44）年まで記録されている。
夫婦寮に入居する権利がね、ワゼクトミーをしないといけんかったわけですよ。そ
れで、みんな、しかたなしにね、夫婦寮が欲しいだけにですね、断種をしたわけです。
公然と、ワゼクトミーをした順序にね、夫婦寮に入居する順番が作られておりました
から。断種しない人はね、ずっと待たされたわけ。雑居寮におったわけですよ。
〔断種
しなければ〕そういう権利を与えませんよと。
〔夫婦寮に〕入居せんで、雑居部屋にお
るんだったら、やむをえんと。これはもう、園のほうの指示でね、どうしてもそれを
解決できないということがあった。それを解決したのは、おそらく〔昭和〕28 年だっ
たと思います。予防法闘争のときから、それをなくしましたね。
以上の聞き取り資料を総合的に判断すると、ハンセン病療養所で展開された優生政策と
はいかなるものであったか、また、優生政策によって入所者の人たちがどんな被害をこう
むったかについて、いくつかのことがわかる。
(1) 優生政策が貫徹するまでは、療養所内での出産はまったくなかったわけではない。
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ハンセン病の入所患者にたいする「断種」は、多磨全生園の光田健輔が 1915（大正 4）
年に始めたものであるが、その後も、女性が妊娠した場合には「堕胎手術」がなされ、
「ホ
ルマリン漬け」にされて保管されていたし、ときに出産までこぎつけた場合には、人知れ
ず「里子」に出されたようである。
栗生楽泉園でも、ハンセン病患者たちの自治区である草津の湯之沢が存続していた 1941
（昭和 16）年までは、園の側も「断種・堕胎」を強要できなかったし、湯之沢から栗生楽
泉園の「自由地区」に移ってきた夫婦も、「断種・堕胎」を強要されなかったようである。
あるいは、療養所内のあまりの医療体制の不備ゆえに、園内での出産が可能になってい
た療養所もあった。2004 年 5 月に「第 17 回検証会議」が開催された奄美和光園がそうで
あった。公開の聞き取り調査での入所者の証言によれば、奄美和光園では、1944 年に開園
後、1948 年に「鶴寮、亀寮の夫婦舎」が作られるまでは、医者不足と治療棟さえない状態
のなかで、
「断種や堕胎をすることができず、妊娠した場合には産むしかなかった」そうで
ある。――和光園でも、その後、
「断種」が夫婦寮入居の「優先権」とされた一時期を経て、
「分娩直後に園外に引渡す」ことを条件に園内の出産が黙認されたことについては、国立
療養所奄美和光園『光仰ぐ日あるべし』
（1993 年）所収の、1954 年 7 月 7 日付けの資料「夫
婦舎の内則」を参照されたい。
(2) しかし、しだいに、園内結婚の「条件」として、あるいは、個室の夫婦寮への入居の
「優先権」のかたちで、各療養所で優生政策が貫徹していく。そのばあい、優生政策はハ
ンセン病患者には「子どもは生ませない」ということが目的であったのであり、
「断種」ま
たは「堕胎」手術をされた人たちだけが、被害者なのではない。男女比のアンバランスの
ために、
「園内結婚」できなかった多数の男性たちがいるが、彼らもみな優生政策の被害者
であった。聞き取りで、ある入所者が、単身で過ごした男性たちは人間として当然の性的
欲求を充たす権利を剥奪されてきたのだと告発しているとおりである。
(3) 優生政策が「子どもを生ませない」ものである以上、この政策が統御の対象としたの
は、けっして個々人ではなく、
「夫婦」という単位であった。したがって、夫が「断種手術」
を受けたので自分は「堕胎手術」を受けなかったという女性であっても、自分は「断種手
術」を受けなかったが、妻は「堕胎手術」を受けたという男性も、ともに、優生政策の被
害者なのである。
(4)「断種手術」を受けた男性たちの多くが、それを、やむをえないもの、もしくは、当然
のこととして「受容」してきたのは、まわりに多数存在する「結婚すらできない多くの男
たち」の

惨めさ

と比べることで可能になったのだと思われる。また、大多数の「園内

結婚夫婦」が、
「断種または堕胎」を受け入れることで出産を諦めてきたのも、ハンセン病
療養所では、子育ては不可能と思い込まされてきたからである。――このような、
「優生手
術」を受容してしまった意識、出産・子育てはそもそも不可能と思い込んでしまった意識
自体が、
「強制隔離絶滅政策」と「優生政策」のなかで、作り出された意識であると言える。
これらの意識が作られたものであることは、じつは、
「遺族・家族」の方々からの聞き取り
において、星塚敬愛園で園内結婚した夫婦が、妊娠し、ふたりで「脱走」することで、1944
（昭和 19）年にこの世に生を受けたひとりの女性の話を聞くことができたという厳然たる
事実が、それを証明している（詳しくは「ハンセン病遺族・家族の受けた人生被害」を参
照されたい）。
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(5) このように見てくると、ハンセン病療養所に収容された人たちのほとんどすべてが、
「優生政策の被害者」であると言えるように思われる。かろうじて、
「優生政策」の被害か
らまぬがれたと言えるのは、療養所に収容以前に、外の社会ですでに結婚していて、子ど
もも生まれていたという場合ぐらいかもしれない。その場合でも、
「強制収容」により、親
子の関係が絶たれた場合が多い。――「優生政策」の被害が今日にもたらしているものは、
たとえ入所者が「社会復帰」を望んだとしても、外の社会に自分の子どもがおらず、社会
復帰の手がかり、基盤を欠いてしまっているという厳しい現実であろう。
ところで、ある退所者（男性、1977 年に最終的に退所）は、いまから 10 数年前の話と
して、ある退所者が結婚にさいして、療養所の医師から「子どもは作らないほうがいい」
と言われたという出来事について、つぎのように語った。ハンセン病の医療関係者のなか
に、まだ「優生思想」は生きていると言わざるをえないように思われる。
退所者で、まだ 45 歳ぐらいですよね、〔新良田教室の〕24 期ぐらいの子ですから。
彼女が結婚をするときに、ここの〔多磨全生園の〕先生に相談に来たと。結婚してい
いかということで、健常者のだんなさん、結婚予定の人を一緒に連れてきたと。そし
たら、医者が「だんなさん、子ども作らないほうがいいよ」と。断種は勧めてません
けれども、
「子どもは作らないほうがいいですよ」と言ったというわけですよね。――
まだ 10 年あまり前の話ですよ。20 年もならないでしょ。
〔私は〕その医者を知ってます。まあ、いい医者でした、私にとってはね。だから、
その先生は、悪気があって言ったんじゃなくて、その先生はやっぱりまだそういった
こと〔＝子どもへの感染の可能性〕を疑って、心配して言ってくれてたんでしょうけ
ど、その先生が、まだその時期にあっても、昔ながらのね……。1981 年以後のことで
すから、MDT といういまの治療方法が提唱されてからこっちの話ですからね。それで
もなおかつね、そういったような知識でおられたということ。だから、その先生に教
育を受けたあとの先生方、いかにありなん、ということ、想像できるでしょ。
だから、いかに、いまだにね、ハンセンに対する知識が、旧来たるものかというこ
とを、証明してると思うんですね。で、彼女は、けっきょくは子ども作ってないんで
すよ。子どもが作れないんではなくて、それを聞いて、もし子どもに感染したらいけ
ないっていうふうに思ったんじゃないですか。
この証言は、はたして、ハンセン病患者・元患者に対する「優生政策」というものは、
どこかの時点で、療養所の管理者たちによる明確な謝罪、自己批判がなされることによっ
て、終止符が打たれたものなのであろうかという疑念を呼び起こす。
ある時期から、たしかに、
「断種手術」は減り、いつのまにかなされなくなった。しかし、
それは、単に、断種などしなくても避妊具が十分に普及したとか、療養所のなかに、あら
たに結婚するような年齢の入所者がいなくなったといったことで、なし崩しに「優生手術」
が影をひそめただけで、じつは、いまだに、ハンセン病療養所の医療スタッフによって、
ハンセン病患者・元患者は「子どもをつくるべきではない」という考えが維持されていは
しないかという疑いをぬぐえないのである。じっさい、1996（平成 8）年に「母体保護法」
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に改題されるまで存続していた「優生保護法」の第 3 条「医師の認定による優生手術」の
項には、「本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの」
という規定が生きていたのである。ハンセン病療養所の医師のだれも、この法律の条項に
異議を唱えようとしなかったのではないか。
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８．外出制限について
《外出制限》にかんする語りは、戦後のある時期からは外出制限は緩和された、という
話から始まる。しかし、さらに語りに耳を傾けていくとき、入所者の方々が、いまだに「世
間の目が気になる」
「世間が怖い」という意識から十全には解放されてはいないという現実
に直面する。言うなれば《内面化された外出制限の呪縛》が溶けるまでは、ほんとうの意
味での「外出制限」の終わりは来ていないのかもしれない。
以下、外出制限をめぐる聞き取りでの語りの一端を示していこう。
ある入所者（男性、1951 年栗生楽泉園へ転所）は、つぎのように語る。
〔外出制限は〕そうきつくなかったですよね。で、とくに、ここ〔＝栗生楽泉園〕
は、ゆるかったですよ。わたし、〔昭和 28 年の予防法〕闘争のあと、〔栗生楽泉園の〕
自治会の、しかも人事部長なんてね、重職〔に就くん〕ですよ。やり手がいないって
いうんでね。そのとき驚いたのは、外出〔許可〕の切符をね、自治会の人事部が発行
するんですよ。
〔園の〕福祉から〔許可証が〕出るのは、正式に帰省やなんかするとき。
草津町へ遊びにいくとか、山へ出かけていって、きのこを採ってくるとか、そういう
外出の許可は、自治会が切符を渡すんですよ。外出許可証っていうの。これは、ほか
の療養所にはなかったと思いますよ。これ、やっぱり、〔昭和 22 年の〕人権闘争のあ
れ〔＝成果〕ですよ。
べつの入所者（女性、1941 年栗生楽泉園入所）も、栗生楽泉園での「外出制限」の厳し
さは、昭和 22 年の「人権闘争」が境目になっていると、つぎのように語った。
入るときは、療養所ってところは、入ったら出られないってことを言われてたから。
「まぁ、終身刑のようなもんだね」なんて、若いから、冗談言いながら入ってきたわ
けだけど。ここへ来たら、偉い人が威張っててさ。それで、いついつ、うちへ行くに
も許可をもらわなきゃいけない。それがなきゃ、捕まりゃ、監禁室でしょ。だからい
つもね、分館に、加島さんて人がいてさ、それが分館長だったんだけど。その人に、
おとっつぁんが死んだとか、母親が病気で危篤だとかって、そういうでたらめなこと
言いながらね。「きょうは出さねぇぞ」なんて言われたとき、「母親が死んだ」って言
って、ワンワン泣いてやったのよ。そしたら、あんまり泣くもんだからかわいそうだ
ってんで、許可くれたよ。このじじい、女の涙に弱いんでやがるって思ったよ〔笑い〕。
そのうちに、ほら、〔昭和〕22 年かな、ここ、闘争があったんですよ。すごい闘争。
社会から共産党の人が応援してくれて。その闘争のときにうんと働いた人は、みんな
亡くなっちゃったけど。――みんな追い出しちゃったでしょ。加島って分館長だとか
さ、事務官とか。園長が古見（ふるみ）ってのがいたんだよ。そんなの、みんなで、わ
んさわんさ追い出したわけさ。それからはそんなにね。許可証なんかもらわなくたっ
て、ある程度はね、出て行けた。
ちなみに、この入所者は、かつて加島分館長は不自由舎の患者さんたちを「座敷豚」と
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罵倒していたと証言する。
私たちが入ったとき、こういう不自由舎でさ、なんにもできないで、ごろごろして
たの、なんて言ったと思う？ 加島分館長なんか、
「座敷豚」つったよ。
「いい餌もらっ
て食って、ごろごろしてる」って、そんなこと言ったよ、分館長なんか。
栗生楽泉園でも、
「外出制限」は事実上あったと語る証言もある。ある入所者（男性、1949
年栗生楽泉園入所）は、こう語った。
〔私がここに来た昭和 24 年ころ、外出制限はまだ〕ありました。いちいちね、許可
を得ないと、出れなかったですよ。温泉祭りなんか行くでしょ。出ちゃうと、むこう
で、おまわりにつかまっちゃって。
〔外出許可証を〕持ってたって〔つかまっちゃう〕。
そうすると、おまわりがこっちに電話するとね、こっちから車で迎えに来た。
ある入所者（男性、1948 年栗生楽泉園入所）は、米がほしくて、「外出証明」をもらっ
ただけで、じっさいには「一時帰省」をした体験があると、つぎのように語った。日帰り
の「外出許可」はもらえても、泊りがけの「帰省許可」は難しかったというのである。
おれは〔一時帰省は〕ほとんどしてないですよ。楽泉園入って 2、3 年してからかな、
1 回だけは行ったけどね。おれはね、外出証明取ったぐらいでもって、行っちゃった。
正規のあれ〔＝一時帰省の許可〕なんか取れねぇんだから。
〔外出許可では外泊は認められなかったけど〕夫婦でいたから、片方残ってりゃわ
かりゃしねぇやね。おれはじっさいはいねぇんさね。少なくとも 1 泊か 2 泊してこな
くちゃなんねぇんだから、新潟まで行ってくるのには。米がほしくて行くだけだから
ね、自分では。うちへ帰れば、米の一斗やそこら背負（しょ）ってこれるもんね。見つ
かりさえしなけりゃあ。あのころ、統制で、車ん中で見つかりゃあ取り上げられてた
けど。
ある入所者（男性、1947 年邑久光明園入所）は、実家から親が病気だという電報を打っ
てもらえば帰省許可が下りたということを、つぎのように語った。
ぼくは、どこが悪いからどうのこうのいうことで入ってきたんじゃなしにね、いわ
ゆる、病気が軽かったからね、来た当時。そやから、ぼくは昭和 22 年 4 月に入ったん
やけどね、来た年の秋にはね、ようするに、親が病気やからちょっと帰ってこいいう
電報打っていただいてね、家から。……やっぱりまだ来て間（ま）ないからね、家のほ
うが恋しかったからね。家へ帰りたいから。で、友だち〔＝入所者仲間〕が、
「家から
いっぺん電報うってもらえ」とかいうてね、教えてくれて。で、家へ手紙で〔連絡し
て、両親は元気なんだけど〕ちょっと親悪いからすぐ帰れ、いう電報打ってもろて。
そういう芝居をうたんと、園が帰させてくれんかったからね。で、まあ、なんとか帰
さしてもろうて。むかし、ここの南備海運ですか、岡山の西大寺まで南備海運の船が
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通（かよ）ってましたわね。病気の場合は断わられるとかいうて〔ましたけど〕、その船
に乗って、なんとか帰れたからね。それほど〔ぼくは病気が〕目立たなかったからね。
そやから、親が病気〔だからすぐ帰れ〕というようなかたちで電報打ってもろうて、
船に乗って帰ったわけやけどね。22 年の秋に 1 回帰って、23 年には春と秋と帰ってね。
3 年か 4 年、毎年帰ったからね。初めてここへ来て、家のほうが恋しかったっていうん
ですかね。そやから帰りましたけど、あとはもうあんまり帰らんようになってね。家
のほうにもあまりちょいちょい帰って迷惑かけてもいかんっていうようななにもあっ
たしね。
ある入所者（男性、1947 年邑久光明園入所）は、外出許可はなんとかもらえたとしても、
外の社会で偏見差別にさらされることが怖かったと、つぎのように語った。
〔昭和〕22 年にこっち来てから、春の田植えと秋の刈入れに〔実家に〕帰ったわ。
その時分は〔実家にいたのは〕もう親父とお袋だけやったから、歳いっとるで手伝い
に誰か行かにゃ。1 回帰ったら 2 ヵ月ぐらい〔実家に〕おったんかな。
〔外出許可は〕
なかなかくれんかったけどな。
すぐ出してくれんかったんやから、隔離はあるなぁ。バスにも乗せてくれんかった
んやしなぁ。うまいこと乗れたら、ええかったんや。乗る人もおったけど、ちょっと
病気進んどる人なんかやったらやっぱり、降ろされた。で、岡山でて食堂入ろう思う
たら断られたいうことがある。ぼくも 1 回あるわ、断られたこと。遊びに出たんやわ。
月に 1 回かな、2 回かな。遊びに行って、市内の食堂で昼御飯たべよう思ったら断られ
た。何人もおる。
そやから、もし〔バスに〕乗れても、ビクビクやわなぁ。
〔車両の〕後ろのほうに小
（ちい）こうなって。まあ、出たにしても、そういう恐怖心ちゅうかな、それはみな持

っとったと思う。まあ、ぼくは年に 2 回帰りますやろぅ、田舎へ。そのときも、やっ
ぱり、電車の中でも、もうほんま小さなっとった。その時分は新幹線ないで、そやか
ら田舎までいうたらだいぶかかったもん。こっから。汽車、乗り継いで。そらぁ、帰
りなんか、夜 12 時半頃かな、岐阜で〔夜行列車に〕乗って。ここ着くの朝 10 時頃や
でね。田舎の村から、バスで高山まで出て、高山から高山本線乗って岐阜まで来て、
また岐阜から乗り換えて、ここまで。山口の「小郡（おごおり）」いうとこありますやろ。
あれ行きやったん。いまでも覚えとるわ。夜中の 12 時半やったかな、岐阜発。そやか
ら旅の道中ゆうのも、やっぱり、ヒヤヒヤもんやった。
こっちの思いすぎもあるけどな。べつに、いまから思たら、なんともなかったんや
ろけど、やっぱり、そういう隔離されて、ここの岡山、地元でも、ビクビクした気持
ちっちゅうのは、やっぱり、染み込んどんやね。そやから、あっち行っても、小そな
って。そういう記憶がある。
ある入所者（男性、1952 年長島愛生園入所）は、乗車拒否や入店拒否の話を聞いて、
「い
っつも世間の目が気になる」ようになってしまった自分がいることについて、つぎのよう
に語った。
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まわりの療友からいろいろ聞かされるでしょ。療友があそこで食堂で断られたとか、
あそこでバス乗るの断られたとか、そういう話を聞くと、 ああ、そんなもんか いう
て。そうすると、こっちも、そういうの耳に入ると、もう恐いから近寄らんようにな
るじゃん。
入ったときは、もうほんとに 12 歳じゃから、なんにも知らん。田舎もんじゃから、
うちは。都会人とちがうから、百姓家の、貧乏な田舎もんじゃからね。田舎でも、そ
の地域からあんまり出ることないからね。なんにも知らない子どもが、ただ親に連れ
られてきた、そういう感覚ですからね。ハンセン病ちゅうあれはね、のちのちに芽生
えてきたいうか、だんだんに、みんなが話すこと耳に入って覚えてくるって感覚でね。
ほかの人が体験したことが耳に入るから、それをしちゃいけない、そうしちゃいけ
ないっていうふうに、だんだんだんだん、押さえこまれてくるわね。
岡山からバス乗車拒否されて歩いてきたとか、そういう話を聞くと、バスも乗りに
くいし、あそこの食堂は、出ていけいうて言われたいうたら、食堂も入れんなぁとか。
だから、そういうの、いっつもインプットされとるから、家へ帰るとき、駅弁なんか
よう食べないのよ。世間の目が気になってね、目の前の人がおると弁当よう食べない
の、手が悪いからね。帰るとおふくろが、「なんや、昼飯、食べてないんか」言うて。
やっぱり食べれないの、気になって。食堂へ入っても、ほかの人の目が気になるの。
食べ物屋なんか、だから、ほとんど入らないね。人の目ばっかし気にしてるちゅう感
じ。
最近は岡山もあんまり行ってないね。付き合い方がわからないしね。一人じゃそう
いう食堂なんかも入りにくいのよね。いっつも、人の目が気になる。手でもよけりゃ
あね、すっと食べるけど……。いちばんいま困るのは、自動販売機とか、駅の券売機
なんか、お金が入れられないでしょ。誰もおらんなぁと思って行って、こうやって手
間取っとると、後ろにずらっと並ぶでしょ。ああいうのがね、気になるのよ。もう、
自動販売機とか券売機なんか、お金がすっと入らないの。入れにくいのよ。だから、
手間取るわけよ。空（す）いたところへ、ぱっと、いまじゃと思って行くと、手間取る
からすぐ〔後ろに〕並ぶじゃん。どうしても人の目が気になるじゃん。だから、だん
だんだんだん出不精になるよね、そういうのがあると。このごろ、なんでも自動じゃ
もんね。駐車場入っても、車出るとき、自動でしょ。お金が入らないの。ずらっと後
ろで「なんやぁ。早ょせい、早ょせい」いう〔のが〕、気になってね。
もう、うちら生活しにくいなぁと思う。社会生活、いま、できないね、ああいうの。
お金落としたら、そのままにして帰るとかね。ハハハ。社会生活はもう全然できんな
と思う。なにもかも自動じゃもん。
ある入所者（男性、1951 年大島青松園入所）は、いわゆる「外出制限」の規制がゆるく
なってからも、
「世間がこわい」という感覚が身についてしまって、なかなか外出ができな
かったことについて、つぎのように語った。
私が〔外出〕しはじめたのは、昭和 37 年ごろから。高松に、買い物に行ったり、見
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物に出たり。
〔しかし〕しょっちゅうは出ない。ひとつは、これは誰も持っとるんだろ
うけども、
「世間がこわい」という観念が、みな、あった。
「嫌われる社会」
「われわれ
を排除した社会」がそこにあると。そのなかに行きたくない、という感情がある。自
己防衛本能みたいなものでね。――私が、普通に、みなさんがたと同じように外に出
始めたのは、まだ 20 年ぐらいしか過ぎていないと思う。
やっぱり、もし、外に出て、私、後遺症があるから、「あんた、そうじゃないの？」
と言われたときに、どういう対応をするかというのは、ちゃんと気持ちの整理をする
までに時間かかったね。それからは、言うんなら言ってみろ！ 誰でも、面と向かって、
それを指摘してみろ！ 徹底的に反発してやるから！ という心がまえができたのが、
20 年くらい前かな。
〔だから、最初のころは、外出しても〕こっそり、という感じ。弁当買ってきて、
栗林公園に行って、昼ごはんを食べる。やっぱり、こわかったんだよ。もし、指摘を
されたらどうしようとかね。噂としてずいぶんあったの。買い物をして断られたとか、
レストランから追い出されたとか、そういう事例がひんぱんにあったから。
制度的規制という意味での「外出制限」は、1996 年の「らい予防法」の廃止で完全にな
くなった。しかし、社会的偏見が作り出す「外出制限」は、まだ続いている。あらゆる意
味での《外出制限》が真に終わりを告げるのは、ハンセン病問題をめぐる社会啓発が徹底
し、2003 年秋に起きた「黒川温泉宿泊拒否事件」のような、差別事件が二度と起こらなく
なったときであろう。
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９．懲戒検束について
以下では、《懲戒検束》をめぐる聞き取りの一端を示していく。
ある入所者（男性、1944 年多磨全生園に入所）は、1941（昭和 16）年に起きた、いわゆ
る「洗濯場事件」の一部始終について、つぎのように語った。
静岡の出身の人でね、山田道太郎って人がいたんですね。このなかの園内政治にか
なり関心のある人だったらしくって、欅（けやき）っていう寮にいたんだけれども、欅
寮には、K っていう、舎長会の総代をやってるような大物がいるもんで……。舎長か
ら評議委員っていうのはピックアップされるから、だから、その寮にいるかぎりは、
自分は、ふつうの寮員であって、政治的にのしあがっていくことができないっていう
ことでね、わざわざ、多摩舎っていうところへ移って、それで多摩舎の舎長をやった
みたいな、自己顕示欲っていうか、そういうふうなものが多少あった人みたいなんで
すよね。それが〔昭和 9 年に大阪の〕外島で風水害があって、
〔外島〕保養院が壊滅し
て、それであそこの委託患者っていう人たちが 50 人、ここへ送られてきたときに、そ
のなかに◎◎ツギノっていう人がいたの。ツギノっていう人は、ここへ来てから、誰
か世話する人があって、山田道太郎と結婚したんだね。
〔当時、山田道太郎は〕利根舎
っていうところへ住んでたみたいですけどね。利根舎から、ツギノの藤舎へ、夜通う
っていうね、そういう夫婦生活をしてたんですよね。〔当時は〕通い婚だから。
それで、この山田道太郎は、洗濯場の主任をしていたんだけれど、洗濯場っていう
のがね、ドラムがぐるぐる回ってね、包帯とかガーゼだとか、そういうものを洗うと
こだけれど、洗濯が終わったら、排水するでしょ。排水がね、三和土（たたき）の上に
だーっと流れていく。そうすると、それが小さな排水溝から全部流れてしまうまでに
は若干時間かかるみたいで、そういうところだとね、下駄はいたり、破れた長靴では
ね、足に神経痛があったり、傷があって包帯巻いてる人が、それでは都合が悪いって
いってね。新しい長靴を支給してくれって要求したんですよね。昭和 16 年っていうと
ね、多少、物資が不足してくるころだけれどもね、まだまったくの払底っていうこと
じゃなかったんだろうと思うんですけれどもね、とにかく園のほうでは、それ支給し
てくれないもんで、じゃあ、仕事ができないってことで、仕事を休んだんですね。部
員たちもみんな親方の彼の指導に同調して、仕事を休んだ。そしたら、汚れ物の包帯
ガーゼが、6 月で梅雨時だから、腐ったっていうことでね。それで、山田道太郎が懲戒
検束で、草津の重監房へ送られていったんですよね。朝、送られていきそうになった
ときに、◎◎ツギノも、
「うちの人を、なんで、なにも悪いことしないものを」って言
ったのにね、「いや、車へ乗ってから、説明する」って言ったらね、ツギノさんもね、
「じゃあ、わたしも連れてけ」って言って、で、いいこと幸い、と考えたのか、一緒
に連れていって、それで、むこうでもって彼女も重監房へ入れられたんですよね。よ
うするに、「内妻の故をもって同罪に処す」ということになった。
それで、6 月 6 日に、仕事をさぼったっていって草津送りになった人〔＝山田道太郎〕
がね、42 日目にもう重態になってしまって。それで出されたけれども、もう自分で歩
くこともできないような状態で、9 月 2 日には死んだということなんですよね。
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それが「洗濯場事件」ということで、戦後、こういう話を公にするために、自治会
がね、本名ではやっぱり差し支えがあるだろうっていうことで、
「山井道太」というふ
うに名前を変えて。本人が変えたわけじゃないです。自治会が山田道太郎の名前をも
じって「山井道太」というふうにしたんですよね。それから、◎◎ツギノを「山井キ
タノ」と変えてね。全医労が『らい白書』
〔1953 年〕なんてのを作ったときには、こう
いう名前をつけて、みんなに訴えた。いままで訴えてきたわけですよね。静岡の、同
じ出身だっていうことで、わたし、書く機会があれば、あらゆるところに、これを書
くようにしてるんですよね。わかったことは少しでもつけ加えてっていうようなかた
ちで。
山田道太郎は、全生園の人だったけれども、栗生で亡くなってるから、お骨はここ
へ戻らないで、あそこの納骨堂へ入ってるわけですよね。それから、ツギノさんは外
島の人であって、それから、全生園へ来て結婚したけれども、しかしもう二度と全生
園は行きたくないっていう心情があっただろうと思うんですけれども、邑久光明園へ
行って、邑久にずっといたんですよね。それで、わたし、資料館の資料集めでもって
全国まわったんですけどね、佐川〔修〕さんと。そのときに、あすこ〔＝邑久光明園〕
で、むこうの自治会の会長さんに、
「ここに洗濯場事件にからんだ◎◎さんっていう人
がいるはずだけれども、知らないですか？ ちょっと、元気かどうか訪ねてみたい」っ
て言ったら、「わからない」って言うんですよね。それで、「じゃ、入所者名簿を見せ
てください」って言ってね、入所者名簿をずうっと見てったんですよね。で、ツギノ、
ツギノ、ツギノっていう名前だけずうっと見てたんですよね。そしたら、山田ツギノ
っていう人がいたんですよね。
「最近、目がだいぶ弱くなって。だいぶ不自由になって。
W さんっていう人と一緒になってるけれども」ってね。あそこへ帰ってから、彼女よ
りも若い、W さんっていう人と結婚したらしいんだけども、W〔姓〕を名乗ることな
しにね、最後まで山田姓を名乗って。それで、まあ、ほかの人と結婚してるっていう
からね、だから会わずに来てしまったけれど。彼女はね、3 年ぐらい前に亡くなったっ
ていうけれど。だから、この人の根性のようなものを感じたことでしたね。他の人と
結婚しても、自分の本名でなしにね、ここで結婚した人の姓を最後まで名乗ったって
いうのにね、なんか彼女の意気地（いきじ）のようなものをね、感じましたね。洗濯場
事件っていうのは、おそらく、戦後の藤本事件と対比して考えていいくらいの、療養
所でわれわれが目撃した最大の悲劇だったなっていうふうに思うんですね。
ある入所者（男性、1941 年栗生楽泉園入所）は、自分の見聞にもとづいて、栗生楽泉園
の「重監房」がいかに見せしめとして機能していたかについて、つぎのように語った。
あのころ、警察権〔＝懲戒検束権〕が園長にあったんだよね。だから、事務官と分
館長っていうのが、このふたりが組んでね、患者の食料をへずったり、患者にやるべ
きお金を自分たちの懐にいれたり……。だけど、それ言えば、監獄へ、重監房へ、逆
らったら入れられちゃう。だから黙って、なに言ってもおとなしく従ったんだよね。
私は、
〔重監房の〕中へ入ったっていう人は、お風呂に入れに来てるのを見たことが
あるんだよ。病気は、本病は軽かったね。それで、その人が、青い顔してねぇ。ぼう
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ぼうの髪して。それで、お風呂場の前の庭でね、椅子に腰掛けて、それで患者が床屋
を……。床屋さんでもみんな、作業、患者だから。その患者が、分館長の命令だから、
頭を刈ってやってね、それからお風呂へいれて。みんな、見に来たよね。青い、もう
生きた顔じゃないね。だから、園のほうでは、言うこときかないと、悪いことすりゃ
こういうめに遭うぞっていう、見せしめのようなあれでね、みんなの面前で髪を刈っ
たり、お風呂へいれて。それで、職員は手を下さないんだよ。みんな患者が、分館長
の命令でやるんだよね。
こういう監獄っていうのは、ここのがいちばん有名になってるんだよね。暖房もな
いところへ、放り込んだからね。それで、おにぎりひとつぐらいで。
〔ほかには重監房に入れられた人のことを〕私はあまり知らないんだよ。だけども、
もう終わりの頃、ひとり、入った人がいたね。女のところに、夜もぐりこんで、それ
を患者のやきもち妬くのが見つけて、それで事務官へ告げたんだよね。それであげら
れて、入った人がいたよね。だけど、その人は、患者の仲間ではいい人だったんだよ
ね。だからみんなが、お願いして、すぐ出してもらったんだよね。
ある入所者（男性、1944 年栗生楽泉園入所）は、「重監房」の「便所の汲み出し」をや
らされた体験を、つぎのように語った。
私は昭和 19 年に 5 月に〔栗生楽泉園に〕入りましてね。入って半年ほどしたときに
ね――重監房があったんです。
「特別病室」という、正式には。私たちは、重監房とか
重刑務所と呼んでおりました。で、昭和 19 年の 11 月のはじめに、
「青年団に入ってく
れないか」って。
「ああ、いいよ」ってんで、青年団に入って。そのときに、青年団長
が「◎さんも来てくれ」って。で、8 人で、肥桶（こえおけ）を担いで、重監房のなかへ
入っていって、作業をしました。汲み出しを。そこで見た光景っていうのは……、そ
れは、中へ入っとったのは、あとで聞いたら、17 歳の少年であったと。このときの印
象は、重監房というのは、中世時代の牢獄のような感じで。近代の刑務所、映画に出
てくるような、あんな刑務所ではない。一戸建ての、中は 4 畳ぐらいの、鉄筋コンク
リートの造りの重監房で。
「いやぁ、これじゃあ、死んじゃうなぁ」と思って。何やっ
たか知らないけれども。で、「裁判あるの？」って聞いたんですよ。「裁判はない」っ
て、こう言うんです。これには私はいちばんの衝撃を受けました。社会だったら、ど
んなヤクザでも、裁判あります。ここでは裁判を受けることはできない。17 歳といえ
ば、少年法ですよ。少年法の適用もないであろうと。これは、死んじゃうよ、と思っ
て。これは患者虐待ではないか。そんな思いだったですね。――それは、19 年 11 月の
2 日の日じゃなかったかなぁ。雪は降ってなかったです。寒かったです。
あれは凍死するなと思って。あとで話を聞くと、雨漏りがして、布団が湿気っちゃ
って、冬になると、人間が入ってる真ん中だけあったかくって、周囲は凍りつくんだ
そうですよ、布団が。そういうなかで、寒い冬なんか、体力のない者は凍死で死んで
いくと。あれをみて、いやぁ、これはねぇ、凍死しちゃう。裁判もないと。少年法も
適用がないと。これは、患者虐待ではないか、と思ったです。
〔便所の汲み出しをやったのは〕たった 1 回です。あとから考えると、ちょうどそ
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の少年が入ったから、汲み出しに行ってくれという、そういう命令があったんだろう
と思います。〔そうでもないと、重監房のそばには〕近づくことできません。あこに、
正門があって、すぐ西側に、門衛があったんです。そこに守衛がおりますから。そん
なとこでうろうろしてたら、「なにやってんだ！」って。
前出の入所者（男性、1944 年多磨全生園に入所）は、自分が多磨全生園に入所してから、
半年後に、「バケツ 1 杯のじゃがいも」を盗んだということで、「監房」に入れられたその
日に、みずから首を吊って自殺した人がいたということについて、つぎのように語った。
昭和 20 年 6 月 15 日のことですが、朝起きて、園芸部に出勤してみると、
「うち〔＝
園芸部〕のじゃがいもが盗まれた」っていうんですよね。それで、
「行って見てみよう
か」ってね、行って見てみたら、垣根ぞいの三角になった畑のところにね、足跡が、
うんとあって。それで、探り掘りっていう、指を突っ込んで、じゃがいもを抜き取る
んですよね、まだ植わってるやつを。もう少したつと収穫するんだけど、6 月 15 日の
ことで。そういうふうにして、じゃがいも探り掘りされた跡があって。で、園芸部で
は、
「ああ、誰か盗（と）ったんだなあ」っていうようなくらいで、さほど深刻に考えな
かったんですよね。
それで、そのころ園芸部のこっちのほうに、
「山の手」っていってね、自治会の役員
やってる人たちだとかね、特権階級みたいな人たちの寮舎があって。そういう人たち
は、やはり、朝になると自分の畑のほうへ見に行きますのでね。その道すがら、見た
んでしょうね、それを。それで、分館のほうへ通知して、問題にしたんだろうと思う
んですけどね。だから、園芸部で騒ぎ出したことじゃないんですよね。
「山の手」のほ
うでもって、誰かが分館へ「園芸部のじゃがいもが……」
。まぁ、園芸部っていうのは
公共のものですのでね、だから、いくらかは自分たちの利害にも関係するという感情
があったんだろうと思うんですけれどね。それで、分館のほうへ通知があって。分館
のほうでもって調べたんですよね。じゃがいもの畑から、足跡をつけたぐらいだから
ね、土が道すがらずっと落ちていて。それで、日がのぼってしまうと乾いてわからな
くなるけれども、早くのうちだったらね、その新しい土がぽろぽろぽろぽろこぼれて、
それが静友寮（せいゆうりょう）っていう、いちばん近いところの寮舎の縁の下に、りん
ご箱があって、そこの前まで土がね、ずっとつながってた。静友寮っていうのは、飯
野十造なんかが働きかけて、静岡県のそういう関心のある人たちがいくらかずつお金
を出しあって〔作った〕夫婦舎ですが、雑居の夫婦舎が 2 部屋ぐらいあったと思うん
です。その静友寮の縁の下まで、土がこぼれてたってことで。その部屋のね、S って
いう人をね、疑るとすれば、その人がいちばんまともじゃないもんでね。それで、
「S、
おまえちょっと来いよ」って言ってね、面会所へつれてって。で、
「おまえ、園芸部の
じゃがいも盗ったんだろ。証拠がはっきりしてんだ」と、そういうふうに言ってるう
ちに、林八郎っていう人がね、
「いや、S さんじゃないよ。ぼくがやったんだ」ってね、
自首したようなかたちで名乗ってきて。
そのころはものすごく戦争が厳しい時代、食糧難だから。それぞれの人間がぜんぶ、
自分の畑、一生懸命つくってたんだけれど、林八郎の考え方っていうのはね、戦争に
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負けそうな雰囲気だけれど、もし負けたときにはおそらく食糧難で、食糧確保したや
つだけが生き残るだろうと、そういう考えをもっていて。それで、自分の畑のじゃが
いもの作り方っていうのは、腐葉土をいっぱい入れてね、芸術的って言ってもいいよ
うなね、そういう畑であったんだけれどもね。それを誰かに荒らされたのね。それで
取り返そうと思ったんじゃないかっていうようなことね、端（はた）の者が推測するん
だけれども、とにかく、そういうふうなことで林八郎が名乗り出て。
それで、分館のほうでね、
「じゃあ、わかってるだろう。支度してこい」というふう
に言って、いったん寮へ帰して。支度っていうのは、着るものであるとかね、自分の
部屋の女房になにか言うとかね、留守のことを。で、職員が林八郎を連れて、静友寮
から〔監房へ〕連れていくわけですよね。そのときに、山吹っていう、こないだ改装
した古い寮があるんですけど、ちょうど道順がね、山吹寮の玄関の前を通るようなか
たちになってね。そのときに、I っていうのがね、その人は足の不自由な人だけれども、
玄関でなにか履こうとしてたんですよね。そしたら、職員に連れられて林八郎が前を
通りかかったと。で、ふたりはね、文学友だちで、仕事場も、そのころは林八郎は図
書館に勤めていたけれど、それより前はね、山桜印刷所っていう印刷所にいて、そこ
の詰所でね、駿河で亡くなって、全患協の会長なんかもやった小泉孝之っていうのと
ね、3 人で、合宿したりして。文学の論争しながら、それぞれの人間が創作をやって。
で、その作品を見せあって、批評しあってっていうようなね、そんなことしていた間（あ
いだ）なんですよね。それが、I

が、玄関でひょっと顔あげたときに、林八郎が前を通

りかかって、そんときにこうして通ったっていうんですよね。指を、親指と人差し指
を広げて、顎（あご）の下へかってね、
〔首をくくる仕草をしたわけ。〕I さんはそのとき
にまだ、事件のこと、いっさい知らないわけですよね。だから、なんのことだろうか
なっていうふうに思ったんですよね。
ところが、それで監房へ入れられて。それで、分館の監督が、朝、監房見回りに行
ったときにはね、もう首吊って死んでたと。それで、あの人、片方、義足だったんで
ね、義足を履くときにはね、特別なね、丈夫な、幅の広い包帯巻いて、締めてね。そ
れで、きっちりしないと、いきなり履くと傷つくったりなんかするもんで。だから、
わたしは、その義足のための包帯をといて、それで首吊ったんじゃないかなっていう
ふうに思うんですけれども。そういうことでね、首つって死んだんですよね。
盗んだじゃがいもは、バケツ 1 杯ぐらいだろうと思うんですよね。バケツ 1 杯の〔じ
ゃがいもの〕ために死ねるかっていうことが、この問題のテーマだろうというふうに
思うんですけれどもね。彼はそれを、自分を許せないっていうね、そういう誇りがあ
ったと思うんですよね。いま、何千何万何億の金をごまかしたって平気な人間、いっ
ぱいいるけれども、バケツ 1 杯のじゃがいもを盗んだっていう、そのことを恥じてね、
死ねる人間がいるかって考えるとね、こんなに純粋な人間いないっていうふうに思う
けれども、いまだにね、
「林八郎はバカなんだ、バケツ 1 杯で首吊った」って、〔みん
なが〕こういうふうに思ってるわけですよね。だから、なにかの機会があれば、やは
り、こういう人の名誉も回復してやらなきゃいけないと思うんです。
その奥さんっていうのが、静岡県の出身で、もうすぐ 95〔歳〕になるんだけどね。
昭和のはじめに師範学校へ行って、で、学校の先生していて、子どもが 2 人生まれた
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ときに病気が出て。それで離婚させられて。子どもは 2 人ともどっかへもらわれてい
って、そういうかたちで全生園へ入ってきてね。
「乳をほり膝に寄る子を幾たびか振り
払いたり生みの親吾は」ってね、そんな歌つくってますけれどね、学校の先生したぐ
らいの人だから、かなり頭のいい人で。
それで、分館から静友寮へ、
「お宅の八郎さんがゆうべ監房のなかで、自分で首吊っ
て亡くなりました」。そう言ったらね、そのおばさんがね、そのころはまだ 30 ぐらい
だった、年がね。
「よく死んでくれました。ご苦労さんでした。ありがとうございまし
た」ってね、そう言ったっていうの。だから、亭主と同じようにね、じゃがいもを盗
んだっていうことを恥じていたっていうこと。それで、あとから聞いたらね、県人会
のいちばん偉い人っていうかね、ボス的な存在だった人に、
「静岡県の恥さらし」って
言われたっていうんですよ。だから、園内中が、そういうふうにね、公共のものを盗
んだ、みっともないことした、恥さらしだって、そういうふうに思ったんですよね。
林八郎は、目黒慰廃園にいたんですけども、正義感が強いから、モルヒネ〔の売買、
使用〕を許せなくて、園のほうへ投書したんです。それで「いったい誰が密告したん
だ」って、不穏な情勢になって、事務長に「あなたはいつ袋叩きにあうかわからない
から、どこへでも、ひとまず逃げておいてください」って言われて。それで、身延（み
のぶ）かどっかを回って、全生園へ来た。
〔林八郎は〕愛知県の旧制の高校を出た人で、

だから、全生園のなかでは、両方とも超エリートなんですよね。そういう者どうしで
結婚して、それでわずか、じゃがいもバケツ 1 杯のためにね、そういうかたちになっ
たわけだけれどもね。
この「林八郎事件」について語ってくださった方は、調査班のメンバーに、つぎのメモ
書きを渡してくださった。
林八郎の事件は昭和 20 年 8 月 15、16 日のことでした。あと 2 ヵ月経つと敗戦にな
り、これまでの価値体系や道徳の規範も音を立てて崩れていきました。そういう点か
らいっても、余計「林八郎はバカだった」ということであり、彼の悲劇は際立ってい
た、といえるでしょう。伝えて、彼の名誉を少しでも晴らしてやりたいと思っていま
す。
敗戦直前の時期、園内は極度の食糧難であった。畑荒らしは「しょっちゅうあった」。林
八郎のじゃがいも畑が荒らされたことに対して、自治会も園もなにもしていない。この「林
八郎事件」は、懲戒検束というものが、いかに恣意的なものであったか、また、裁判を受
ける権利をまったく無視したものであって、いったん懲戒検束が作動し始めると、情状酌
量といった当然の配慮もなされないものであったことを窺わせる。
ある入所者（男性、1951 年栗生楽泉園へ転所）は、1953 年のらい予防法闘争の後でも、
園内の「精神病棟」が「監禁所」の代用として使われていた事実を告発する。
わたし、驚いたのはね、あれは、らい予防法闘争の直後だったと思うね。直後にね、
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わたしの友人で KH っていうのがね、野反湖（のぞりこ）というところへ、友だちと一緒
に、3 人ぐらいで遊びに行って。夏だったんで、泊まってきちゃったんですね。野宿し
て帰ってきた。そしたらさ、それがいけないってんでね、分館長がね、精神病棟の檻
の部屋へ入れたんですよ、KH を。3 日間ぐらい。わたしは激しく抗議して、出しても
らったけどね。そういうことを、平気で、まだやってましたよ。監禁所は、まだその
ときね、上にあったんですよ。そこは使わないけど、精神病棟の檻の部屋を使いまし
たよ。
ある入所者（男性、1948 年ある療養所に再入所）は、入所していた療養所で懲戒検束権
が行使された見聞を、つぎのように語った。
昔は、監房がありまして、懲戒検束〔権〕を所長がもっていました。ここで懲戒検
束を使われて入った人は、2 人ぐらいいたですかね。ひとりは、いま残っておられる人
がいますけども、悪いことしたわけじゃなくて、懲戒検束を利用されて入ったんです。
職員と口論して、入っちゃったんですね。
〔それから〕ぼくの友だちで、無断外出をして、この療養所を追放された人もいま
す。まぁ、不始末で火事の火元になったんですね。で、その人が、数年たって、
〔無断
で〕ふるさとへ帰って、帰ってきたら、即刻、療養所を追い出されて、よその療養所
へ移っていったちゅうことがあるんです。
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10．自殺について
ある入所者（男性、1945 年栗生楽泉園入所）は、調査員の「調査票の質問をそのとおり
読みますけども、『園内での自殺の話を見聞きしたことがありましたか？』〔回答の選択肢
が〕『たびたびあった』『たまにはあった』『見聞きしたことはない』」という質問に、つぎ
のように答えた。
「見聞きしたことがない」ってのは、ウソだね。みんな、園内の狭いところだから、
もう。いやぁ、教会のひと〔だけ〕でも、わたし、何人もつきあわされてる。4 人ぐら
い、つきあわされてるんだよなぁ。S さんが亡くなってから、何年だろう、まる 3 年
かな。
〔それが最後かどうかは〕よくわかんない。それは教会の話ですから、わたしが
言ってるのは。わたしが教会の代表をやるようになって、14、5 年なんだよなぁ。その
かんの話だからねぇ。
《自殺》の問題について、ほんらい調査班として聞きたかったことは、
「ハンセン病を発
病し、療養所に収容されることで、あなたは自殺したいと思ったことはありませんか？」
ということであった。しかし、調査班会議に出席していた全療協の役員の方から、
「自殺し
たいと思ったことがあるか、などというストレートな質問だけは、絶対にしないでほしい。
入所者はみんな一度は自殺したいと思ったことがある人たちだ。そんな質問をされたら、
ショックを受けて、どうなってしまうかわからない」という意見が表明された。そうはい
っても、聞くところによると、療養所内での《自殺》については、園にも正確な記録は整
備されていないらしい。今回の聞き取り調査をとおして、
《自殺》をめぐる何らかの記録を
残しておきたい。ということで、「園内での自殺の話を見聞きしたことがありましたか？」
という質問が用意されたわけである。各療養所で自殺が多くあったことを周知の事実とし
て想定したうえで、
《自殺》をめぐっての聞き取りの、いわば糸口となる質問として考えら
れたものである。その意味では、
「たびたびあった」
「たまにはあった」
「見聞きしたことは
ない」という回答の分布を、集計することには、あまり意味はないと言えよう。――もし
意味があるとすれば、園内で多くの「自殺」がありながら「ない」と回答した人たちは、
なぜそのように答えたのかを究明するということを、ひとつの主題とする場合であろう。
以下、
《自殺》をめぐって、入所者の方々が聞き取り場面で語ってくださった語りの一端
を示していきたい。なかには、自分自身が自殺しようと思った体験を語ってくださった方
もおられる。
ある入所者（男性、1940 年栗生楽泉園入所）は、栗生楽泉園での「自殺」は多かったと
語る。
自殺した人はいっぱいいる。首つりが多いやな。終戦後だってあったし、終戦前だ
って、ずいぶん首つった人いるし。女の人が、ひとり死んで、首つって、またひとり
首つって。中庭の、あそこで、男の人がひとり首つって。この不自由舎でも、首つっ
て。物干し竿でも首つって。病棟の、東屋（あずまや）でも首つって。最近だって、まだ
あった。関東の人でさ、A なんとかっていうんだな。あれが、火葬場の坂のところ行
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ってさ、縄ひっかけてさ、あすこで首つった。あれはまだ最近だわ。
もう生きていたくないんだろ。あ、まだあったわ。あすこの、六合村（くにむら）の橋
から飛び込んで自殺したな。それから、まだあるわ。
〔聖〕バルナバ〔病院〕にいたな
んとかっていうのも、首つって死んじゃったし。まだある。相当あるわさ。B も死ん
だな。
終戦前から昭和 40 年ごろまで多かったな。最近だってあったもの。10 年ぐらい前だ
ってあったな。
前出の入所者（男性、1945 年栗生楽泉園に入所）は、「自殺されるぐれぇ、泣きたくな
ることない」と、つぎのように語った。
〔園内での自殺は〕あります。わたしは、いま、キリスト教のね、聖公会の代表な
んですよ。
〔涙声で〕自殺されるぐれぇ、泣きたくなること、ないよぉ。それも、わた
しの〔住んでいる舎の〕すぐ、その、いちばん向こうにいた人もね、自殺しちゃった
の。S さんってひと。もう、何人も、自殺。そこにいた人も自殺したし、もう、何人
もつきあわされたわ。あれぐれぇ、情けないことは、ないねぇ。もう、死神に呼ばれ
てるようなもんだね。もうちょっと、がんばっていてほしかったって、いっつも思う
んだけどね。もう、あれは、つらいわぁ。あんなにつらいことはないわ。うん。死ん
じまえば、しょうがないけどもね。
ある入所者（男性、1944 年栗生楽泉園入所）は、栗生楽泉園での「自殺」の見聞につい
て、つぎのように語った。
自殺する人は、あったですね。何度か耳にしました。自分がいたら姉さんは結婚で
きないと。で、悩んで。私より若い人ですけどね。湯川を通り越えて、山のほうへ入
ってって。雪に埋もれて死んでいった。で、明くる年の 5 月ごろに発見されたと。そ
ういうのを聞いたことがありますしね。それから、家から息子さんが〔会いに来て〕
「お
父さんが生きていたら、俺は結婚できないんだよ」と、なんか、そういうことを言わ
れて、結局、青酸カリを飲んで。あの、ここからちょっと離れたところに、神社があ
るんですよ。そこの社のところで首をつって死んだと。そんな話も聞いたですしね。
いろいろあったです。
ある入所者（男性、1948 年ある療養所に再入所）は、入所していた療養所では自殺が多
数見られたと語った。
そうですねぇ、〔自殺は〕何件ぐらいでしょうかねぇ。ぼくの隣の人も死んだし。1
人、2 人、3 人、4 人、5 人、6 人、7 人、8 人……、10 人はいるでしょうね。もっとい
るでしょうね。だいたい、ほとんど知ってますから。
最近では、5 年ぐらい前に 1 人ありました。それはおそらく、本病を苦にじゃなくて、
他の病気を苦にして、でしょうね。その前は、精神的な病気を持っていた人とか、神
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経痛の人とか、そういう人たちが亡くなった例がありますね。
ある入所者（男性、1944 年多磨全生園に入所）は、自分自身が見た自殺の現場について、
つぎのように語った。
自殺、よくありましたね。わたしは、あんまり好きじゃないけれども、わたしの隣
りの部屋の人は、事件屋みたいな人だから、もう、逸早く駆けつけるから。だから、
いろんなケースをね、見てきたままに話してくれたりなんかしたことがあります。わ
たしが自分の目で見たのはね、こういう、部屋の後ろ側に、欄干がありますよね。あ
れに、三尺帯でもって、首くくってね、膝を曲げて死んでる人の状態を、駆けつけて
見たことがありましたけど。大平〔馨〕先生っていう耳鼻科の先生が真っ先に駆けつ
けてきて。えらいなぁと思ったのはね、先生、来ると同時にね、ここ、鼻が出てるの
ね。それをね、自分の手のひらでね、こう、ぬぐってね。それで自分のここで、こう、
ふいて。それで部屋のなかにいる人にね、
「ちょっと切る物、貸してください」って言
ってね。そしたら、部屋のなかにいる人がね、包丁を持ってきたんですよね。
「これは
食べ物をあれするやつだから、包丁じゃないものをください」って言ってね。それで
鋏かなんかで、その三尺〔帯を〕切って、降ろしたのを見て、あのときには大平先生
はいい先生だなって思いましたね。
さらに、おなじ入所者が、こう語った。
〔自殺が〕ないのは、最近だけだな。最近はないね。6、7 年ないかもしれない。お
れ、園芸部へ入ったときにね、KY っていう人がいて……。KY って人は、顔はなんと
もない人。そのかわり手も足も指が全然ない人だった。そういうのは、もう長いこと
患ってね、少しずつ少しずつ。あの、看護士にね、
「鋏で切ったほうが早い」って、切
られたんだとかいって、結局ね、もう、これだけ〔＝指のない状態〕になっちゃうわ
けですよね。それで、下駄も、前のほう切った、小さい下駄でね。それを紐で足首へ
くくりつけて。それで、三角梯子へのぼって、足、からげてね、それで、刈り込み鋏
も腕へ紐でくくりつけてね。それで三角梯子の上のほうから、檜葉（ひば）やなんかの、
高い植込みの木がありますよね、あれを上手に刈り込むんですよね。
あるとき……、風呂って、中央浴場はね、20 日にいっぺんくらいしか風呂はないん
ですよね、燃料がなくって。だって、棺桶さえなくって、棺桶だって木を切って、木
挽きがね、板にひいて、それでつくるっていうような状態だったし。松の木を切った
りなんかしなければ、汽缶場でもってね、燃すものがない。だけど、御飯や味噌汁は
最小限度どうしても必要だってことで。だから、風呂がたつ日は、めったになくって。
各作業場にね、自分たちでもって風呂桶を工面して、それで入るんだけど。だけど不
自由な人たちは、お茶わかすのに、風の吹いた日に松葉をかき集めてきて、あれでお
茶わかして飲むっていう、そういう時期でしたのでね。で、園芸部のようなところで
もね、そうそう風呂わかして入れるほどの燃料があるわけでなくって。K さんが、み
んなを風呂へ入らせようと思ったんでしょう、主任の責任感で。で、空き家になって
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た樺（かば）舎の庭に、目が見えなくなって、首吊った人があるそうで、その人が梅の
木で首吊ったってんですよね。首吊ったっていうとね、分館の職員が根っこから切り
倒すわけですよね。それがもうね、10 年もたってから、その梅の根っこがあるはずだ
と K さんは考えて、一人で行って、こんな、すりこぎの手で梅の根っこを掘りあげて。
それで、それを細かく刻んで、薪（たきぎ）にして。で、風呂わかして入るっていう算
段なんですよね。園芸部の連中、
「K さん、そんな、人の首吊った木はよせよ」
「いや、
迷信だ。そんなことは迷信だ」って言っていたけれども。それで、みんな嫌がるので
ね、風呂沸かして、いつもあとに入るのにね、その日は誰も入らないので自分が、真
っ先に入って、風呂のふちへ、下駄はいたまま両足をあげて、
「おめぇらも入れ、いい
湯だ」「縁起が悪いだなんていうのは、そんなものは気持ち次第だ」「そんなの気にす
るな、迷信だ」って言っていたんですよね。
〔その K さんが〕なんとかっていうおばあと一緒になってね、神社の近くに住んで
たけどもね。おばあさん弱くなってきてね、
「たいへんだぞ、これから」なんて言って
るうちにね、自分で首吊って死んじゃった。旧火葬場のあったところのね、こんな、
しなしなするような木にね、首ひっかけて死んだんだよね。だから、人間ってわから
ないもんだなあっていうふうに思いますね。それでも 10 何年たってると思いますね。
それでもう、ここまできて亡くなる人っていうのは、違う理由ですよね。ほとんど老
後が心配ってことじゃないですか。なにを、ほっといたって死ぬものを、ってね、言
うんだけれども、本人にしてみれば、ばあさんとふたりでこれからどんな人生になる
か、大変だ、ってね、思うんじゃないか。ただ、誘われるんだって言いますよね。死
にに行くときにはね、なんか、お花畑を馬車で行くような気分で、鼻歌まじりで行く
っていいますよね。わたしたちは、ほら、さっき、大平先生があれした、ああいう無
様（ぶざま）な状態を考えていたけれども、じっさいに自殺する人は、もっと美しい夢
をもって行くらしいですね。
ある入所者（男性、1947 年邑久光明園入所）は、自分自身、病気になった時点で、自殺
を考えたことがあること、また、療養所内で自殺を見聞していることについて、つぎのよ
うに語った。
この病気になった時点でやね、なんかこう、おかしな病気になったんやからってい
うようななにでねぇ、こりゃ早いこと死んだほうがましかなっていうような気持ちは
あったけどね。病気になったときに家におったときにやね、迷惑みんなにかからんう
ちにやね、そういうような気もあったけど、ま、それだけの勇気もなかったっていう
ことになるか知らんけど。まあ、ここへ来てから、そういうようなことは考えたこと
もなかったけどね。自殺しようかっていうようなね。
〔邑久光明園では、自殺する人〕ありましたよ。ぼくらが入ったあくる年かな。岐
阜から来た女のかたがね。そこの海にはまってね、自殺された方、おられるよ。首を
吊って亡くなられた方も 2、3 おられますよ。やっぱり、人それぞれねぇ、苦労があっ
たんじゃないかなと思うけど。
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ある入所者（男性、1948 年栗生楽泉園入所）は、自分が入所した当時、園内での自殺が
かなりあったということについて、つぎのように語った。
〔入所したときプロミンは〕まだだった。大風子油は打たなかった。大風子油は、
痛くて嫌だから。ほとんど治療というのはしなかったいね。
とにかく、もう、半分は病気の問題になるてぇと、ヤケクソもあったようだね。み
んな、そうじゃねぇんかね。どうせ治らねぇ病気なんだとかさ。そういうのを教えら
れもしてきたし。どんどん悪くなって、さっさと逝っちまえばいいとかさ。そんなよ
うな考えなの。それ、みんな、自殺とか何回も考えてるからね。おれが入った当時だ
って、首つりはずいぶんあったよ。
ある入所者（男性、1949 年栗生楽泉園入所）は、医局から盗みの嫌疑をかけられた人が
自殺するということがあったと、つぎのように語った。
〔栗生楽泉園での〕自殺は、幾人かありますね。ここの、まぁ、管理が悪いんです
ね、医局の倉庫から、麻薬みたいな薬を盗み出して。それでこんどは、その罪人がた
らいまわしみたいになってね。で、その人は、この裏のほうの森のなかに、お諏訪さ
んっていう神社があるんですけど。そのなかで首吊っちゃってね。
〔その人は〕わたし
の隣の部屋の人で、韓国の人なんですよ。その人が、まぁ、気が小さいんだろうな。
逃げればいいのに、逃げずに、首吊っちゃったんだ。
〔麻薬を〕盗ったりなんかした人
は、どうしたんだか。逃げた人が 2、3 人いるからね。だから、だれが盗ったかわかん
ないんじゃないですか。
ある入所者（男性、1952 年長島愛生園入所）は、
「友だちが何人も自殺した」と語った。
友だちなんか、何人も自殺したよ。高校〔＝新良田教室〕のときも、1 級先輩が自殺
したし。何人も友だちなんか自殺したな。探しにいったこともある、海にね。わたし
も自治会に出とったことあるから、そのときだったかなぁ。まあ、同じ釜の飯、食っ
とるから、だいたい顔は知っとるから。「あの人いなくなったよ」言うたらさ。〔そう
いうときは〕普通に、かわいそうにな、という感覚だなぁ。誰もが、ここにおる人は
一度は〔自殺を〕考えとるからね。実行するかせんかだけの話であってね。〔意志の〕
強い人は実行してね、わしらみたいに弱い人は、実行ようせんけど。
〔わたし自身は〕まあ、強く考えたことはないけどね。楽になれるかなぁと思った
ことはあるわな。
〔自殺を考えるのは〕やっぱし病気じゃろうね。やっぱし、苦しい、痛かったりな
んかするとね。神経痛の痛さなんて、半端じゃないんよ。夜、寝れんからね。夜、寝
れんと、また、いろんなこと考えるわけなんよ。一晩中、寝れないと。いいこと考え
んもん。
今年も 1 人、自殺された人おるよ。92〔歳〕とかいった。毎年のようにあるんとち
がうかね。〔だれかが〕急に亡くなると「どうしたの？」っていうことになるじゃん。
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「心筋梗塞で亡くなった」いうと、
「ああ、そうか」いうてね。病棟に入ってると、あ
あ、悪いな、いうのはだんだん伝わってくる。きのう元気におったなっていうのが亡
くなると、
「なんでやろう？」いうことになると聞くから、近しい人が、
「自殺したよ」
とか言うて。
ある長期入所経験者（男性、1950 年星塚敬愛園入所）は、自分自身が自殺しようと思っ
たことが 2 度あった、と語った。最初は、自分がハンセン病にかかっていることがわかり、
職場からも地域からも追い立てられたときであり、2 度目は、自分の息子も発病し、療養
所に入所せざるをえなくなったときである。
〔自殺しようと思ったのは〕けっきょく、もう入園しなくちゃならんというときが 1
回。県庁を辞めなくちゃならなくなって、辞表を出したですよね。そして、ここに入
園しなきゃならない残念さ。これはもう、観念しますわね。そのときにね、ほんと、
死に場所を見つけて、さまよったことがあります。それは誰も知りませんよ。家内に
言うと家内がもう、騒ぐから。
〔私が考えたのは〕子どもがついとったら、家内もどう
にもならんだろうから、子どもを殺して自分もなに〔＝自殺〕しようかと思って。ま
あ、子どもまでね、なに〔＝道づれに〕するということは、とってもできなかったか
ら、自分〔ひとり〕、すーっと夜中にね、出ました。だから、死に場所をね、私の故郷
は、自然の城なんですよ、そういうところから、飛び降りるあれをみつけようと。そ
したら、夜が明けましてね。するとね、正常心に帰っていくんですよ。変なもんです
よね。今度は、死ぬのが怖くなっちゃって、早く〔ここを離れなきゃ〕、ここにいると
死んじゃうぞと。正常心に帰ったということですかね。それで死ななかったことがひ
とつ。これが第 1 回めの、死のうかなと思って、なにしたのですね。
私が死のうと思った 2 度目は……。
〔息子の〕Y が、敬愛園に入るか入るまいかって
いうときに、死のうと思った。もう、ほんなこつ、かわいそうでたまんなかったです
よね。あれはね、きれいな子でね、かわいい子で、頓知（とんち）のいい子でね。親に
も絶対服従で、もうほんと、恥も外聞もないけれどもね、いい子だったですよ。それ
が、らい病だからどうしましょうかって、一晩、家内が相談に来ましてね。Y と下の
妹を連れて来ましたよ。子どもが寝静まってからね、
「Y が、ちょっと悪いよ。あんた
の病気がうつってるよ」と。「なんでそんなことあるかぁ」つったら、「いや、まちが
いないよ。学校で、Y は親父の病気がうつって、らい病だ、ということで、みんなか
ら石を投げられて、学校に来るなと言っていじめられているそうじゃ。もう学校へ行
かんと言うよ」って。もうそれこそ自分が病気になったよりか、きつかったですね。
こんな人生があるものかと思ってですね、自分の病気のときよりもですね、可哀想と
いうよりも、親の責任ですかね。私がうつしたわけですから。ほんとに、申し訳ない
と思ってですね、苦しみましたね。たしか、5 年生か 6 年生ぐらいだったですよ。
Y が〔敬愛園に〕入ってきたときに、Y を少年舎のほうに移動させる前にですね、
私と同じ部屋でね、親子してなにして〔＝過ごさせて〕もらった。そのとき、もう涙
が出て……。自分よりもね、Y がかわいそうでね。そのときもね、部屋でそんなこと
〔＝自殺〕をしたらいかんからと思って、Y を外に連れて出て〔一緒に死のう〕かな
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と思って、なにしたことがありましたね。
2 回、ほんとに死のうと思って、自殺を決意した。しかし、〔ほんとに死ぬには〕な
かなか勇気がいりますね。勇気がいるというよりも、狂わないと死ねませんよね。も
う死ななくちゃしょうがないなと思って決意するわけですけども、死のうというあれ
を考えていくと、怖くなっちゃう。怖くなったときが、もう正常心に帰ったというこ
とじゃないかと思うんです。それはね、首吊りした連中のあれも、海に入水した人も、
魚釣りにいって誤って死んだ人もね、私、もう、10 何名の連中を見届けていますけれ
ども、よう死ねるなぁと思って感心するんです。その死んだ連中を私とひきくらべて
なにするんですけれども。他のみんなも、そういう経験をみんな持ってるといいます
けどもね。まあ、私と同じように、死にきれなかったという経験ですね。
みんな、一人ひとりがね、いろんなかたちの苦しみを受けておりますし、とにかく、
何人かは〔自分から〕死んでる。私も〔自治会の役員として〕、何人か、死亡事故に、
引っ張り出されました。死亡したときにですね、立会いに。海に飛び込んで死んだや
つもおるし、首をつってあれした場合もあるし。死ぬという意識になったら、簡単に
死ぬもんだなと。あれ〔＝椅子〕に座っとってね、紐かけて……。こうして座っとっ
たんやから。まだ生きとるんじゃないかと、私がなにしたら〔＝体に手をかけたら〕、
もうバタッとこういくから……。
また最近、
〔自殺する人が〕ちょっと多くなってるような気がしたけども。A さんが
死んだと思うと、また次に B 子が、あるいは C 子が、というふうにね、連続じゃない
けれども……。
だから、よく自殺者がでるのは、敬愛園も例外じゃないと思います。もう何名、そ
ういうのがおったか。私が数えてもですね、10 人以上ですよね。
ある入所者（男性、1951 年大島青松園入所）は、大島青松園でも自殺者が多かったこと、
また、自分自身、入所してからの最初の 2 年間は「自殺」ばかり考えていたと、つぎのよ
うに語った。
自治会の役員やってたら、まず、駆り出される、行方不明者がでると。私は、何回
も首吊り抱いて下ろしたけれどね。自治会の役員総動員。園の職員も総動員で、山狩
りやるわけ。海岸を歩いて探すわけ。1 年に 5 人も自殺したケースもあったね。首吊り、
入水自殺。〔自殺者が出ない年はないぐらい、という〕そういう記憶しかないね。15、
6 年前まではあったんじゃないかな、ポツポツと。それはね、なぜ死んだかっていうの
が、誰も知らないケースがほとんど。家族との関係がおかしくなったのがいちばん多
かったように思うけれど。自分の病気を苦にして死んだ人もいるけれど。
〔自殺の理由
は〕やっぱり、他人にはわからないことだったね。水面下で、ずいぶん苦しんで、そ
こへ行き着いたというケースが多かったように思う。私だって、死のうと思った。2
年間苦しんだ。どこで、どういう方法で死のうっていうふうに、決めてたものね、終
いには。
私は、
〔療養所に〕入ってから、もう、自殺以外に考えられなかったのです。入って
2 年間というのは。もう、失望してしまって。まず、療養所は出られなかった。本名が
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使えない。
「解剖承諾書」があった。
「納骨堂」を見た。それから、義務づけられて「管
理作業」をやった。夢も希望もなくなってしまったわけです。明るい展望って、ひと
つもなかったから、もう死のう、と。
そこでね、ある転機が訪れた。講演でつい口滑らしたら、そこへ質問が集まった。
「な
んで、死線からよみがえったのか？」と。
「それは、恋だ」と。こんな自分でもね、愛
してくれる女性がいるんだっていうことに、また、びっくりしたわけ。それがもう、
倒れてたやつが起き上がるほどの人生観の変化っていうか。もう死ぬしかなかった、
なんの取り得もない人間だっていうふうに、鬱状態じゃなかったんかと思うけどね。
熱烈な恋心を告白されて、どうしようかと思って。
「結婚したい」いうことまで、看護婦、言いだして。まだ、ぼくは子どもだったと、
いま思えば思うけど、両親を呼んで相談したのです。どうしたらいいかって。で、一
喝されて、「ばかたれ！」って怒られて。「その人はまだ若いし、将来があるのに、む
こうの両親の気持ちを、おれたちとしては、親は、考える。むこうの親の立場に立っ
て。だから、一時的な感情かもしれないし、結婚だけは許さない」。両親に説教されて。
しばらくつきあって、泣きながら別れた。だけど、その人のことは、死の淵からよみ
がえらしてくれた恩人だと、いまでも思ってる。
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11．家族・親族との関係
きょうだいの配偶者、あるいは、甥や姪には、ハンセン病療養所で暮らしている自分の
存在がいまだに秘密にされている入所者の方は多い。長期にわたる隔離生活のあいだに、
自分のちかしい肉親たちは死に絶えてしまった入所者もいる。家族・親族とは断絶したま
ま、音信不通になってしまった入所者もいる。
《家族・親族との関係》の回復は、多くの入
所者にとって、課題でありつづけている。
以下では、
《家族・親族との関係》をめぐっての聞き取りでの語りの一端を示していきた
い。
ある入所者（男性、1940 年栗生楽泉園入所）は、きょうだいはみんな自分のことを知っ
ているが、配偶者や子どもたちに言えないきょうだいがおり、そのため、母親の葬式にも
呼ばれなかったと語る。
〔きょうだいはみんな、おれのこと〕知ってるよ。だけど、いちばん末の野郎はさ、
64 だけどさ、子どもが 3 人もあって、おかみさんいるんだけどさ。そのおかみさんに
はおれの話できねぇって言ったよ。子どもにも言わねぇんだと。だけど、おれとは年
じゅう行きあってんだよ。しょっちゅう来るんだけどさ。
「おめぇ、自分のおっかあに
もおれの病気のこと言えねぇんか」ったら、
「いまんとこは、言えねぇな。悪いけど勘
弁してくれよ」なんて話してる。
〔母親が死んだときも〕もう、いま死ぬ、いま死ぬ、あと何時間しかもたんなんて、
みんな教えてきてたよ。だけど、葬式は行かねぇんだよ。
「葬式は来ねぇほうがいいか
ら来んな」って言うから、行かねぇ。
葬式には行きたかったけんどさ、行かなかったんだな。行かなかったんじゃなくて、
行けなかったほうだな。呼んでくれなかった。
「死んだけんども、兄貴が来ねぇほうが、
楽だからな」
。――そうは言わねぇけどさ。言葉では言わねぇけど、そうだと思うんだ、
おれは。
ある入所者（男性、1944 年栗生楽泉園入所）は、肉親とのつながりがまったく途絶えて
しまった経緯について、つぎのように語った。
父はね、ここ〔＝栗生楽泉園〕へ、
〔私が〕最初に入るときに来て、加島分館長と話
をしたと。で、私が入ってすぐ、19 年の 10 月だったか、
〔もう一度面会に〕来て。で、
翌年の 20 年の 5 月の 8 日の日だったですね、ここへ来て、
「いや、東京は大変だ、空
襲だ」って、そんな話をしておったです。それが最後だったです。父は忙しいのに、
わざわざ、交通の便が悪い、こんな山の中へ来てくれるというのは、私は申し訳ない。
父が、頭の帽子を脱いだときに、頭が真っ白になっていて。いや、これは申し訳ない
という、そんな気持ちだったですね。いちばん、父が、心配、苦労をしたと思います。
申し訳ないと思っております。私は、もう来てもらわなくていいよ、と。ここへはも
う来てほしいとは思わなかったです。来るところじゃないと。そのあとしばらく、父
から手紙が来なかったです。
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母は、昭和 24 年の 11 月に死にました。これは父から手紙が来ましたから。
〔父については〕全然連絡もないし、おそらく死んだであろうと。そう思ってるだ
けです。――夢を見ましたけどね、
〔昭和〕38 年に。夜中に、白い装束の。父だったん
じゃないかなぁっていう。そんな夢を見たことなんか一度もないんだけど、そのとき
はどういうわけか、白い装束がばぁっと浮かんできたのが、38 年にあったですね。そ
のときに、父が死んだのかなぁと、そう思ったです。それまで、そういう夢、見たこ
とないんですけど。
〔姉と弟は、私がここに入所していることを〕知らない。知っとったら大変でしょ
う。これはもう、離婚になったでしょう、わかったら。
〔いまでも〕知らないと思いま
す。〔姉と弟とは音信は〕なしです、ずっと。私は、父に、「私は行方不明でもなんで
もいい。そのようにしてください」と、20 年の 5 月の 8 日の日に、ここに面会に来た
父にそう言いましたから。父は、どうしましたか。私は空襲で死んだということにし
ましたか、それはわかりませんけれども。空襲で死んだっていうのが、いちばんいい
と思いますけどね。
〔姉も弟も、私がここにいることについては〕知らないほうがいい。やはり、まだ
差別があると思いますから、まだまだ。わかったら大変なことになると。みんなに迷
惑かけるし、みんな、引け目を感じるんじゃないか。私が病気ってこと、ここに生き
てるってことがわかれば、私の甥っ子か、そういうのが負い目を感じていくんじゃな
いかと。知らないほうがいいと思っております。
ある入所者（男性、1947 年邑久光明園入所）は、実家から親が病気だという偽電報を打
ってもらって帰省したことはあるが、実際に親が亡くなったときには葬式にも帰れなかっ
たということを、つぎのように語った。
〔実際に親が亡くなったときは〕それは行かしてくれん。というのはもう、葬式に
なったらやね、やっぱり、村とか部落とか親戚とかいうなにが来るからね。だからも
う、死んでから通知があるだけでね。いついつに親が亡くなったいうことだけしかも
う……。亡くなったから来いっていうことで行ったことは全然ないです。そやから、
両親とも、死に目には会うてないですよ。
きょうだいによってね、なんていうんか、もうだいぶ前からやけどね、自分の子ど
もを嫁がしたりなんかして、旦那とふたりになってからやね、旦那に〔ぼくのことを
話して〕……。まぁ、旦那かて、薄々わかってたんじゃないかなと思うけどね。で、
そういうようななにでね、一部の家族では前から、子どもがおらんようになってから
やね、手紙――手紙も偽名使うとるからなんやけど、電話もかけたりしとるけどね。
一部の家族ではまだ、旦那とか嫁とか、自分らの子どもとかに、なんにも言うてない
からね、隠してるからね。ま、隠してたって、隠しおおせてるんかどうかわかんない
けどね。
ある入所者（男性、1948 年栗生楽泉園入所）は、実の弟から「親とも文通するな」と言
われて、家族とのつながりをいっさい失った体験について、つぎのように語った。
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親きょうだいがどれだけ惨めな仕打ちを〔体験〕したかっていうことについて……。
おれも弟がいるわけなんですよ。その弟とは、おれ、20 歳（はたち）前に別れてるから
ね。そのころ、彼はもう、ソ満国境のほうへ行っていたわけ。満蒙開拓青少年義勇団
ってやつで、終戦の年の春、むこうへ行ったわけよ。おれの弟は、ソ満国境のほうに、
警備隊として行かされて、残ってた連中は全部南下しちゃって。で、おれの弟は、行
ったっきりでもって、おいてけぼりくったわけだ。それがどういうふうにまわりまわ
ってきたんだか知らんけれど、最後に生きていて、上海のほうから手紙がきて、うち
へ。生きてたわ、ってことになって。おやじは喜んだ。そりゃあ喜ぶだろな。おれは
もうこっち入っちゃってるんだし。それで、村長や親戚じゅうからみんな手紙をやる
けれど、いっこうに、帰るって言わない。
「最初のうちはちやほやするけれど、国へ帰
ったって、慣れてくればおしまいよ」ってなこと言ってたらしい。で、
「兄貴からはな
んにも言ってこねぇじゃねぇか」って。おやじから、「おまえ、手紙書け」って。で、
「おれは、とにかく、親の面倒みれない状態だから、おまえ、帰ってきて、親の面倒
みてやってくれ。おれんちの財産はいくらもないけれど、財産はもちろん、おまえに、
みんな一任するから。おれには権利はなんにもないということで、帰ってきて親に安
心させてくれや」って言ったら、じゃあ帰ろうってことで、いちばん最後の引揚げ船
で帰ってきたんですよ。〔昭和〕28 年ごろかな。
弟も、満人だか支邦人だかに拾われて、少し、じゃ、ご奉公、恩返しをしなければ
っていうことで、上海の病院かなんかでもって手伝ったらしいんだけどね。そこに、
たまたま、日本の女性が、その彼女も、ひとりだけでいたらしくて。で、意気投合し
て結婚したんじゃねぇんかな。むこうでもって、子どもつくって、引き揚げてきたん
ですよね。
弟は、上海にいたころは、おれと文通してたんだ、航空便で。
「とにかく、兄貴の手
紙を見たから、おれは帰る」ってこと、書いてきてくれたわけ。帰ってきたら、
「もう、
親とも文通するな」と。
「兄貴の病気みたいなのを、うちからもう、二度と出さないん
だから。だから、絶対、親とも文通するな」と。そんなこと言ったもんで、こんだ、
おやじが怒っちゃって。弟のやろう、うちを出ちゃって。で、埼玉あたりへ行ったら
しいんだよね。埼玉にいたころ、おれのおやじがときどき行ったらしいんだけれど。
弟はとうとう、一回も手紙よこさねぇ。兄貴はもうとにかく親とも文通するなって。
〔弟じしんが〕迫害を受けてるから、そういうことを身にしみてるわけさ。だから、
二度と兄貴みたいな病気はうちから出さないぞと。兄貴は病気なんだと。彼は、医療
関係の検査技師みたいなことやってるから。だから、おれから手紙もらっても、すぐ
消毒するなり、焼却するなりしてしまえばいいわけだから。それぐらいのことはやり
かねねぇしね。やったろうし。それで、うちへ帰ってくると、こんどはそれできねぇ
から、親とも文通するなと。そういうことらしい。いまだに来ねぇんだがね。おれの
ほうからはやりようもないしね。
で、1,400 万もらったって、これ、おれひとりの権利じゃないんでね。そういう迫害
にあった弟のほうがもっとかわいそうだったかもしんないんだいね。国の教育ってい
うのは、ひどいもんだったんだなあと思う。恨んでも恨みきれねぇよね、こういうの
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は。で、いずれね、個人的に、他の人を介してだけれど、弟の状態を探ってみようと
思ってるんです。親たちが死んだのも教えねぇんだもん。おれのほうで調べてってみ
たら、おやじもおふくろも死んでるんだいね。おやじは、80 は過ぎてたと思う。おや
じのほうが先死んで、おふくろのほうが、平成になってから死んでるみたいだからね。
〔両親とは〕弟が帰ってきてからも文通はしてたんだけれど。親はだんだんおれよ
りさきに年とるわけなんだから。いつまでも心配をかけていないほうがいいのかなあ、
とも思ったし。それこそ自動車の免許取って 2、3 年ぐらいでもって、もし文通してる
っていうと、おれも、車で行きたくなりゃ、そばまで行けるんだからね。車でさ。だ
けど、そんなことでむしろ心配かけるより、いっそのこと文通しないほうがいいんか
なあと思って。間違った考えだったけどね。弟の手前もあるだろうから。親がだんだ
んだんだん年とってきて、弟の世話になるよりしかたなくなるんだから。それでもま
だおれと文通してたなんつったら、こんどは親たちの立場上うまくないだろうと。で、
おれのほうからだんだんだんだん〔間遠になって〕。最初のうちは、「元気だっていう
ことだけでもいいからたまには手紙くれ」つって、おふくろ、泣いてよこしたけどね。
だけど、それでもやらんほうがいいだろうと。
〔2 人の妹とも、文通は〕ほとんどなし。これはみんな、嫁さんに行っちゃってるん
だから、そんなことまでつついたら、かえって、まずいだろうからね。むこうが困る
だろうから。おれはもう、おれひとりだからいいさね。弟でさえも、おれが、
「うちを
ついで親の面倒みてやってほしいんだ」つったら、
「じゃあ帰る」つって帰ってきてく
れたのに、そいつに対しても文通してねぇんだからね、おれは。だから、ほかのきょ
うだいとは、もちろんやらない。
ある長期入所経験者（男性、1950 年星塚敬愛園入所）は、兄弟とはまったくの絶縁状態
になってしまったことについて、つぎのように語った。
〔父が亡くなってから〕もう 30 年越しましたよね。
〔享年〕75 歳だったから。
〔だれ
も〕親の命日も教えてくれん。母の命日はね、1 週間ぐらいしてから教えてくれたけど、
父親の場合はね、それも教えてくれない。誰も、自分のきょうだいの連中も、教えて
くれんで、新聞に、○○町の◎◎▽っていうひとが亡くなったと〔出ているのを見て〕
、
びっくりしちゃって。
その 1 週間ぐらい前に、親父の夢を見てね。病気が治って親父と抱き合ってる夢を
見ました。これはもう、夢でね、よく見るんですよ。病気が治った夢、あるいは、自
分が死んだ夢。それから、息子が病気になった夢。もう、いろんなね、いい夢はあん
まりないけども、そういう夢。親父のね、いろんなことで迷っている夢を見ましたね。
――そのあとでそういうもの〔＝新聞の死亡記事〕を見たから、 ああ、親父はやっぱ
り亡くなったんだな

と思って。何年前に町議会の副議長をしとった人が亡くなった

と、新聞に出て。それで、ある人に電話をかけて――役場に自分の同級生がおりまし
たからね、〔その人に電話をかけて、確認したんです〕。もう 30 年前の話です。
母はね、それから 4、5 年たってからでしたね。77 歳で、母は亡くなりましたからね。
親父がそうだった〔＝まったく訃報の連絡がなかった〕から、
「母が亡くなったときに
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は、必ず知らせよ」と、弟たちに言っておきました。そしたら、〔葬式がすんで〕3 日
してから〔連絡があった〕。「3 日したのは、なんでやったか？」と言ったら、「いや、
あんたに知らせたんじゃ、葬儀に来るから、葬儀が済んでから知らせたんじゃ。兄貴、
それは、わかってくれよ」と。うちの弟はね、県内で高校の校長しよったから。
だから、「兄貴、それは理解してくれにゃ困る。俺なんかの立場もあっとやからな」
と。〔親の葬儀には〕みんな学校から〔教師たちが〕来ますよね。〔そこに、ハンセン
病の私がいたのでは困る。〕「それを避けたかったためになにしたんじゃ。兄貴は、そ
れくらいのことはわかるじゃろ。知らせることは知らせたじゃないか」と言うから、
もうこれとケンカしよっても始まらんと思ってね。
みんながね、
「おまえの兄貴は偉かったけども、ライ病にならんかったらよかったの
になぁ」なんて言う。
「兄貴はライ病で敬愛園にはいっとるじゃないか」と。悪いこと
をして刑務所に入っているよりか、まだ下ですよ、敬愛園に入っているっていうこと
は。それでね、勤めたかったら、当直――いまの時代とは違いまして、学校の先生た
ちは、みんな、割り当てで、20 人おったら 20 人にね、割り当てて、2 人ずつね、当直
しよった。布団はね、当直の布団というのがありましてね、包布（ほうふ）だけをとり
かえるような仕組み。〔しかし〕「当直したかったら、布団からなにから〔自分で〕持
って来い」と。その先生方みんながね、校長、教頭にね、申し出た。そういう問題が
ありました。〔弟も〕ひどいめに遭ったんですよ。
弟は、結婚も 10 年ぐらい遅れましてね。満州に兵隊でとられて、10 年ぐらいシベリ
アに抑留されたんですよ。それで、将校になっておりましたから、ひどい折檻を受け
た。で、30 近くになってから帰ってきたわけです。学校には復職しましたが、そうい
うこと〔＝肉親にハンセン病者がいることへの差別〕が始まって、もう辞めるかどう
するか〔の瀬戸際まで追い詰められたんですね〕。
それで、次男坊は、「そういうことがあっても、兄貴をなに〔＝粗略に扱うことは〕
したくはないけども、兄貴のせいで、なんで、これだけね、いじめられないかんか」
と。「それだったら、自分は、もう生まれ変わったつもりで、名前を変える」と。で、
◎◎〔という名字〕の字を略字に変え、読み方も変えまして、そして、
「◎◎○○とは
私は関係ありません」という声明のようなことまでしましてね。
「◎◎じゃ食べていか
れない。子どもも養っていけん。先生以外の職業にいまさら就くこともできんし」と。
――それはね、もう偏見差別の最たるものですよ。そうせんと勤め〔を続け〕られな
かったんですよ。
〔その弟が〕跡をとったんですよ。財産からなんからね、ほかの弟なんかにひとつ
もやらんで、全部ね、取って、なに〔＝相続〕したんですよ。
「それだけのことをして
いながら、おまえ、どうしたことをしてくれた」。私が呼びつけても来ないから、手紙
に書いてね、なにしてやったのよ。そしたら、
「兄貴は兄貴の考え方があるだろう」と。
「私は私の考え方で◎◎家を継いだんだから。あんたはもう禁治産者ということにな
ってね、なにしたんだから〔黙っていてくれ〕」と。
法律にどうなってるかは知らんけれども、
〔ハンセン病で療養所に収容されると〕禁
治産的なものになにされるんですよね。私は「財産は放棄せんぞ」と言ってね、なに
したことがあります。しかし、私の了解なしに、親父が死ぬ前にね、もう財産全部、
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残らず独り占めに、家督を相続しておりました。そういうね、大（おい）それたことを
しておきながら、もう少し、
〔人情〕味（み）のある方法をとってほしいと言ってね、だ
いぶんケンカしましたけれどね。
〔ぎゃくに〕
「身勝手な兄貴だ」と〔非難されました〕。
〔けっきょく、弟は、跡を継いだ家屋敷は〕全部処分して〔町に出ました〕。――そ
の弟は、私よか先に死んでしまいましたけどね。
ある入所者（男性、1951 年大島青松園入所）は、親の葬式に帰りたくても帰れなかった
ことについて、つぎのように語った。
〔私は〕バカみたいに、家族を守らなくちゃいかん、家族に迷惑をかけないように
しようって決めていました。だから、帰りたいっていうの、やまやまだったよ、ホン
ネでは。だけど、だいいち家族が快く受け入れようとしない、ということもある。そ
れもわかってた。両親がよく面会に来てたのは、 あんまり行かないと、戻ってくるか
もしれん

というところが、あったんじゃないかというふうな感じがするのです。

そのときに、おふくろが言ってたことは、
「私も、もう年をとったんで、ひょっとし
たら、いつ死ぬかもわからんけど、葬式には戻ってこんでもいいからな」って。母親
が、何回となく、言ったね。けっきょく、「戻ってくるなよ」ということなんですよ。
だから、両親の葬式にも、帰ることはやめました。
〔1996 年に母親が亡くなったという知らせは〕すぐ来た。
〔しかし、
「帰ってくるな」
ということを〕言外に言った。――兄貴から電話がかかってきて、「〔おふくろが〕死
んだ。おまえ、葬式に帰るか？」という言い方だった。「『帰るか？』ということは、
帰ってくるなということかい？ 帰ってこいということかい？」
「そのどちらでもない。
おまえの気持ちは？」って言う。もう、ピンときたよね。みんな集まってくるでしょ、
まわりも、親戚も。そこへ、やっぱり、後遺症のある顔をさらしてほしくないってい
うのは、すぐ読み取れたから、
「安心しろ。おれ、帰らない」って、そのときに言った。
ほんとは帰りたい気持ち、やまやまだったけれども、おふくろが面会に来てたときに、
そのときが来ることを予測して、
「帰らなくてもいいよ」と、ずっと私に言い続けたこ
ともあってね、きょうだいたちにはそのことは全然言わなかったけれども、
「帰らない
から安心しろ」って言ったのです。
それから、せめて墓参りにでもと思って、3 年後に墓参りに帰った。そのときも、弟
の嫁なんかが、あとから私のことを聞いて、ものすごいショックを受けてることを聞
いてたし、生まれた家の横を素通りして墓地に行って、墓参りをした。そのときに、
兄貴にだけは連絡しました。30 センチくらい雪が積もってた日だった。兄貴は自転車
を押して、その籠に長靴を入れて、
「おまえは革靴だろう。こんな雪深いなかで濡れて
しまうだろうから、長靴をもってきたから履け」って。けっきょく、兄貴の家に行っ
て、飲んだり食ったりして帰ってきたんだけれども。そのときに、兄貴が言ったこと
は、
「おまえを、日ごろ、おれたちの家に喜んで迎えるということを、いままでしてこ
なかったけども、せめて、おまえが死んだときには、あの両親の墓をあけて、そこに、
おまえの遺骨を入れてやるよ」と、ボソッと言った。それで、口論になった。
「そんな
気持ちがあるんなら、なんで、生きてるうちに、きょうでも、いまでも、家に帰って
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こいと、なぜ言えんのか。おれが死んで、骨になって、ここへ入って、喜ぶと思って
んのかい。絶対、死んでも、ここには来ないぞ」って。
そういうことがあったのだけれども、だから、葬式には、いまでも帰れる状況には
ない。私は、そう思ってる。だけど、兄貴は、「弟に、おれが死んだときには、ぜひ、
○○○を葬儀に参列させてくれって言ったんだ」って、言ってたけれど。
このことの背後には、長年にわたって、きょうだいが自分の配偶者には、この入所者の
存在を「秘密」にしてきたという重い歴史があるようだ。
兄貴が結婚したときに、私のことを内密にして、結婚した。子どもができてから、
話した。その女房が、「なぜ、そんな……。いま、普通の病気やのに」。よく知ってた
らしい、勉強してて。
「なぜ、最初から言ってくれなかったのか」と。
「戸籍をみたら、
あなたの弟がいた。弟のことをいっさい私に言わんから、ひょっとしたら、あなたが、
犯罪を犯して、弟を殺したんじゃないかと私は思ってた。話さないから。だけど、そ
ういうことだったのか。それだったら、なんで、結婚するときに、おれにはこういう
弟がいるということを言ってくれなかったのか」って〔言われたらしい〕。
だけど、弟は、最後まで内緒にしてて。結婚して 5 年も 6 年も、もっとあとまで言
わなかったのかな。ひょっと、なにかでわかって、それから大喧嘩になって、夫婦仲
がおかしくなって、トラブル続きだったらしいのです。
私の妹もね、結婚するとき大変だったの。結婚話が決まって、日にちが決まって、
結納をとりかわして、いよいよというときに、私のことがわかった。むこうがわの家
族が、徹底的に、
「どうも、わからん。なにしてるか、どこにいるかもわからんから調
べよう」いうことで、親戚じゅう手分けをして徹底的に調べたら、ハンセン病にかか
ってて、大島青松園に隔離をされてるということがわかったから、調べに行こうとい
うことで、大島青松園までやって来た。みんなで、ハンセン病の勉強したらしいので
す。むこうの親戚がね。その結果、結婚に反対ということで破談にしたけれども、よ
く調べてみると、そういう根拠になりうる病気ではないと。いまはまったくなんの問
題もない病気だということがわかったが、どうするか、ということになったのです。
破談になった話が、調査の結果、もとに戻ったのです。これは、なにも反対する根拠
にはならないということで、結婚を認めると。
ただ、そのときに条件がついたのは、生涯、療養所に入所中の兄貴には会ってはな
らないと。それを了解してくれるのであれば、親として認めると、条件を出されて、
馬鹿みたいに、それを認めたのです、妹が。やっぱり、どうしても結婚したかったん
だろう。いまだに、それ守ってるのです。兄貴には会わないということ。私は、バカ
じゃないかと思ってる。電話でも、手紙でも、会おうと思えばいつだって会えるのに
……。私は「なぜか」っていうこと言わないけれどね。そういうことこそ、長兄がや
るべきだと思ってるから。そういう事実が、まだ、頻繁にあるのが現実です。ハンセ
ン病問題は、社会問題としてはまだまだ解決していない。
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12．退所生活の苦労
ここでは、現在療養所に再入所されている方の、《退所生活の苦労》の語りを示したい。
ある退所経験者（男性、1964 年邑久光明園退所、1991 年再入所）は、社会復帰中の生活
で感じていた不安について、つぎのように語った。
大阪には、26 年以上おったんかな。まず〔外へ〕出て、なにがいちばん不安やった
か。全部が不安やったんやけど、ああいう大都会へ出るのはじめてやから。いちばん
不安やったのは、やっぱり、散髪屋。行かなあかんやろ、散髪屋はどうしても。それ
から、銭湯ね。ちょっとあることがあってから、医者へ行くのが、もうほんまに怖か
ったね。出た時分は若いし、元気やから、医者ということは全然考えんかったんやけ
ど、ちょっとからだ病気したり、怪我したりしたときは、やっぱり〔医者へ〕行くの、
ものすごいためらったです。ちょっとぐらいの怪我やったら、もう行かんかった。
〔昭和〕39 年は、長期帰省や。その〔長期外出の 4 年の〕間に〔光明園に〕2、3 べ
んは帰っとるやろ。正月なんか。もう、独りの正月はかなわんから、思って。退所扱
いにしてもろたのは、それから 4 年ぐらいしてからやから、
〔昭和〕44 年か 5 年やと思
うけど。大丈夫やぁいう診断書もろて、行ったでな。薬ももろて行ったで。で、
「だい
たい 1 年にいっぺんぐらい〔園に〕来て診察をしたほうがいいやろぅ」と、医師には
言われとったけど、なかなかやっぱり、1 年にいっぺんきて診察ちゅうのはできんかっ
たわな。まあ、正月〔に光明園に〕来ても、お医者さんなんかは休みやろ。看護婦さ
んは、交代交代で出とるけど。
〔退所のさいに医者からは〕特別、からだに関して、こ
ういう仕事のほうがええんじゃないか、こういう仕事は危険じゃないかいうことは言
われんかったな。
〔退所後は、すでに退所している友人の〕世話になって、仕事探してもろたな、は
じめは。そやから、何軒か〔職場が〕変わって、ここに〔戻って〕来るまでおった会
社へ〔勤めるようになり〕、そこで落ち着いたわな。ずうっと〔昭和〕42 年からおった
んやでね。25 年ほどおったかな、そこに。
〔ハンセン病療養所に入所していたことは〕ずうっと隠していた。せやから、大阪
府の衛生課から〔勤め先に訪ねて〕来たときは、もうびっくりした。退所した友だち
に頼まれて保険証を貸したら、その友だちを診た医者から衛生課に連絡があったらし
い。もう、あかん、こっちへ帰らなあかんかなと思った。結局、人違いだと言うこと
で、衛生課の人は帰った。
おれ、4 軒〔勤め先が〕変わったでな。いちばん最初のとこは、運送屋やで。その時
分は、トラック乗る言うたらなんぼでもあったん、仕事。自分で言いよれたんやな。
「こ
の会社、嫌や」とか。
〔先に退所した人と〕一緒に探してもろて。で、運送屋に入った
んやわな。その時分、トラックの運転手が少なかったわな。トラックに乗って、深夜
便いうたら、その時分は花形ちゅうんかな。
そこ〔の会社が〕潰れて〔次の仕事を〕探すときは自分ひとりで探したで、やっぱ
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り、苦労したわ、探すときは。〔仕事を探すときに困ったことは〕履歴書を書くとき。
嘘書いたこともあるわ。
いちばん最初に入ったところが、1 年足らずで潰れたんやわ。社長がちょっと道楽し
て。して、そのときは自分ひとりで探したから。いろいろ新聞見て、電話したり。そ
のときは住み込みやったもんで、もう期限付きでそこにおったから何日までに出なあ
かんちゅうことになっとるから、アパートを探すの、えらかったわな。住み込みから
その仕事変わって。住み込み違うでな、そこは。そやから、住み込みするとこないか
ら自分で探さなあかんて、周旋屋へ行って、探したな。で、高いとこ借りれんもんな。
経済的な余裕ないから、やっぱ、安いとこになるから。そういう面では苦労したちゅ
うんか。人に言わせたら、そんな苦労でもないやろ言うやろけど。
〔退所後、生活に困ったときに生活保護の申請をしたことは〕ないなぁ。そういう
手続きちゅうんか、経済的にしんどいときは〔生活保護を申請〕したらええちゅうこ
とを知らんかったわな。そういう制度があるちゅうの知らんかったわな。
そりゃ、井の中の蛙みたいなもんやでぇ。小さな村からこっち〔＝邑久光明園〕へ
入って、ここも隔離された状態やろぉ。そやから、実社会のことちゅうんかな、それ
はやっぱり知識はなかったわな。そういう知識は。せやから、なんていうんか、大阪
での 27 年間いうたら、そりゃ苦労もあったけど、いろいろな体験したな。
〔退所して一般社会で暮らすなかで困ったことは〕やっぱり、病院行くのが、もの
すごい怖かった。ばれるんじゃないかっちゅう。病院だけに、相手が。医者だけにな。
ちょっとぐらいの熱やったら、〔医者へ〕行かなかったな。怪我でもな。そやから、
いちばんはじめ行ったときはな、ここ〔＝脚〕怪我したときや。この、膝の皿のとこ
へ鉄板を落として、なんぼか針縫って、当て木されてずっとおったでな。そのときは
もう病院行かなしょうなかったんやろな。そのときは、まあ、仕事中やで、労災保険
もろたけどな。社長が一緒に病院まで連れて行ってくれて。
かなり出血したでな。それ、情けないことに、血ぃ出てるのにわからんかったんや
な。痛いのがわからん、やっぱり。配達先の人に、
「なんや。えらい血ぃ出とるんやん
かい」って言われて、はじめて気がついた。そのときは、もうかなり出血しとった。
情けないなぁ。あれだけ出血して、わからんかったんや。それ知っとったようなふり
して「あぁ、大丈夫、大丈夫」ってやっとったけど、それ言われたときはびっくりし
たもん。真っ赤やったで、この靴のあたり。かなり出血しとった。で、皿やったから
余計心配やったわな。皿でも割れとったら〔大変なことだし〕。それでも、得意先から
会社までトラック乗って帰ったんやけど、得意先の人は「あの怪我で、ようトラック
を運転して帰ったなぁ」って言うとったわ。必死やったんやね、やっぱり。
〔自分の病歴や後遺症のことは〕仕事中はそんなに気にしたこと〔ない〕、慣れるに
したがって。せやけど、やっぱり、仕事終わって、飯食って帰って、夜、一人になっ
たら、ときどきそういうことは考えた。こういうことがあったけど、ばれたんかな、
っていうのは。自分で気のまわしすぎで、そういうことはあったわな。
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おれ、こうして、手ぇ悪いんやけど、周りの人は、このことは全然言わんかった。
わかっとんやけど、「おまえ、手ぇ、なんでや？」てなことは一言も言わんかったな、
その 27 年間のあいだで。で、眉毛なんか、おれ、植えとるやろ？ このことも、なん
にも言わなかった。散髪屋でも、なんにも言わんかった。散髪屋なんか、はじめはな
ぁ、仕事就いたとこの近くで〔散髪〕しとったやろ。して、仕事変わって〔散髪屋が〕
遠（とお）なったやろ。やっぱ、
〔ハンセン病がばれるのが〕怖（こわ）あて、いっぺん行
ったとこしか行けん。じゃから、電車乗り継いで、遠いとこから通って、その散髪屋
へ行った。新しいとこへ行く勇気がないんやな。やっぱり、いっぺん行って、わかっ
とるとこへ行ってまうな、遠（とお）おても。〔療養所外の生活が〕10 年、15 年なった
ら、もう、そんなことそう気にせんかったけど、はじめはやっぱりそういう不安いっ
ぱいやった。
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13．いまも残る偏見差別
さいごに、近年になっても見られた、ハンセン病患者・元患者に対する差別と偏見にま
つわる体験談を、以下に示したい。
ある入所者（男性、1944 年多磨全生園に入所）は、少なくとも、つい近年まで、療養所
を一歩外へ出ると、ハンセン病者にたいするぬきがたい偏見と差別的態度が日常的場面の
随所にみられたことについて、つぎのように語った。
園でもって、いちいち出入りを咎めるっていうことがなくなっても、それから先ね、
たとえば駅。券売機で切符買ったりだとかなるまでは、お金を出札で払うとね、清瀬
あたりの意地の悪いのはね、小さな窓口の少し内側のところへ切符を置くんですよね。
そうするとここがつかえて取れない人がいるんですよ。そういう人はもうね、お金払
ったらすぐね、競輪場で使う赤鉛筆、あれなめてね、これでもって掻き出すのね。で、
わたしたちはさっき言った、
〔昭和〕39 年から、全患協のニュースね、あの原稿を代々
木まで持ってったり。それから、校正のときにね、代々木まで行くんですよね。その
行き帰りに、あすこをどうしても通過するわけですよね。それで、改札係がね、切符
を取らないんですよね。あるいは、爪の先で取ってね、足下へ落とすんですよ。
「この
野郎」って……。そのうちにもう、清瀬〔駅を〕出るときにはね、切符は渡さないで
そのまま持ってきちゃいました。机の引出しの中へね、清瀬の切符がだいぶ溜まって
いましたね。それで、今度は、楽になったでしょ。直接人から人へ、切符切らないし。
あそこ〔＝自動改札機〕へ、こう、通す。ああいうふうになってしまったからね、そ
ういうことをいまはいちいち考えないけれども、むかしはもうね、いまでもテレビ見
ててもね、テレビでもって、お金やりとりする、品物を店で買って。それで、あ、お
金どうやって取るのか。自分が受け取るような感じ、必ずもちますよね。ほんとにね、
芯までそのことがコンプレックスとなっているんだろうっていうふうに思うんですけ
どもね。乗り物はそれでもってだいぶ楽になりましたよね。
それから、商店やなんかでもね、ここは清瀬が近いから清瀬の店を使うんですけれ
ども、清瀬でもね、嫌う店があって。だから、あの店は行かないほうがいいぞって言
ってね。行かないように、みんな、気をつけるんですよね。
予防法廃止される以前はね、つい最近までだったら、けっこう、バスレクで出歩く
ようになったでしょ。そうすると、帰りはどっか近くへ来て、夕御飯食べるでしょう。
廃止される以前まではね、こっちのほうの食堂だとかね、
「なんで、いつまで待たせる
んだ」と。大勢で行くもんで。それで、酔っ払った勢いでね、
「うまくもない。どうし
ようもない、これは」とかね、つい、言うやつがいる。そうすると、そういう機会を
とらえてね、
「もう、うちへは来てくれなくていいです」って断わられた店が、ここの
ところだと 3 軒ぐらいあったみたいですよね。
で、最近は、スーパーはそういう教育をしてるみたい。手をね、こういうふうに出
すでしょ。そうするとこういうとこから小銭が漏る場合があるのね。それだもんでね、
むこうでもって、手へ乗せてくれるときにね、もう一方の手でこうやって受けてくれ
るのね。それで、
「またおいでください」ってね。ああいう対応の仕方見てるとね、店
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員に対する教育っていうの、その点でしっかりしてるんだなっていうふうに思います。
スーパーは例外なしに、みんな、このごろはそういうふうに不快な感じを与えないよ
うになりました。だから、うんと手の悪い人はね、はじめっから財布渡して、財布か
ら取ってもらう。だから、一緒に行くと、多少わたしなんかが軽いと、人の面倒見て
やらなきゃならない時代っていうのが長く続いたんだけれど、最近は「自分で財布渡
せ」って言うようにしてね。そういうふうになってきましたね。
現在は、ファミリーレストランでもね、けっこう、やっぱり店員教育してるみたい
で、そういうこと〔＝店員による差別的な対応〕はなくなったんだけれどね。
ある入所者（男性、1940 年栗生楽泉園入所）は、1996 年の「らい予防法」廃止、2001
年の熊本地裁判決以降、社会の人びとの偏見や差別的態度はかなり改善されたものの、い
まなお差別は残ると、つぎのように語った。
町へ行って、物を買ってもさ、
「買ってもらわんでもいい！」って、こう言ったもの。
いまは、そういう店はめったにねぇけんど、むかしはそう言ったよ。むかしたって、
10 年ぐらい前はそう言ったよ。店屋によっちゃあな。物を買いに行ってもさ、喜んで
売ってくれる人もあるしさ、ぜんぜん売る気がねぇ人もある。
「そこでうろちょろして
ると、いいお客が入らない」ってさ。だいたいそうなんだよ。
「あれがあるか、これが
あるか」なんて聞くとさ、
「うちにはないよ。そんなものはうちにはないよ」って。
「帰
れ」とは言わないよ。なに聞いたって「ない、ない」で、
「ない」ですましちゃうんだ。
なけりゃ、いられねぇもんな。――草津の町でも、そういう店あったね。
まだ、いまでもあるな。おれ、去年かおととしか、○○へ行ったんだよ。温泉街で、
まんじゅうを売ってる店があったんだよ。
「あすこで、まんじゅう売ってるから、おめ
ぇ、ひとつでも、まんじゅう買って食べようか」なんて言ってな、行ったんだよ。ま
んじゅうあるんだけど、店屋の人、どっかへスーッと行っちゃって、だれも出てこね
ぇ。
「こんちは、こんちは」っても、絶対、返事しねぇ。困ったからさ、職員の人に頼
んでさ、
「みんなで食べたいから、まんじゅう、ひとつずつ買ってきておくれ」なんて
な、職員が行ったら、ちゃんと出てきて、売ってくれたよ。なんとも言わねぇけんど、
出てこないんだ。
〔その店員は〕35、6 か、40 ぐらいの人だな。やっぱり、そういうの
はあるんだよ。なかなかうまい具合、いかねぇんさ、シャバは。
ある入所者（男性、1952 年長島愛生園入所）は、いまなお、療養所の職員のなかにも、
無理解な職員がいることについて、つぎのように語った。
〔「らい予防法」廃止や熊本地裁判決でも、まわりの態度に変化はとくに〕ないね。
このあいだ〔ある職員に〕
「あんたらが、ようけ金もらうから、わしら公務員のボーナ
ス削られるわ」言われたのが、ちょっと印象に残るね。そういう〔ふうに〕みんな受
け取っとるかなぁ、と思ったね。面と向かってそんなこと言うか！ それはちょっとな、
と思ったね。
〔でも〕外では言うとるだろうと思うよ。職員同士、そういう話、しとる
と思うよ。患者に向かって面とそんなこと言う人は、少ないけどね。その人は、そん
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なに言うんだ。
「あんたらがようけ補償金もらうから、ボーナス削られたやないか」言
われる。出どころ、国じゃから、一緒じゃからね。公務員、だいぶ削られたやろ、ボ
ーナスなんか。
地域社会でも、そういうあれは、よう聞くよ。
「国の保護受けとるのに、ようけ、金
もらいやがって」「ええ車乗りやがって」とかね、そういうのは聞く。
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１．「これだけは、言っておきたいこと」
まず、
「これだけは、言っておきたいこと」を伺った「聞き取り項目」欄の内容を整理し
てみる。ここには、
「強制収容」
・
「絶対隔離」政策の本質が、これによって退所者の被った
被害の全体像、それに対する退所者の痛憤、思いや願い、すなわちその生き方として凝縮
して語られているからである。
（１）全てを失った−「人生被害」とその思い
被害は、まさに人生総体にわたる人生被害である。こうした被害の実態を後世に伝え残
して欲しいとの願い、今回の調査を区切りに前向きに生きていこうという強い意思が示さ
れる。
「調査を受けたのは、なぜ自分がこの人生被害を受けなければならなかったのかを明ら
かにしたいからである。医師の『ハンセン病』『入所しなさい』の一言で、３４才まで
積み重ねてきた人生（一家の大黒柱としての役割、新聞社の仕事、新築の家、ふるさと）
をすべて一度に失った。残された妻子は極貧の生活を味わい、家庭はこわれた。取り返
しのつかない人生被害を受けた。既に当時の医師は亡くなっていて直接尋ねることはで
きないが、他の地域の医師に出会っていれば外来治療の可能性もあったのではないか。
『治る病気だ』という説明があれば、自殺する程苦しみ、すべてを置いて島から逃げ出
し園に入る必要もなかったのではないか。あのハンセン病のおそれ、差別を生んだのは
予防法であり医師ではなかったか。無料皮膚診療所はハンセン病刈りで、私は新患発見
対策の犠牲者ではなかったか。
家も仕事もすべての財産をなくし、取り返しのつかない人生被害を受けた。８００万
円の賠償に不満を言うつもりはないが、その人生被害で失ったものに比べると８００万
円は人生の一年分くらいの額でしかない。しかし、そのような金額よりも、この交渉の
中で自分の心が回復したことが最も価値のあることである。くやしさをバネに書いた本
は、表彰され、講演も依頼された。親戚の誇りとして迎えられた。今の島はハンセン病
退所者の受け入れも活発な進んだ地域となった。しかし、もう島には戻れない。暮らす
ことはできない。」（1944 年生

男性）

「らい予防法があり、いろいろな差別があったこと、退所してからもかくし続けなけれ
ばならないこと、このようなことは後世に残してほしい。会社の TV 等でハンセンのこ
とを見ると、いたたまれなくなりその場をはずしてしまう。社会の中にいても偏見を感
じると「やっぱり話せない」と思う。なるべくならハンセン病から解き放たれたいと思
う。他の病気なら治ったら終わりなのに、この病気はいつまでもついてまわる。切りた
いのに切れない。墓に入るまで持って行かなければいけないだろうと思う。受け身で生
きてきたところが多いので少しでも何かできればと思い、視覚障害者のボランティアも
している。あまり後ろを振り返るのはやめたい。今回このような話をし、１つの区切り
にできたらと思う。昔はああだったこうだったと振り返るのではなく前向きに生きてい
ければいいと思う。」（1950 年生

女性）
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（２）隔離がいけない−隠して嘘をついて暮らす
病気を隠し、療養所にいたことを隠すためには、必然的に嘘をついて暮らさねばならな
い。それはまた、周囲の環境や人々から、自らを「気持ちのベール」で覆うことだったと
言えよう。それはまさに、
「なぜそんなに隔たりがあるのか、何かあったのか」と詮索され
ぬように、人々に「ベール」の存在を気取られぬように薄く、そのために常にその綻びを
恐れ、繕わなければならないという負担として、退所者の生活を制限するものでもあった。
「若い頃から、ずいぶん苦労してきましたけれども、裁判闘争があって、それで、原爆
なみの支援金などもいただいて、自分の働いた分の年金も合わせて、生活は非常に楽に
なりました。その辺は政府に対して非常に感謝していますよ。ただ、苦しかったけど、
苦しい思いをしてきたんだけど、ウソをついてウソがウソをついて、暮らしてきたんだ
けど、妻子にも自分の過去は話をしていない、かくしたままですが、家内はウスウス知
っていると思います。はっきりは言っていないんですよ。子供は１００％わかりません。
制度を作るなら、そのような実効、保障のある制度までつくればいいわけですよ。そ
れで、かくれてでも生活はできたはずだけど、保障もない制度でしょ、要するに強制的
に収容して、無理矢理カクリしたりしてね。その後は、何の保障もなかったですからね。
それが一番いけなかったんじゃないかと思いますよ。」（1937 年生

男性）

「気持ちのベールがある。一生続くと思う。自分から、他人へハンセン病元患者である
ことは話せない。」「ハンセン病のアンケートはお願いされても、自分がお願いすること
はできない。元患者であることは絶対にバレたくない。」（1941 年生

男性）

（３）社会に出て失敗
他方で、社会生活におけるあまりに大きな困難は、社会に出て失敗だったという痛切な
思いになる。
「社会に出て失敗した。多磨にずっといれば楽だったと思う。社会で生活するのは大変。
神経ばかり使ってきた。病院に行っても長い時間待たなくてはいけない。」（1959 年生
男性）
「出てからがむしろ大変だった。毎月毎月園に来なければならない中での仕事が大変だ
った。」（1930 年生

男性）

「これからの方が大変。今はこれからどう生きるか考えられない。ホーム、宗教関係で
のケア、行き場所、どれもまだ分からない。しばらくは今のままで。これから社会に出
る５０代、６０代は大変。社会の流れに乗れないと思う。若かったので自分は何とかで
きた。」（1951 年生

男性）
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（４）こどもが産めなかった
肉親や医師に「産まない方がよいと言われ」、こどもが産めなかった人の嘆き。しかも、
医師からの意見は、平成に入ってのことである。人権感覚の欠如した医師の責任は大きい。
「『子供を産まないほうがよい』と言われたことで、人生が決められてしまった。もしか
したら子供も産んでいたかもしれない。
『なんでそんなこと言ったのか』それだけは言い
たかった。母親があれだけ苦しんだということ。昔からの病気のイメージが母を苦しめ
ていたのだと思う。平成に入って結婚した。結婚について、夫の母が病気のことを気に
して、私に同意の上で主治医に電話をかけて聞いたことがある。その後、夫と私と夫の
母を前に主治医が『子供は産まない方がよい』と言った。私だけに言うのではなく皆の
前で言うなんて！
子供がどうしても欲しいと思っていなかったこともあり私の結婚生活は子供を産まな
い生活に決まってしまった。医学的に産んではならないことでもないのに、
『産まない方
がよい』と主治医から言われたことがどうしても許せないと思った。私の人生が違って
いたかもしれない。ささえられて今は幸せだが、どうしてもそのことが気になった。」
（1957 年生

女性）。

（５）家族・こどもが一番心配
一番思いをかけ、心配なのは自分以上に家族のことである。
①家族､こども
｢自分の亡きあとのこと。子供、家族のことが心配（１番に言いたいこと）｣（1952 年生
男性）。
②兄弟
「自分以上に精神的に苦労したのは自分の兄弟であり、よく我慢してくれたと思う。
（1941 年生

男性）

（６）墓場まで
病気のことを隠している人は、墓場までもっていく決意をしている。
「自分の病気のことを、今では、知られてもよいと思うことがある。今や、世間では、
それほどの差別はなくなってきたし、自分自身もずぶとくなってきた。しかし、結局、
このことは、墓場まで誰にも言わずに持っていこうと思っている。これは、どんなに補
償制度を充実させても解決できない、自分の中に生じてしまった恐怖心から来るもので
あり、きっと被害者の誰もが持っている負担だと思う。」（1947 年生

男性）

「社会の中にいても偏見を感じると「やっぱり話せない」と思う。なるべくならハンセ
ン病から解き放たれたいと思う。他の病気なら治ったら終わりなのに、この病気はいつ
までもついてまわる。切りたいのに切れない。墓に入るまで持って行かなければいけな
いだろうと思う。」（1950 年生

女性）
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（７）マスコミへ
マスコミへの強い期待も語られている。
「時代によってどうなっていくのか。３園長の系統の医者たちが園内で何をしたか、ど
のような治療をしたのかをマスコミが書いてほしい。マスコミは過去のことを調べて将
来どうなるのかの検証をするのが役目。」（1930 年生

男性）

「裁判のあと、マスコミが取りあげるようになったが、活字だけでなく、身近な問題を
もっとよくしてほしい。医療の問題など日常の生活の助けになることをもっと考えてほ
しい。ほんとによかったと思えるように。」（1941 年生

男性）

（８）権利放棄
当然受けられるべき権利さえ放棄する。それほど病気を知られることへの恐怖は大きい。
「補償金をもらう手続きが、自分ではできなくなったら、辞退しようと思っている（そ
う決めている）。それは、代筆が必要になったら、自分の病気が知られてしまうからであ
る。」（1947 年生

男性）

（９）国へ−遅すぎた対策
「国のいろんな対策は遅すぎたと思う。もっと早く、考えてほしかった。年とってちゃ
んと生活できるようにはして欲しいが、今はいたって健康。国の方は担当者が次々変わ
る。いいところまでいっても又人が変わるともとにもどる。ハンセン病問題は根が深い。
金銭的な問題だけでなく、心の問題もある。退所者の会も年々参加者もふえてきている。」
（1947 年生

女性）

「社会復帰後、給与金制度が出来てうれしいけど園側（社会福祉課）の取りあつかいで
減給されたことがくやしい。福祉自体も差別をなくしてほしい。全国一律の料金にして
ほしい。給与金などで職員と交渉している中でも自宅に無言電話があったり非通知があ
ったりしていやがらせがある。」（1943 年生

男性）

（10）人生の肯定−意外と自分はおもしろい人生
様々な、人権侵害、被害を受けながらも自分の人生を肯定する人もいる。そこに、人々
の強さとともに、そうしなければ生きていけないほど厳しい状況が示唆されている。
「自分はおもしろい病気にかかったものだ。意外とおもしろい人生だったのではないか。
良い人と出会えた（この病気のおかげで）。」（1937 年生
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２．「望郷の想い」「逃走」について
多くの人が、望郷の思いを抱き、帰郷、退所を願い、さらには逃走を考え実行した経験
を語っている。しかし、守衛、監房を恐れ、実現出来ず、病気を治すというあきらめの気
持ちになっていく。
（１）強い望郷の思い
①望郷の思い
「それは皆同じ。夕方になると遠くの電車の灯をながめてた。」（1925 年生

男性）

「５年間、ずっと思っていた。早く治したい、そして早く家に帰りたいと、強く強くお
もっていた。それだけ。」（1928 年生

男性）

「小６で入所。農家だったので、寮の食事が少なく、いつも空腹だったことが悲しかっ
た。家に帰ればとりあえず食べることはできるので、それで帰りたかった。一生帰れな
いのかと思うと悲しかった。」（1933 年生

男性

1944 年入所）

「入所してすぐに毎日つらく寂しかった。入所には母親が付添い１週間滞在するが、母
親が帰った後、更にさびしく帰りたかった」（1952 年生
「帰りたいと思った。出たいと思っていた。」（1940 年生

男性

1967 年入所）

女性）

②社会に出たい
「青春期でしょ。思春期。青春。やはり結婚したい訳ですよ。療養所内というのはある
程度、男女間というのも制限されてる訳です。だから、同じ年代でも軽症な人もおれば、
完全に両方曲って重傷な人もいるわけだから、そこで結婚したら、片方は出て行く、私
は残らないといけないというのが嫌だというのもあるし、お互いに出ないで、そこで暮
らそうかという人は、くっつくわけです。ぼくらは、出たいとい気持ちがあるわけだか
ら、そこで、一緒に出られるような人をさがすけども、なかなかみつからない。だから
出て、社会に出て働けば、何とかなるんではないかなあという、そういう欲望が、我々
にはあったんですね。若い世代には。それは、いつわざる、人間の本能的なものですよ。
それがあってはじめて、あの当時を、出ようと、それで犀川先生のおかげで在宅治療が
できたもので、それによって職業訓練ができて、免許証をとらすとか、社会の風習を教
えるとか、そういう形になって、どんどん出ていくようになった。」
（1937 年生

男性）

「ずーと思っていました。再入所までは。社会復帰するつもりだったから。中で経験し
た、不自由感は少なかったけれど、望郷はずっとあった。再入所して、目の症状がひど
くなって、失明を覚悟した時は、一生ここにいる気もちになった。」（1938 年生
1952 年入所）
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③外出制限、守衛、監房への恐れ
「母親は生きていた時は行きたかったが、守衛がきびしかったので７年間で１回しか行
ってない。」（1930 年生

女性

1957 年入所）

「つかまらなければ逃げたかった。帰りたいし、ご飯が腹一杯たべられるだけでも家に
いた方がいいから。毎日のように思ったわけではないけど、
「帰りたいなあ」とはしょっ
中思っていた。監房に入れられるのが恐かった。」（1932 年生

男性）

「厳しくてつかまって叱られた時は「イヤーこっちには（南静園には）入りたくない」
と思ったりしていた。」（1943 年生

女性

1950 年入所）

「入園して半年ぐらいたった時、母が死亡したという電報がきた。すぐに行かないかん
と思って許可を求めたが､許可がでなかった。母の死に目に会えなかった。子供心にも
「何故行かせてもらえなかったのか」と納得いかなかった。父は既に死んでいないので、
許可が下りなかった理由の説明もなかった。」（1944 年生

男性

1955 年入所）

④あきらめて、病気をなおす
「入所の頃は

毎日

帰りたい

と想い

持ちにあきらめになった」（1939 年生

しばらくして

病気を治す

という気

男性）

「寂しい思いや、何時になったら退所できるのだろうという不安はあったが早く病気を
治して家に帰りたいという気持だった。」（1934 年生

男性

1971 年入所）

「帰りたいとは思ったが、病気を治してから帰ろうと思ったので、逃げて帰ろうとは思
わなかった。」（1934 年生

男性

1960 年入所）

「全員にあった。皆んな、療養所から出たいと思っていた。ある程度の年齢になってい
て､社会へ出ても生活をしていく自信のない人は、園の生活を望んでいる人もあった。」
（1950 年生

男性）

⑤親に拒否される
「1956 年。新良田入学後に一度実家に外出帰省した。しかし、父からお金を渡され、実
家になるべく寄りつかないようにと示唆された（親戚がくると困るから−という理由。）
父からお金はたくさんもらったので、そのまま東京に行った。この時以来、実家には帰
らなかった。家族が沖縄に帰る際も一緒に沖縄の療養所へと頼んだが、父から断られた」
（1937 年生

男性

1955 年入所）

「離島にある実家に帰りたいという気持は常に持っていたが、それがままならない状況
であったため外出して出向くのは那覇に住む伯父・伯母のところであった。そこで一晩
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すごすことによって家・家族に対する思いをうめ合わせていた。」（1944 年生

女性

1962 年入所）
「一度出て、本島で一年暮らしたが（隠れる様に）、皆（家族）が困るからと、父に言
われて、また入所する事になった。（1931 年生

男性

1944 年入所）

⑥帰っても会えない、出られない
「小さかったので家に帰りたいというより兄弟に逢いたいという思いがあった。帰って
も、周りに隠れて家に入るということで、周りの目に気をつかいながらであった。出る
事ができなかった。」（1941 年生

男性

1952 年入所）

「帰りたいと思ったが、近所との関わりで帰れずつらかった。」
（1936 年生

女性

1965

年入所）
（２）望郷の念無し
数少ないが望郷の念が無かったと言う人もいる。しかし、いつでも出られた人もいるが、
６０年代以降入所の人であり、あるいはそれ以前でも、戦争下であったり、園の方が楽だ
から、後遺症さらには予防法のために余儀なく断念したものだったといえよう。
①自由に出られた
「他の人の『望郷の思い』
、隠れてふるさとに帰ることなど、自分には考えられない−出
るなら、いつでも出れるのだから…。」（1937 年生

男性

1955 年入所）

「特になし。自由な生活だったから。
（その頃退所した人もすでにいたので、自分も出ら
れる！）人の話では少々聞いている。」（1937 年生

男性

1948 年入所）

「実際に育ててもらった祖母は面会に来ても立入禁止の境界を超えて、平気で入ってき
た。勝手に出入り。自分も勝手に出入りして。
『カゴのふたを開けたまま、カゴの中で育
った』という感じ。」（1935 年生

男性

1944 年入所）

「特になし。断ればいつでも外出、帰省可能な時代になっていた。但し、時々何でここ
に自分はいるのか、２年も経つと何となく自分はおかしな人間（世間に通用しない人間）
になったのではと焦る気持ち、デパートに行くのもおっくう、落差を感じる、になった。」
（1951 年生

男性

1969 年入所）

「なし。 出入り自由 。月２回は家に帰っていた。」（1931 年生

男性

1964 年入所）

②戦争下で断念
「戦争の混乱した状態。園外も暮らしにくい世の中だったので、外へ出ようとは思わな
かった。戦争がなければ、帰りたい、逃げたいと思ったかもしれない。」
（1922 年生
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性

1943 年入所）

③園の方が楽
「仲良く入所者同士で生活できていたので、出たいと思わなかった。家へ戻れば病気の
ことで肩身の狭い思いをするだろうから、園にいる方がラクだと考えていた。」（1926
年生

1941 年入所）

男性

④後遺症
「思わなかった。前半は思ったことがあった。が、後半は、いくらでも帰省できた。自
分の場合夜行っても夜帰ってくる具合だから。帰りたいと特に思わなかった。昔の顔、
手足でなかったから､見せたくなかった。（1926 年生

男性

1946 年入所）

⑤予防法がなければ
「島に帰ろうという気持ちは、１００％ありませんでした。その中に入って、こういう
病気だと、こういう予防法だという、知識が得られれば得られる程、親に対する同情心、
兄弟に対する同情心、私のためにそうとう悩んだろうなあと、当時小６生、中１生で、
そんなに考えなかったけど、学校を卒業し外で働き、そういう仕組みが、わかればわか
る程、家族や又故郷に帰っても大変だと、あれはそういう病気だったということで、色
目で思われるのも嫌だという感じで、故郷に帰るという、錦を上げてということは１０
０％なかった。向こうから、遠ざかるような気持ちで、逃げるような気持ちでしたね。
そういう気持ちになって、今、思うのは、予防法がなければ、そういう気持ちには、な
らなかったと思う。ただ、それだけ。今のＡＩＤＳでも、隔離されたら大変ですよ。全
滅ですよ。それを治療は受けるけど、かくしているから、その人の中にも自分で公表す
る人もおりますけど、かくれながらにして、家族には迷惑をかけないという、そういう
ことではないか…。その制度が、今のような開けた社会であれば、我々もそんなに苦労
はしなかったと思う。」（1937 年生

男性

1951 年入所）

⑥園が故郷
「小さいころから各地を転々としていたので、他の人とは逆に園がふるさとに思う。」
（1940 年生

男性）

「療養所があったから生きてこられたという感謝の気持ちはあるんだけど。４〜５歳の
子、昼は遊ぶけど夜毛布をかぶって「かあちゃんよー」と泣きさけぶ姿、皆ここから出
たいという思いはあった。自分の中に故郷がどことはいえない。被害、差別を受けてき
たから故郷と言いたくない人はいっぱいいる。自分の故郷は園と思っている。」（1941
年生

女性

1949 年入所）

「社会に出ることが故郷へ帰ること。住んでいるところ園が第２のふるさと」（1946 年
生

男性

1958 年入所）
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（３）逃走経験
逃走を考え実行した人もいた。しかし、連れ戻され、例え家まで帰れたとしても、居場
所がなかった。
①逃走を考える
「仲の良かった友達と

いかだ

を作って逃げようと思ったが、その友人は死んでしま

った。両親の面会はよくあった。入療当時から、いつも、家に帰ることは考えていた。」
（1932 年生

男性

1943 年入所）

②逃走
「２代目多田園長の時はそう思って逃げ出した。家に帰りたいと思うことはもう病気が
染み込んでいたのでそんな気にはなれなかった。」（1918 年生

男性

1936 年入所）

「逃げ出すために手を切った。療養所は嫌で仕方なかった」（1928 年生

男性

1940

年入所）
「しばしばある。裏の方から渡し船で逃げたこともある。
」（1934 年生

男性

1959 年

入所）
「逃げてもバス等から通報があり、部屋をみて回り、後で説教された。
（世間に迷惑かけ
てと）」（1936 年生

男性

1952 年入所）

「入所後２ヶ月後に一時帰りたいと言ったが、認められず、これをきっかけに逃げ出す
ことになった。」（1942 年生

男性

1954 年入所）

「家に帰ろうと思って抜け出したことがある。駅への道もわからなく迷子になりかけた
が、シスターがさがしに来て、連れ戻された。一度帰省したことがあったが、自分が帰
ってきたことを喜ぶというよりは「ばれるのではないか」という母の感じが伝わってき
て一晩で戻った。３回めの転居をした家で、自分が生まれた家ではなく家に帰ったとい
う思いはしなかった。」（1950 年生

女性）

③教育を受けに
「にげ出したいというよりも外の高校に行きたいと、とても思った。島にはもう身内も
いなかったので、島に帰りたいとは特に思わなかった。以前何十年ぶりかで島に行くと
（退所後）島のおばー達に「あい、あんた生きてたんだねー」としみじみといわれた。」
（1947 年生

女性

1960 年入所）

「ここにいては将来はないと思っていたから、復学を理由に出ることを希望した。幸い、
半年程で、希望がかなった。」（1947 年生

男性
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３．労務外出での苦労
労務外出が、退所及びその後の退所生活へのつなぎになっていたのであろうか。労務外
出をしていたという回答は多くない。その理由は、園の許可等の問題もあるが、
「世間の目
が怖い」（1930 年生

女性）というものがあり、深刻である。

そして、その苦労は、退所後働くことをめぐる苦労に連なるものであった。
「ハンセン病
を隠すために様々な嘘をつかなければならなかった」
（1944 年生

女性）し、
「とれるだけ

の資格をとっても、仕事は全てアルバイトであった」（1934 年生

男性）という情況も多

く語られている。また、働く理由も、
「両親に預けた二人のこどものため」
（1939 年生
性）、あるいは、「厚生年金が欲しくて療養所から出勤していた」（1943 年生

男

女性）とい

う。
入所年が、６０年後半になると、園公認の建築会社が来るまで迎えに来たり（1951 年生
男性）、会社に療養所の事情を話して理解してもらい、働けた例もあった（1943 年生

女

性）ようである。以下、事例を挙げておこう。
「退所して子供２名もうけたが、離婚となり、子供（小５、小１）は自分が引き取った。
しかし、再発して入所する。子供は両親に預けた。月に１回は帰省していた。子供に会
うため、親の面会などの費用をかせぐため、帰省中にタクシードライバーとしてアルバ
イトしていた」（1939 年生

男性

1958 年入所）

「清掃会社の専務の方から、突然園に行ってきてくれとおばさんたちをつれてね。そし
たら私は、『‥園って知らないから』とうそをついた。（専務は）これだからかと手をま
ねてこうされたんですよ。きつかったですよ。１７、８年前になるかな。裁判が終わっ
てその方から突然電話がありました。
『あの時はすまなかったなあ』私だと気づいてどん
なにきつかったろうね。すまなかったと、電話がありましたね」
（1941 年生

女性

1949

年入所）。
「月２回しか休みがなく辛かった。木材の運搬で苦労の連続であった。
」
（1941 年生
性

1952 年入所）

「職員にはなされた。クビになったのはそれ以外思い当たる節がない。
」
（1940 年生
性

男

女

1956 年入所）

「社会復帰をするために免許証を取りにいった。収入からいくらかお金が引かれた→（収
入査定）。社会復帰はいやがられているようであった。」
（1942 年生
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４．退所後の困難
退所後の生活での困難は、第一に、ハンセン病を隠すことであった。第二に、療養所に
いたという経歴を隠すことであった。また、両親の居場所も隠した。したがって、履歴書
が一番困り、履歴書を書き換え、また、仕事を探す場合も履歴書の不要な職を選んだ。地
域的にも病気のことが知られやすい地方では就職は無理であった。また、受診のために仕
事を休む理由を考えるのも苦労した。
このような状況では、多くの場合、仕事は、自営業、農業、土木事業関係や重労働､アル
バイトなど不安定就業であった。
さらに、履歴書については、
「嘘」も書かざるを得ない状況に追いつめられていた。その
ため、受けられる権利例えば軍人恩給の申請を断念、受給権を放棄した例も見られる。
こうした事例は、５０年生まれで、７０年退所という人にも見られるのである。
また、社会生活を全く知らなかったので健康保険や年金の手続きにとまどったことも語
られている。
こうした生活において、身体､精神的な困難から再発し妻子と別れ療養所に戻らざるを得
なかった例もある。
療養所を退所しても、医療面では特に療養所に通わざるを得ず、その事さえ隠さざるを
得なかった。また、再発の不安にさいなまれる日々でもあったといえよう。その意味でも
「二度と戻りたくない」療養所との関係も断てなかったのである。
まず、全体的な事例を挙げておこう。
「自営業のため履歴書問題はなかった。健康診断を求められたことはあった。
『癩病』に
かかったことがわかったら、人がついて来ないので『細々』と続けてきた。契約に至ら
ず、あるいは契約破棄、仕事中かかったことのある眼科医に「帰れ」と言われたり、様々
な苦労があった。公職にはつけないので遠慮してきた。」
（1931 年生

男性

1964 年入

所）
「大阪に出て、その足でトランクを持ちあてもなく働けそうな所を探して歩いた。ふと
住み込みで乳酸飲料配達人募集という貼り紙がある家を見つけた。
『よーし』と思い、大
将（主人）に頼んだら『保証人は？』と聞かれ『広島に兄貴がおりますわ』と答えたが
『広島ではどうにもならん、月末には集金があるし』と断られた。しかしその場で土下
座して頼んだら『とりあえず配達だけ』ということで雇ってもらった。その後働きが認
められ大将が保証人になってくれた。それがなければ（その後の人生は）どうしようも
なかった。」（1932 年生

男性

1952 年入所）

（１）病気を隠す
「ハンセンをかくすのに必死であった。」（1942 年生

男性）

「ともかく人に知られないように細心の注意をはらった。曲がっている指をテープで１
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本１本巻いて伸ばして、仕事に従事している。右手でやるべきところを左手でしたり、
食事の際はできるだけ人にわからないように右手を隠したりと気を使っている。
」
（1934
年生

男性）

「病気のことは口が裂けても言えない。無菌なのだから移すこともないし、危険ではな
い（履歴書に病気のことを書く必要ない）」（1944 年生

女性）

「転職は何とかウソをついてきたが、入社後お金をかぞえる、という実技があって（金
融関係だったので）指先のマヒがあってうまく、数えられなくて他のことはうまくやれ
るのに、それだけはどうしても、うまくやれなくて、上司からも同僚からも「何で君く
らいの人が…」と言われてよけいに、あせってしまって、大変だった。これを通過しな
いと、正社員にはなれないことがわかっていたので、最後には何とかうかってほっとし
た。」（1938 年生

男性

1952 年退所）

「手を隠す（理髪点でも）。集金でお金を受け取るとき（特に小銭）困った、つらかっ
た。」（1933 年生

男性

1981 年退所）

「ハンセン病であったことを隠さざるを得ず、他人に雇ってもらったり、他人と一緒に
する仕事は考えられなかったので慣れないながらも自分で仕事をおこしていかなけれ
ばならなかった。」（1918 年生

男性）

（２）履歴書
「１度だけ履歴書を書くのに困り採用試験を断念した（市役所の公用車運転手）。タクシ
ードライバーのバイトは履歴書の提出なかったので気楽にできた。」
（1939 年生

男性）

「名前も変えていますから。仕事場に行くと、一番困ったのが、履歴書だった。履歴書
が書けなかったですね。出身校の中学卒で出した。中学１年までいるからね。中退とい
うわけにいかないしね。中学を中退したというわけに行かないから、出身地の中学はち
ゃんと卒業したという履歴書を書いて、あとは、通信学校も、ラジオ通信とかもやって
いましたから、通信学校を中退したとかそういう感じで。職場は、田舎で農業をしてい
たと。そこに来て、どういう仕事をしていたと、ここに来て自分がやった仕事を。全く
ウソです。」（1937 年生

男性）

「履歴を書く必要のない職を選んだ。ちゃんとした仕事が出来ない。知られたら大変だ
からだ。」（1931 年生

男性）

「予防協会等、あまり仕事を捜してくれないし、頼むのも避けていた。ここからの紹介
となると病気だったことがわかるので。例えば刑務所から出てそこの紹介で仕事を捜す
のは前科が言われるようなものだから。」（1953 年生
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「履歴書に空白ができてしまうので、できるだけ、気づかれないようにごまかした。昔
のことは書かないようにした。今の仕事は、知人が紹介してくれたのだが、その知人に
は、「精神科的療養」をしていたと話した（精神病というほうが、まだましだった）。幸
い、職場に恵まれ、過去の経験や、障害（足指切断）のことも、詮索されず、就職後も、
一ヶ月程の療養休暇をとることができた。」（1947 年生

男性）

「空白の履歴書（期間）を埋めるのに苦労した。自治会の書記をしていたので､会計を
やっていた。雑貨屋をしていたとかごまかすのが大変だった。雑貨屋の手伝い、農協の
事務などウソで固めた。」（1926 年生

男性）

「履歴書には、新良田卒業は書かず、前の高校中退で届けた。デタラメの経歴を書いて
出すので話が合わなくなり、そんなことへの準備もなかったので、刑務所帰りの者かと
思われたようだ。そんな状況で最初の面接は失敗。２番目は勤めたものの知覚マヒあり、
手から出血しても気付かず、体がもたず、すぐ退職。３番目で見つかった（６３才まで
勤めた）。」（1937 年生

男性）

「気に入った仕事があっても保証人の問題や学歴の問題（中卒）で就けなかった。又両
親のことをきかれることもあって、
『与那国にいる−』とウソをついていた。
（1943 年生
女性）
「適当に経歴を作って書いた。療養所内の中学ではなく長崎の中学を卒業したことにし
てある。その後は家事手伝いをしていたことにした。」（1950 年生

女性

1962 年入所

1970 年退所）
（３）社会生活を知らず
「社会の事､何も知らない。遊びに行っても馬鹿にされる。人のやる事を見て覚えた。普
通の人のように世間が分かるのに 15 年はかかった。年輩の人からいろんな事聞かれる。
何もいえなくなる。家庭の事も聞かれるが､言えない。結局職場にいられなくなる。変人
扱いされる。職場も転々と変った。実に 37 回も転職している。そこそこの会社には入
れない。空白もあるし､結局、重労働しかなかった。」（1950 年生

男性）

「外の生活、社会生活全く知らなかったので、健康保険や年金のことなどの手続で困っ
た。初めてなのでとまどった。ハンセン病のことは一切話さなかった。知られないよう
にした。」（1937 年生

男性）

「最初は『履歴書って何だ』ぐらい何も知らなかった。世話してくれた人に書式を教え
てもらったが『小学校を出てー』と書き方を知ったとき、顔色が変わったと思う。世話
してくれた人に言われたとおり書いて。嘘をつくのはつらいわな。」
（３５年生、男性）
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「退所して何も知識がなく肉体労働しかできない。一生けんめい働き過ぎ、３年で体調
をこわし、また新生園へ。半年して、良くなり何か軽い仕事をと思った。結核になる。
２年間結核病棟へ。」（1930 年生

1958 年退所）

男性

（４）嫌がらせ
「イヤがらせがあった。夜中の１時、２時にも、アンマ、マッサージしてくれると思っ
てチャイムを鳴らす人がいたり、おもしろがって、1W に何回かならされて、かなわな
かった。１０年以上もあって、困った。ハンセンに関係することではなく、夜中のマッ
サージを断ったことでされたと考える。」（1932 年生

男性）

（５）再発の不安の中で
「『ここ出してくれ』と言ったら、それはまだ控えたほうがいい」と言われた。S41 ころ
にマイナスが続くようになった。
『毎月来て検査するようにすれば出てもいい』と言われ
た。籍は置いておいたほうがいい。いつまた再発するかどうか不安。一旦出るとその後
世話になったときに何を言われるかわからない。外で仕事を始めたとき、人の世話にな
った。
「あまり無理はしなさんな」と気にしてくれた。いろいろ周囲が世話してくれた。」
（1930 年生

男性）

「島に戻り家族を養うため働こうとしたが、突然いなくなったことから、ハンセン病で
あることは皆に知れわたっていた。なじみの料理屋ではしを折られ、コップをゴミ箱に
捨てられるのを見て、気づいた。家族からも地域からも歓迎されない死んだも同然の生
きた亡霊なのだと感じた。ハンセン病を隠すため園で暮らすか、見知らぬ大都会でひっ
そり生きるしかないと思った。病気を隠し、通院も服薬もせずに復職した新しい新聞社
の勤務で疲労が重なり再発し、顔の斑紋があらわれたため、さらに広がらない内に島を
出なければ、と、妻子をおいて全生園に戻った。」（1944 年生

男性）

（６）告白−カミングアウト
ハンセン病元患者であることを言っていた人もいるが、７０年代以降の入所者である。
「自分が元ハンセン病患者であることをはっきり言っている。最初に言っておかないと
後でトラブルになる。」（1934 年生

男性

1971 年入所）

「自分からハンセン病である事を言う事はないが、特に隠す状況でもなかった。
」
（1939
年生

男性

1974 年入所）
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５．転職や離職の経験
以上のような状況の中で、折角就職しても多くの人が転職や離職を余儀なくされたこと
が語られている。中には、３７回も転職している例も聞き取られている。
いずれも、事情を話せないためや、ハンセン病であったことが知られるのをおそれての
ことである。
（１）退所・就職の妨害
「大学を卒業したあと金融関係に勤務、２年目あたりに再発し、園へ行った。担当医に
『仕事が厳しく、仕事しながら、治療はむずかしい。再入所しなければ､新薬は出せない』
と言われ、無理をして月１回受診し、新薬を出してもらえるよう毎回お願いしてきたが、
担当医は首をたてにふらず、
『らい予防法を知っていますか？薬を出せば僕が罰せられま
す』と言われてしまった。…今思えばくやしいです。結局２年間通って病気もわるくな
るし、特に鼻がつまって仕事に支障をきたすし…。もうどうでもよくなって、
『もういい
です』と担当医のところをはなれ、藤楓協会に行ってＤＤＳの錠剤をゆずってもらって。
でもね

僕プロミンうちすぎていて耐性があってそのくすりは無駄だったんですよ。結

局症状ひどくなって覚悟して、担当医に診断書かいてもらって

３年休職してもとの職

場に戻るつもりでした。ところが、会社関連の診療所の診断でないとと言われ内科にい
ったら慶応大の皮フ科に行かされそのＤｒから『長いこと本当に治療してこられました
ね』と担当医は後輩だよと担当医と同じ内容の診断書をやっと書いてもらった。とろが
上司が、変だと気づき、
『本当の病気は？』と問いつめられ、ついに本当のことを言って
しまった。社長など主な人以外には知られたけれど３年間休職はさせてくれた。但、自
分としては、それで会社に戻れないことは、わかっていた。」（1938 年生

男性）

（２）転職経験
「年輩の人からいろんな事聞かれる。何もいえなくなる。家庭の事も聞かれるが､言えな
い。結局職場にいられなくなる。変人扱いされる。職場も転々と変った。実に 37 回も
転職している。そこそこの会社には入れない。空白もあるし､結局、重労働しかなかった。」
（1950 年生

男性）

「新良田教室を卒業して友人をたよって鹿児島にいき、なかなか就職できなかったこと
でひねくれたりもした。物産会社の事務に就職したが、そこで園にいた人とバッタリあ
って（その人は７年勤めていたが）その３日後、その人はやめていた。自分の仲間がそ
の当時病気をばらされるのではないかと怖かった。自分のせいだと思いその職場を半年
でやめた。」（1941 年生

女性）

「第１回目は倒産。２回目は美容院で病気のことがうわさになり解雇される。３回目は
結婚をすすめられ退職した。自立した生活がしたいので東京に出たが、資金がないので
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全生園の寮母さんに相談、住み込みの仕事を紹介してもらったが、真の自立にはほど遠
かった。」（1957 年生

女性）

「逃げるときも、沖縄に行くと寮友に言って記念写真も撮った。皆一枚ずつ持っていた
が、自分は写真の中に他の人の後遺症が写っていて、(関係が)分かるのがこわかったか
ら焼き捨てた。皆は鉄工所とか無理な仕事だと再発するぞ、気を付けろと言ってくれた。
友達のところへ行った。仕事の段取りをしてくれていた。友だちは園友の人。(園内で)
バンドを一緒にやっていた。バレるんではないかと。仕事は転々とした。お菓子工場で
働いていたときに、たまたま同郷の知人にそこで働いているのを見られ、トンずらした
ことも。沖縄では自分の経歴を知られるのを恐れて仕事を転々とした。仕事のあと、夜
は勉強して。楽譜を見て、祖母に手紙を書くために。最初は内地に行くための旅費稼ぎ。
横浜に行ってバンドの見習いになるため。23 歳のころ結婚しようと思って園まで行って
健康診断を受けた。結果は良かったが、
『もういい、診断書を書こう。退所証明を出そう』
と言われたが断った。
『もしもらっても、(園の)門を出たら破り捨てるわ』と。もし(持っ
て帰って)家で見つかったらどうする。だから退所証明は持っていなかった。
先に出てきていた園友が呼んでくれた。最初は町工場へ行って、次に車両会社に社外
工で入って。ところが半年くらい経ったときに、社会保険に入れるから、と。検診があ
ると言われて。検診の日には休んだ。血を採られたらこわい、バレると思っていた。次
の日に出るとやっぱり血液検査を受けさせられた。その日会社を辞めた。結果が出てか
らでは遅い、と思っていた。次は大阪に行って、ロボット溶接の資格を取って働いた。」
（1935 年生

男性

1951 年退所）

その他、転職経験に以下のような例が見られる。
「園の不自由者の世話（１週間）
・豆腐づくりで市場にだす・洋裁技術習う・妹の経営す
るホテルの手伝い・カトリック教会内の洋裁作業所・従兄が勤務していた寝具リース会
社（約３０年間）→従兄の紹介で７１歳まで勤務」（1930 年生

女性）

「演歌歌手、バンドマン、タクシー運転手。
（生活の足しになる、収入の多いのを目ざし
た）。履歴の要らない職業の中で。」（1931 年生

男性）

「最初のところでは、履歴のつじつまをうまくあわせられなくて不信がられ、２回目の
ところでは、知覚マヒが災いして、体がついていけず、不採用と離職を余儀なくされた。」
（1937 年生

男性）

「ヤオヤの住込み→ヤクザのつかい走り→一杯呑み屋→荷役会社→キッサ店経営→無
職」（1942 年生

男性）

「新聞配達の住込み。社会保険や年金もない。タコ部屋生活」（1942 年生
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（３）仕事の内容
公務員、療養所の仕事等についた人もいるが、多くは、
「病気であることを知られる恐れ
の少ない」
「履歴書のいらないような仕事」、自営､農業、重労働、不安定労働であり、タク
シードライバーも多い。比較的安定しているのは、身内や知り合いの「つて」をたどって
の就職である。
①自営、農業
自転車修理店、農業、アンマ・マッサージ、 養鶏飼料の販売、食料品屋、新聞社を設立、
家業、キッサ店経営、闇米販売
②公務員等
公務員、ハンセン病予防協会の書記、療養所の医事班長、栄養班長、福祉室長等、園の
不自由者の世話、豆腐づくり
③企業
寝具リース会社、印刷所、ボイラー関係運送会社、タクシー運転手、タクシーの無線配
車、金融関係、ガラス工場、トラック長距離運転手、ゴルフ場、ガラス工場、輸出用の
ラジオの組立て、仕上げの仕事、プラスチックの営業、鉄工所、機械関係、工場長、経
理
④肉体労働
プレス加工、建築現場、大工、機械修理や車修理の仕事、電気工事
⑤商店等
ホテルの手伝い、米軍基地内のメイド、ハウスキーパー、生命保険の外交員、カトリッ
ク教会内の洋裁作業所、倉庫地帯でチェッカーの仕事、住み込みのそば屋、病院の掃除
婦、旅館、居酒屋一杯呑み屋
⑥職人等
住み込みの仕事（木枠職人）、演歌歌手、バンドマン、ヤオヤの住込み、ヤクザのつかい
走り、新聞配達の住込み
（４）仕事の苦労
仕事に就けても、苦労は耐えなかった。特にハンセン病であることを隠すために。
①病を隠す
「退所後、高校を卒業して、本島へ上京。米軍基地内のメイド、ハウスキーパーなどに
就いた。結婚後、生命保険の外交員などで働いた。その間ハンセン病であることは一切
伏せていた。」（1944 年生

女性）

「退職時に、身障手帳４級も取得、今までは、取得が、病名を知られるきっかけになる
と思い、できなかった。」（1947 年生

男性）

②仕事がうまく出来ない
「経理に最初からつけたので。クリスチャンだったので紹介されたのがクリスチャンの
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社長さんだったのでよかった。経理はお金を扱うので信用がなくてはならない。だが、
病気のせいで（手が変形）お金を数えるのにお札の計算がなかなか出来ない。つかめな
い。」（1926 年生

男性）

「小売店をしている時にみんなが掛けで買い物して運転資金がなくなった。掛けで買う
人達を拒否したり、請求したりすることはできなかった。」（1918 年生

男性）

③自分からへりくだる
「失対事業に行ってる時も自分からへりくだっていた。」（同上）
④再発の恐れの中で
「退所後、１年間の休職期間が残っていた。休職中に電気工事の仕事（知人の）を手伝
ったりしていたら、そちらのことも面白くなり、復職の話もあったが、電気の仕事をす
るようになった。特に転職を余儀なくされたわけではないが、 再発したら… という思
いは２〜３年の間あった。」（1934 年生

男性）

（５）転職の理由
転職は、多くの場合、ハンセン病が原因であるが、病気だと分かって解雇されるときだ
けではなく、判明しそうになった時点で、居づらくなり自ら辞めるような形になる事例が
多い。
①病気が噂になり解雇
「第１回目は倒産。２回目は美容院で病気のことがうわさになり解雇される。３回目は
結婚をすすめられ退職した。自立した生活がしたいので東京に出たが、資金がないので
療養所の寮母さんに相談、住み込みの仕事を紹介してもらったが、真の自立にはほど遠
かった。」（1957 年生

女性）

②倒産ではあるが
「住み込みの仕事（木枠職人）をしていたとき蓄膿症で手術することになったが保険証
がなかった。そのため園に頼んで手術してもらった。このことがあって、仕事場に戻っ
たときから、親方、特に奥さんの態度が変わった。食事は家族と一緒のままだったが、
風呂が最後にまわされるようになり、自分だけ近くの風呂を使うようになったり、洗濯
も自分の物を自分が洗うようになった。倒産により退職となった。」
（1939 年生

男性）

③上司が気づく
「上司が、変だと気づき、「本当の病気は？」と問いつめられ、ついに本当のことを言
ってしまった。社長など主な人以外には知られたけれど３年間休職はさせてくれた。但、
自分としては、それで会社に戻れないことは、わかっていた。」（1938 年生

男性）

「最初のところでは、履歴のつじつまをうまくあわせられなくて不信がられ、２回目の
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ところでは、知覚マヒが災いして、体がついていけず、不採用と離職を余儀なくされた。」
（1937 年生

男性）

（６）転職経験無し
病気による転職経験なしと応えた人もいるが、病気を知られなかった事によると応えた
場合もあった
「退所後もそれ以前と同様、家政婦の仕事に就いた。知っている人のいない所を選んで
つとめていたのでやむを得ず転職、離職するようなこともなかった。」
（1944 年生
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６．医療面の被害
退所後、地域社会での医療体制は二重の意味で不十分であった。
第一に、地域におけるハンセン病の治療体制の欠落である。第二に、一般の疾病に関し
てもハンセン病なるが故に一般病院での受診が困難であった。
まず、入園者調査にも明らかなように退所にあたって疾病及び医療体制等について適正
な情報が提供されていない。
したがって、病気にかからないように注意し、出来る限り病院に行かず、健康診断や病
院での問診票でハンセン病と知られることに恐れを抱き、再発の不安を抱きながら暮らし
ている姿が浮かび上がってくる。
また、医療保険等医療保障の不十分さと経済的要因によっても一般の病院は容易には行
けない存在である。そのため、退所し、二度と足を踏み入れたくない療養所にも通わざる
を得ず、その事が原因での二次被害をおそれてその事を隠さざるを得ない。
また、病気のことはなかなか話せず、
「ひがみ」や「自分の中の差別」を克服出来ず病院
にも行けない。したがって、こころのケアの重要性も見えてくる。
「ハンセンの事、言ってしまったら良いのになあと思うこと何度もあったが、言えなか
った。今やったら、堂々と言えるのに、昔は、なかなか言えなかった。」
（1944 年

男性）

「病院に行くほどの大病をしたことがなく健康体であった。しかし自分でひがんで行か
ないようにしていたところもある。妻も割と元気であった。娘は自宅で産んだ。
」
（1918
年生

男性）

もちろん、特に困ったことはないという人もいた。
「指定病院は不安であった。自分で切り開くしかないので世間（一般）の病院に行った
（風邪など）。」（1936 年生

男性）。

しかし、
「友人に町医者、大学の医学教授がいたから。病気で病院に行ったことはない。」
（1925 年生

男性）というようなケースであった。

（１）情報の欠落
「ハンセン病を診てくれる医療機関の紹介はなかった。薬をのむ必要がないということ
で投薬もされなかった。」（1943 年生

女性）

「仕事を無理したために本当はハンセン病が原因ではなくて肝臓を悪くしてＤＤＳと
いう薬を飲み続けていたためにその薬は肝臓を悪くしよったんですって
れをお医者さんは知らせていなかったんですよ

この薬は。そ

副作用があるからやめなさいと自分

たち聞いていなかった。顔以外のマヒしたところに皮膚病が全部出たんですよ。この病
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気が再発して子どもたちと離れてくらしていくんだと思う苦しくて愛楽園にとじこめ
られるんだとかくれるように家にいた」（1941 年生

女性）

「後遺症の治療を受ける病院がわからなかった。左腕の痛み、しびれ感など自分で治し
た。（民間療法）」（1931 年生

男性）

「療養所では、治療終了という説明は１００％なかった。薬は常時飲んでいました。む
こうにカルテがあるわけですから、薬が切れると行くわけです。みてもらってからの
む。」（1937 年生

男性）

「退所した後も念のため２〜３年、薬を飲み続けた。さきに退所して在宅生活を送って
いた人の助言を受けて人に頼んで薬を買っていた。薬を購入することのできる特別なル
ートがあったようで自分で購入したことはない。ハンセン病のことで病院にかかるよう
なことはなかった。その後、子宮筋腫の手術のために入院したことがあるが、その時も
ハンセン病のことは一切ふせていた。」（1944 年生

女性）

「体は丈夫すぎるくらい丈夫だったので医者にかかることはなかった。自分は大阪に行
った頃、転々と仕事を変えたあげくにやっと自信がついた。検診を受けても大丈夫だと。
田舎(奄美)に帰ったとき、園友と話して、血を採られたぐらいではわからん、というの
を聞いて。医者からは何も聞いていない。そういう自分の身体のことは医者ではなく、
仲間から教えてもらった。あとになれば、もう園の医者に知った人はいなかったし。」
（1935 年生

男性）

（２）病気・療養所通院を隠す
「愛楽園という名前が保険証に書かれると、役場窓口に親せきがいるので知られると困
るので、行けない。有料になっているから行けない、ということもある。」
（1934 年生

男

性）
「一度足を出血して園に夜中に駆け込んだ。園長に電話したら『大学病院に電話してや
るから』と言われたが。そういうわけにはいかなかった。前に敬愛園に入院しようとし
たら保険証を出せと言われたが、そうなるとばれるのではないかが怖い。」（1924 年生
男性）
「隠して一般の医療機関にかかる。一緒でも何となく居心地悪い。」（1931 年生

男性

1967 年退所）
「保険証を使って療養所で診察を受けるとレセプトに療養所の名前が書かれることがと
ても困る。会社に届いたレセプトは親展なので他人は開封しないが、もしまちがって開
封されたらどうしようといつも思っている。」（1950 年生
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（３）病気にならないように
「一度も病院には行かなかった。自分で、カゼだと思えば、薬局に行ってカゼ薬を買っ
て飲む薬、自分で、手足にキズを作ると、赤チンとか買ってきて、自分で養生する。だ
から、心がけたことは、キズを作らないということ、それを常に心がけて、病気をしな
いようにして、毎朝冷水マッサージですね。毎朝それをやっていました。
」
（1937 年生

男

性）
「医者にかかれないので、とにかく病気にならないようにした。予防法がある間はビク
ビクしていて医者に行けなかった。薬局でクスリを買って治す−どうしても治らない場
合は名古屋から全生園まで行った。健康保険証もっていてもほとんど使わなかった。」
（1937 年生

男性）

「工場で働く際、予防に気をつける。」（1930 年生

男性

1958 年退所）

（４）予防法廃止後の変化
「予防法廃止後は重しとれて、病院に行くようになった。しかし、自分からハンセン病
のことは医者に言わない。先日も皮膚科に行ったら、眉毛ないのでジロジロ見られた。
療養所以外では、ハンセン病の治療うけられなかったといってよい。」
（1937 年生

男性）

（５）こころのケアを
「手足の後遺症について聞かれはしないかということで気軽に病院に行けない。心の後
遺症バレはしないかというのが一番の心の悩み。故に医療の問題では心のケアーの面ま
で結着をつけないといけないと思う。
（ハンセン病の問題は終わったというけど）
」
（1939
年生

男性）

（６）５３年生まれの人でも心配
「貨物船の会社では定期検診は普通に受けていた。自分には（ハンセン病の）傷がない
し。会社の健康保険もあった。1986（昭 61）に再入所する前の約２年間は貨物船の会
社を休業し自宅で療養。この期限が切れて、園に相談し、再入所して整形で治療するこ
とにした。うら傷が出た時は、園に入所している人が那覇に来る時にその薬を持って来
てくれた。病院には自分の気持ちとして行きにくかった。普通の医者はわからないと思
うが…。」（1953 年生

男性

1967 年入所）

（７）問診票はこわい
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「退所時、特に病院の紹介などは受けなかったので、ケガでもすると、一般の医院でみ
てもらう事になるが、病歴をきかれるのがとてもイヤで、ハンセン氏病の病歴について
は話していない。病院で書かされる問診票はこわい。知覚障害があるので火傷が治りに
くい。抗生剤を多めに処方してくれるようお願いしても、
『医者にさしずするのか』と言
われてしまう。そんなのもイヤなので、治りにくいなと思ったら、仕事を休んで園へ行
って、先生にみてもらう、そうするとホッとする。」（1947 年生
「 具合が悪く病院を受診した際、診察時に

女性）

大きい病気をしたことがありますか

聞かれること。返答はないと答える（過去の病歴を聞かれること）」
（1939 年生

と

男性）

（８）療養所へ
「薬をもらうためには園にいかなければならなかった。遠方のため、近くにあればと思
っても、近くに病院はあっても行くことができなかった。病気についての専門の人達の
集まりだから知られることを恐れ、いきづらかった。」（1941 年生

男性）

「療養所に行って相談した。妊娠・出産のときも相談した。出産は日赤で行った。病気
のことは云なかった。一般の病院へ行くことはなかった。
」（1943 年生

女性

1964 年

入所）
「毎月園に通っていた。」（1930 年生

男性）

「専門治療をしてくれる病院がなく療養所があるのは助かる。」（1955 年生

男性

1965 年入所）
「一般の医療機関には行かず阪大病院・京大病院・大国診療所などにかかっていた。仕
事をしながらだったので会社の保険を使っていたが、交通費、治療費とで高くついた。」
（1941 年生

男性）

「具合が悪くなったらすぐ療養所に行ったので困ったことはない。」（1951 年生

男性

1969 年入所）
「後遺症があるので他の医療機関への外来通院が出来ない。以前通っていたが園に行き
なさいと言われ現在は園に通院している。」（1943 年生

男性）

（９）無保険で病院行けず
「一度船の荷下ろしの仕事した時、ケガ（足ウラの肉をえぐった。）をしてしまったが、
当時無保険だった（退所者に対する医療保険手帳の交付がされてなかった）ため、医者
に行けず、自然にまかせた。その時も食べていく為にと思って、やとい主にも言わず、
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農業を続けた。傷はなおったが、ビッコを今もひいているのはその時の後遺症。
」
（1928
年生

男性

1941 年入所）

（10）近所の医者にかかったが
①病気は隠していた。
「１回目の退所後、症状悪化時は、療養所でないと治療は受けられなかった（他では病
名を言えなかった）。２回目の退所以降は、病名や治療歴をふせて、近医で受診したこと
がある。『どうして、こうなった？』ときかれたが、『さぁ？』ととぼけておいた。当病
のことを知らない医師も多いようで、むしろ、それが幸いしたこともあった。やはり、
軽度だからできることでもある。」（1947 年生

男性）

「近くの医者に通えない。診察をすると目を見られる。正直に答えられない。目の炎症
を聞かれるとまわりの人を気にしながら渋々Dr.に答えた。熱さを感じることができず、
火傷したことがあった。カゼをひいたと言い、受診した。」（1941 年生

男性）

②療養所医師の開業した医院へ
「普通に」病院に行けたのは、特例であった。
「退所後は普通に病院に行けた。ハンセン病の病歴を話すことはなかった。園長だった
Ｄｒ．がいたので（開業していた）先生を頼って受診し子供たちも診てもらった。」
（1943
年生

女性）

「胃かいようみたいになり療養所出身の医師の個人病院に行き、考えたあげく入所者だ
と話し、診てもらった。」（1933 年生

男性

1981 年退所）

③比較的後で入所した人たち
「ハンセン病の症状が悪くなった時は療養所に行かなければならなかった為、不自由を
感じたが、風邪等は地元の病院で治療できた。」（1934 年生

男性

1971 年入所）

（11）医療体制と内容
「当時、外国ならすでに外来医療で行われていたのに、と思うと本当にくやしい。実際
新薬で、治療開始後３ヶ月で元気になったのだから。」
（1938 年生

男性

1952 年入所）

「１度だけ、仙台でくらした。園に薬をもらいに行ったのに、断られた。藤楓協会へ行
けといわれ困った。法律には、きちんと治療するように､救護するように書いてあるの
に東京にある藤楓協会へ行けといわれ困った。『特別にみてやってんだ』という意識で
はなかったか。」（1926 年生

男性

1946 年入所）
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①医療機関の偏見・差別
「病気になってもなかなか診察に行こうという気はおこらない。ごたごたがおこったら
イヤダ。というのもあって…。だからなるべく（Ｎｓの）妻に頼んで医者には行かず薬
をもらってきてもらって、治したり、きりぬけてきた。特に医療関係にそういった偏見
や差別は強いというのはもっていたから。治療を断られたり、ろくな治療をしてもらえ
なかった。（肝炎がおこっているのにカゼ薬をくれただけで他のくすりをくれなかった。
肝キノウがおちている…という表現があったが、きちんと告げられなかった為に悪くな
った）」（1932 年生

男性）

「一般の病院では「診れない」と断われることがある。園に短期間の入院であっても 2
回で

再入所者

年生

男性）

となってしまうこと。→退所時に給付金が下がってしまう。」（1942

②試験台に
「再発して、通っていたときに、色々な薬をためされていると思った。色々な薬を飲ま
された。」（1945 年生

男性）

③療養所へ
「普通のケガなのに「療養所へ行ったら」と言われたとき困った。」
（1942 年生

男性）

④７９年入所でも、通院は考えられなかった。
「地元の島では入所を指示されるだけで通院は考えられず一切受診はしなかった。」
（1944 年生

男性

1979 年入所）

（12）再発の心配
「いつ再発するかと心配。反面困ったら 草津へ行けば良い とも考えていた。
」
（1937
年生

男性）

「聞かれはしなくても薬を飲んでいるのを見られるのは嫌だった。再発が一番こわかっ
たのでまじめに薬を飲んでいた。京大付属病院の特別皮膚科に行って薬をもらってい
た。」（1945 年生

男性）
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７．いまなお続く差別
（１）差別の存在
退所者に対する差別は、今も続き深刻な状態である。
「いまだに、とても怖い。びくびく
している」という声がある。また、
「後遺症」が偏見と差別の一つの要因であること、した
がって、後遺症の程度で、現状は異なるとおもわれるが、十分分析は出来ていない。また
同時に、カミングアウトして差別に対して必死に「闘い」、克服している人たちもいる。
「直接的にはないが、今もあると思っている。面とむかっていわれた事もないが、この
病気は自分との闘いみたいなもので挫折すれば終わりだ。」（1941 年生

男性）

「今の３０代より若い人は何もしらない。但、黒川温泉問題など、今まだかわらないも
のがたくさんある。当事者としてカミングアウトしている自分はかわった。全々ちがう。
ビクビクしないで生きられるいつでも、平常心。でクヨクヨがこの２〜３年、全くない。」
（1938 年生

男性）。

「人に言えない…。近医には話せない。いつもベールをまとっている。地元であればあ
るほど、そのベールは厚い。」（1941 年生

男性）

「初めて園の中で重症の方に接した時は、正直言って『こわかった』。顔も崩れている
し､ひどいと思った。治療するまでにどんどん進行してしまった人たち。薬もなかった
し､副作用もひどかった。こういう外観的にすぐわかる人をたまに見ると、こわい病気、
そばへ行くと移る等という差別が出てくる。初期の治療､対策が重要だと思う。」（1950
年生

男性）

①差別は消せない
「差別というのは消えないのではないですか。２７歳で、入所前に行った病院で同じ部
落の知り合いの看護婦が見せた態度で嫌われていると感じたことが、私に相当しみつい
ている。あの時から世間の人が恐い。だから同じ部落の人と顔を合わそうとしない。会
いたくない。」（1930 年生

女性

1957 年入所）

「まだ１００年は差別が続くと思っている。身内になると差別がきつくなる。長男の結
婚に際し、相手の親は、一切他の親族に秘密にした。結婚式の参列は、自分と相手の両
親の３人だけだった。」（1937 年生

男性）

②「自分の中の差別」
以下のように、それは外部からの「差別」のみでなく「自分の中の差別」からも生まれ
てくるものであるという語りもある。
「特に、 自分の中の差別 である。最近の人々は、当病のことを知らないので、差別に
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さえ、つながらない。恐怖や不安を作り出しているのは、自分の心である。確かに、う
わさなど、見聞した情報が、差別に因るものであり、それを増大させているのだが、他
からは、直接何もされなくても他人をみると全て、 自分に何かするのではないか とい
う被害妄想的な感情が、自分の中にある。他人をそういう人とみている自分の方が、差
別している側だと思うことがある。」（1947 年生

男性

1968 年入所）

「他人の差別というか、自分の中に今でも他人と付き合うことに対する遠慮はある。今
あなた(調査員)との間にも薄いベールがある。自分は自分の子供を風呂に入れたことは
ない。家内には今でも不思議がられる。ただ子供の顔を見ていて、自信がついたから、
孫とのスキンシップは大丈夫。今度は子供が不思議がっている。小さい子供ほどうつり
やすい、という話が頭の中にたたき込まれているようだ。『抱いてくれや』と家内に言
われて、おとこはそんなことをしない、と強がっているふりをしていたが、本当は抱き
たかった。家内がいないときに肌がふれないように、服ごしになるように何度か抱いて
みた。子供が大きくなっていって自信がついてきた。」（1935 年生

男性）

そして、周囲の人からはもちろん、療養所の職員、さらには肉親、親族からさえ「差別」
されているという回答があることは深刻である。
③周囲の人から
「今はないけれど、職場の人達とコーヒータイム等している時に、なにげなく見た、テ
レビのニュースでハンセン病の事などが流れ、その人達の反応があまり好ましいもので
なかったとき、
『自分もそうだったのよ、園にいたのよ』と言った時のその人達の反応は
どうなんだろう、と思うと、とてもこわいし、これは自分が死んで墓までもっていくし
かないと思っている。」（1947 年生

女性）

「今なおこの病気に関する理解が浅く、周囲の好奇の視線に正直言って精神的にも苦悩
が多いのです。長男の嫁に兄がいるがまだ独身なので、今後結婚話出た時、一体どうな
るか、心配している（＊妹の結婚相手の親はハンセン病だ−という謂で差別がおきるの
では、という）。」（1937 年生

男性）

「芯から信じられない気持ちだ。わかりきっていないと思う。病気を理解して世話をし
てくれている人（女性）でも、晩は恐いという。孫には移らないかと聞いてくる。自分
でも悪い人の様子をみれば、病気にならないとおもうけど、なるのではないかという不
安がある。」（1939 年生

男性）

「柄のないコップでお茶を出したりする。
（手に後遺症があるので飲めない。だから飲ま
ない。）わからんでやってると思うが、自分では差別されているのかと考えてしまう。傷
つく。相手に嫌な目で見られているのではないかと思う。」（1918 年生

男性）

「園の時の友人は、社会に出て世帯を持っているが（妻子は病を知らず）、妻にまとま
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った補償金が入ったのをいぶかしげに思われ、ビクビクした生活を送っている。
」
（1931
年生

男性）

「今年（2004 年）２月から３月。公民館に行く時２〜３名の女性の方に出会った。名刺
を渡そうとした時、１人の人はイヤな顔をして手を前に出してとめるようなしぐさをさ
れた」（1941 年生

女性）

「病気を知っている人（近所の人、親せき）との関係は変っていない（途切れたまま、
修復されず）。自分から声をかけようとも思わない（あいさつ程度はするが、それ以上
には…）」（1942 年生

男性）

「街で、躾する親が、
『言うこときかないとこんなになりますよ』と言われたとき」
（1942
年生

男性）

「小さい雑貨店に買い物に行ったら入所者のことを見下げた言葉で話す人がいた。理解
してるように見える人でも陰でこそこそと言う人もいる。」（1943 年生

女性）

「世間にあるのは当然。お金をもらうのはとんでもないことだという人もいる。後遺障
害に対する無理解もある。」（1943 年生

女性

1964 年入所）

「今でも自分の病気のことをなのれない。今も昔も差別・偏見は存在する。」
（1944 年生
女性）
「人に言えない…。近医には話せない。いつもベールをまとっている。地元であればあ
るほど、そのベールは厚い。」（1941 年生

男性）

「熊本地裁での勝訴判決は出たが、実際地域の中で普通の生活を送ることが出来ないの
であれば意味はない。黒川温泉での宿泊拒否問題にあるように、偏見差別がなくならな
ければ人間（人権）回復にならない。」（1942 年生

男性）

④家族､親族から
「親せきの人が食器を区別する。」（1934 年生

女性）

「まだある。私の兄弟達もいい例でしょう！人権侵害だから差別はやめてほしい。」
（1932 年生

男性）

「兄の結婚式にも呼ばれない。通知がない。後になって、挨拶に来たが放り投げた。母
はそうは言うなと泣きながらなだめた。「お前の病気でどれだけ難儀したか」と差別し
てきた兄が最近、「おまえが勝ったね」と言った。実の兄が、本当に差別したわけでは
ない。むしろ世間体を気にしなければならなかったのだ。お互いが気を使っている。」
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（1924 年生

男性）

「再々婚したことにより、お金を貸したり、長兄死去後はいろいろ面倒を見てやったつ
もりなのに、たまたま甥の不幸（甥の娘の破談や甥の会社の斜陽）があって、お酒を飲
んだ際、自分が病気だから何もかもうまくいかなくなっているのだと嫌味を言われた。」
（1926 年生

男性）

「『金もらって』と親族が言うことがある。明白な差別でないか。」（1931 年生

男性）

⑤国、県、職員から
「国、県、市はきれいごとだけで済している」（1952 年生

男性

1967 年入所）

「園の職員等でも、一歩園の外に出ると人間的な関わり、関係を持てない場合があった。
せっかく、何年も一緒にすごして来たのに。（残念）」（1922 年生

男性）

「直接はない。治療費のことでも、事務の人によっては違う。人が代われば次の人が知
ってしまう。表で言う人はいない。それが問題。保険費の直接請求が可能になればプラ
イバシーが守れる。そう簡単には人のつながりは変わらない。形式的な守秘義務などと
いうものは信用できない。法律が変わったから大丈夫ですよ、というだけでは甘い。
「障
害者」の定義もおかしい。変な目で見られるよりは行かないほうがいい。
」
（1924 年生

男

性）
⑥入所者から
「今は地域では差別を感じない。一度、退所者への給付金が支給されるという事で近年
園に出向いたら、入所者に「外で遊べてくらせていいな」とチラッと言われた。そんな
事ないのに…と思った。」（1928 年生

男性）

（２）無くなった、よくなった
良くなった、無くなったという声もある。闘いによって周囲を変えている姿も見られる
が、同時に、ハンセン病元患者と知られなければという限定が着いている場合もあること
にも注意が必要である。
「現在、他の元患者から聞いたことがない。以前は退所者同志、道で会っても目もそら
す、あいさつもしないというのを聞いたことがある。今もあるかもしれない。」（1952
年生

男性）

「逆によくなってきたとは感じる。黒川事件については、県がもうちょっとうまくやれ
ばよかったのにと思う。」（1930 年生

男性）

「今の３０代より若い人は何もしらない。但、黒川温泉問題など、今まだかわらないも
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のがたくさんある。当事者としてカミングアウトしている自分はかわった。全々ちがう
ビクビクしないで生きられるいつでも、平常心。でクヨクヨがこの２〜３年、全くない。」
（1938 年生

男性）

「無い。他の人は知らないけれど、ね。」（1925 年生

男性）

「現在は差別は感じない。例えばゲートボール仲間でも、全生園出たとわかっていても
対応は変わらない。旅行へもけっこう行ったし、飲食も供にした。」
（1928 年生

男性）

「今は地域では差別を感じない。一度、退所者への給付金が支給されるという事で近年
園に出向いたら、入所者に「外で遊べてくらせていいな」とチラッと言われた。そんな
事ないのに…と思った。」（1928 年生

男性）

「後遺症がないから知らないふりをすればそれで済むが後遺症のある人は大変だと思
う。」（1945 年生

男性）

「自分たちがそうと知られていないので、わからない。」（1945 年生

男性）

「自分の場合はハンセン元患者と口に出していないからないから差別受けてない」
（1954 年生

男性

1967 年入所）

本人は、感じていないが、妻が感じているという場合もある。
「自分は差別を感じたことはないが、妻はまわりに話したことで差別を感じると言って
いる。」（1940 年生

男性

1970 年退所）

（３）厚労省へ
差別解消を厚労省に求める訴えもある。
「国、県、市はきれいごとだけで済している」（1952 年生

男性）

「厚生労働省への手続き。もっと簡素に出来ないか。身体の不自由な人、困るのではな
いか。書類が多すぎる。」（1951 年生

男性）

「継続診察券について、毎月、成人病が気になって通い出した所、本病よりも、成人病
のためにくることが多くなった。１ヶ月で有効期間が切れる。１ヶ月ごと更新しなけれ
ばならない。」（1926 年生

男性）

「厚労省の郵便物−大きな袋で中身は葉書一枚。Ａ４サイズの折らない文書一枚。ポス
トにも入らないサイズ。工夫の余地ないか。差別はないが、一時金の振込み時、厚労省
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８００万（通帳の）の記載をみて、銀行の若い女性が何をやっていた人ですかと聞かれ
た−即座に退職金ですとゴマ化した。」（1937 年生

男性）

「給与金について、和解はしたけども、格差がみられるので、平等にしてほしい。社会
復帰する為に給与金の事等ケースワーカーから説明してほしかった。全員に社会に出る
ための総合的なものを詳しく説明してほしかった。本人が納得できるように。」（1946
年生

男性）
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８．法廃止・国賠訴訟後の周囲の変化
先に述べたように、今なお差別は続いているのであるが、特に、
「らい予防法」廃止、国
賠訴訟熊本地裁判決後、退所者及び周囲には変化があったのだろうか。
厳密に整理、分類は出来ないのであるが、聞き取り 69 件の内、自分及び周囲が積極的
な方向で変わったというものは半数を超えるが、消極的な方向でかわったというものと変
化なしが半数近い。回答なしは 13 件であった。
「人の気持ちが変わった。（良いことばかりでなく、人間のエゴも出てきた。）」（1931
年生

男性）

以上、評価は分かれるが、周囲以上に自分自身が変わったとする聞き取りが多いのが注
目される。
「気持ちが晴れ、生きがいをもてるようになった。」（1936 年生

女性）

（１）変わらない
変わらない、という意見も多いが、周囲の人、家族、国・自治体、などで評価が違う。
国に対しては、厳しい指摘がされている。
①周囲の人々
「特に変わったとは思わない。新聞記事になるなどおおっぴらになったが、そういう病
気の人がいて、そういう生活をしていたのかは知ったと思うけど、本当に理解した人は
いないんでないか。最近も温泉拒否のことがあったときは押さえられない感じがあっ
た。」（1939 年生

男性）。

黒川温泉事件は、否定的見方を後押ししているようである。
「別に勝訴判決したって偏見、差別がなくなるわけではないし、何も変らない。実名で
人前に出る人がいる。自分にはそういう勇気がないね。」（1953 年生

男性）

「あまり変わったとは思えない。病気にかかっているのは気の毒な人という雰囲気があ
る。」（1930 年生

男性）

「世間はまだ理解がない。まわりの状況の変化はない。」（1926 年生

男性）

変わっていないことの理由は、様々であるが、
「不自由な身体と高齢」
（1951 年生
による変化のあきらめ、
「病気を隠しているので変わりようがない」
（1947 年生

男性）

女性）と

いう聞き取りの一方、
「友達にも、恋人にも病気のことを正直に話して生活してきているの
で影響はない。」（1957 年生

女性）という人もいた。
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「気持ちはそう簡単に変わるもんではない。今でもバレたらＪＲには迷惑をかけるけど、
自分は手を合わせて線路の上にすわるつもり。カマを持って歩いていた祖母のつらさを
思えば。
（この）病気は簡単にうつらない、うつっても注射一本ですぐなおるということ
を知っている人が今でもどのくらいいるか、あの島々に。」（1935 年生

男性）

「らい予防法廃止に向け、当事者代表として運動をしたが、実際に廃止となっても世の
中が変わりない状況を残念に思った。」（1942 年生

男性）

②国の反応
「国や地方自治体は変ってない。」（1942 年生

男性）

「金さえやればいいだろう」ということで、あまり清々とした印象はない。」
（1932 年生
男性）
「啓蒙教育はやっているが心の中を変えるまでの教育は進んでいない。実質的には何も
変っていない。」（1944 年生

女性）

「自分は仕事と家庭の二つの問題で苦労してきた。社会の谷間でひっそりと生活してき
た。国のやり方に対してはすごく腹が立つ。金だけの問題ではないと思う。」
（1950 年生
男性）
③地方自治体の反応
「宮古島の場合は石嶺市長がよくやってくれるが、那覇市の場合は優先入居で県に相談
に行っても希望でない遠い団地を紹介アドバイスするので誰も行きたがらない」（1953
年生

男性）

（２）積極的方向に変化があった
まず、周囲以上に自分に変化があったとするものが注目されるのである。周囲の変化と
相乗効果なのだが、「遠慮がち」に、「逃げ隠れするように」、「こそこそ生きてきた」と語
る人たちが、ハンセン病という重石、くびきから解放されていく様子がうかがえる。
①自分が変わる
「大きく変った。気持ちが楽になった。自分達の中にも偏見があった（健常者と自分は
ちがう。遠慮がちに生きていた）法律がなくなり、国が謝罪し、
（自分達に）かぶさって
いた履いが取れた感じがした。これからは、普通の障害者なんだと思っておけばいい、
と思った。」（1922 年生

男性）

「自分の決意が変わった。これで人間的な生活ができると言う安心感が生まれた。」
（1924 年生

男性）
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「96 年の予防法廃止までは、気持ちの上で逃げ隠れだったが、予防法廃止で気持ちはス
ッキリした。もうこれで逃げ隠れせんでもいいなー、と。重しがとれた感じといってよ
い。」（1937 年生

男性）

「自分自身が一番変った。自分が一歩踏み出したことで
いていても

皆の受け入れが、良いことを

呉服屋、美容室、商店街を歩

ひしひしと感じた。」（1941 年生

女性）

②家族の絆
そして、家族の絆が強まったことも語られた。
「８７年妻子が上京し、再び家族として生活していたが、
「らい予防法」廃止の記事を目
にした日初めて妻にこの病気にかかっていたと告げた。妻もとうに知っていたと明るく
こたえ、それをきっかけにそれまで妻子が受けてきた差別の苦労もきくことができ、す
まなかったと頭を下げることができた。せきを切ったようにハンセン病のことを語り合
うことができ、夫婦の絆はどの家族よりも強くなった。息子も父のハンセン病のことを
理解できる人でなければ結婚しないと言って、結婚し、孫もできた。」
（1944 年生
「家族や近隣の方々が喜んでくれて、偏見もやわらかくなった。」（1943 年生

男性）
男性）

③人間回復へ
また、裁判がまさに「人間回復」であったことも語られている。
「熊本の原告の人たちに本当に感謝している。勝訴判決を見て、地獄からのよみがえり
を感じた。ハンセン病で地獄に落とされ、生きた亡霊としてそのまま人生を終えるはず
が、裁判によって１８０度よみがえった。勇気をもって堂々と生きていける。隠さなく
てはならないというトラウマから解放された。生きていればよいこともある。悪いこと
ばかりじゃないと希望をもった。」（1944 年生

男性）

④「生きていて良かった」−退所者の会への参加
更に、退所者の会への活動に参加するきっかけともなっている。
「みんなＴＶからもやるから一般の人も理解するようになってると感じる。それを受け
て自分も堂々と自分のこと、両親のことを言えるようになっていると思う。又「退所者
の会」の活動もするようになった。」（1943 年生
「

生きていて良ったなあ

女性）

こんな日が来るなんて。こそこそ生きていた時代に、運動

を起こして闘った人はすごい人だと思う。原告団に加わらなかったのに補償金がもらえ
た。それもきっかけとなって退所者の会に参加するようになった。」
（1947 年生
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「退所者にも給付金が出る等の裁判後、退所者の会へ入った（２年前から）」
（1941 年生
男性）
⑤自治体対応
「園の対応について 2002 年退所以降は、なんとなくバックアップやフォローが消極的
になった気がする熊本県の対応は前向きに良くなった。」（1946 年生

男性）

もちろん変化には、国の補償による経済的安定も大きな点である。
「国は、一定程度の義務を果たしていると思う。個人的には、今以上のことを要求して
いくことはないと思っている。補償を受けられることによって、生活が安定した。全て
の不安が解消されたのではないが、特に経済的な安定は、大きなことである。」（1947
年生

男性）

「裁判のあととても変りました。沖縄県の場合、自治体の取り入れが早かった。自分自
身が一番変った。自分が一歩踏み出したことで
歩いていても、皆の受け入れが、良いことを

呉服屋、美容室、商店街（銀天街）を
ひしひしと感じた。」
（1941 年生

女性）

「定年で仕事をやめたこともあり、今まで妻が行っていた役場に行くようになったが親
切に対応してくれる。」（1941 年生

男性）

「変って来たと思う。社会も、国も、地方自治体も。」（1936 年生

男性）

⑥周囲が変わった
「周囲の人達は以前より病気のことを理解してくれるようになったと思う。周囲の理解
が高まったことによって自分自身の気持も楽になってきた。」（1944 年

女性）

「一部だろうが、支援の会を作ったりして、自分のことのようにして私達の運動を支え
てくれる。こういう事は今までなかった。裁判があって初めて出てきたこと。大勢の人
達が、新潟、群馬で本当に献身的にやってくれる。それが革新的な人だけでなくお坊さ
んやキリスト者であったり色んな人がやってくれて、うれしい。有難い。」
（1932 年生

男

性）
「具体的な講演会や展示会、シンポジウムを開いたりやっている。全部よくなったわけ
ではないが…。ある時期におかしやイモンがあったがそれだけにとどまっていたが、
段々と里帰りが積極的になってきた。」（1932 年生

男性）

「ハンセン病は感染しないと言うことが知られるようになった。だから故郷のクラス会
にも行けるかなと思う。でも、不安は残るので実際には行くことができない。」（1932
年生

男性）
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こうして、
「自らの内なる差別」の克服が、今後の変化の出発点になる、ということであ
るが、偏見と差別の壁はそれだけ厚いといえるであろう。
（３）周囲が消極的方向に変わった
しかし、家族間、入所者と退所者、裁判参加者と非参加者、職員との間に様々な反目、
対立も引き起こしている。これもまた、ハンセン病政策の過ちとその延長での新たな被害
に他ならない。
「お金がおりることを知って、再々婚の話をした時に甥たちから反対された。ちょうど
その時期に現在の妻と仲良くなったので金目当てと誤解されたようだ。」
（1926 年生

男

性）
「入所者について−あれだけいい生活をしていてどうなんだろう。これ以上大袈裟にす
る必要はないのでは。むしろ外に出ている人こそ大変。出た人達にとっては良い判決だ
った。園内でもこういうお金があるのだから退所しろとの風潮が出ている。中の人の反
応としては『退所しないで補償金もらう方がいいよ』と言っている。」
（1937 年生
「（裁判中）園での原告団の会計をしていたが

男性）

職員の態度が変ったと感じた。また原

告に加わらない入所者からも、言葉や態度から嫌がらせがあった。（勝訴）裁判が終わ
った後も、入所者同士のへだたりを感じていた。また職員は職場を失うことになるのか
と心配していた感じがあった。」（1939 年生

男性）

そのような中、
「園の対応について 2002 年退所以降は、なんとなくバックアップやフォ
ローが消極的になった気がする」
（1946 年生

男性）という声がある。また、
「妻がらい予

防法廃止後、自分がハンセン病だったことを知り、妻との関係が悪くなった」（1940 年生
男性）という深刻な語りもある。
（４）裁判について
やはり､裁判が大きな力になったことが語られている。
「自分たちの生活が苦しい時に勝訴判決があり、思ってもいなかったお金がもらえた。
弁護士さんには本当に感謝している。ありがたい。裁判には何回か夫婦共行った。提訴
当初園の患者の賠償請求の新聞記事を見て夫婦でこんなこと言って恥ずかしいと話し
合っていた。裁判で受け取ったお金を夫の兄弟５名に少しずつ分けてあげた。兄弟も苦
労しているので。」（1930 年生

女性）

「勝訴判決がせめて１０年早かったら、もっと多くの人が助かったのにと思う。
」
（1934
年生

男性）
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「裁判の時は、自分達が闘うことによって、将来が保障されるというイメージが強かっ
たんです。そのまま埋もれるのではなくて、自分達が今立ち上がることによって、自分
達の将来が保障されるという志望もあったし、そういう話でしたから。じゃあ力を合わ
せて、退所者の会を作ろうということで、事務局もやっていましたから。結果的に勝ち
まして、入院している人も全部もらえるようになったわけです。そういう形で、非常に
良かったと思う。」（1937 年生

男性）

「裁判中からも国内からの反対が大きくて大変だった。その反対を押しきってやってき
た。抵抗は本当に強かったし、最初に出た金額は本当に低いものだったし、高齢になっ
て今さら、外で暮らせない人も多くて、矛盾だらけだったけれど、勝って本当によかっ
たと思う。」（1938 年生

男性）
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９．「生きることを支えたもの」
退所して「社会」で生きていくことの支えになったものは何と言っても、家族であった
ことが語られている。人間としてどう生きるか考え、人のために、家族のために生きるこ
とを選択した人。また、家族のためにこそ頑張ってこられたということであるが、その気
持ちは、単純な家族愛と言ったもの以上に、妻の自殺を乗り越え、
「だました」
「すまない」
と思いながら、さらには自分の過去を隠すためにこそ愛情を注ぐと言った複雑なものであ
る。
療友の存在、退所者同士の支えも重要であった。しかし、宗教はともかく文学、趣味等
の回答は少なく、必死に自分と家族の生活のため仕事をしなければ生きていけないという
厳しい退所生活の姿がうかがえる。
療養所の看護師や職員、友人が支えになったという聞き取りは、６０年代末から７０年
代入所の人に多いのも象徴的である｡
「病気は仕方ない。自分の責任ではない。自分の方から皆にとけこむように、自分から
努力していくこと」
（1934 年

男性）という、病気の受容、周囲にとけ込む努力、
「退所し

た頃は、税金を払うだけの給料はもらえなかった。自分の力で自分で食べて生きていくこ
とが出来た。それまでは、園のやっかいになっていたが、自分の力で生きた」（1926 年生
男性）という自負もまた、退所者への「社会」の壁の厚さ、厳しさを示すものといえよう。
（１）脱走してでも、外（社会）で暮らしたかった
「脱走してでも、外（社会）で暮らしたかった（このままでは、いたくなかった）
。外に
出てからは生活（家族）があり、支えねばならなかった。」（1931 年生

男性）

社会への強い渇望が見られる。
（２）療養所に二度と戻りたくない
「もうああいう療養所には、もう二度と帰りたくないという気持ちね。それが強かった
ですね。できた家庭もパアになるしね。社会的地位もだめになるし、二度とむこうには
帰りたくないということで、生活を、いつも食べて、栄養をつけて、キチッと生活して
いこうという気持ちが強いですね。それが支えになった。」（1937 年生

男性）

（３）人間としての生き方を考える
「人間として、どうあるべきか、いつも考えていた。本を読む事で、多くの事を学び、
心の支えにした。宗教には頼らなかった。」（1922 年生

男性）

「人間だ！という自分自身の主張だろうと思う。ハンセンになって捨てられるように療
養所に入って、人間として扱われなかったのをみて、「オレも人間だ！」という叫び。
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療養所も戦争もない平和な国にしたい。楽しく生きていける、偏見もなく差別もない社
会が形成されるようにと思って生きてきた。自分が自殺をしそこなって病気に侵された
体を肯定してからは、常にそれがあった。人権無視の世の中を放置していてはよくない。
闘っていかなければという思い。」（1932 年生

男性）

「まわりの方に恵まれたのだと思う。不自由だからこそ、まじめにしなければならない
と思った。」（1942 年生

男性）

「人のために役に立つこと。園の頃強く決意した（高校の作文）。子供ため、家族のた
めと頑張ること、生きること。」（1952 年生

男性）

「不本意ながら隠れるような生活をしてきたからこそ、人に決められるのではなく、自
分の考えで生きていこうと思えるようになった。宗教にも誘われて入った。療養所から
出て自立することが人生の目的だったのに目的が達成されると人生の目的がなくなっ
てしまって、どう生きていけばよいか、何を目的に生きていけばよいか悩んだからです。
その時も自分の考えで続けなかった。」（1957 年生

女性

1968 年入所）

（４）家族
「妻と家族。自分は家族に責任があるんだという気持ち。」（1937 年生

男性）

「結婚し、妻に対する責任があった。嫌われていた病気に負けていられないと思う気持
ちが支えであった。仕事に対する努力をしたこと、仲間に恵まれたこと。
」
（1941 年生

男

性）
「表向きに云えば妻が自殺をした（女房は夫がハンセン病であった故に言葉では理解し
てくれていたが、一般の視線はきびしかった。それが自殺の原因だったと思う。）その
女房の死によって子供達（５人の）がいたから懸命に生きなければと。その苦しみが自
分を支えてきたと思う。」（1939 年生
「 家族

男性）

ですよ。支援者の方たちが１００％の愛情をそそぐよりも家族の１の愛情を

そそぐのにかなわないと思います。だから家族の皆さん手をさしのべるのは今ですよ、
と話している。」（1941 年生

女性）

「妻子（生活を支援しなくてはという責任感から入所中から働いて５万円の仕送りを続
けた）、特に子に対する思い、責任感。家族の絆が命綱。」（1944 年生

男性）

「妻子があったこと。病気になって死んだつもりと思っていたこと。今、与えられた 恵
だから。」（1936 年生

男性）
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「妻の兄弟と付き合いができていた。」（1939 年生

男性）

「母親の面倒をみること、子供を立派に成長させること。子供には自分ができなかった
こと（人に役立つようなこと）をするように育てた。一人の人間としてがんばってほし
い。『子供』が支えた。」（1946 年生

男性）

「子供のためにと思って生きてきた。子供が支えだった。子供は皆、私の病気は知って
いるが、娘の夫がひょんなことで知った時、「そんなんもううつらへんのでしょ」と言
ってくれた。」（1947 年生

女性）

逆に、一人でいたことをあげた人もいたが、ハンセン病による隔離政策は、それだけの
強さを強いたといえようか。
「中小企業ながら、その都度食べることに困らず仕事をやってこれたこと。父と生き別
れて以来親類縁者との付き合いもなく、まったくひとり身でいた。それがよかったので
はないかと思う。」（1940 年生

男性）

（５）仕事
「仕事が好きで、身体を動かすことが好きだったので、何か仕事があったことが支えだ
ったと思う。退所直後は生きるために働き通し、その習慣から抜けられないといった状
態か。」（1926 年生

男性）

「社会復帰してからは子供（長男）の存在。それから、不自由者の付添い、看護の体験
が長い人生での自分の支えだった。」（1937 年生

男性）

「人並みに暮らしたい。人間として。努力して働いた。妻の励ましで仕事が続けられた
事は感謝している。」（1939 年生

男性）

しかし、仕事も、故郷を捨てる覚悟と目立ちすぎないようにやらざるを得なかった。
「ここが駄目なら東京があると思い続けてきた。無謀なことをやらず
（1931 年生

そっと

やる。」

男性）

（６）療友・退所者の会、地域の友人
「藤楓センターの退所者の会、に来ることが一番楽しい。病気のことも何でも話せる。
カトリック教会に行って少しはいやされている。」（1930 年生

女性）

「周囲の人の恩情。気を使ってくれる人がいる。相互の関係を作ること。
」
（1930 年生
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性）
「草津にいる友人。 いざとなれば草津に行ける 」（1937 年生

男性）

「今は、自分が地域で生活する中で、自分を知ってくれている人がたくさんいるのでそ
ういう人たちからも支えられている。」（1938 年生

男性）

（７）宗教
「クリスチャンとしての生き方。罪だらけの救いがたい自分でも、すべて本音で生きる
ぶつかってきた、友人たちから見すてられなかった。きたえられて生きるうちに、多く
の友人を、得たような気がする。それと妻、の存在。又

今は、自分が地域で生活する

中で、自分を知ってくれている人がたくさんいるのでそういう人たちからも支えられて
いる。」（1938 年生

男性）

「宗教（聖公会）。教義が心の中にあるから。」（1918 年生

男性）

「信仰（カトリック）を持っていたことで救われたと思う。療養所で出会った神父、シ
スター、職員、入所者達にも親切にしてもらった。その時々で出会ったいろんな人に支
えられ、励まされ、いやされ、今の自分があると思う。倒れそうになると支えてくれる
人がいつもあらわれた。」（1950 年生

女性）

（８）教育
いろいろな面で、教育が、大きな支えになっていることも重要である。
「夜間学校の６年間、あれが支えになったと思います。ああいう知識があって、実社会
に出てきて、本当にあの当時、一人抜け、二人抜けで、最終的に、ぼくと、２人か３人
しか残らなかったですよ、青年学校、夜間学校には。学問に興味のある人しか残ってい
ないし、そういう形で実社会に出てきた時に、それが支えになった。」
（1937 年生

男性）

「子供の教育。自分の経験を考えれば、せめて子供達にはしっかりと教育を受けて欲し
い。自分は子供の勉強のことはきつく当たった。子供は意味が分かっていないから『オ
ヤジはきつかったなあ』と言うが。」（1935 年生

男性）

「中卒だからといって負けるものかと思ってがんばってきた。」（1932 年生

男性）

（９）園の職員、看護師､友人
「療養所の職員（Dr.）から、
「結婚しても良いんだよ」といわれた言葉も支えになった。
絶望しなくて良いんだと思えた。」（1947 年生
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「看護婦の献身的なかかわり。」（1951 年生

男性

1969 年入所）

（10）読書
「読書（ハンセン関係）について。深く読んで良かったか、読まない方が良かったか。
シビアな歴史・中身について無知の方が良かったと今は思う。ある程度知識・経験を積
んだ今の方がショックを受けないと実感。」（1951 年生

男性

1969 年入所）

（11）ただ、働くこと
「何もない。生きていくのは､最低限仕事して､趣味をもつこと。自分の過去をさとられ
ないようかくし続けていくことであった。夢とか希望とかなかった。ただ働くことだけ
しかなかった。」（1950 年生

男性）

（12）病気に負けない、決別のために
「嫌われていた病気に負けていられないと思う気持ちが支えであった。仕事に対する努
力をしたこと。仲間に恵まれたこと。」（1941 年生

男性）

「入所した時の神経の痛みや、死ぬ程苦しかったこと、でもそこで生き残った、という
ことと比べたら、他のことはそれ程大変ではない。」（1955 年生

男性

1965 年入所）

「病気と決別している。病気であり続けるのなら多磨に入っている。病気のことだけは
絶対に人に言いたくない。」（1959 年生

男性

1968 年入所）

（13）感謝の気持ち
もちろん､感謝の気持ちが大事だという人もいる。しかし、「軽度だからいえる」ことで
あろうか。
「世の中には、もっとひどい病気の人もいる。この病気にしても、自分は幸いにして軽
い方であり、仕事も家庭も持つことができた。自分は恵まれているという感謝の気持ち。
治療は、国が責任を持ってしてくれる。プロミンのおかげで、ガンにもなりにくいと聞
いているし、うらむより、恵まれている部分に目をむけてきた（軽度だからいえるのだ
が…）。」（1947 年生

男性

1968 年入所）

「自分の力で生活する信念。弱気を人に見せない。人に対する感謝。」
（1932 年生
（14）勝訴判決
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「自治会での活動や裁判で勝訴判決を聞いたこと。 生きていて良かった という言葉が
自然に出てきた。」（1942 年生

男性）
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10．国等への要望−是非かなえて欲しいこと
ここに挙げられた要望は多岐に亘るが、入所・退所生活における被害の実相を物語って
いる。つまるところ人権の保障と言うことになろう。この要望を誠実に実現することによ
ってこそ、
「人生被害の回復」ができ、再発防止への取り組みも具体性を帯びることとなろ
う。以下ではさまざまな具体的な要望が語られているが、次の語りは、取り組むべき主体
と内容、そしてその困難さを端的に表していると言えよう。
「人権の問題。まだ暗く生きている人がいる。一人ではどうにもならない。そういう状
況が解き放たれることが必要。普通の病気扱いされる環境になれば。ハンセンは歴史が
長く傷が深い。そこまで行くのが大変。こういう状況を放って置いて欲しくない。退所
者としては、住居、医療関係での保障。県によって違うのでどこでも見てもらえるよう
な環境が必要。」（1945 年生

男性）

語りのなかに示される要望のなかで、ほぼ共通するのは、差別・偏見の克服、家族への
補償、医療保障、経済・生活保障、今後の生活の場の保障、の５つである。とくに、今後
の生活の不安を踏まえ、自宅で最後まで暮らしたいという望みの一方で、他方では新しい
施設や、老人ホーム、グループホーム等のより整備された施設への要望があること、さら
には、様々に複雑な思いを抱きながらも、いつかは再び療養所での暮らしも考えなければ
ならないという語りも、地域で暮らし高齢化しつつある退所者の生活を表しているものと
して深刻に受け止められなければならない。
（１）現在の願い
現在の願いは、「平和で安らかな」「差別のない」生活を送りたいというものである。
「らいという病気が撲滅される、この世からなくなるという願いもかなえられたし、そ
ういう苦労もおそらくもうないであろう。今は「平和で安らかな」生活、そればかりを
願っている。」（1918 年生

男性）

「みんなが嫌うことなくしてくること、差別、偏見がないそれだけは望みます。差別の
ない平和がいい。」（1930 年生

女性）

そして、自分のみでなく、全ての人へ恩恵が行き渡ることを願っている。
「自分は現在も保養園の入所者と親交があり一時金のことも給与金のことも教えてもら
った。しかし誰からも知らされず、恩恵を受けていない人がきっとあると思う。全ての
人にこの知らせが行き届くようにしてあげてほしい。」（1926 年生

男性）

「政府からの援助もあり生活も楽になっているのでそれが続いて欲しい。できれば自宅
で最期までいたい。（神様が決めることであるが…。）」（1918 年生
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（２）国・自治体への要望
国に対しては、なお、明確な謝罪を求める声がある。またそのなかには、より具体的に
過去の断罪を迫る声もある。
①国の謝罪等
「失われた知覚を回復させたり､指の曲がりを直して欲しい。国へなお一層の研究を進め
ていただきたい」（1922 年生

男性）

「偏見打破の運動はこれから。本当に国に謝罪してほしい。はっきりと皆があやまって
いるんだとわかるように、二度と黒川のような事件がおこらないように、してほしい。
人権擁護局も。」（1932 年生

男性）

「国の不満なことは、健康保険の公費負担、免除申請等公約が守れていないこと。」
（1939
年生

男性）

「光田の文化勲章を剥奪したい。又は、受賞者名簿から削除すべきである。社会の功績
者でない。犯罪者なんだから…。まちがえたハンセン病の啓蒙を続けていく間は終わら
ないんじゃないのかな。」（1925 年生

男性）

②差別・偏見を無くす
「中国残留孤児と同じ。人権がハクダツされた人間からみれば、別にお金が欲しいわけ
でもなく、罪もおかしてなかったのに、何故、差別されなければならなかったか。差別
をなくして欲しい。」（1926 年生

男性）

「国・専門職の人々が一緒に良い政治を行ってもらい、よい導きをもたらしてほしいそ
してそのことが長く続いてほしい。差別と偏見を取り除き、人間の尊厳を尊重する社会
を作ってほしい。」（1944 年生

女性）

「一般社会の人に理解してもらって、差別をなくしてもらいたい。偏見をなくすのは無
理だけど理解してもらいたい。当人を傷つけてもらいたくない。自分らは、つらい思い
しているから、人にはさしたくない。１〜２年前にやっと分かった。」
（1950 年生

男性）

さらには、
「安易なハンセン差別の啓蒙キャンペーンはやめてほしい。本当にわかってい
るのか。中味が無さすぎる。もっと考えてほしい」（1952 年生

男性）という指摘や「国

に対して：教育を薬害エイズの方たちのように、教科書の中に教材として子どもの教育の
一環として入れてほしい。報道関係の中でＣＭの形でテレビで芸能人を通して『ハンセン
病は治る病気になったんだよ。移らない病気。後遺症は、ただの障害だよ』と言ってほし
い」（1941 年生

女性）といった、より具体的な語りも、ハンセン病問題の現状を考える

示唆となる。
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③ハンセン病への理解の促進
偏見・差別を無くす出発点を、ハンセン病の正しい理解の促進であると指摘する語りは
多い。特に、若い人への働きかけと共に医療従事者に理解を求めている点も重要である。
「まだ病気は治らんと言う人がいる。病気は治ることを伝えて欲しい。
」
（1942 年生

男

性）
「松丘保養園を離れて生活することに一生懸命だった。努力して働いてきた。病気のこ
とについてわかりやすく、正しい事を説明してほしい。特に若い人には。
」
（1939 年生

男

性）
「ハンセン氏病を理解しましょう、等々、よくポスターなどもはられているが、こんな
ウワベだけの活動でなしに、小学生の頃からでももっと、病気の事を理解できるように、
心からのケイモウ活動を希望します。今の活動は現実性が無い気がする。又、若い病院
のドクターも、この病気の事をはっきり理解してないと思うし、医療従事者の中にもこ
の病気に対する差別はあると思う。もっとちゃんと理解してほしい。」
（1947 年生

女性）

「自分もオープンにしなくてはと思うがこわくてできない。普通の病気として『昔こん
な目にあって大変やった』と語ることができる世の中になって欲しい。
」
（1942 年生

男

性）
④医療保障
医療の要求も多様であるが、まず、ハンセン病医療と一般医療、さらに精神面でのケア
の充実が求められている。とりわけ､退所者が「社会」で生活する上で、医療の安心が基礎
であるが、そのために一般医療機関での受診が出来なければならない。
「医療費の一部負担の助成。通院の機会が多い、費用がかかるので。住んでいる近くで
適切な医療がうけるところがほしい。」（1941 年生

男性）

「不安や心配なく医療を受けられる体制をつくって欲しい。」（1942 年生

男性）

ア、一人の人間として−医療の基本
「国に対して、自分も含め、退所した者たちの医療問題を保障して欲しいということが
一番。給与金はもらったが、これからの生活が心配。医療問題を無償にして欲しいとい
うよりも、国の行政として患者を 1 人の人間として考えて欲しい。その人間としての根
源に立って医療問題も解決して欲しいと思う。」（1939 年生

男性）

イ、普通の病気として
「普通の病気として扱われ､安心して治療を受けられる体制があると良い。」（1943 年生
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女性）
ウ、一般病院での受診を可能に
「一般病院で看てくれるところがない。普通の病歴のように語れない（いついつ頃肺炎
を患いました、というふうに）、普通の病気としてとらえてくれない。沖縄で、精神面
でも、病気の面でもちゃんとケアしてくれる病院があればいいと思う。せめて県立病院
にでも。傷の消毒だけするのに愛楽園に一日がかりで行くより、近くの赤十字病院なら
歩いて行けるのに今は行けない。」（1947 年生、女性）
エ、精神的なケアを
「医療問題と関連するかもしれないが、らい予防法は廃止になったが医療面では癒され
ていない。精神的な傷がある。その傷の責任まで国が考えて欲しい。」
（1939 年生

男性）

オ、医療費の保障
「子供いないし、年齢が高くなってから、医師にかかる場合、医療費のことが気になる。
全額保証してもらえるような制度があると安心できる。住宅も､公的な住宅へ入れるよう
にして欲しいが、京都府に相談に行ったが一人だけ特別扱いできないと言われた。」
（1944 年生

男性）

⑤家族被害への補償
家族の受けた被害も甚大である。自分以上に家族への補償を求める声は痛切である。
ア、「家族ぐるみの苦労」への補償
「実情に応じた保障を。無駄な金を使わないと自分が生きる場所はなかったし、その保
障は今までしてくれなかった。現在生きている人に保障がないのはどういうことか。今
の保障は自分が生きているときの保障。死んだら妻は無関係なのか。個人に対する保障
というのはわかるが、同じ苦労をしてきたことはどう考えるのか。社会復帰の先駆者と
して、家族ぐるみで苦労してきたことをどう保障し報いてくれるのか？せめて生きてい
る人の家族を保障してほしい。法の中で慈しみのあることをしてほしい。閉じ込めて、
人権を奪った根拠がどこにあるのかどのくらいの代償を払ったのか？」（1924 年生

男

性）
「ハンセン病者の家族であるが故に被った負担を保障してほしい。自分が園に入らなか
ったらしなくていい苦労を家族はした。いまさらどうこうというわけではないが、それ
を負担してもらわなければならなかっただろうに。」（1930 年生

男性）

イ、自分以上に兄弟の苦労が大きかった
「自分以上に精神的に苦労したのは自分の兄弟であり、よく我慢してくれたと思う。こ
の病気で苦労した人達が沢山いるということ、国からの保障金で生活できること。」
（1941 年生

男性）
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ウ、残された家族に
「退所者給与金→遺族年金のような残された子供達に受給権が渡せないか。自分亡きあ
と家族が困らないように何らかのお金を考えてほしい（病気のため結婚が遅くなり子供
がまだ幼いため）」（1952 年生

男性）

⑥補償･給与金等について
補償や給与金については、水準等まだまだ問題は多い。
ア、国に感謝はするが。
「国に対しては、生活の保障をしてもらい感謝している。金を出してもらい高校まで行
かせてもらった。外で生活ができ、治療もできていたら、どういう風に変わっていたろ
うか。たぶん材木屋で働くということはなかったのではと思う。」（1941 年生

男性）

「妻が寝たきり。自分も患者。その費用を是非援助してほしい（せつじつな問題）。先
が短いのでお金のことは大切。」（1926 年生

男性）

「生活支援金が健康者である妻に自分が亡くなった後ももらえるようにしてもらいた
い。」（1934 年生

男性）

「給与金に対して平等に検討してほしい。和解はしたが、変らない境遇だけど、個人で
格差がある。」（1946 年生

男性）

「補償金の取りあつかい入所者と、退所経験とで同じように保障してほしかった。それ
はとても不満です」（1939 年生

男性）

「生活補償を続けて欲しい。一時金は受け取りたくもなかったが。」
（1931 年生
「給付金の水準を維持してほしい。下げてもらっては困る。」（1941 年生

男性）

男性）

イ、母への補償、母の墓への援助
「その日の朝３時頃、母は愛楽園へ強制収容されました。１日も故郷に帰ることなく遠
い山原（ヤンバル）の地で一生を終えた母のことを忘れたことはありません。母を奪わ
れた私たち兄弟はお互いに助け合って生きていくほかなく、本当に大変でした。ハンセ
ン病国賠訴訟では遺族も補償を受けられるようになりましたが、私たちはこの補償から
漏れています。母が死亡してから２０年が過ぎているために除斥期間にかかるというこ
とで取り扱ってもらえませんでした。母が強制収容されて亡くなった後、私たちは一銭
も国から補償してもらっておりません。人道上それでいいのでしょうか。私としては納
得がいきません。人情というものがあるのであれば、厚生労働省はこのまま私たちのこ
とを見捨てたりせず、私たちの問題もちゃんと取り上げてほしいのです。せめてきちん
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としたお墓が建てられるだけの援助くらいはしてほしいものだと思います。」
（1934 年生
男性）
⑦生活支援
ア、経済的保障
「他の障害者の生活が厳しいので何とか考えて欲しい。生きていくには、どうしても経
済力ですよ。経済力がキチッとそれなりにともなえば、家族も安定だし、生きていけま
すから。私のモットーは、療養所に帰らないこと、二度と戻らないということが、私の
モットーですから、そういう仕組みが、従来の仕組みが、継続されて、支援金制度がキ
チンとされていけば、一生ここで生活できると思います。家族に看取られて天国に行け
ると思いますよ。だから、そういう制度は、大事にしてもらいたい。ぼくは年とっても
戻らない。」（1936 年生

男性）

イ、手帳交付
「障害手帳のようなものがほしい。夫は１級を持っていた。私は障害のはとれないよう
だ。もっている元患者は多いみたいだけど。飛行機も半額になるらしい。こんなんを持
っていたいと思う。」（1930 年生

女性）

「ハンセン手帳（医療、介護）の交付を希望している。手帳があれば、どこの病院でも
かかれる。医師（先生）を選べる。
（療養所の存続もどうなるかわからない）
（1946 年生
男性）
⑧相談･支援の窓口
「ハンセンは終わった、と云っても過去を語れない人々がいる。相談や支援の窓口など
救済してほしい。（未感染児など保障を申し出できない人もいる）」（1936 年生

男性）

⑨検証会議・実態調査班へ
「隔離政策をとったことについては、過ちを認めていることについて、自分は受け入れ
ている。しかし、自分たちを人間として扱わず、犯罪者のように扱ったことは許せない。
今後こういうことが再び起きないように、検証会議でやって欲しい。」
（1933 年生

男性）

「是非、調査に際してプライバシーをきちんと守ること。自分の名前は公表しないでほ
しい」（1939 年生

男性）

⑩今後の生活について
高齢期に入って、今後の生活への不安は大きい。
ア、在園保障・将来構想について
療養所に対して、最後の１人まで面倒をみてほしいというのが、切実な声であるが、他
方で否定的な意見もある。

329

療養所退所者調査

「最後の一人になるまで国は園存続とは言っているが、無理ではないか。退所者の中に
は近医にもかかれず、一般の老人ホームにもいけない人もいる。職員の人も働くところ
がなくなる（又今から外で働くのは大変ではないか）。今は病院としても、若いＤｒ、
Ｎｓも要望しても無理。だとするとホームとしてどこか一所でもモデル的に設置しても
らいたい（外に出た人達のために）そこで職員も働く。」（1937 年生

男性）

「今後の療養所は一般化していくほうがいい。治療の面を本格化すべきだ。専門家があ
あいう行動をとったからみんなが信じた。」（1924 年生

男性）

「補償の対象者が少なくなったからといって、少数意見を無視したり、切り捨てること
のないように、最低でも、現状を最後まで補償してほしい。経済面だけでなく、施設運
営の面でも同様である」（1947 年生

男性）

イ、老人ホーム､施設へ−普通の高齢者として
「これからどうしようかと考えてしまう。丁度退職時左手悪化。再就職もせず年金暮ら
しとなった。貯えもなくなっての老後はどうするか。お金もらったので再入所は出来な
いのではとも心配。どこか一所でも最後に行けるホームを作ってもらいたい。一般のホ
ームは気を遣って申し込みたくない。」（1937 年生

男性）

「将来年をとって動けなくなった時、再入所だけでなく分かっている人達と一緒に暮ら
せるグループホームなどがあればいい。後遺症もあるので、安心して､普通の高齢者とし
て暮らせるところがほしい。」（1943 年生

女性）

ウ、療養所へ
「園に入所することができるものか。入所できれば、そこで生活するか。今、世話をし
てくれる女性が老後をみてくれるというが半信半疑である。」（1939 年生

男性）

「将来、退所者にも療養所が利用できるようになって欲しい。老後の生活が日本社会で
は不安だから。夫も一緒に療養所に入った方が安心して生活できると思う。今ヘルパー
の仕事をしていて、戦争も乗り越えて生きてきた老人がさびしい生活をしているのを見
ているとそう思える。夫もこだわらない人だから、許されれば一緒に入ってくれると思
う。」（1957 年生

女性）

「夫婦で多磨に入りたい。」（1959 年生

男性）

エ、介護の説明を
「介ゴのことに関して、皆に説明する場を作ってほしい。」（1942 年生
⑪その他
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「ハンセン病の研究センターを作ってほしい。東南アジアの人々のために療養所にいる
人たちを里がえりできるようにしてほしい。」（1942 年生

男性）という要望もある。

（３）家族へ
複雑な家族関係を反映して、家族への受け入れを求める声も切実である。
①社会復帰を受け入れて欲しい
「当事者の家族たち、特に後遺症があって社会復帰したわが子に今さら帰ってくるなで
はなく手をさしのべて受け入れてもらいたい。同時に私たちも前向きに生きないといけ
ないと思う。自分が変われば周囲も変る」（1941 年生

女性）

②つらい言葉を聞きたくない
「自分のように、なんとなく世の中にひけめを感じながら生きてこなければならなかっ
たこと、そんな人間がいるということをわかってもらいたい。特に身内からのつらい言
葉は絶対にききたくない。」（1926 年生

男性）

（４）「社会」へ
社会への要望も痛切である。
①同じ人間として接して
「病気のことで二度とこのような苦しい目に合わせないようにして欲しい。自分よりも
いろいろひどい目に合ってる人もいる筈だから。区別をなくして同じ人間として接して
欲しい。」（1943 年

女性）

②苦労した分報われたい、分かって欲しい
「苦労した分、報われるような世の中にしてほしい。気を使い、金を使う。それぞれ苦
労があるけど、自分の努力ではどうにもならないことが我々にはある。
」
（1924 年生
性）
③社会も自由ではない
「社会に出ても決して自由になってない事を知ってほしい。」（1931 年生
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１．優生政策について
私立療養所の特徴として調査から読み取れることの第一は、
「優生政策」に関する事柄で
ある。
調査票の「あなたはハンセン病療養所に入所中、お子さんを産みましたか」
（【問 10-1】）
という設問に対して、6 名が「産ま（め）なかった」と答え、5 名がその理由として「園
内結婚をしなかった」ことをあげており（他の記述から判明するものも含めると、この件
に関してまったく触れていない 1 名を除く、9 名のうち 8 名が園内結婚をしていないこと
が判る）、「断種・堕胎・不妊手術をしたので」という回答は皆無である。国立療養所では
50％近い人が、「断種・堕胎・不妊手術」をしたことを、子どもを産ま（め）なかった理
由としてあげていることからすれば際立った違いであり、カトリック系私立療養所の持つ
大きな特徴といえる。
その一方で、
「病院の方針で園内結婚できない」
（1943 年入所

男性）という回答が示す

とおり、カトリック系の療養所においては、園内結婚は認められていなかったといってよ
い。それは、カトリックの教義と深く関わっており、療養所で働き生活をするシスターた
ちは、
「清貧」
「従順」
「貞潔」がモットーとされ、信仰の上において、男女関係を絶つ生活
が貫かれていた。そのことが、宗教的に価値のある生き方として、入所者に対しても求め
られていったのである。
「シスターが結婚もせずに頑張っているので、自分の結婚は考えて
いない」
（1945 入所

男性）。また、子孫をもうけること以外の目的での性交渉は、カトリ

ックの倫理観に強く反するものとされ、断種や堕胎は宗教上の「罪」であり許されるもの
ではなかった。
これらのことから、国立療養所において、隔離がもたらした大きな人権侵害である「断
種・堕胎・不妊手術」は、カトリック系療養所では、国立のそれとはまったく背景の違う
ところで、少なくとも建前上は実施されなかったのである。
この結果、聞き取り調査の言葉にあるように、結婚をしようと思う入所者は、国立療養
所に移っていくより仕方がなかったのである。

２．患者作業について
第二に注目したいのは「患者作業」についてである。調査票の「あなたは、患者作業を
した経験がありますか」
（【問 9-1】）という設問に、9 名中 7 名があると答えている（2 名
は無回答）。これは、割合とすれば特筆すべきことではないが、ブランクの多い私立の調査
票の中で、患者作業に関連する設問に対しては、ほとんどの調査協力者が応じている。こ
のこともカトリック系療養所のもつ一つの特徴ととらえてみたい。
たとえば、
「作業は家族としての助け合いが根本である。責任があるからつい無理をして
しまう。」
（1931 年入所
年入所

男性）、
「仕事をすることがいやだという気持ちはなかった」
（1940

男性）、
「キリスト教の教え 人の為に働ける 」
（1947 年入所

男性）という回答

があるが、カトリック系療養所において、
「労働」は、毎日の「ミサ」と並んでひとつの「宗
教的行為」と位置づけられていた。
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なお、1916 年に制定された待労院の「患者心得」には、「待労院在院者ハ常ニ病気療養
ニ専心スルト共ニ相互扶助ヲ計リ各自適応ナル作業ヲ行ヒ肉体及ビ精神ノ修練ニ精励シ確
固タル信仰ヲ把握シテ闘病シ」という言葉があり、祈りと働きを内容とする信仰が、闘病
の力として表現されている。また、1959 年にカトリック系宗教誌で、神山復生病院の 70
周年の特集が組まれたが、そのキャッチコピーが「祈りかつ働く生活」であった。宗教施
設における労働は、
「神の願いを地上に実現するための行為」なのである。これは「修道院」
の精神であり、神山復生病院が修道院になぞらえていたことがうかがえる。信仰をベース
にした伝統的生活形態の定着が、積極的に図られていったのである。それが、聞き取りの
中では「華のない修道院のようなところ」（1940 年入所

男性）という表現につながって

いったといえる。
患者作業への従事もそのような中で、入所者に対して施設側は求め、それに応えようと
した入所者が存在していたことは確かであろう。国立療養所の患者作業との違いとして注
目しておきたい。

３．信仰との関わり
そして第三に、入所生活と信仰との関わりであるが、国立療養所入所者への聞き取りで
も、信仰が心の支えになったと語る人が多くいることが報告されているが、私立の場合で
もそのことは顕著である。
ただ、その違いは、これまで述べてきたように、私立の場合には、療養所での生活全般
に、具体的な形で影響が及ぼされるということである。また、院長をはじめ、キリスト教
の精神に生きようとするシスターたちの姿は、おのずと入所者に影響を与えた。国立から
転園してきた調査協力者の一人も、シスターの姿から、国立は、生活状況は悪くないが収
容所であった。ここは精神的に看護してくれる療養所である、という意味のことを語って
いる（1954 年入所

男性）。そして入所者の口からも「感謝の生活」ということが強調さ

れていく。
したがって、調査員の感想にもあるが、逆に、たまたま国立に入れずに、この療養所に
入ってきた人などで、カトリックの信仰になじめない人にとって、この療養所はきわめて
居心地が悪いものであったことが想像できる。
さらに、神山復生病院のある入所者は、
「これまでの生活で、あなたの「生きることを支
えたもの」について、お話ください」
（【聞き取り 20‑3】）という設問に対して、
「復生病院
に来たことが自分にとっては良かったことだった。キリスト教の信仰。自分がらいになっ
た為に、兄弟、親戚に苦しみを与えずに済んでいるんだなという自負がある」（1941 年入
所

男性）、と語られている。長島愛生園の医師でクリスチャンであった神谷美恵子の「癩

者に」という詩の中に、「何故私たちでなくあなたが？／あなたは代わって下さったのだ、
／代わって人としてのあらゆるものを奪われ、／地獄の責苦を悩みぬいて下さったのだ。」
という一節があるが、自分が他の人に代わって苦しみを引き受ける、それを甘受していく
ことで、他者が苦しみから逃れられるという、ある意味で、療養所の中で説かれたキリス
ト教の信仰特有の思いを抱いて療養所生活を送っている人もいる。
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また、待労院診療所での調査を終えた調査員の印象の中にある、「キリスト教を背景に、
つらい環境にありながらも、敢えて自分をおしころし、運命を受け入れて生きていくこと
を、身をもって調査員に教えてくださったように感じた。」という言葉は、このような信仰
から滲み出る言葉が伝わったものであろうが、別の調査員の「私立の療養所という点とカ
トリックの教えがあるという点で、恵楓園との調査の雰囲気が全然違った。
「被害」という
言葉がしっくりこない様な印象だった」という言葉が示すように、園の方針を肯定的に受
容する傾向は強く、私立療養所においても隔離の被害の実態はあったことが資料などから
も明らかであるが、今回の調査ではほとんど語られていない。
この語られていない事実が何を語っているのか。そのことがこの私立の調査から読み取
らなければならない大きな課題であろう。
「本音は別のところにある」という言葉にしてし
まうのではなく、信仰と生活が一体となることで、また、私立独特の形を、国立との比較
で、国立よりましととらえることなどによって、ハンセン病隔離政策が持つ本質的な「被
害」に覆いがかけられている一つの事実を、この調査票は浮き彫りにしてくるといえるの
ではないか。そのこともまた「被害」ということの中身なのではなかろうか。

４．その他
上記のような、聞き取りのなかで示された国立と私立の比較は、転園の経験をもとに語
られている。転園ということには、国立から国立の場合であっても様々な要因が重なり合
ってのこととなろうが、特に私立療養所が関係する場合、その療養所の特徴が転園の理由
としてウェートを持つ事が、少ない調査事例からであるが推測することができる。
今回の国立の調査の中で語られた事例として、神山復生病院から、多磨全生園に転園し
ている人がいるが、その理由は、優生施策との関係であった。また、
「熊本に宗教病院があ
ると聞いたので、敬愛園を逃亡して熊本に向かった」
（1945 年入所

男性）。あるいは、
「生

涯外へ出られなくて療養所で暮らすなら、復生で信仰に一途にゆこうと思った」
（1931 年
入所

男性）というように、宗教との関わりで転園した事例も報告されている。それらは

私立療養所の特徴として特筆すべき部分である。
なお、本調査においては必ずしも具体的な聞き取りが出来なかったが、国立調査の中に
は、私立療養所入所の経験ありと答えた調査票が 8 件ある。その中には、既に閉園になっ
た身延深敬園における、
「小学校卒業後、檀家であった寺の僧侶の紹介にて身延深敬園に入
所した」（1936 年入所

男性）という聞き取りや、草津のバルナババホームの入所歴があ

り、そこでの生活が語られた調査票がある。身延深敬園の事例は、仏教系療養所の一つの
特徴ともいえよう。ちなみに、私立療養所における断種・堕胎は、それを宗教的視点から
断固許そうとしないカトリック系療養所に対し、身延深敬園は、仏教が深く関わる療養所
であるが、そのことに関しては基本的には国立と同様の態度であった。
以上、私立療養所調査から見えてくるいくつかの特徴について述べてきたが、この数の
データからだけでは、私立療養所の実態を解明するのは困難である。したがって読み取れ
る限りの部分から、上記のごとく、私立療養所の課題を解明する手がかりになりうるいく
つかの課題を確かめて、私立療養所の調査報告とする。
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五、家族を対象とした調査

※本調査にあたって聞き取りに応じてくださった 5 名の方々のプロフィールは、以下のと
おりである。
A さんは 1944（昭和 19）年生まれ、聞き取り時点で 60 歳の女性。両親ともにハンセン
病に罹患した。星塚敬愛園で園内結婚した両親は、1944（昭和 19）年 2 月に脱走、同年 5
月に母親の郷里で A さんが誕生している。子どもを産み育てるための両親の「脱走」であ
り、これが成功していなかったら、A さんはこの世に存在しなかった。A さんが 4 歳のと
き、両親はふたたび強制収容されてしまう。
B さんは 1945（昭和 20）年生まれ、聞き取り時点で 59 歳の女性。B さんが 3 歳のとき
に、病気の父親が強制収容され、母親は B さんを置いて再婚してしまった。B さんは親戚
を「たらいまわしに」される。父親は死んだと聞かされ、親戚の「冷たい」扱いのなかで
育つ。結婚後、24 歳のときに父親の存在を知らされ、菊池恵楓園で再会する。
C さんは 1943（昭和 18）年生まれ、聞き取り時点で 60 歳の女性だ。父親がハンセン病
に罹患、C さんが 8 歳のときに松丘保養園に強制収容される。保健所職員のおおがかりな
「消毒」行為によって、父親の病気が周囲に知れわたる。母親が職場をクビになり、生活
が困窮した。結婚後は、父親の病気を理由とする、夫からの暴力に悩まされた。
D さんは 1949（昭和 24）年生まれ、聞き取り時点で 55 歳の男性である。父親と異母姉
が星塚敬愛園に収容された。D さんの目に映る父親は「健康そのもの」で、
「父はここで仕
事をしている」ぐらいのイメージだったという。高校 3 年の就職活動のときに「身元調査」
をされ、退学を迫られるほどの厳しい就職差別を受けた。
E さんは 1932（昭和 7）年生まれ、聞き取り時点で 71 歳の男性である。E さんの家は「未
解放部落」。11 歳のとき、8 歳年上の長兄が菊池恵楓園に収容された。E さん自身は、「病
気は誰でもするじゃねぇか」という感覚で、子どもの頃から「隠さないかん病気と思った
ことはない」
。しかし、病気にたいする世間の偏見差別から、E さんは進学の希望をかなえ
られず、結婚差別にもあっている。
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１．差別を受ける①――生活そのものが脅かされる
国の隔離政策によって国民全体に煽られたハンセン病にたいする差別偏見は、その《家
族》たちの生活を脅かすほどに、厳しいものであった。
聞き取りに応じてくれた 5 人の方々は、それぞれ、まだ自分自身が幼い時期に、親やき
ょうだいが強制収容にあっている。この強制収容によって、世帯を支える年長者を奪われ
ただけでなく、その後も、周囲の差別にさらされることによって、《家族》たちの生活その
ものが脅かされることになる。それぞれの家庭が置かれた社会的・経済的位置によっても
異なるが、なかには、食べることにすら困窮する事態に追い込まれたケースもある。
C さんの父親は、C さんが 8 歳のときに強制収容された。「保健所の人が、ドドドッと何
人かで来て」
、家の中が「真っ白になるほど」の消毒をし、父親の持ち物を焼き捨てた。父
親が乗せられた列車には、ハンセン病患者が乗っていることを示す言葉が書いてあった。
このように「ハンセン病である」ことを周囲に知らしめるような強制収容があったことで、
このとき以来、C さんの家は、周囲からの厳しい差別を受けることになる。母親が、それま
で働いていた工場をクビになる。母親は、母子 2 人の生活で糊口をしのぐために、サンマ
や蕗（ふき）などの行商を始めた。
《C さん》母親はもう、そうとう苦労した。なんべんも「ふたりで死のう」って言って。
ご飯を食べれないんですもん。働いて、金取ってこないと、ご飯食べれないわけ。風邪
ひいたりとかなんかして、寝るでしょ。すると、食べないで、寝てるだけだったんです。
……あれが消毒でもなんにもされなければ、偏見の目もないし、そのまんまでいれたん
だと思います。だって、消毒される前は、なんともなかったんですからね。
ほかの 4 人の家庭の生活も、強制収容によって、それぞれに打撃を受けた。D さんは中学
校時代、苦しくなった家計を助けるために、朝の牛乳配達をした。小作ではあっても 2 町
をこす田を耕作していた E さんの家も、働き手である長兄を奪われたことで、「田んぼ、大
部分、手放した」。
さらに、両親が強制収容された A さん、父親の収容後に母親が自分を置いて再婚してし
まった B さんは、親戚の家で、「居場所のない」思いをする生活を強いられている。

２．差別を受ける②――学業を脅かされる
ハンセン病《家族》に向けられた差別偏見は、進学、就職、結婚など、人生のさまざま
な局面で、障壁となって立ち現れる。
学業については、肉親がハンセン病であることが周囲に知れわたり、学校での「いじめ」
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などによって、本人が「学校に行くのが嫌」な状況に追い込まれるケースがあった。また、
本人に進学の希望があるにもかかわらず、生活にゆとりがないために断念せざるをえない
ケースもあった。
A さんも C さんも、学校での「いじめ」を受けている。
《A さん》ただ、なんとなく、石コロが、わたしに向けて投げられるんですよね。……
そして、麻疹（はしか）とかなるじゃないですか。学校でそんなのが見つかると、特別
なことを言う。「あの人のは、うつるんだ」と。「わたしのお母さんが言ってたぁ」って。
そして、仲間外れにするんですね。それが悲しかったです。
《A さん》〔愛生園の看護学校に〕入ったら、やっぱり職員も一緒なんです。〔愛生園の
看護学校の職員も、わたしを、入所者の子どもとして、差別的に見る。〕「あの子はねぇ、
あそこの入所者の子どもだって」って、もうそれが、ずうっと広まって。またそこに、
暗く沈む……。 わたしはそう思われてる、そう思われてる。島の中でそう思われてる 。
《C さん》やっぱり、「そばへ来ると病気がうつる」って。わたしのそばへ行くと「病
気がうつるから、そば行くな」。学校行っても、ひとりだけポツンと。だいたい、端っ
このほうへ行ってるほうが多かった。……学校へ行くのが嫌だったんですよ。つねに嫌
で嫌で。……
なにせ、学校は行きたくなかったんですね。もう口では言えないほど。当番で掃除を
してて、わたしがそのへんを拭いてると、「そんなぁ、ダメだ」とかね。雑巾を投げら
れて、ぶつけられたりね。そういういじめをすごくされましたね。だから早く大きくな
って、違うところへ行って、早く結婚しようという意識がずっとあったんです。
E さんの家では、長兄が恵楓園に入所したのをうけて、妹の「子守り」が逃げてしまった。
小学生だった E さんは、かわりに妹の子守りをしなければならず、学校へ行くことができ
なくなった。
《E さん》朝飯食うてからね、すぐ妹を背中に〔背負って〕出るわけ。おふくろが片付
けるあいだに、泣くもんやから、手をとられんから、私が背負う（しょう）て、表に出る
ちゅうようなかたちで。……
もう〔学校へ〕行きとうてたまらんやったですね。……家の前におると〔妹が〕泣く
からだめで、納屋の前にいてね。で、ちょうどまたそのころ、みんな学校に行きよる、
わぁわぁ言いながら。で、まあ、納屋の前にいてね、〔私は〕よう泣きよったです。
B さんは、父親が強制収容されたあと、親戚を「たらいまわしに」された。高校へ進学し
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たいという希望をもっていたが、かなえられなかった。「やっぱり、わたしのまでは、まわ
らんかったんでしょう。母親から養育費出るわけじゃないし」。B さん自身、そのころは「投
げやりに」なっていたという。
《B さん》〔上の学校へ〕行きたいと思いましたよ。好きなこともしたいと思ったです
よ。だけど、やっぱり、自分も投げやりになって。 行っても行かんでもいいや、学校
は。中学校も出らんでもいいや

って思ったことも、なんべんかありました。

C さんは、行商に出る母親を、小学生のころから手伝っていて、学校を「サボりがち」だ
ったという。
《C さん》
〔母親は〕朝早く〔市場へ〕行くんです。だから、わたしもちょっと大き
くなってからは、〔サンマの〕冷凍溶かしたりとか、蕗の皮むきとか、手伝いましたも
ん。小学校の頃から、やりました。そうすると、学校もやっぱりサボるようになるし。
実際、学校は行きたくなかったですね。……
学校なんて、中学校なんか、やっと卒業できるぐらい行ったぐらいじゃないの。母親
を手伝うほうが、いっぱいでしたからね。
5 人の語り手は、それぞれの人生で、こうした障壁を乗り越えて進学を果たしたり、独学
で知識を身につけたり、学業以外に道をみつけていったりしている。

３．差別を受ける③――就業を脅かされる
就業にかんしては、仕事をみつける段階で、就職差別にあうケースがある。また、仕事
に従事するなかで差別発言にでくわすというケースもある。どちらの場合も、仕事をみつ
ける／しつづけるうえで、《家族》たちに強い不安や恐怖を与えている。
D さんは、高校 3 年生の就職活動のさいに、受験した企業からの厳しい差別を受けた。
《D さん》〔就職活動のさい、受験先は〕戸籍謄本の原本を取るんですね。身元を調査
しますから、あの当時は。……嫌でも出てくるんですよ、〔敬愛園の〕親父の住所が。
もう門前払いですね。
いちばん難物だったのは、昭和 41 年の 11 月ごろ、〔受験した会社から高校に〕「おた
くの生徒には、ハンセン病患者の身内がいますね。うちは、今後、おたくからは募集し
ない」と〔言われた〕。
〔これは〕暗黙の、退学勧告ですよね。進路指導の先生は「とに
かく学校を辞めろ」ですよね。
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C さんも、結婚後、仕事をみつけるのには苦労を重ねたという。病気の父親のことを言え
なかったり、「学校を出ていない」ことがあったりして、「パートじゃなかったら勤められ
なかった」。
《C さん》しっかりしたところへいこうとすると、履歴書というものが必要になってく
る。やっぱり、生まれやらいろいろ、ちゃんと書かなくちゃダメ。それがやっぱり、書
くことができなかった。学校も出てないし。……
《聞き手》でも、家族構成なんかは、結婚後の家族のほうだけを書けばいいんですよね？
だからもう、〔病気の〕お父さんのことは……？
《C さん》それでも、やっぱり聞かれました、面接で。「父親はなにを仕事してますか？」
とか。一回そういうことがあったら、もうそれが嫌で。それからは、そういうとこへは
行かないって、自分で決めました。
A さんは、愛生園の看護学校を出たあと、公立病院で働き始める。病気の両親のことは隠
していたのだが、それでも、療養所付属の学校を出たということで、職場の先輩から心な
い言葉をぶつけられる。
《A さん》最初に言われた先輩の言葉が、「あなた、看護学校どこ卒業したの？」って。
ふつう聞きますよね、やっぱり。つい出てしまったんです、「愛生園の看護学校」。〔先
輩は〕「あんたにはもう〔病気が〕うつっちょるよ」と。びっくりしましたねぇ。これ
が、〔たんに〕そこ〔＝愛生園の看護学校〕を出ただけの人だったら、
「そんなに簡単に
うつるもんじゃないよ」って言えたでしょうけど、〔自分には〕それが言えないんです
ね。
C さんは、職場でのハンセン病にたいする偏見を肌身で感じ、「職場でわかったらどうし
ようっていう不安が、すごくあった」と言う。
《C さん》この問題〔＝国賠訴訟〕が起きて、
〔ハンセン病問題が〕テレビに出るよう
になると。職場で、昼休みなんかテレビを見てると、「いやぁ、あんな人が家庭にいた
らどうなんだろうね？」って、へいちゃらで言う人が、いっぱいいる。そういうときの
気持ちっていったら、なんとも言えないです。実際、自分がそうだから。「そんなこと
言ったって、やっぱり、家族の人だって苦労してるんだわ。本人たち、なりたくてなっ
たわけじゃないんだから、そんなこと言わないほうがいいんじゃない？」っていうぐら
いは言えたけど……。
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４．差別を受ける④――結婚／結婚生活が脅かされる
恋愛や結婚をめぐっても、ハンセン病にたいする偏見差別が、《家族》たちを悩ませてい
る。
E さんは、「色気づいて恋わずらいする」時期になってから、自分の人生のなかでの、ハ
ンセン病をめぐる問題の重大さを認識するようになった、と語る。
《E さん》〔盆踊りで〕べっぴんさんと、やっぱ、知り合いになるわけね。そして、一
晩ね、横につれそうて話をしたってなんちゅうことはない。それがね、3 晩 4 晩続くと
ね、じわっと注文がつくわけ。「E さん、あんた、熊本〔＝恵楓園〕に兄貴がおるね」
ちゅうことになる。
25 歳のときに恋人ができた。しかし、E さんは、長兄がハンセン病患者であることと、
自分の家が「未解放部落」であることを理由に、相手の家族親戚から、厳しい結婚差別を
受けることになる。
《E さん》〔相手の家に挨拶に〕行こうかという段階になって、はじめて、それが表に
出てきた。住所なんかは、〔近所に住む〕M さんから、〔相手である女性の〕姉婿がいろ
いろ聞いて、で、結局、「未解放部落やし、兄貴はハンセン病じゃないか」ちゅうこと
で、強硬に姉婿が反対した。
相手の女性は、家族親戚の反対にさからって、E さんの家に逃げ、1 年ほどを過ごした。
やがて女性は妊娠。しかし、E さんに「内緒で堕ろしに行った」という。彼女の親戚がなん
ども迎えに来て、最終的には、彼女は実家に連れ戻された。
《E さん》〔彼女は〕いつも泣きよったもんね。
「なんで？ なんで、そういう人と、わ
たしは知り合いになったんだ」ちゅうことでもって。だけぇね、そのころ、部落の歴史
とか、それから、ハンセン病の問題なんかでもね、十分に納得できるあれがあるならば、
私も積極的にね、「そら、そうじゃねえぞ、こうじゃないか」と説得できた。……周囲
にそういうことの解説をできる、それはおかしいということをちゃんと説明してくれる
人がおらんもんで。そらあ、あんた、女の子が泣きゃあ、一緒に泣くしかない。……
いま考えてみたら、その時点ではね、当然、〔らい予防法という〕法はパーになって
ていい時期なのに、国会がね、あらためて法をつくり直したということにはね、腹が立
ってしょうがないです。
《E さん》私、一番言いたいのはこの問題なんですよ。昭和 28 年、「らい予防法」の改
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正をやったときに、すでにハンセン病は、まれにしか感染せんという〔認識が、国際的
にはあったし〕ね、で、いい薬もできて、完治できるということを、その時点で政府が
きちっとしてくれとったらね、私はそういう問題にあうあれはないんですよ。
A さんは、19 歳のときに、おなじ職場の男性と恋に落ちた。しかし、病気の親のことを
告げると、相手の男性は A さんのもとから去っていく。このことによって、A さんは、恋
を失った悲しみだけでなく、職場を失うのではないかという「怯え」の日々を送ったとい
う。
《A さん》「結婚を、結婚を」って言うから、 まだ、ちょっと早いかな と思いながら
も、 もしか

と思って、〔病気の両親のことを〕手紙に書き送ったんです。〔そうした

ら〕「あなたの体を介して、らいになるんじゃないか」っていう〔返事〕。
もうそれは、怯えましたね。……〔ハンセン病の家族にたいして〕世間はこんなふう
に見てたのかっていう、驚きですね。それは怖かったです。その人が言い触らすんじゃ
ないかって、そのほうが怖かったんです、別れても。
D さんは、2 回の見合い話を、早い段階で、じぶんのほうから断っている。相手方が身元
調査を始めたからだ。「『どこに住んじょる？』その時点で、もう私のほうでお断り」。高
校時代、身元調査によって厳しい就職差別を受けた D さんは、「身元調査は一切抜き」を貫
いて、3 度目の見合いで結婚した。
ここまでは、結婚にいたるまでの過程で、相手や相手の家族の偏見差別によって、
《家族》
たちの恋愛が破局にいたるケースをみてきた。
つぎに、結婚後、《家族》たちが新しく築いた家庭のなかで、偏見差別があらわれてくる
ケースをみていく。ハンセン病にたいする偏見差別は、《家族》たちの結婚生活を脅かして
いく。
C さんは、17 歳で結婚するとき、相手の男性に病気の父親のことを告げ、会わせてもい
る。それによって、男性の態度が変わることは、「すぐには、ならなかった」。しかし、病
気にたいする偏見差別の影響は、結婚生活のなかで「少しずつ」出てきた。
《C さん》やっぱり、お酒を飲むと出るんですよね。ちょっと酒乱気（しゅらんけ）があっ
たもんで。飲んでないときはいい人でしたけど、飲むともう、わからなくなる。だんだ
んだんだん、暴力とかそういうものがエスカレートしていった。……
要するに、肩身が狭いってことでしょうね。なんか、そういう病気の〔父がいる〕妻
をもらったっていうふうに、とるんじゃないんですか。はっきりとは言わないんだけど、
そういう言い方をしてました。気の小さい人だから、普段は出せないのが、飲むとガー
ッと出てくる。ふだん抑えてることが。
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《聞き手》いまでいう、ドメスティック・バイオレンス？
《C さん》かなりひどいですよ。前歯みんな、叩かれて、折れたんです。もう、すごい。
C さんは 20 年間、夫の暴力に耐え、子どもの成人をまって離婚した。
A さんも、結婚にさいし、夫となる男性に病気の両親のことを告げている。
《A さん》21 歳のときに〔夫に〕話すんです。そしたら、「そんなこと関係ないよ」っ
て。さも理解があるげでしょう。そして、親のところに行くんですね。
行ってやっぱり、〔後遺症の残る両親を見て、夫は〕びっくりするんですよ。「びっく
りしたでしょう？」「びっくりしてない」って言いながら、やっぱり、びっくりしてる
んですよ。〔そして〕「〔自分の〕親には話してくれるな」って〔言った〕。……
そして、なんとなくチクリチクリとするもんがあるんですよ、夫とのあいだに。子ど
もは湿疹つくりますよね、どうしても。そういうとき、「俺の家系は、こんな皮膚の弱
い家系じゃない」って言う。
約 20 年間にわたって、A さんは、同居する姑と子どもたちに、両親のことを隠し続けた。
「〔病気の〕親が年取ってくると、話したくって。 どうするんだ、どうするんだ

という

気持ちがあったから、〔姑に〕話そうかな、と思った」。A さんにとって、姑は、「〔看護師
として〕三交替〔勤務〕するわたしをかばってくれる」「優しくて、理解ある」ひとだった
からだ。しかし、一通の葉書が、姑の偏見を露呈させる。
《A さん》〔ある日、愛生園の看護学校時代にいっしょだった婦長から〕「わたしの、ら
い療養所での何十年間は貴重なものでした」っていう葉書が来たんです。そしたら姑が、
その葉書を見て、震わせて、「あんたは、こんなとこにおったんかぁ」って震わせまし
たね。 この優しい姑も、ハンセン病にたいしてだけはダメなのか。やっぱり話せない 。
……その一通の葉書で、やめました、話すの。
父親が亡くなったのを機に、A さんは、40 歳前後で離婚。「そうでなければ、わたしは、
残ってる母を大事にできないと思った」。
25 歳で厳しい結婚差別にあった E さんは、32 歳のときに、おなじく部落出身の女性と結
婚。しかし、この女性も、ハンセン病にたいして偏見の目をもっていた。病気の兄は、農
繁期になると療養所から帰ってきたのだが、妻は、その時期になると風呂を「よそに入り
に行きよった」という。結婚から 14 年後に、この妻とは離婚している。

５．「隠して生きていく」しんどさ
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ここまでにみたように、ハンセン病《家族》たちは、その人生の早い時期から、病気に
たいする厳しい偏見差別によって、生活そのものが脅かされたり、学業や就業、結婚の機
会を奪われるという、苛烈な体験をしてきている。そして年齢を経てからも、《家族》たち
は、仕事を追われるのではないか、家庭生活が壊れるのではないかという「怯え」から、
職場や、親戚づきあい、家庭のなかでさえも、病気の肉親の存在を隠し続けなければなら
なかった。このように「隠して生きていく」ことの厳しさについても、《家族》たちは語っ
ている。
A さんは、長期間にわたって、職場にも、同居する姑や子どもたちにも、病気の両親のこ
とを隠し続けた。両親は「死んだ」ことにしていた。「〔療養所にいる親に〕電話もかけら
れないんです。〔家族が〕聞いてるかと思って」。敬愛園へ両親を見舞いに行くときには、
いつも、「糖尿病の姉が危篤だ」と言って出かけた。「どうしてそんなに何度も危篤になる
のか」と尋ねられることもあったが、看護師であり知識のあった A さんは、「低血糖に陥る
の。だから意識もなくなる」と言って、切り抜けることができたという。
「隠し続ける」しんどさ。「もう、疲れ果ててたんですよね、そういう人生が」。父親が
死をむかえようとするときも、A さんは、家族に「嘘を言って」出かけていた。
《A さん》そのときに、わたしは、「もう、いいがな」って言ってしまったんですよ。 死
んでもいいがな

なんですよ。……

だんだん〔父親の〕意識が遠くなっていくのに、わたしは敬愛園の医者に、「もうこ
れ以上のことを処置しないでください。わたしは姑に嘘を言ってここに来てるから、何
度も駆けつけることができない。だから、助からないんだったら、わたしの目の前で死
なしてください」。父は、わたしのために、そこで死にました。わたしは医療従事者な
のに、なんで「父を助けてください。点滴をもっといっぱいしてください」って、なぜ
言えなかったのか。助ける道もあったんじゃないかって。それからずっと、わたしは、
責めです。もう一生、背負って生きるでしょう、このことは。
そして、父の葬儀が終わったら、ほんっとに、なに食わぬ顔で、家に帰って。「姉さ
ん、低血糖起こしてたけど、助かった」。また、なにがあるかわからんから……。
このことを機に、A さんは、離婚を考えるようになる。
「そうでなければ、わたしは、残
ってる母を大事にできないと思った」。ずっと A さんを「かばって」くれていた姑を、「裏
切る」ような思いの離婚だった。
《A さん》姑は、わたしが好きなんです、離れたくないんです。わたしは姑に、冷たく、
冷たく当たりだして。……
どっちにも罪をつくったような気がします。親にも罪をつくり、姑にも罪をつくりし
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ながら。でも、そうでなければ、わたしは、残ってる母を大事にできないと思ったんで
す。父親の死があまりも悲しかった、わたしが殺したんですからね。
A さんは、職場でも両親を「死んだ」ことにしていた。しかし離婚後、母親が死をむかえ
ようとするときになって、A さんは、母親を「生き返らせ」た。母親の最期に悔いを残さぬ
よう、休みを取って、ていねいに看取るためだ。これは、まさに「嘘の綱渡り」のような
状況だったという。
《A さん》〔それまで両親は「死んだ」ことにしていたのを〕「父が沖縄で戦死したもん
だから、そのまま母は沖縄にいた。わたしたちだけ、ばあちゃんに育てられていた」。
またそこで、嘘を作り出したんです。……
〔職場の同僚から〕「どこの病院に入ってると？」〔と聞かれると〕、またそれも嘘言
わないとならない。ちょうど××国立病院に入ってるときに、「××国立病院に入って
るの？ あたしの知ってる看護婦がいるんだけど」って〔言われた〕。「うーん」って、
もうそこ、ほんっとなんか、綱渡りして。 嘘の綱渡りか、これ

とか、そんなん思い

ながら、嘘を言い続けて。ずうっと死なしていた母を、なんとか、生きだせて〔＝生き
返らせて〕。そんじゃなかったら、最期はしてやれないと思ったから。
パチンコの景品交換所で働いていた C さんも、職場では、父親の病気を隠し続けた。療
養所へ見舞いに行ったり、父親の死後、ハンセン病問題をめぐる一連の活動に参加したり
するのに、休みをもらう必要がある。同僚に「なんで行くの？」と聞かれると、ごまかさ
なければならない。「つらくなってくる、自分自身」。
《C さん》職場でわかったらどうしようっていう不安が、すごくあった。年に 2 回は〔父
親を見舞いに〕青森へ行くっていうのに、「なんで青森行くの？」って、つねに聞かれ
て。職場を休んで行くわけですからね。……
〔「なんで青森に行くの？」と聞かれたら〕「父親がいる」と言いましたよ。「目が悪
くなって。青森に、裕福な親戚の人がいて、そこにいい病院もあったから」って。
《C さん》年に 2 回ぐらいしか休まないようにしてたし、休んでも、そのぶんは相手の
人も休ましてたんです、わたしは。それでも、聞かれるんです。「なんなの？ なんで行
くの？」って。〔そういうときは〕「うちの父親、もと兵隊に行ってて。もしかしたら兵
隊に行って、目が悪くなったんじゃないか。書類上そういうふうにしてやるとお金が出
るから〔っていう〕、そういう集まりがあって。わたしも書類を出すと、父親に少しで
も恩給が下りるかと思って。そういうので、話を聞きに行くんだ」って言う。そう言っ
て、ごまかして、ずっときたんです。……
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会社休むたびに、嫌な思いして。
「また行くの？」って変な顔されて。「いつになった
ら、それ決まるの？」って言われる。その内容が話せないために、〔いつ〕決まるって
いうことも言えない。だからもう、嫌で嫌で嫌で嫌で。それがひとつのストレスになっ
て、夜は眠れない、イライラする。
「一生このままで死ぬのかなぁと思うと、なんか、悲しくなって」きたという C さんは、
60 歳をむかえたのを機に、仕事をやめた。そして、このように父親のことを「言えない」
状況にあるなかで、C さんは、再婚にも踏み切れずにいるという。
《C さん》この、ハンセン病の家族がいたったっていうのは……、なんていうんだろう
な。楽にならない。なんか、みんながそういう目で見てるんじゃないかっていう、その
気持ちが、ずうっと取れないんです。だから、なんべんか再婚しようと思ったこともあ
るんですけど……、それを言ってまでは、再婚しようという元気がないんです。言えな
いんですよね、やっぱり。言って、理解を得るということは、できないね。こんなにも、
偏見がなくなるようにって、みんなが運動してくれてるんだけど、言えない、やっぱり。
見合いを「身元調査は一切抜き」で通した D さんも、結婚式のときには、相手方に、病
気の肉親を隠しとおすのに苦心をした。「これは、脳みそがだいぶ回転しましたわ」。結納
や結婚式には、病気の父と異母姉はもちろん、他のきょうだいも入れず、母と自分の 2 人
だけで臨んだ。
《D さん》相手の嫁さんのほうから、「あの、D さん、なんで？」「それ、しゃべらない
かんですか？」ぐらいのことですね。「だめであれば破棄しますよ。私の好きなことを
やらしてもらいます。私がもらうんですから。私が養子に行くんだったら、話は別です
が」と。それで突っぱねて。それでまあ、乗り切ったちゅうとこですね。

６．「差別を受けた」《家族》自身が、肉親を「差別する」
前節でみたように、職場や親戚、家庭内でさえも、「隠す」ことを強いられた《家族》た
ちは、「同じ立場の人が、まわりにいない」孤立した状況に置かれ続けた。
《C さん》わたしがたは、
〔療養所に入所した患者さんたちと違って〕同じ立場の人が、
まわりにいないんです。まったく知らない人のなかでいじめられたり、いられなくなっ
たり。死んだ人もいるしね。自殺したり、家族が離れ離れになったりした人も、いっぱ
いいる。……われわれは、誰も助けてくれる人もいないし、話せない。そういう苦しみ
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は、すごく多かったの。
《D さん》患者の家族ちゅうのは、こういった被害がありましたちゅう声を〔なかなか〕
あげられない。あげた時点で叩かれますから。その街を出ざるをえない。職場を辞めざ
るをえない。
被差別の苦しみを共有できる仲間すらいない、「声をあげられない」状況なかで、《家族》
たちの「差別を受けた」怒りやかなしみが、患者本人にむかうという事態が生じてくる。「差
別を受けた」
《家族》たちが、その恨みをぶつけるというかたちで、病気の肉親を「差別す
る」。あるいは、病気の肉親に「より近い」《家族》を、「差別する」。
5 人の語り手は、こうした《家族》どうしの差別の、「被害者」としての局面と、「加害者」
としての局面を、それぞれの人生のなかで体験し、語っている。
B さんは、3 歳のときに病気の父親が強制収容され、母親も B さんを置いて再婚し出て行
った。B さんは、親戚を「たらいまわしに」され、親族から「冷たく」扱われた。父親は「死
んだ」とされ、父親の病気のことは、B さんだけが知らされていなかった。親族からの「冷
たい」扱いを、当時の B さんは、意味がわからないまま受けとめていた。
《B さん》隣の〔おばの〕うちに行けば、
「あらぁ、なにしに来たぁ」とかって、そう
いうふうな態度。ある程度大きくなって、学校も出たときに、遊びに行って、〔おばが〕
「あんたがこまかかったときは、来ると、みんな、嫌だったもんねぇ」って言うんです。
「なんでぇ？」って言ったら、「あんたが帰ったあとは、箸を投げたり、茶碗を投げた
り、してたもんねぇ」って言われたけど、意味がわからないんですよ、わたしは。
母親も、ときに「意味がわからない」言葉を B さんにぶつけた。
《B さん》結婚すると言ったら、母はいい顔をしなかった。「結婚すっとはいいけどね、
まちがった子を産まんことしたらいい」って、母がそんなふうに言うたんです。
後日、父親と再会したあとになって、母親に「『なんで別れたと？』って聞いたら、結局、
『まわりから、汚いとか、うつるとかって聞いたけん、別れたったい』って言った」とい
う。「母親も、やっぱり、わたしの父を偏見の目で見てたんだろうと思う」。B さんにとって
は、「実の母親から、『あんたの親は汚い』とか、
『うつる病気』とかって言われたのが、い
ちばん嫌だった」。
病気の父親の存在を、結婚後、24 歳ではじめて知った B さん。後遺症の残る父の姿は、
想像していた父親像とは違っていた。「そのときに、 あっ！

って、そう思ったんですよ

ね。いま思うと、〔親戚や母の冷たい言葉は〕あ、そういうあれだったんだね、と」理解し
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たと語る。
幸運にも、B さんの夫は、病気にたいする理解のあるひとだった。父親との再会後、子ど
もを含めて家族ぐるみのつきあいが始まった。しかし、B さん自身は、父親が「亡くなるま
で、冷たく」あたったという。みずからの生い立ちを背景にして、「自分がされたことを、
今度は、わたしが、親にした」。
《B さん》「病気であって、なんで、わたしみたいの産んだの？」って、責めることば
っかりで。……
また、嫌なこと言ってたんです、わたし。「死ね」とかですね、「あんたの子どもだけ
んが、わたし、こういうめにあった」とか、いろんなこと。
《B さん》わたしも〔世間の人と〕一緒ですよね。やっぱり、父親を、偏見の目で見て。
嫌な目で見てた。「あんたが来ると、うつるんじゃないんだろうか」「箸でも触られたり
すると、うつるんじゃないんだろうか」っていうことが、小さいときにそういうことを、
自分が味わってきてる。そして、初めて父を知ったときに、それが出た。
だから、〔ハンセン病のほんとうの意味を〕もう少し、早くわかってれば、わたしの
人生も、もう少しちがってたんじゃないかなと。もうちょっとちがった人生を、父親に
対しても、じゃなかったのかなぁって。
両親を強制収容された A さんもまた、母親の実家で、中学 1 年まで、自分自身を「厄介
者」と感じながら暮らした。やさしかった叔父は、世間の偏見にさらされて、しだいに「心
変わり」をしていった。
《A さん》〔ハンセン病への偏見差別で〕家は貧しいし、嫁は来てくれないかしらない。
そして、ときどき外に出て、いろいろ会合に行ったときに、やっぱり、偏見差別の煽り
を受けとったんでしょうね。叔父が、「くっそう、馬鹿にされて……」とかいう言葉を、
口にしてました。……
もう二度と帰ってきてくれるな。父ちゃん母ちゃんには、二度と帰ってきてくれる
なよ とかいう、叔父の、心の変わりがあったんですよ。それがもう、だんだんだんだ
ん、やりきれなくて。
9 歳年上の異父姉は、学校で「ツバを吐きかけられよった」と聞いている。異父姉は、恋
愛や職場でも差別を受け、それを 病気の親のせい と考え、恨みをぶつけるかたちで、「母
親をいじめ」ていた。
《A さん》姉は、中学校卒業してから、岐阜へ集団就職していきました。でも、郷里の
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人が一緒だったみたいで。集団就職で、おんなじ紡績とか、勤めるじゃないですか。け
っきょくバレてしまって。職場も追われましたね、姉は。
帰ってきてから、姉は、敬愛園にいりびたるんです。そして、母親をいじめるんです。
「なんでわたしを産まないかんがったか」って。「こういう親に生まれて、しかも、ふ
た親も、らい病の子に。生まれんでいかった」って。もう、ずっと母親をなじり続けま
したね。
夫の暴力に苦しんだ C さんもまた、「一時、父親を恨んだ」という。
《C さん》「あんたがそういう病気になってるから、わたしが苦労するんだ」って、よ
う言ってました。……
だから、主人に言われ出してからは、吐き出すところがないから、やっぱり、父親に
言いました。「あんたのためにいじめられる」とか。父親は、それに対してなんにも言
えない。……
もっと優しくしてやって、もっと近づいて、面倒みてやればよかったって〔いまは後
悔している〕。
前節でもみたように、ハンセン病《家族》たちが、厳しい差別偏見にあうなかで、病気
の肉親の存在を「隠す」ことを強いられている状況がある。このことは、病気の肉親が亡
くなったあとも、その「遺骨」の受け取りを拒否するという事態にも、つながっていく。
《D さん》星塚敬愛園にあった〔父親の〕骨は、親父の 13 回忌のときまでに、別に私
が墓を作りまして、そちらのほうに安置しております。私は 1 週間に 1 回墓参りに行っ
ております。昭和 63 年に亡くなった姉〔のお骨〕も、実家〔の墓〕に入っておりませ
ん。きょうだいが拒否。葬式も拒否。通夜も一切拒否。……
きょうだい〔の口から〕出た言葉は、「やっと死んでくれたか」が答えですね。
「これ
でやっと、大手を振って、実家に来れる。やっと死んでくれた、ほっとした」って、こ
う言うんですからどうしようもないですね。……
そして、いちばん傑作なのは、〔姉の〕戸籍がなかったちゅうことですよね。……親
父の戸籍は生きておりましたけど、姉にかんしては戸籍がなかったから。もうこの人間
は存在しない、と。
《B さん》〔父親が亡くなったとき、遺骨を実家の墓に入れてくれと頼むと〕父親のき
ょうだいは、「自分のきょうだいに、らい病の人間がいるとわかると、自分たちも迷惑
がかかるし、子どもたちにも迷惑かかる」って言ったからですね。……〔さらには〕「〔B
さんが住んでいるのが恵楓園の〕近くだから、〔そこに〕納骨〔堂〕があるけんが、あ
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んたが子どもだけんが、あんたがみるのが、ほんとだ」みたいなことを言われたんです
よ。だから、もう、主人が怒ってから、いっさい、もう……。亡くなってもう 16 年、〔父
親のきょうだいは〕墓参りにも来ません。

７．肉親を奪われ続ける
ハンセン病患者の受けた重大な人生被害のひとつとして、「家族を奪われる」被害がある
ことは、これまでに、当事者たちの訴えによって明らかになっている。ハンセン病回復者
（入所者）たちは、強制隔離によって家庭生活から引き離されただけでなく、「家族を差別
から守る」ことを理由に、帰郷もままならず、偽名を強いられたり、連絡をとることすら
躊躇したりする状況に、いまもなお置かれている。郷里では「死んだことに」されている
というケースや、実際に籍が抜かれていたというケースさえある。「らい予防法」が廃止と
なった現在も、家族とのつながりが絶たれたままの方も多く、「家族を奪われる」被害は、
ハンセン病回復者の人生に、色濃く影を落としている。
そして、このような回復者たちの「家族を奪われる」被害と表裏一体のものとして、《家
族》たちの「肉親を奪われる」被害がある。これまでにみてきたように、聞き取りに応じ
てくれた 5 人の方々は、強制隔離によって、それぞれ、自分自身がまだ幼いころに、親き
ょうだいなどの近しい肉親を、長期的に「奪われて」いる。このことは、《家族》たちの人
生に大きな影響を及ぼしている。
「肉親を奪われる」人生被害というとき、そこには、2 つの位相があるように思われる。
ひとつは、幼年期に必要な（強制収容がなければ受けられたはずの）愛情と保護が、奪わ
れたということだ。このことは、とりわけ、両親ともに強制収容された A さんや、父親の
収容後に母親が自分を置いて再婚してしまった B さんの語りに、顕著である。A さんは、
中学 1 年まで母親の実家で暮らし、その後、敬愛園の「未感染児童保育所」
、児童養護施設、
同棲中の姉のもとなどを転々としている。B さんは、親戚を「たらいまわしに」された。お
ふたりとも、自分へ向けられた親戚の「冷たい」まなざしを感じながら、自分自身を「厄
介者」と思い、「居場所がない」「落ち着かない」少女時代を送っている。
《A さん》〔叔父に〕子どもができたときに、「親のことは話してくれるな」っていう、
叔父の〔気持ちを〕わたしもなんとなく感じ取ってました。〔病気の両親にたいし〕 も
う二度と帰ってきてくれるな……

とかいう、叔父の、心の変わりがあったんですよ。

それがもう、だんだんだんだん、やりきれなくて。それでなくても、もう、遠慮するよ
うになってるんです、叔父にたいして。わたしは厄介者だっていう気持ち。
《A さん》とにかくわたしは、落ち着かないんですよ。ほんっと、自殺したいと思いま
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したね、その頃ずうっと。なんか、自分の居場所、自分の こうしたい って思ってた
夢が、なくなって。落ち着かなくて。
《B さん》だから、なんていうのかな、愛情というのが、わからない。自分は〔じいち
ゃんばあちゃんを〕親と思ってても、けっきょく、親じゃないからですね。そばに行っ
ても、結局、冷たくされてたんだなと思うんですよ、いま思うと。普通だったら、抱っ
こしたりとか、手ぇつないで買い物に行ったりとか、そういう記憶あるでしょ。そうい
う記憶があんまりないんですよね。なんか、いつも部屋で、ひとりで、お絵描きしたり
とか、なんかしてたような感じがするんですよ。
「肉親を奪われる」人生被害の、もうひとつの位相は、
（強制収容がなければ築けていた
であろう）自分と肉親との「関係」
、（強制収容がなければもっていたであろう）肉親の「記
憶」を、奪われたということだ。
B さんは、24 歳のときに、病気の父親の存在を知らされた。恵楓園で再会したとき、「父
親とは思えなかった」と語る。
《B さん》普通のお父さんと思って、わたしは行ったんですよ、期待して。……もう、
見たとき、子どもをだっこして抱えたときに、頭もはげて、顔かたちも変形して、手〔の
指〕もなくて、なんか、包帯巻いてたんですよね。 えっ、この人がわたしの親？

っ

て、そのとき。――それっきり、言葉もなかったです。……
なんでわたしは、こういう人から生まれたんだろう っていう〔思いで〕頭がいっ
ぱいで。見た瞬間、はっきり言って、悪いですけど「化け物」って、そう思って帰った
んです。
幼い頃から恵楓園へ遊びに行き、父親と頻繁に会っていた B さんの子どもたちは、B さ
んとは違った反応をみせた。子どもたちは、「自分のじいちゃんは、顔かたちは、普通のじ
いちゃんばあちゃんとはちがうみたいだけど、そういうもん」と思っていたようだ。
《B さん》だから、ほんと、孫たちには、会わせとってよかったなって思うんです。わ
たしも、そういうふうにして〔子どものときから父親に〕会ってたら、もう少し、やっ
ぱり、ちがってたんじゃないかなぁと思うんです。
再会後、父親が亡くなるまでの 10 数年間、B さんは、父親を「偏見の目で」見続けたと
いう。「ハンセン病という病気、昔だと、らい病という病気っていう、それが頭から〔離れ
ない〕」。
B さんは、父親が病気になって強制収容されていくいきさつ、母親が自分を置いて再婚し
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てしまういきさつを、自分自身は 3 歳という幼い時期だったために、記憶していない。「親
じゃないと、わからないでしょ、そのときのいきさつは」。
《B さん》幼いときって聞かれても、記憶が定か〔でないんです。〕誰かがちゃんとそ
ばについてて、こまかいときはこうだったとよ、ああだったとよって、言って聞かせる
人というのかな、親というのが、いなかったから。
父親との再会後、B さんは、過去のいきさつを何度も尋ねる。しかし、「差別された」恨
みを父親にぶつけていた B さんに、父親は、過去を語ることをしなかった。
《B さん》「なんで、こういう病気になったのか？」って、父をずいぶん責めたです。
父は答えてくれなかった、死ぬまで。「わたしは小さいときに、親もいないし。なんで？」
って尋ねても、なんにも答えてくれんとです。
《B さん》〔父親が収容され、母親が出て行った経緯を〕わたし、聞くんですよね。聞
くけど、〔父は〕教えてくれないんですよ。なんにも言わないんですよ。どういういき
さつだったかも言わないしですね。なんで言わないのか。だけん、それだけが、いちば
ん、心残りだったなぁって、いまだに思うんですよね。
C さんは、2 人の息子たちを小さい頃から療養所に連れて行き、定期的に父親に会わせて
きた。また、息子の妻たちも、父親の病気のことは知っている。しかし、父親を、息子の
妻たちに会わせることは、けっしてなかったという。息子たちの家庭に「万が一」がある
のを危惧してのことだ。
《C さん》長男の嫁も次男の嫁も、父親が生きてるうちに結婚してるから、
「一回は行
きたい」って言ったけど、わたしはいっさい嫌だって言って、反対して。連れて行かな
かった。
《聞き手》なんで？
《C さん》見せたくなかった。やっぱり、見せないほうがいいと思いました。……嫁さ
んが見たからって、わたしの旦那みたいに離婚していくとか、そういうのはないと思っ
たけど、万が一あれば、わたしの責任になる。見せたいとは思わなかったですね。
こうした《家族》たちの語りをみたとき、彼女ら／彼らの肉親を「奪われる」被害は、
けっして強制収容のあった

過去の時点の

被害ではなく、つねに

現在進行中の

被害

であったことがわかる。ハンセン病にたいする厳しい偏見差別のもと、「隠す」ことを強い
られるなか、ときに「差別された」恨みを病気の肉親本人にぶつけたハンセン病《家族》
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たちは、さまざまな局面で、肉親を「奪われ続けて」きた。
家庭内や職場などに隠しているために、たまにしか療養所へ見舞いに行けなかったこと。
結婚式に呼ぶことができなかったこと。ハンセン病についてのきちんとした知識がないな
かで、自分自身、肉親にたいする「偏見」をぬぐいきれなかったこと。「差別された」恨み
をぶつけるかたちでしか関係を築けず、肉親の「過去」や「生きざま」、「記憶」を受け取
れなかったこと。自分の子どもや、そのつれあいに会わせられなかったこと。最期をきち
んと看取れなかったこと。弔いを、家族親戚が集まるかたちでできなかったこと。遺骨を
郷里に埋葬することができないこと、等々。
C さんは、父親に生前「つらく」あたったことを、
「いちばん後悔している」。その後悔が、
いま、ハンセン病問題の活動にとりくむ原動力のひとつになっているという。
《C さん》もっと優しくしてやって、もっと近づいて、面倒みてやればよかったって。
だからいま、〔父親が〕この病気で〔そういうふうに〕亡くなったから、一生懸命、こ
の病気にたいして、頑張って、みんなと一緒に行動したいというふうに考えるんだと思
うんです。
「隠し続けて」生きてきた C さんにとって、
「れんげ草の会」は、ハンセン病《家族》と
いう同じ境遇を生きてきたひとたちと思いを共有できる、重要な場となっている。
《C さん》〔「れんげ草の会」は〕同じ境遇の人がいるから、なんでも話せる、それが
いい。ほんっとに、気持ちが落ち着きます。イライラがなくなる。やっぱり、日常生活
のなかで、さみしくなったりすると、いままでのことがいろいろ〔思い返されて〕、ど
うして私だけ、こういうふうに不幸なんだろうとか、変なことを考えてしまう。だけど、
こうしてみんなと会って話ししたり、最近は電話のやりとりもけっこうするようになっ
たんですよね。頻繁に。
A さんは、ハンセン病問題をめぐる一連の活動をするなかで、知り合った入所者の人々か
ら、亡くなった両親の「生きざま」や「記憶」を受け取っている。
《A さん》わたしの母が、「おまえのお父さんは健康なひとだったんだよ。徴兵検査で
引っかかってね」っていう話を、よくしてたんです。わたしは、失明している父親〔を
みている期間〕が長かったもんですから、やっぱり、 そんなの嘘 みたいな気持ちで、
ふん、っていうような気持ちで、聞いていたんですよね。こんど、父と母をもっと知り
たくて、〔昔の写真を〕見せてもらったんですよ。そうしたら、ほんとに父親の、もう、
軽症の、たくましい裸の姿が〔あった〕。その写真見て、若々しい姿を見てですね、 あ
あ、これで、ふたりで逃走したのか

って。
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《A さん》〔母は〕指はなくなってましたよ。それはもう、百姓して。ここ〔＝敬愛園〕
に入ってから強制労働して。包帯巻きとかですね、指がなくても。「あんたのお母さん
は器用だった。あれでも、包帯巻き、あたしたちと一緒になってした」って。この裁判
で、いろんな人たちが、わたしに、母の記憶、父の記憶って、教えてくれるんです。
D さんは、ハンセン病問題の「全面解決」のために、「らい予防法」によって《家族》が
受けた被害にたいする、国の責任を明らかにすべきだと語る。
《D さん》患者もたしかに「らい予防法」によって大変な被害をこうむった。じゃが、
家族はどうなるかです。家族もおそらく、……差別を受ける立場に追いやられたはずだ。
こういった立場に追いやった国の責任を明らかにする必要がある。家族もその被害者で
すから。
《D さん》そして、その患者の家族を救うことによって、園に置いてある遺骨をふるさ
とに帰してやることができるんじゃないかなと。やっぱ、ふるさとには、帰りたいでし
ょ、骨になっても。やっぱ、「死んでくれてよかった」つって、そのまんま、園に骨を
置いとかれると、なんとも……。
《家族》たちの「差別された」怒りは、いま、病気の肉親にではなく、日本社会のハン
セン病差別を煽った国にむかっている。彼女ら／彼らの望みは、つぎの 3 点にあるように
思われる。①国が、ハンセン病隔離政策によって患者だけでなく《家族》にも甚大な人生
被害をあたえたことを認め、《家族》にたいし謝罪すること。②ハンセン病にたいする偏見
差別をすこしでも解消し、「れんげ草の会」のような《家族》の当事者グループがあること
を広く知らしめ、現在も「隠し続け」「肉親を奪われ続け」ている日本社会の多くの《家族》
たちが、「恐怖」を覚えずに名乗れる状況をつくること。③それによって、「奪われた」肉
親を、《家族》がとりもどすこと。
以上、5 人の《家族》たちの語りをもとに、ハンセン病遺族・家族が受けた人生被害が、
どんなものであったかを分析してきた。
以下では、あらためて、5 人の方々の語りを、個人生活史記録のかたちで呈示しておきた
い。そうすることによって、ひとつには、上述のわれわれの分析が妥当なものであること
をよりよく理解していただけると思うからである。また、いまひとつには、差別偏見によ
る被害の側面のみを取り出して議論することは、被害者に対して、悲惨で、暗いイメージ
を付着することになりがちだという問題点がある。よりトータルに生活史を見ていくとき、
理不尽な差別偏見に、ときに正面から闘いをいどみ、ときに巧みにすり抜けることで、現
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在まで生き抜いてこられた人間的なたくましさ、人間的な魅力といったものをも、同時に
感じ取ることが可能になると思われる。
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A さんのケース
A さん（女性）は、1944（昭和 19）年、九州地方生まれ（聞き取り時点で 60 歳）。両親
ともにハンセン病を患った。父親は沖縄、母親は九州の出身。ふたりとも鹿児島の星塚敬
愛園に収容され、園内で結婚した。A さんには、姉が 1 人いた。両親も姉もすでに亡くなっ
ている。
A さんは、20 代のはじめ頃に結婚するが、40 歳頃に離婚。すでに成人している男の子ど
もが 2 人いる。
灰色のトラックが母を連れて行った
A さんの人生の最初の記憶は、4 歳のときのあるシーンから始まる。A さんは、開口一番、
つぎのように語りだした。
《A さん》わたしの記憶のいちばんの最初は、昭和 23 年、あとでわかったのは、6 月で
した。じぶんは、夏の服装をしてたなっていうのを、覚えています。とつぜん、灰色の
トラックがきて、わたしの前に止まって。……母親がトラックの上から、わたしの名前
を呼びながら泣いてたんですよね。その前後が記憶にないけど、やっぱり、連れて行か
れるというのはわかってたんでしょう。「母ちゃん、行かんでぇ、行かんでぇ」って泣
き叫んでました。で、すっとトラックが〔出て〕、母親は泣きながら別れて。そこには
何人か乗ってたんですよ。後ろからばあちゃんが、「あとから連れて行くから、連れて
行くからね」って、泣きながら〔わたしを〕抱きしめてたっていうのが、人生の最初の
記憶ですね。
最近になって、A さんは、両親のことについて、いろいろと調べたという。
《A さん》遡りますが、昭和 13 年に、母は〔星塚敬愛園に〕入ってました。父親は昭
和 10 年です。沖縄から、100 人ぐらいで、船で来たそうです。台風で、どうしようもな
くて、奄美大島に 2 泊ぐらいして。そのときに、「こういうたいへんな病気のひとが、
ここに 2 泊もされてもらったら困る」という、すごく、圧力があったとか。そういうと
きに収容されて、入ってきたひとみたいです。
で、〔園内で〕ふたりは結ばれた。……わたしの母が、「おまえのお父さんは健康なひ
とだったんだよ。徴兵検査で引っかかってね」っていう話を、よくしてたんです。わた
しは、失明している父親〔をみている期間〕が長かったもんですから、やっぱり、 そ
んなの嘘 みたいな気持ちで、ふん、っていうような気持ちで、聞いていたんですよね。
こんど、父と母をもっと知りたくて、〔昔の写真を〕見せてもらったんですよ。そうし
たら、ほんとに父親の、もう、軽症の、たくましい裸の姿が〔あった〕。その写真見て、
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若々しい姿を見てですね、 ああ、これで、ふたりで逃走したのか

って。

《聞き手》逃げたの？
《A さん》はい。昭和 19 年、2 月に逃げてましたね。わたしが、5 月に生まれてます。
《聞き手》そうか。〔脱走しないと、おなかの子どもが〕殺されちゃうからね？
《A さん》はい。〔わたしは〕そうやって生まれた子です。
ハンセン病療養所内では、出産は認められていなかった。そのまま園内に留まっていれ
ば、A さんの母親は「堕胎」を強制され、A さんはこの世に生まれていなかったことになる。
A さんからの聞き取りは、冒頭から衝撃的な事実の語りではじまった。
《A さん》〔星塚敬愛園入所者の〕TS さんが、母をよく知ってます。「あんたのお母さ
んて、色の白い、かわいい人だったよ」って、いま、言ってくれるんですよ。そのまえ
に、〔TS〕おばちゃんは中絶されてますから、「あんたのお母さんが、産みに、逃げて帰
ったとき、うらやましかったぁー」って。「あたしも〔里が沖縄でなくて〕陸続きなら
……」って。
《A さん》〔両親は〕母の田舎に帰って、なにをするかといったら……。母のすぐ〔下
の〕弟、長男は、戦争に行ってる状態。ほかの子どもというのは、学校。だから、ばあ
ちゃんとじいちゃんが苦労してるから、母は、家が気になるんですよ。 この健康な人
を連れて帰れば、家の仕事が一緒にできる って。だから、わたしを孕んでからかどう
か知らんけど、その前に〔も脱走を試みてるんです〕。父を知ってるおじさんが、
「あん
たのお父さん、逃走ばっかりしてた」って。福祉〔課〕で見たのは、逃走記録が何回も
ありました。
「そのたんびに、監禁室に入れられたの？」って言うたら、〔おじさんは〕
「そうさ」って。
星塚敬愛園を「脱走」した A さんの両親は、母親の実家で A さんを出産し、しばらくは
そこで暮らすことができた。しかし、1948（昭和 23）年 6 月、両親はふたたび「強制収容」
された。A さんの記憶には、トラックの上で泣く母親の姿しか存在しないが、記録では父親
もこのとき一緒に収容されている。
《A さん》昭和 23 年に母が強制収容されたときの〔前後の〕記憶がわたしにはないん
です。ただ、母が去ってから、隠れ家みたいな小屋を、「おまえたちが住んでたとこは、
ここだ」って。でも、〔強制収容のとき〕そこを消毒されたために、もう、叔父が取り
壊して。電気もなかったです。壊すのはもう、簡単でしたね。ほんっとの小屋でした。
こうして、A さんは、母方の祖母に育てられることになる。
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《A さん》母には 3 人の弟がいます。ひとり〔＝長男〕は戦争に行って帰ってきて、そ
して、「自分は自活するから」ということで、違うところに行ってしまって。三男も、
中学卒業したら、やっぱり、仕事行きますわね。〔2 人の〕叔父は出て行く。
〔それと〕じいちゃんが亡くなるんですよ、わたしが 4 歳ぐらいのときに。ほんとは
盲腸だったらしいんですけど、やっぱり田舎のこと、手遅れかなんかして、手術もちゃ
んとできなかったか、そういうことがあって。亡くなって……。
だから、ばあちゃんと、母の〔2 番目の〕弟、そのときは 16 歳ぐらいですね。それと、
わたしと。姉もいっしょにいたと思うんですけど、あんまり記憶ないんですよ。
9 歳年上の姉の出生にも、悲惨な秘密があった。
《A さん》母親は、もう 7 歳ぐらいのとき〔から〕よく手を痛がってたって、ばあちゃ
んが話してくれてました。でも、治療もなにもないじゃないですか。貧乏だから、やっ
ぱり仕事はしてたみたいです。仕事はしてたみたいですけど、思春期の頃に、やっぱり
「痛い、痛い」って、離れでずうっと寝てたところに、男性が入ってきて犯してんです
よ、母を。そのときに、18 歳のときに産んだ子どもが、姉なんです。
敬愛園に両親を訪ねる
A さんは、叔父に連れられて、星塚敬愛園の両親を何回か訪ねている。
《A さん》ばあちゃんが「あとで連れて行く」って言ったけど、最初に連れて行ってく
れたのは、叔父でした。その叔父は、16 歳ぐらいだったんですけど、わたしを囲炉裏端
で抱いてくれたり、お風呂に入れてくれたり、それはそれはかわいがってくれましたね。
敬愛園に行くときも、乗り換え乗り換えして、
「ながのだ」っていうところで降りて、
4 キロぐらい歩くんですよ。その道のりを、わたしは、手を引かれて、歩ききれないん
ですね。したら、叔父が「疲れたか」って言って。米とモチが入ってるリュックの上に、
16 歳の少年が、わたしを肩車して、坂道を登って。敬愛園は、煙突が見えるのがシンボ
ルでしたからね。「ほら、煙突が見えてきたぞ、もうすぐだ。また歩くか」って言って、
手を引いて。母親のところに、叔父と何回か、そうやって行ったんです。最初に行った
ときは、予防着を着て、行かされたんです。
行ったら、夫婦が 3 組ぐらい、おんなじ部屋にいるんですね。片隅、片隅、片隅って、
もうなんか疲れたように、こう、やってるんですよね。みんな注目しますわね、みんな
子どもいないんだから。なんかわたし、怖いんですよ。なんか怯えてたっていうのだけ、
覚えてます。
そのあとはもう、あんまり……。母と会って、話したもなにも、覚えてないの。でも、
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そのときに父がいた……。「静かにしとくんだよぉ」とかって言ったのを、覚えてるん
です。そして、そのあとはもう、別れのシーン。あの、敬愛園は、いちおう木ですよね、
まわり。でも、そのまわりは有刺鉄線が張ってありました。それは、わたし、何度か引
っかかってるから覚えてるんですよ。そのあいだから、父と母が、泣きながらわたしを
見送ってる。わたしは、叔父に手を引かれながら、泣きながら帰って、何度も何度も振
り返り、帰った。そういう自分のシーンっていうのを、覚えてますね。
《聞き手》小学校上がるまえに、行ってるわけね？
《A さん》はい。
「敬愛園に行く」と言えない自分
A さんは、小学校 6 年のとき、ひとりで星塚敬愛園に行こうとして、道に迷ったことがあ
る。そのときの体験を、つぎのように語った。
《A さん》敬愛園に、最初は、叔父が何回か連れてってくれて。そして、小学校に入っ
たら、夏休み冬休みとかに、ばあちゃんが連れて行ってくれたなっていうのは、覚えて
います。本館の向こう側に面会室というのがあったんです。そこに泊まって、昼間に別
館で会う。
6 年生ぐらいだったと思うんですけど、一人で行ったことがあるんです。「ながのだ」
からの 4 キロの道、一人で歩いてたら、道に迷って。通りかかったバイクのおじちゃん
が「どこ行くの？」って言われるから、「はぁ、道迷った」
。敬愛園に行くって言えない
ですよ、「道を迷ったみたいです」、それを先に言ってるんです。したら、「じゃあ、乗
んなさい」って言って、ずうっと連れて〔いってくれて〕。その人は気づいてたんじゃ
ないかと思うんですよ、最初から。〔でも〕敬愛園に行くって言えなくて。 近くなった、
〔あの高い煙突が〕見えたな。ここだ

って思ったら、「もういいです」って、降ろし

てもらって。
〔園について〕父に、「道に迷ったら、知らんおじちゃんがバイク乗せてく
れた」って。「名前聞かなかったのか？」「聞かんがった」「お礼言ったのか、ちゃん
と？」「うん、お礼は言ったよ」。
親切なおじさんにも「敬愛園に行く」とは言えない自分。A さんがそうなるまでには、学
校の友だちからの孤立、かわいがってくれた叔父の態度の変化といった経験の積み重ねが
ある。
仲間はずれ
小学校に入学する時点で、A さんは、仲のよかった幼友だちからも引き離され、学校では
ずっと仲間はずれにあう。
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《A さん》わたしが小学校に入学するときには一緒に〔学校へ〕行こうと思っていた、
仲良うしよった女の子がいたんですよ。そこのおばあちゃんが……。あの、その子は早
生まれだったから、わたしのほうが知恵がちょっとついてたんです。だから、「あの子
と一緒に行ったら、うちの子のほうが覚えが悪いのが〔目立ってしまう〕。あすこの子
どもよりも、うちの孫が覚えが悪いのは、恥ずかしいことだから」って、小学校入学を
ずらされましたがね。
《聞き手》学年を、むこうが 1 年あとにした？
《A さん》はい。そこは、ずっと政治家が出てる、うちの田舎では、裕福な家でした。
わたしと一緒に学校に入って、「うちの子が、あんなとこの、あんな人の子に生まれた
子と行くのは、恥ずかしい」っていうこととかが、やっぱりこう、伝わってくるんです
よね。
《聞き手》小学校行ってるときは、やっぱり、みんなが知ってるわけ？
《A さん》親が教えるんじゃないですか。ただ、なんとなく、石コロが、わたしに向け
て投げられるんですよね。
《聞き手》もうそれは、小学校 1 年から？
《A さん》はい。そして、麻疹（はしか）とかなるじゃないですか。学校でそんなのが見
つかると、特別なことを言う。「あの人のは、うつるんだ」と。「わたしのお母さんが言
ってたぁ」って。そして、仲間外れにするんですね。それが悲しかったです。そして、
もうやっぱり、身に染みついちょったんでしょうねぇ、子どもたちが、「きのうはお母
さんと、こんなんあって。先生、なんとかでぇ」って言ったとき、やっぱり、わたしは
しゃべらないんですよね。ほんとは、夏休み、親に会ったうれしさとか話したいんだけ
ど、学校の先生に、絶対そこで話さないですよ。だから、いつのまにか、誰が教えると
もなく、わたしは、〔病気の両親のことを口にしてはいけないというのが〕染みついて
たんだろうと思うんですね。
《聞き手》先生の対応はどうでした？
《A さん》先生はわりと、かわいがってくれました。そして気づくんです。勉強ができ
れば、そんなに、いじめられないということ。小学校のときは、一生懸命聞いとけば、
わかるじゃないですか。田舎の子だからみんな、成績悪いから、ほとんどトップでいけ
た。昔は賞状が多かったですよね。いっぱい賞状もらって。「ばあちゃーん、賞状、こ
んなもらったよぉ」って。学芸会とか、なんかわたしだけが目立ってたみたいなんです
よ、踊り方とかそんなのが。だから、いつも主役をしてたり。
ほかの親たちも、陰では「あそこの子だ」とか言うんだろうけど。「コシキ」ってい
うんですよ、らい病のこと。「コシキか、コシキか」とか言ってました。まあやっぱり、
「あそこの子だがぁ」っていうのは、みんな知ってますよね。
姉は、その〔母たちが強制収容された〕ときに学校に行ってるから、ツバを吐きかけ
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られよったそうです。姉は、そんなに成績とかも良くなくて。もう、卑屈に卑屈に育っ
ていった人ですからね。だけど、わたしが学校に行くときは、少し、かばえるところが
あった。 勉強ができれば、いじめられないから

と思って、そっちのほうに気持ちを

向けてましたね。
《聞き手》いちおう、先生がよく見てくれると、いじめも、ちょっと収まるっていうこ
とになるのかな？
《A さん》いや、小学校 1 年生のときは、わたしがどの程度の能力があるか、わからな
いじゃないですか。「先生、あの人が叩く、いじめる」とか言うと、「あなたが悪いんじ
ゃないの」っていうような言葉を聞いて、ぎゃくに涙が出たけど。我慢しとったことも
ありましたね。でも、小学校の高学年になって、成績が良いと、先生も違う目で見てく
れたのかなっていう気はします。かわいがってくれた気がしますね。でも、姉は成績も
悪いし、親がそこにおって、「あそこの子だぁ」と言われて。
叔父の態度が変化
学校での仲間はずれにまして、A さんにとって辛かったのは、やさしかった叔父が彼女を
「厄介者」扱いしはじめたことだ。そうなるには、まず、叔父自身が世間の偏見にさらさ
れて、A さんの母親への「恨み」の気持ちをもつようになっていたことがあろう。
《A さん》じいちゃんが亡くなって、叔父は、早く結婚しなきゃならなくなったんです
ね。だからまあ、 嫁を、嫁を

早く結婚したほうがいい なんて話があるときに、「う

ちみたいなとこに、嫁が来るか」っていうのが、だんだん、叔父の不満として、わたし
のとこにも聞かれるようになったんですね。
そして、誰かが、それなりの人を世話してくれて、結婚するんです。子どもができま
すわね。もちろん愛情はなくなっていきますよね、わたしから。ほんとに、わたしを肩
車して、いっしょにお風呂入って、囲炉裏端で抱いて、そして、昼寝してたら、わたし
が寝てるそのそばから、団扇をあおいでくれてた叔父なんです。
だんだんその、自分の家は貧しいし、嫁は来てくれないかしらない。そして、ときど
き外に出て、いろいろ会合に行ったときに、やっぱり、偏見差別の煽りを受けとったん
でしょうね。叔父が、「くっそう、馬鹿にされて……」とかいう言葉を、口にしてまし
た。わたしは、自分が大好きな叔父なもんだから、かわいそうでたまらんかったですけ
ど。やっぱり、子どもができたときに、「親のことは話してくれるな」っていう、叔父
の〔気持ちを〕わたしもなんとなく感じ取ってました。 もう二度と帰ってきてくれる
な。父ちゃん母ちゃんには、二度と帰ってきてくれるなよ とかいう、叔父の、心の変
わりがあったんですよ。それがもう、だんだんだんだん、やりきれなくて。それでなく
ても、もう、遠慮するようになってるんです、叔父にたいして。わたしは厄介者だって
いう気持ち。
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「生まれないでよかった」と親をなじる姉
A さんの姉は、A さん以上につらい人生をおくったようだ。
《A さん》姉は、ほんとに、つらい時代を送ったみたいです。姉は〔昭和〕10 年に生ま
れてて、〔母は最初、昭和〕13 年に〔敬愛園に〕入ってるから、ほんとは姉も、3 歳の
ときに、母親を引き離されてるんですよね。わたしは、「行かんでぇ、行かんでぇ」っ
て追えたけど、姉は追うこともできなかったんだなって、思うんです。
母親が帰ってきたときには、けっきょく、わたしが生まれるでしょ。父と母は、わた
しだけに愛情がある。だから、姉はもう、叔父さんたちを「あんちゃん」、ばあちゃん
を「お母さん」って言って、育っていくわけだから。ほんとに卑屈に育っていきました
よ。
姉は、中学校卒業してから、岐阜へ集団就職していきました。でも、郷里の人が一緒
だったみたいで。集団就職で、おんなじ紡績とか、勤めるじゃないですか。けっきょく
バレてしまって。職場も追われましたね、姉は。
帰ってきてから、姉は、敬愛園にいりびたるんです。そして、母親をいじめるんです。
「なんでわたしを産まないかんがったか」って。「こういう親に生まれて、しかも、ふ
た親も、らい病の子に。生まれんでいかった」って。もう、ずっと母親をなじり続けま
したね。
このように語る A さんだが、じつは、自分自身にも、ずっと同じ気持ちがあったという。
「 なぁんで、ふた親とも病気で、わたしを産んだんだ

って、心の中ではですね、そうい

う心の叫びは、ずっと〔わたしにも〕ありました」。
居場所がない、落ち着かない少女時代
中学生の A さんは、自分の居場所がなく、それゆえに、落ち着かない少女時代をすごし
ている。
《A さん》わたしも 黙っとけばいいんだ って思って、涙をこらえて我慢してるんだ
けど、自分が勉強することで、ちょっと、いじめとかがなくなって。やっぱり、それに
のってたんです。
そしたら、中学校になったら、勉強が、やっぱり比重が高くなるじゃないですか。電
気〔＝電球〕なんて 1 つしかないですから。みんな、百姓しよる。だけど、〔わたしは〕
勉強がしたいですよ、その〔1 つしかない電球の〕下で。「この忙しいのに、おまえが勉
強して、なんなるかぁ」って、やっぱり、そういうのが飛び交いますよね、どうしても。
だから、自分がいる場所が、なくなったんです。結局、「どうしても、勉強がしたい。
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保育所にでも入りたい」って言って、敬愛園の保育所に入るんです。
《聞き手》いくつで行くの？
《A さん》中学校 1 年の終わりごろ。でも、その保育所に、わたしは慣れなかったんで
す、集団生活が。幼い頃からおる子どもたちっていうのは、その生活に慣れてるじゃな
いですか。そこの保育所が、我がものですわ。それがどうしても馴染めない。新しい人
が入ってきたって、勉強してるところに、やって来るんです。もう、邪魔するかのよう
に。
母親にもっと会えると思ってたら、2 週間に 1 回か 1 ヵ月に 1 回、もうそのぐらいで。
面会も、母親の部屋に行けないんです。公会堂とかいってましたね、そこに行って。そ
こで、みんな、集団でなんですよ。そしたら、わたしは、「ここに入ったけど、みんな
からいじめられる」とかいうことが、訴えられないんですよね。会っても、会ってる気
分ではないし。とうとう、またわたしは、そこ飛び出して、別の施設に行くんです。
《聞き手》それ、いつ移るの？
《A さん》中学 2 年生の、2 学期ぐらいから。「愛の聖母園」っていうところがあって。
そこは女の子だけいるところ。カトリックの。
《聞き手》これは、どういうかたちで行けたの？
《A さん》それは、敬愛園から〔頼んで〕入れてもらったんです。そこでも、やっぱり
こう、あんまり……。とにかくわたしは、落ち着かないんですよ。ほんっと、自殺した
いと思いましたね、その頃ずうっと。なんか、自分の居場所、自分の こうしたい っ
て思ってた夢が、なくなって。落ち着かなくて。父や母にも心配をかけましたね。子ど
ものときに、
「この子は利口な子だ、利口な子だ」って、親は自慢してたと思うんです。
それが、迷惑ばっかりかけて、もう、とんでもない少女になってたと思うんです。
そんな状態のときに、最後は、中学 3 年の 3 学期に、姉のところに行くんです。姉が、
ちょうど同棲してたから。そこに転がりこんで行くんです。姉はですね、母をいじめる
反面、寂しくて、誰かを、やっぱり求めてたんですよ。わたしが行くところに寄って来
るんです。きょうだい喧嘩して、わたしをいじめるんですよ。でも、姉は寂しさの強い
人で、わたしのそばに来た。わたしもちょうどよかったですね、聖母園にもあんまりい
たくないときで。それと、就職とか考えてたから、ちょっとだけ、姉と一緒に暮らすん
です。3 ヵ月ぐらい。
愛生園の看護学校を受験――「隠さなきゃいけない」
希望を失いかけていた A さんだが、敬愛園の「おにいちゃん」の勧めで、長島愛生園の
看護学校に進学という進路を見出す。しかし、病気の両親のことを「隠さなければいけな
い」という気持ちは、どんどん強まっていく。
《A さん》そういうところで、ちょうど、愛生園の、新良田高校ができることになって。
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――その時代はまだ、患者が患者を看る時代です。父は、弱視ぐらいのときまでは、け
っこう他人（ひと）の世話をしてました。食事を運んだりしてるのは、父でしたもん。だ
けど、いよいよ失明したときに、父と母の世話をする人がまた、沖縄の人だったんです。
その人が、とっても優秀な人で。わたしも「おにいちゃん」って言ってたんです。その
人が、新良田高校に行くんですよ。そして、わたしたちのことを、やっぱり気にかけて
くれていたみたいで。「A ちゃんを、こっちの看護学校にやらないか」っていう、アド
バイスをもらったんです。「おにいちゃんが、こうやって言ってきてるけど、おまえど
うするか？」「そこに行く」って。なんか、そこで守られそうな気がしたんですね。そ
れで、いままで落ち着かなかった少女が、少し、希望が湧いたんです。 看護婦になろ
う

って。それで、愛生園の看護学校に行くんです。
このときの受験に行くのは、敬愛園の保母さんがついて行ってくれた。だから、わた

しは、敬愛園〔の未感染児童保育所〕に籍があったんじゃないかと思うんですよ、その
あいだ。とっても素敵な保母さんがついて行くんです。それで目についたのかなんなの
かわからんけど、「誰と来ましたか？」って聞かれると、もうそれをごまかすのに苦労
するんです、いきなり。「一緒について、引率してくれた人は誰ですか？」って。敬愛
園の保母さんって、よう言わないんですよ。
《聞き手》長島愛生園の看護学校でしょ？ それでも、隠さなきゃいけないと思った？
《A さん》隠したほうがいいだろう〔とか〕、いろんな噂が飛び交ったり〔した〕。父と
母は、もう、わたしを守りたいばっかりだから、いろんな噂を鵜呑みにするわけです。
「ここの病舎の子どもって、言わないほうがいいみたいだ」とかいうから、そうかしら
って思って。もういろんな、悩んでるとこに、「誰と来たんですか？」「あの、ちょっと、
よその保母さんです」って言っただけで、敬愛園の保母さんって、言わなかったです。
面接のときも、やっぱり、だから、怯えてましたね。
合格発表は、そのにいちゃんから「よかったね、合格してる」って連絡があるんです
けど。わたしには、合格通知が来ないんですよ。そしたら、それは迷子になってて。結
局、敬愛園に合格通知は行って。敬愛園の、入所者の子どもっていうのはバレてしまう
んです、愛生園では。〔看護学校に〕入ったら、やっぱり職員も一緒なんです。「あの子
はねぇ、あそこの入所者の子どもだって」って、もうそれが、ずうっと広まって。また
そこに、暗く沈む。そこで、わたしは入学するんだけど、沈んでしまうんです。 わた
しはそう思われてる、そう思われてる。島の中でそう思われてる 。
わたしは、宗教に入り込んでいくんですよ。もう、わけがわからないんですよ、自分
の、心の落ち着きがなくて。そして、あの……、ある牧師さんと知り合って。その牧師
さんは、健康な人と結婚されてて、園の中におられたんです。そこに、わたしは、隠れ
て。学生の身でありながら、入り込んでいくんですよ。
そしたらある日曜日、そこに、当直の婦長が回ってきたんです。ジロッと見られた。
わたし、退学になる と思ったんですよ。そしたら、その婦長さんが、「あんた来（き）
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いや、うちの部屋に」って。「これ飲みや、食べや」って言うんですよ。でも、もう怖
くて怖くて。そしたら将来の話をしてくれて。もうそのときは 2 年生だったんですけど
ね、実習にもおりてたし。「あんたはな、ここの病院には勤めなんな。よそのところの
看護婦になりぃ。そのほうが、きっとあんたは、思い切り働ける」っていうアドバイス
をくれて。また、 はっ、社会の病院で働こう って。卒業するまで、その婦長さんは、
ずっとかわいがってくれるんです。
姉の恋人に打ち明ける
隠すことを一種の戒めとして守ってきた A さんだが、隠したままでは生きていけないと
判断せざるをえないときがある。とくに、結婚の問題では、隠し通せない。のちに A さん
自身も自分の結婚相手に「打ち明ける」が、同棲する姉にも、彼氏に打ち明けることを A
さんは迫っている。
《A さん》姉のところに 3 ヵ月転がり込んで、姉が同棲してるときに。姉はずっと、親
のところに行って、言いがかりばっかりつけてたんです。なんか努力して、バスガイド
とかになって帰ってきたみたいですけど、とにかく、荒々しい性格でした。 こんなに
落ち着かないのは、結婚しないからじゃないだろうか

結婚したら、結婚したら

っ

て、みんなが、まあ 24、5 歳になってたから、言ってたんです。岐阜におるときも、や
っぱり恋愛はしてたみたいですね。でも結局、親のことを話せなくて、去って、帰って
きた。もう、心の中は、 親のせいで、親のせいで

っていうのが、いっぱいになって

るから。ちょっとやそっとでは許せなかったけど、やっぱり、同棲生活していくんです
けど。
わたしが、
「やっぱ姉ちゃん、話そうよ」って。「このまま、わたしたちは、黙って生
きてゆかれないよ」って言って。ふたりで、姉の夫になる人に、話すんです。ここも、
やっぱりおなじ、「コシキか」っていう、激しい言葉が返ってきました。それでまた、
ごまかそうと姉はしてた。「ごまかしたら、ずっと一生、ごまかしとかんといかんよ、
姉ちゃん。ごまかすまい」って言って。ふたり、泣き泣き、姉の夫に話すんです。「俺
はいいけどね。俺の親には、絶対、言ってくれるな」っていうことで。まあ、義兄（あ
に）は、1

回結婚も失敗してましたので、姉と結婚したいっていう気持ちになってたんで

しょう、そういう条件があったとしても。子どもをもってて、子どもを捨てて、姉と結
ばれた人やったから。まあ、姉も、そういう人生を歩いた人だったから、 この人なら
ば

っていう気持ちがあったんでしょうね。
その人と、母のところに会いにいくんです。そりゃあ、やっぱり、座ろうともしなか

ったですよ、最初は。もちろんお茶も飲まなくて、そそくさと帰りました。それが、ず
うっと続きましたがね。まあ、ほんっとに、父と母は耐えて。その夫婦に、よくしてや
ってました。あとになって、年金が 2 人分出るようになったときには、 どうかしたら
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姉の気持ちが落ち着くんじゃないだろうか っていうのが、いっぱいあったんでしょう
ね。 わがままな姉に添い遂げてくれる人なら

ってことで、家まで建ててやってまし

たよ。〔母親は〕「ときどき、父ちゃんと話すんだよ。おまえは、金の心配はかけないけ
ど、会いに来てくれない。姉ちゃんは、よく会いに来てくれるけど、金の心配と、わた
しと喧嘩して帰る。父ちゃん、つらそうだよ」っていう話は、してましたね。
そういう人生を送りながら、やっと姉は、子どもができるんです。わたしの子どもよ
り小さいんです。できた頃から、まぁ、義兄（あに）もわりと、わかってくれて。母のと
ころにもよく行くような人生を送りだしたのは、もう、父が死んでからなんですけど。
けっきょく姉は、もう、どっしても過食症がとまらなくて、糖尿病になって、54 歳で死
にます。子どもは 2 人、産むんです。わたしはその、姉がわたしのところに近づき、わ
たしも姉のところに寄ってくる反面、もう、姉には疲れ果ててました。父と母に言う言
葉がつらくて。でも、自分が、ツバを吐きかけられて、こんな人生を送ったっていうこ
とだけは、やっぱり、姉も話しませんでしたわ。わたしまででしたね、その話は。
「あなた、看護学校どこ卒業したの？」
病院に勤めはじめれば、先輩の看護婦から、
「あなた、看護学校どこ卒業したの？」と尋
ねられる。普通なら、「愛生園の看護学校」と答えることに、とくに抵抗があるわけではな
い。しかし、ハンセン病の両親をもつ A さんにとっては、それが「最初のひっかかり」と
なったという。
《A さん》わたしはその、「社会に出なさい」っていう婦長のアドバイスもあって、〔公
立の大病院で〕ことしの 3 月まで働くんです。もう、そのときに、自分がとにかく、父
や母のことについて語らなければ、自分のまわりは平穏で幸せなんだっていうのが、十
分わかってたから。 親を語るまい

っていう決心のもとに、働くんですね。でも、最

初に言われた先輩の言葉が、「あなた、看護学校どこ卒業したの？」って。ふつう聞き
ますよね、やっぱり。つい出てしまったんです、「愛生園の看護学校」
。〔先輩は〕
「あん
たにはもう〔病気が〕うつっちょるよ」と。びっくりしましたねぇ。これが、〔たんに〕
そこ〔＝愛生園の看護学校〕を出ただけの人だったら、「そんなに簡単にうつるもんじ
ゃないよ」って言えたでしょうけど、それが言えないんですね。「どこの卒業？」って
いうのが、最初の引っかかりでした。
父や母に会いに行くと、父が言うんですよ。「父ちゃん母ちゃんのことは、なんも考
えんでいいよ。自分の幸せだけ考えて生きていきね」って。子どもの頃、母は、「あん
たを父ちゃんの籍に入れなかったのは、不憫だから。両親〔ともが〕この病気では不憫
だから、わたしの私生児にしとった。ほんっとに、この人が父ちゃんだからね。父ちゃ
んは健康な人だったからね」っていうことも、聞いてたんですよ。でも、複雑でしたね。
そげんに言われても、病気だよな

って。そういう気持ちをしながら。
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でも、ほんとにわたしは、父と母の愛情を受けながら生きてきたから。やっぱり、な
んかこう、悪い方向に進みきれないんです。なんとか、この親を、幸せな気分にしたい
っちゅう気持ちもあるわけですね。
結婚差別
A さんは 19 歳のときに、プロポーズされる。しかし、両親のことを打ち明けたとたん、
きわめて偏見にみちた言葉が返ってきた。
《A さん》19 歳のときに、恋人が現れたので。「結婚を、結婚を」って言うから、 まだ、
ちょっと早いかな と思いながらも、 もしか と思って、
〔両親のことを〕手紙に書き
送ったんです。〔そうしたら〕「あなたの体を介して、らいになるんじゃないか」ってい
う〔返事〕。
もうそれは、怯えましたね。〔わたし自身は〕 両親、ハンセン病の親から、わたしは
生まれてる。〔それでも〕こんなに健康に生きてるんだ。そんなに〔簡単に〕病気にな
るもんではない って思っていても、世間はこんなふうに見てたのかっていう、驚きで
すね。それは怖かったです。その人が言い触らすんじゃないかって、そのほうが怖かっ
たんです、別れても。おんなじところにおって、自分は公立病院っていうところから、
逃げたくないでしょう。だんだん、わたしが就職する頃には、公立病院は准看護婦を採
らない時期でしたから。どうしても自分は、ここにおらないかん、という気持ちもあっ
たし。怖かったですねえ。
わかってくれる

男性と思い結婚、しかし……

21 歳のとき、恋人に両親のことを打ち明ける。こんどは「そんなこと関係ないよ」とい
う、 理解ありげな

言葉が返ってきた。そして、結婚。しかし、「自分の親には話してく

れるな」と言われ、 両親は死んだ

ことにした。療養所の両親のことを同居の姑に隠しな

がらの生活は、終わりなき苦渋の毎日であった。
《A さん》〔そして〕失恋の心を癒してくれる男性に惹かれてしまうんです。 話せな
い って思ったけど、やっぱり、姉のときの悲しみもあったから。どうしても、隠して
生きることはできない。 親が死んだとき、どうするんだ

って、そういうのがあった

から、 やっぱり話そう と思って。21 歳のときに話すんです。そしたら、「そんなこと
関係ないよ」って。さも理解があるげでしょう。そして、親のところに行くんですね。
行ってやっぱり、びっくりするんですよ。「びっくりしたでしょう？」
「びっくりしな
い」って言いながら、やっぱり、びっくりしてるんですよ。〔そして〕「〔自分の〕親に
は話してくれるな」って。
「親には話してくれるな」って言ってても、子どもができて、子どもに〔も〕話せな
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いんですよね。子どもに話したら、ばあちゃん〔＝義母〕に話すんじゃないかという不
安があるから。そして、なんとなくチクリチクリとするもんがあるんですよ、夫とのあ
いだに。子どもは湿疹つくりますよね、どうしても。そういうとき、「俺の家系は、こ
んな皮膚の弱い家系じゃない」って言う。
わたしが結婚相手に選んだのは、 ちょっとぐらい体が弱いほうが、わかってくれる
かもしれない

って。入ってきた喘息の患者さん、わざわざ、 この人を選ぼう

と。

でも、それはだめでしたねぇ。借金をよく作ってました。喘息なのに、よく賭け事をし
てました。賭け事するのは、自分では「出世のためだ」って言ってたから、わたし、黙
ってました。「付き合いがあるんだ」って。でも、それって借金ですよね。
《聞き手》賭け事って、麻雀やるわけ？ レートが高いかたちで？
《A さん》はい。それに苦労をかけられました。でも、耐えました。っていうのは、姑
が優しい人だったんです。とっても優しい人。自分の息子のそういう生き方を、嫌いで
した。だから、わたしを、ものすごくかばった。結婚するときに、「父も母もいない」
って〔言ったので〕、「親のいない人だから、かわいがらなきゃならない」って。
《聞き手》親は死んだことにしたの？
《A さん》はい。それで隠しとおしました。夫だけに言って、隠したんです、ずっと。
姉が過食症で、糖尿になって。姉が病気だったのは、わたしにとって、都合がいい面
があったんです。べつに〔容態は〕悪くはないんです。〔でも〕いつも「姉が病気」っ
て言うていけば、〔親を見舞うのに〕都合がいいでしょ。これが医療従事者の、うまい
嘘ですよね、って自分で思いながら。
《聞き手》そうやって、療養所のご両親に会いに行った？
《A さん》はい。姉を危篤にするんです。すべて「姉は危篤だ」って。「どうしてそん
なに？」って〔聞かれたら〕、「低血糖に陥るの。だから意識もなくなる」って。
《聞き手》そうか。看護婦が言うんだからね、もっともらしいよね？
《A さん》はい。よく嘘言いました、ほんっとに。職場にも「親はいない」って言って
たから、ずっと。あとで生きだせる〔＝生き返らせる〕んですよ、それ。〔母親の〕晩
年に。それもまたうまい（笑）。
履歴を書き換えるために夜学に通う
「愛生園の看護学校卒業」という履歴を書き換えるために、A さんは、33 歳から、正看
護婦の資格取得のために夜学に通う。
《A さん》もう舅は亡くなってました。姑だけ。その姑が優しくて、理解のある姑で。
三交替〔勤務〕するわたしをかばってくれる。
わたしは准看護婦でいて、自分の、「愛生園卒業」っていう履歴をもって生きていく
のも、やっぱりどこかで、ずっと嫌だったんですよ。〔しかし、正看護婦の資格取得の
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ための〕進学コースに、〔勤めを〕辞めていくわけいかない、家庭もってるから。夜学
のができるのを待って、33 歳から夜学に入るんです。そのときも姑が、すっごく助けて
くれるんですよ。思い切り勉強もできたし。
《聞き手》夜学だと、何年やるの？
《A さん》3 年です。幸い、子どもを、ものわかりのいい子どもに育てたので、「お母さ
ん、勉強がしたい。もっと人の役に立つ人間になりたい。だから、夜学に行っていい？」
「行ってほしくないけど、お母さんが行きたいなら、いい」って。3 年間我慢してくれ
たので。
そのかん、やっぱり夫は麻雀に走って。 この 2 人の男の子を、間違った道に走らせ
ないために、どうしようか

って思ったら、短い時間を……。夜学から 9 時半 10 時に

帰っても、「きょうは学校どうだった？」お腹をすかせながらも、話を聞くとか。そう
いうところで、子どもを卑屈にならないようにしていく。3 年生になったら、昼間に実
習して、夜は仕事。16 時間仕事をする。そして実習録を書いたら、朝の 6 時になる。そ
れから 2 時間寝て、8 時からまた実習におりる。そういう生活を 1 年送りました。ある
日、子どもの作文を見たら、「ぼくのお母さんは、寝てるときよりも勉強してるときの
ほうが長い。ぼくも、もっともっと勉強しよう」と書いてくれてた。 ああ、わたしの
やってることは、間違いなかった

と思って。3 年間、病気もしなくて、子どもたちも

病気しなくて。まずひとつ、夜学っていうのを突破して、履歴を書き換えることができ
たんです。
優しい姑もハンセン病には強い偏見
愛生園の婦長が定年退職をむかえ、A さんの住む市に越してくるというので、挨拶の葉書
が届いた。そこには、「らい療養所」の文字が書かれていた。それを見た姑は、異常なまで
の反応を示した。A さんは、「やさしい姑」の心のなかに「ハンセン病への根強い偏見」が
同居している悲しい事実に直面してしまったのだ。
《A さん》愛生園の、もう一人の婦長から〔葉書がきた〕。〔わたしの住む〕□□市に、
定年退職〔してから〕、お姉さんと暮らそうと思われたんですね。なんもわたしに、準
看に 2 年間おった生徒にですよ、わざわざ葉書をくれることないですよ。□□市に住む
から、まあ、お付き合いしたいと思ったんでしょうね。「わたしの、らい療養所での何
十年間は貴重なものでした」っていう葉書が来たんです。そしたら姑が、その葉書を見
て、震わせて、「あんたは、こんなとこにおったんかぁ」って震わせましたね。 この優
しい姑も、ハンセン病にたいしてだけはダメなのか。やっぱり話せない 。
ほんっとに、話そうと思いましたよ、わたしをかばってくれるのは、この人しかいな
かったんですから。孫もしっかりと育ててくれたんですから。もの知りな姑で、孫に、
集合を教えよったですよ、数学の。百人一首はみんな覚えてました。どこからでも読ん
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でましたね。百人一首、わたしは全然取らないんです（笑）。そういう姑だったから、
「き
ょうは、こんなんで仕事が遅くなった」って、いろいろ、わたしも帰ってしよったんで
すわ。
母たちには、「姑さんが優しいから、辛抱してね」って。
〔両親は、なかなか〕わたし
に会えないことも辛抱してくれてたんです。だって、出産とかそういうところでも、姑
に頼らんと仕方がないじゃないですか。洗濯からなにから、してくれるわけですから。
親がいないと思って。でも、親が年取ってくると、話したくって。 どうするんだ、ど
うするんだ

という気持ちがあったから、〔姑に〕話そうかな、と思ったけど、その一

通の葉書で、やめました、話すの。
前出の語りのなかで、敬愛園の母親が「おまえは、金の心配はかけないけど、会いに来
てくれない。姉ちゃんは、よく会いに来てくれるけど、金の心配と、喧嘩して帰る」と言
ったという表現があったけれども、A さんは、敬愛園の両親に会いたくなかったわけではな
い、会いたいけれども、姑に内緒にしているかぎりは、めったに会いに行けなかったのだ
という事情が、上の語りで明らかになっている。
父の死に自分を責めながら生きて
星塚敬愛園での父の死の場面は、A さんにとって、一生、悔いと責めを残すものとなった。
姑に嘘をいって、敬愛園の危篤の父のもとに駆けつけてきた A さんは、「もう〔死んでも〕
いいがな」という言葉を口にしてしまったのだ。A さんが 34、5 歳のときのことだ。
《A さん》そして、父の危篤があるんです。姉をやっぱり危篤にして、〔敬愛園に〕来
ました。胃潰瘍だったんです。吐血したんです。姉は来て母親と喧嘩する、そしてわた
しは来ない、というのが父の寂しさとなって、やっぱり心の中ではつのってたんだと思
うんです。ものすごい血を吐いたそうです。そこへわたしが行ったら、父親は「帰れ、
帰れ」って言ったんです。それっきりでした。
そのときに、わたしは、「もう、いいがな」って言ってしまったんですよ。 死んでも
いいがな なんですよ。もう、疲れ果ててたんですよね、そういう人生が。――で、父
を犠牲にしたと思って。いまでも、わたしは、父を殺したのはわたしだと思ってる。そ
こがいちばん、悲しい場面でしたね。
だんだん意識が遠くなっていくのに、わたしは敬愛園の医者に、「もうこれ以上のこ
とを処置しないでください。わたしは姑に嘘を言ってここに来てるから、何度も駆けつ
けることができない。だから、助からないんだったら、わたしの目の前で死なしてくだ
さい」。父は、わたしのために、そこで死にました。わたしは医療従事者なのに、なん
で「父を助けてください。点滴をもっといっぱいしてください」って、なぜ言えなかっ
たのか。助ける道もあったんじゃないかって。それからずっと、わたしは、責めです。
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もう一生、背負って生きるでしょう、このことは。
そして父の葬儀が終わったら、ほんっとに、なに食わぬ顔で、家に帰って。「姉さん、
低血糖起こしたけど、助かった」。また、なにがあるかわからんから、姉には生きとっ
てもらわんといかんとですよ、喧嘩はしても。だから、そうやってまた、すましてまし
たけども。悲しくて悲しくて。ずっと泣いて暮らしました。
《聞き手》お父さん、いつ亡くなられました？
《A さん》昭和 54 年だったと思うんです。53 年だったかもしれない。そのあと、姉が
死ぬんですよ。
母を大事にするために離婚を選ぶ
父親の死に際して悔恨を残した A さんは、母親を大事にするために、離婚の道を選択す
る。15 歳の息子に打ち明けたところ、息子も離婚に賛成。夫が博打で借金をつくったこと
が、離婚の表向きの理由になった。――長男が 1968（昭和 43）年生まれだというから、A
さんが離婚したのは 40 歳前後ということになる。
《A さん》とにかくもう、父が死んでから 離婚しよう っていう気持ちが、だんだん、
つのってきた。やっぱり博打を打つ人は、借金を抱えるんです。 このときに離婚って
いうことを言わないと と思って。父が死んで、悲しさと、いろんなことが入り混じっ
てたので。
子どもに「じつは、こんな親がいるんだ」って言ったら、「なんであんたは、この○
○家にだけ尽くしてきたんだ」っていうのが、15 歳の息子の、わたしにたいする怒（お
こ）りでした。それがまた、わたしを力づけてくれたんでしょう。
「離婚しなさい」って

〔息子は言った〕。
でも姑は、わたしが好きなんです、離れたくないんです。わたしは姑に、冷たく、冷
たく当たりだして。「わたしは、あの人には愛情はない」「もう元には戻れない。あの借
金で、戻れない」って、ずっと言い続ける。実際は借金は、わたしが背負って、整理し
てるんです。でも、そうやって言い続けて。離婚までもっていきました。
《聞き手》いくらぐらい、借金つくったの？
《A さん》1 千万〔円〕ぐらい、あったんじゃないですか。その金額が大きかったから、
離婚へもっていけた。姑も裏切れた。「借金と子どもはわたしがみる」って言って。そ
れからわたし一人で、高校、大学って、〔2 人の〕子どもを出しました。
夫が出て行くよりも、姑が出て行くほうが悲しくて。わたしは一日、ふとんの上で、
どうやって生きていっていいかわからなくて。だから、どっちにも罪をつくったような
気がします。親にも罪をつくり、姑にも罪をつくりしながら。でも、そうでなければ、
わたしは、残ってる母を大事にできないと思ったんです。父親の死があまりにも悲しか
った、わたしが殺したんですからね。
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《聞き手》長男の子には、15 歳、中学 3 年のときに教えて。おばあちゃんのところに、
連れてくわけ？
《A さん》はい、行きます。父親は死んでいないから、父親に会うことはなかったんで
すけど。「もっと早く会いたかったよ。ばあちゃんは酷くないじゃないか」って。ほん
とに、眉毛がないわけでもなし、顔が崩れてるわけでもない。〔母の病気は〕おそらく
自然治癒してたんだろうと思います。っていうのは、手だけがひどいけど……、指はな
くなってましたよ。それはもう、百姓して。ここに入ってから強制労働して。包帯巻き
とかですね、指がなくても。「あんたのお母さんは器用だった。あれでも、包帯巻き、
あたしたちと一緒になってした」って。この裁判で、いろんな人たちが、わたしに、母
の記憶、父の記憶って、教えてくれるんです。
《聞き手》自然治癒っていうのは？
《A さん》再収容されたときに、菌の検査があったんでしょうね。〔父も母も〕「もう菌
はなかった」と言ってました。
姉の死
A さんの姉は、1989 年に、54 歳で亡くなった。A さんが 45 歳のときのことだ。――A さ
んの語りからは、姉の死にざまは、ハンセン病問題に翻弄されつづけた無念の死であった
ように窺われる。
《A さん》〔父が亡くなって〕母は一人になって。家に姑といると、電話もかけられな
いんです。聞いてるんじゃないかと思って。離婚してからは、電話かけて、もうほんと
に、大声で話しましたねえ、ふたりで。敬愛園に行っても、ふたりで過ごして。あの、
あんまり心配かけなくなったら、呆けが早くなったんですけど。
園の人は、だれの娘っていうことで、「あんた、妹のほうだね」ってわかるけど。姉
のあの、やかましい。こんなに太って、母をいじめる姉だけを、みんな園の人は知って
るんです。「○○ちゃんか？」っていうから、「○○じゃない。わたしは妹のほうだよ」
って。「○○ちゃんは、かあちゃんをいじめてばっかりしよった」って、有名でした。
その姉は、だんだん病気が酷くなって、けっきょく、夫のもとから離れていきます、
自分から。そして生活保護を受けて、最期を迎えるんです。ほんと、2 人の子どもたち
が可哀想でしたがねえ。「あんたは、自分が受けた悲しさがあるんだったら、もっと健
康にして、2 人の子どもをちゃんとせんといかんじゃない」って言うたら、もう、いっ
ぱい〔言葉が〕返ってきよった。もうわたしも、あんまり、姉のところに近づかなくな
ってたんです。姉が、病院でいよいよ、体が腫れたりしたときに、顔見に行く。〔姉の
子どもたちは〕わたしの子どもより小さいですから、「子どもが高校に入ったりするの
を見たいだろう。長生きせんねぇ」って言ったら、「もう遅いわぁ」って。「わたしは長
生きしたくない」っていうのが、姉のホンネでしたもんね。「もう、生きておきたくな
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い。いいわ」って言ってました。で、姉が死んでいくんですけど。
まだ母親なんて、〔園から外出するのに〕外出許可〔の制度〕もあって、ほんとに、
やっと外出するぐらいでした。やっぱり、ちょっと怯えながら母を連れてまわる時代な
んです。それだったけど、姉が、呼んだんですよね。〔母の〕外出とおんなじ日に、死
にました。わたしは間に合わなかったけど、母だけが間に合ったんです。やっぱり、姉
は母を求めてたんだろうって思います。母と、命日まで近くて死んでるんです。否が応
でも、2 人の命日を一緒にしなきゃならないように、なんか、姉が仕組んだんかなぁと
か思いますがね。まあ、ずっとあとで、母は死ぬんですけどね、平成 12 年に。
母の最期を看取る
母の最期のときには、思う存分、介護の限りを尽してあげた様子が、A さんの語りから伝
わってくる。つぎの語りの「敬愛園のなかでは最高の葬式を」とあわせて、子としての母
への愛が惜しみなく表現されていよう。それは、長いこと、周囲の人たちに、ハンセン病
の親がいることを知られてはならないという戒めのために、隠しつづけ、嘘をつきつづけ
てきた A さんの一生を、最後の時点で、悔いの残らぬものに転換するために、欠かすこと
のできないものだったのだろう。
《A さん》離婚してからはもう、ほんとに、母を大事にすることができました。平成 8
年も過ぎた頃、戦争に行ってた〔長男の〕叔父が、「かあちゃん連れて帰れや」って言
ってくれたので、田舎に連れて帰りました。正月のたびに、母を連れて 5 回ぐらい、帰
りましたねえ。とってもうれしそうでした。「寮の人が言うとよ。わたしたちのぶんも、
幸せ味わってきなぃって、言うとよ」って。けっこうおしゃれでしたので、「わたしの
髪はどうや？」――

どうでもいいがな

って言いたぃかったけど（笑）。家の近くに

なってから、髪をさばいてやって。正月のたびに、連れて帰りました。それがわたしの、
いい思い出でしたね。 母の最期は、ぜったいに悔いのないように

って思ってました

から。そうやって、まあまあ、正月のたびには迎えてくれるように、叔父たちがなって
いくんですけど。
母が、いつのまにか病魔に襲われてて。ペースメーカー入れてたんですけど、よく合
わなくて、まず腎不全になって。駆けつけて、
「どうですか？」って言ったら、「見たら
わかるでしょ」っていう、医者の言葉。ムカッとしましたがねえ。鹿児島大学から来た、
若い先生でした。
今泉先生が、よくしてくれました。わたし、ずっとそんとき、何日か看てたんです。
「先生、意識がありますから。見殺しにしたくない」って言うたら、「僕もそう思う。
挑戦して、透析しようかと思ってる」「お願いします」って言って。透析で回復したん
です。急性腎不全〔でしたけど〕、もう透析もしなくていいぐらいに、回復する。
「よか
ったよかった。母ちゃん、もう病気じゃないんだよ。元気になったんだ」って。
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ずうっとそれから、フォローしよったら、「腫瘍マーカーが高い、お母さんは。どこ
の癌だろうかねぇ」って。あの、胆道癌っていうことだったんです。 ああ、ばあちゃ
んも胆道癌で亡くなったなあ って。「どうする？」って言うから、「手術するって、そ
んな野暮なこと言わないでください、この年で。とにかく自然なかたちで」。83 歳でし
たから。そのときは、〔敬愛園に〕医者がいないから、あっちこっち行きました。あの、
××国立病院とか、△△病院とか。
そして最期は、 もう、いよいよだな と思ったとき、1 週間ぐらい〔休みを取りまし
た〕。ずっと職場には嘘を言い続けてるんですけど、ただひとつだけ、言ったのは。「父
が沖縄で戦死したもんだから、そのまま母は沖縄にいた。わたしたちだけ、ばあちゃん
に育てられていた」。またそこで、嘘を作り出したんです。
「母は、姉が死んだときにこ
っちに帰ってきて、養老院にいた。もういよいよみたいだ」って。「どこの病院に入っ
てると？」〔と聞かれると〕、またそれも嘘言わないとならない。ちょうど××国立病院
に入ってるときに、「××国立病院に入ってるの？ あたしの知ってる看護婦がいるん
だけど」って〔言われた〕。「うーん」って、もうそこ、ほんっとなんか、綱渡りして。
嘘の綱渡りか、これ とか、そんなん思いながら、嘘を言いつづけて。ずうっと死な
してた母を、なんとか、生きだせて〔＝生き返らせて〕。そんじゃなかったら、最期は
してやれないと思ったから。
夜中の 1 時 2 時に夜勤明けたら、朝はもう、7 時の電車に飛び乗って。〔敬愛園に〕2
週間ごとに行っちゃあ、母を〔病室から〕部屋のとこに連れて〔いって〕、母とそばに
寝て。体〔の向き〕を変えて、ぜったい床ずれができんように変えて。そういうことを、
ずうっとしよったら、あそこの介護の人たち、こそっと覗いてましたわ。「わたしたち
にも、介護の手順を教えてください」って言ったから、わたしはこのときとばかりに、
いろんな物を持っていって、したんです。
最期は 1 週間ぐらい、いっしょにこう、寝て、抱っこして。もうほんとに、この匂い
を、この手の冷たさを、ぜったい、自分に、インプットさしとこうと思ったもんだから。
もうほんとに、辛かったですけど、きつかったですけど。それがやっぱり、わたしの最
後の幸せの、絶頂でしたね、親と子の。「とうちゃんに話せよ。こんなにわたしは〔親
を〕大事にする娘になったって話せよ」っていうのが、わたしの願いでした。そのこと
をずっと言い続けながら。
でも、なんか、わたしが行くと血圧が上がるんですよ。〔そして〕帰ると血圧が下が
るんですね（笑）
。今泉院長が、「どうしますか。いよいよお母さんが間に合わなかった
ら」「いいえ、どうしても間に合わせてくれ」。血圧が 50 ぐらいになったら、看護婦が、
わたしに電話かかってくるんです。それから〔駆けつけるまで〕4 時間あるから、「娘さ
んが来るまで待つんだよ」っていうて、足が上げてあるんですね（笑）。わたしが行っ
たら、血圧が 80 になるんですよ。もう、それの繰り返し。
〔母の部屋に〕酸素吸入〔の機器〕もそえてくれて。わたしが
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わたしの腕の中で死なしたい っていう気持ちがあったから。やっぱり看護婦だな、こ
れ。血圧が下がると、 酸素せんければ、血圧上がらんかもしれん

なんて、自分でリ

ッターも決めて、酸素してました。2 週間ごとに行ったら、「娘さん来たよぉ」っていう
ことで、最初は車椅子だったけど、だんだんストレッチャーになって、酸素が必要にな
って。部屋に連れて帰るということをしてくれました。後にも先にも、こういうことを
されたハンセン病患者は、いないでしょう。もうそれは、わたしが父を殺したという負
い目が、ずっとあったから、そうやって母を送りだしたんです。
敬愛園のなかでは最高の葬式を
《A さん》姉の子は、わりと「ばあちゃん、ばあちゃん」って〔敬愛園に母に会いに〕
来てた。「A の子よりも、最初から会った姉の子がかわいいがなぁ、孫は」って言って
たらしいですね（笑）。姉は、きっと子どものときに、叩かれながら生きてきたんだろ
うと思うんですけどね、叔父たちに。やっぱり、子どもを叩くんです、すっごい。でも、
姉の子どもは卑屈になりませんでした。で、「あんたたちを一生懸命助けてくれたばあ
ちゃんに、最高のこと、してあげようね」って。「敬愛園ではこんな葬式ないよ、きっ
と。みんな、友達が見送るだけやっちゃ。遺骨もそこにほったらかし。だから、最高の
葬式をしてあげよう。あなたは、ばあちゃんとの思い出を書いて、弔辞を読みなさい」
って、姉の子に、そういうことをさせて。叔父たちは、〔社会の〕偏見差別がなければ、
ほんとは優しい叔父たちだったから、田舎から 30 人来ました、葬儀に。それも初めて
だったみたいです。そんな葬儀をして、送り出すことができたんですけどね。
自分では、やっぱり、まだまだ足りなかった。〔職場の〕病院でも、わたしの親がこ
こに入ってるって言えたら、言える自分の強さがあったらとか、そんな欲を思うんです
よね。敬愛園のなかでは最高のことをしてやれたんだろうと思うんだけど、それでもま
だ、もの足りなかろう、親だから。そういう気持ちは、やっぱりありましたね、最後ま
で。
母が亡くなって。そのためにわたしは、それまで携帯〔電話を〕持たなかったのに、
持って。電話をかけたかと思ったら「わたしの母は、何時に亡くなりました」。みんな、
職場の人は弔事〔＝香典〕を出したいんですよね。それを、パッと電話を切って。ほん
っと、いろんなことを計画立てながら、母の死を知らせて。 とにかく 1 週間休みをも
らわないとどうしようもない

と思ったもんだから。帰ったら、「ごめんね、A さん。

斎場聞かなくて」。「いいんだよ。うちはもう、密葬だから」って、そんな嘘を言いなが
ら。 まあ、よく嘘がポンポンでるわあ。嘘つきで生まれてきたわけだから、仕方がな
いか

と思いながら、嘘を最後までつきとおして。
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B さんのケース
B さん（女性）は、1945（昭和 20）年、九州地方生まれ（聞き取り時点で 59 歳）。3 歳の
とき、父親が菊池恵楓園に入所、母親は B さんを置いて別の男性と再婚した。B さんは「両
親のいない子」として、小学校 4 年までは父方の祖父母のもとで、小学校 5 年からは母方
の祖父母のもとで暮らす。このかん、近親者からは「冷たく」扱われた。父親がハンセン
病にかかって療養所に収容されたことを、まわりの近親者はみな知っており、B さんだけが
そのことを知らされていなかった。
「亡くなった」と聞いていた父親とは、結婚後、24 歳で
再会することになる。
聞き取りの場面で、B さんは、聞き手の問いを待たずに、一気呵成に話しだした。後遺症
がひどかったためもあって父を父として受け入れられなかったこと。自分が近親者から「冷
たく」されたとおりに、父親に「冷たく」接してしまったこと。自分の不幸の原因を父親
のせいにして、父親を「恨み」つづけたこと。B さんの胸中には言いたいことがたくさんつ
まっていたのだろう。
子どもは、息子 1 人と娘 2 人。現在は夫とのふたり暮らし。
「亡くなった」と聞いていた父親と 24 歳で再会
B さんが 24 歳、長男が生まれた後に、はじめて、父親の健在であることが母の口から知
らされる。菊池恵楓園での父親との 21 年ぶりの再会について、B さんは、つぎのように語
る。
《B さん》そのとき、母から「父親が生きてるよ」っていう言葉が、ちょっと出た。
それまでは全然、父親というのは知りもしなかったし、 亡くなってる って聞いてた
からですね、「なんで〔いまになってそういうことを言うの〕？」って。 いない

っ

てなってるのに、いてるっていうのはおかしいでしょ。そしたら〔母は〕「いや、子ど
ももできたし」。――結局、母は父に〔わたしと子どもを〕見せたかったのか、ちょっ
と〔よくは〕わからないんですけど。「どこに？」って言ったら、「恵楓園っていうと
こ」って。わたしは、その名前も知らないし、意味が全然わからない。「恵楓園って、
どういうとこ？」そしたら「病院」って言うからですね、「病院って、どういう病院？」
って。「行ったらわかるよ」って言うから、ああ、そうねと思って、気軽に、来たんで
す。
ここ〔＝恵楓園〕の入口に行って、父親の名前を言ったんです。そしたら〔職員が〕
「いや、そういう方はおられません」って言われる。〔父がここにいると母から聞いて
きたと言ったら〕そしたら、「誰のことだろう」って、バーッて、なんか事務所のほう
に行って調べたみたいでした。そして「S さんじゃないんですかね？」っておっしゃ
る。 えっ、ここは病院なのに、どうして名前もちがうんだろう
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かしたら、S さんじゃないかねぇ？」「いや、そういう名前じゃないです」。そして何
分かして、わかったんでしょうね。病棟に〔連れて〕行かれたと思うんです。そうし
て行ったら、「あの、来られましたよ」って言われる。「おたくは、なんにあたるんで
すか？」って他のひとが聞かれるから、「あの、わたし、娘です」って言った。娘が生
きてることも、全然、話してないらしくて。わたしも、いきなり行ったから。父親も
3 歳のときに別れてるから、お互い、どっちもわからない。
「父親です」って紹介され
ても、どの人が父親なのかわからないんですよ。ただ、「この方が S さんです。この人
がお父さんですよ」っておっしゃった。わたしの〔結婚前の〕名前は I というんです
から、「いえ、なんか、ちがうんじゃないんですか？」と言ったんですよ。
やっぱ、ほら、普通の病気でない。普通のお父さんと思って、わたしは行ったんで
すよ、期待して。そして、やっぱり見たときに、わたしの言葉から言ったらいけない
んですけど、もう、見たとき、子どもをだっこして抱えたときに、頭もはげて、顔か
たちも変形して、手〔の指〕もなくて、なんか、包帯巻いてたんですよね。 えっ、こ
の人がわたしの親？

って、そのとき。――それっきり、言葉もなかったです。その

まま何分経ったか、ちょっとわからないですけど。もう、そのまま。歩いて行って、
どこかでタクシー拾って帰ったんです。
やっぱり 嫌 っていうのか、自分の想像した父親とは全然ちがったから。 なんで
わたしは、こういう人から生まれたんだろう

っていう〔思いで〕頭がいっぱいで。

見た瞬間、はっきり言って、悪いですけど「化け物」って、そう思って帰ったんです。
こうした父親との再会によって、「そのとき初めて」、子ども時代の、まわりからの自分
の扱われ方の意味がわかったという。「小さいとき、親戚のうちに行っても、なんとなく、
あしらいがちがう。やっぱり、子ども心にわかるんですよね。大人になって、初めて、親
を見たときに、自分の親がどういう病気だったっていうことを〔理解して〕。だから、その
あとも、ずいぶんと悩んだです」。
次節からは、B さんのおいたちを子ども時代から追っていこう。
父方、母方をたらい回しにされ「投げやり」に
B さんが 3 歳のとき、父親は恵楓園に入所し、母親は「わたしを置いて、ほかの男性と結
婚した」。幼い B さんは、小学校 4 年までは父親の実家に、5 年生からは母親の実家に暮ら
すことになる。
《B さん》そっちを行ったり来たり、こっちを行ったり来たりするみたいな感じ。母
親がいるっていうこともわからなかったし。母親も、自分の記憶にないんですよね、
大きくなるまで。だから、じいちゃんばあちゃんが、わたしにすれば、親と思ってた
んですよね。
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《聞き手》おじさん、おばさんは、あんまりあったかくしてくれなかったの？
《B さん》そうです、はい。遊びに来れば、襖をピシャッと閉められたりとかって、
そういうの。言葉には出ないけど、なんか……
《聞き手》邪魔者扱いみたい？
《B さん》うん。畑のなかに、2 軒あるでしょ。じいちゃんばあちゃんのうちから、隣
の〔おばの〕うちに行けば、「あらぁ、なにしに来たぁ」とかって、そういうふうな態
度。ある程度大きくなって、学校も出てたときに、遊びに行って、〔おばが〕「あんた
がこまかかったときは、来ると、みんな、嫌だったもんねぇ」って言うんです。
「なん
でぇ？」って言ったら、
「あんたが帰ったあとは、箸を投げたり、茶碗を投げたり、し
てたもんねぇ」って言われたけど、意味がわからないんですよ、わたしは。
《聞き手》茶碗を投げた？
《B さん》うん。やっぱり、汚いっていうことでしょうね。それを言葉に出してくれ
ればいいんですよ。だけど〔訳を〕言わないから、自分にすれば、なんのことかわか
らない。全然知らなかったから、なにをされても、冷たくされても、もう、そういう
もんと思って育ってる。
〔24 歳で〕父親を知ったとき、 あっ！ って、そう思ったん
ですよね。いま思うと、あ、そういうあれだったんだね、と。
《聞き手》小学校 5 年で、今度は、お母さんと暮らしたわけじゃなしに、母方の？
《B さん》そうです。おじいちゃんおばあちゃんと。おばさんとかが一緒にですね。
《聞き手》母方のほうでも、また、冷たくされた？
《B さん》やっぱり、わたしの父のことを知ってるから、口には出さずに……。
B さんは、学校を出たのは中学校まで。「もっと上まで行きたいと思った。好きなことも、
したいと思った」けれども、それはかなわなかった。「やっぱり、わたしのまでは、まわら
んかったんでしょう。母親から養育費出るわけじゃないし。じいちゃんとばあちゃんが、
自分の子どもを大学までやってったら、けっきょく、わたしのまでは、まわらなかった」。
《B さん》〔上の学校へ〕行きたいと思いましたよ。好きなこともしたいと思ったです
よ。だけど、やっぱり、自分も投げやりになって。 行っても行かんでもいいや、学校
は。中学校も出らんでもいいや

って思ったことも、なんべんかありました。途中で

投げ出して、ほんと、行かなくて……。ほんと、お恥ずかしいことに、警察のお世話
になったこともあります。家出も何回もしたこともあるし。でも、やっぱり、中学だ
けはちゃんと出とかないかんよって言われたけど。
ほんと、車の免許も持ってないし、なんにも持ってない。手に職も持ってない。
中学卒業後は、「こっちにいるよりも、そばを離れたほうがいいだろうということで」、
京都の染物会社に勤める。3 年ちょっとたったころ、「やっぱり、おもしろくなくなって」
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九州に戻ってきた B さんは、ふたたび親戚のもとを転々とする。「帰るとこってないでしょ
う、わたし」
。18 歳のころには、再婚した母親のもとにいた時期もあった。「1 年ぐらい〔母
の〕家にいたですかねぇ。だけど、やっぱり〔母の家族とは〕折り合いが悪くて。そして
また、じいちゃんばあちゃんのとこに行って、おじさんのとこ泊まったりして」。
友達の紹介で「夜のほうのアルバイト」を始めたことをきっかけに、現在の夫と知り合
う。「行ったその日から、主人と、はじめて会って」。22 歳のときに結婚。そのときは「一
か八か、どうでもなれやっていう」気持ちだったという。
「〔主人とは〕30 何年のおつきあい、してますよ。だから、結婚してからのほうが幸せな
んです、わたしは」と語る B さんだが、結婚のさいには、やはりいくつかの壁に立ち向か
わなければならなかった。
結婚に反対される――母親からも相手方からも
結婚するときには、母親からも、夫の家族からも反対をうけた。
《B さん》結婚するということで、母のところに行ったんです。結婚すると言ったら、
母はいい顔をしなかった。「結婚すっとはいいけどね、まちがった子を産まんことした
らいい」って、母がそんなふうに言うたんです。意味わかります？ わからないでしょ。
なんか、当てこすりなのか。自分の親からそういうこと言われるからですね、わからな
かったんです。
3 歳のときに B さんを置いて出て行った母親。
「母親も、やっぱり、わたしの父を偏見で
見てたんだろうと思う」
。父親との再会を果たしたあとで、母親に、「『なんで別れたと？』
って聞いたら、結局、『まわりから、汚いとか、うつるとかって聞いたけん、別れたったい』
って」言ったという。B さんにとっては、「実の母親から、
『あんたの親は汚い』とか、『う
つる病気』とかって言われたのが、いちばん嫌だった」。
《聞き手》だんなさんのほうの家族も、反対したの？
《B さん》反対しました。名前がちがうから。わたしは父親の名前でしょ。母はちがう
名前でしょ。結局、調べられたんでしょうね、結婚するときに。そしたら、やっぱり、
主人のほうの家と、わたしの家の家柄がちがうということで、反対された。主人のきょ
うだいは 7 人か 8 人かいますけど、そのなかの 2、3 人ですかね、結婚式に来てもらえ
なかった。
24 歳での父親との再会で、「アッ！ あのときは、ああだったのね、と」思ったという B
さん。背景には、「意味がわからない」ままに歩んできた、こうした不遇の生い立ちがあっ
た。
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「主人のほうが親子みたいな感じだった」
父親との再会後、B さんの家は、
「〔団地が〕当たった」ことで、恵楓園のそばに引っ越
してきている。しかし、B さんがふたたび恵楓園を訪れるまでには、
「2、3 年」の月日を要
した。
《聞き手》2、3 年たって、もう一度、会いに来られたのは、どうして？
《B さん》主人が「行こう」って言ったんですよ。
《聞き手》そうすると、だんなさんが、B さんのお父さんがここに入ってるっていう
のを知ったのは、いつ？
《B さん》結婚するときに籍を見てるから、親が生きてるっちゅうことは、わかるで
しょ。戸籍抄本を取るでしょ。父の名前が載ってますでしょ。そのとき、わたしの親
が生きてるってことがわかったそうです。
わたしが会いに来てから 2、3 年たったときに、なんかのきっかけで。「親が生きて
るんだろう？」と言うから、「うん、そうよ」と。「どこにおる？」って聞いたから、
「恵楓園っていうとこに、いるみたい」って言ったんです。「会いに行った？」って言
わすけん、「うん、行った」。そしたら、「おまえの親なんだから、〔わしも〕会いに行
ってもいいとやないか」って言ったんです。だけど、自分が想像してた親とちがうか
ら、主人には見せたくないっていうのが強かった。もう、どうしよう、どうしようっ
て思って、悩み続けて。けど、主人が「親が生きてるとだけんな。会いに行っても、
べつに悪いとやないのぉ」って。そういうふうないきさつがあって、ここ〔＝菊池恵
楓園〕に初めて〔夫婦で〕足を踏み入れたんです。
部屋に通してもらって、お互いに、親子の名乗りをして。「娘婿です」と言ってあれ
して。だけど、わたし、いたくないのと、主人に〔後遺症のある父親を〕見せて、〔は
たして〕自分と子どもたちがどうなるかっていうことだけが、頭いっぱいで。もう、
なにを話したかもわからない。1 時間ぐらい経って、家に帰ったと思うんですよ。わ
たしも興奮状態になってるし、尋ねたんですよ。「どうだった？」って言ったら、「親
に代わりないんだけんね」って、主人が。ああ、そしたら、べつに心配するようなこ
ともないのねぇ、って思ってたんです。
その後、夫は、子どもを連れて恵楓園に「しょっちゅう」出かけるようになる。また、B
さん宅に、父親が遊びに来ることも、たびたびあった。「わたしよりも主人のほうが、親子
みたいな感じだった」。
《聞き手》お父さんは、どのぐらいの頻度で、お宅へ遊びに来られてたんですか？
《B さん》1 ヵ月に 2 回ぐらいですかね。
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《聞き手》けっこう頻繁に、いわば楽しみにして来たわけですねぇ？
《B さん》みたいですねぇ。孫と会うために。月 2 回ぐらい来てたと思います。主人
とも、遊びに行ったり、旅行に行ったり。福岡の先の、壱岐ってありますよね。あそ
こに、何回か行ったことあるんです。ここ〔＝菊池恵楓園〕の人と 3、4 人ぐらいです
ね。友達かなんかいるんでしょうね。そうやって、主人が車で、運転したり。
《聞き手》みんなを連れてってやるのね？
《B さん》はい。
《聞き手》すごいボランティアじゃない？ だんなさん？
《B さん》だから、わたしより主人のほうが〔父親は好きでした〕。
〔ただ、夫は〕し
ゃべりません。だいたい、しゃべる人じゃないからですね。無口だから。
自分がされたように今度は自分が父にした
いっぽうで、B さん自身は、父親にたいして複雑な気持ちを抱きつづけた。「わたしは、
ほとんど、病院〔＝菊池恵楓園〕のほうには行かなかった」。そして、みずからの不遇の生
い立ちを背景にして、「自分がされたことを、今度は、わたしが、親にした」と語る。
《B さん》〔自分は、父が〕亡くなるまで、冷たくあたって。
「病気であって、なんで、
わたしみたいの産んだの？」って、責めることばっかりで。
〔父が、わたしの〕家に来るようにもなったけれども、来ると、やっぱり、隣近所
の目がある。どうしても、見られたら嫌。見られたら、もしもなにかあったら嫌って
いうことが、ものすごく強かった。だから、夜、暗くなって〔から〕
、この病院と家を
行ったり来たりする生活が、10 何年か続いたです。だけど、わたしとのあれ〔＝やさ
しい言葉のやりとり〕は、全然なかった。ただ、来ても、「なにしに来たのか」って。
《聞き手》そうすると、B さんのお宅に、お父さんがたびたび遊びに来たっていうの
も、だんなさんや、孫が、いい顔してくれるから？
《B さん》はい。わたしが行けば、お互いに嫌なこと言う。突いてはならんことを、
言うんですよね。また、嫌なこと言ってたんです、わたし。「死ね」とかですね、「あ
んたの子どもだけんが、わたし、こういうめにあった」とか、いろんなこと。
《B さん》父が亡くなったときも、わたしは、お葬式には全然〔タッチしなかった〕。
主人が全部してくれたんです。主人に対しては、ほんと、悪かったなと思ってるけど。
亡くなったとき、ほんと、もう、こんな幸せなことないよ、と思ったですよ。おか
しいでしょう？ それがホンネですよ。ほんと、もう、ほっとしたの。これで、わたし
も、まっすぐ向いていかれる。もう誰にも気兼ねせずに、自分で人生、歩いていける、
これから幸せな生活ができる、と思って。
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父親が亡くなって 16 年がたつ現在、「自分がその立場になったときに、どんなつらかっ
たろうかなと、いまは、そう思う」。それでも、「やっぱり、嫌」という気持ちを、ぬぐい
きることができない。「ここ〔＝菊池恵楓園〕に入ってくるときも、 いや、また、ここに
なにしに来たんだろう

と思いながら、あ、ちょっと、お墓参りしてこないかんねぇと思

う。だから、半々なんですよね。嫌な親だけど、やっぱり親にはちがいない。ハンセン病
という病気、昔だと、らい病という病気っていう、それが頭から〔離れない〕」。
《B さん》わたしも〔世間の人と〕一緒ですよね。やっぱり、父親を、偏見の目で見
て。嫌な目で見てた。「あんたが来ると、うつるんじゃないんだろうか」「箸でも触ら
れたりすると、うつるんじゃないんだろうか」っていうことが、小さいときにそうい
うことを、自分が味わってきてる。そして、初めて父を知ったときに、それが出た。
だから、〔ハンセン病のほんとうの意味を〕もう少し、早くわかってれば、わたしの
人生も、もう少しちがってたんじゃないかなと。もうちょっとちがった人生を、父親
に対しても、じゃなかったのかなぁって。
《B さん》〔わたしには〕その〔ほんとうの〕意味もわからなかった。ほんとにわかっ
たのは、裁判が始まって、いろんな人と集まりがあって、A さんとか Y さんとかに会
って。わたしみたいな人が〔他にも〕いるっていうことを聞いて初めて、うつらない
病気っていうのがわかったんです。やっぱり、それまでは、ここ〔＝菊池恵楓園〕に
来るのも嫌だし、父がわたしのところに来るのも、嫌だった。わたしもそういう目で、
ずっと、いままで、〔父のことを〕見てたんだなぁと思うと、やっぱり、それが自分と
してはいちばん情けないですね。
そして、ほんとにちゃんとした親だったら、昼でも連れてきて、ご飯食べに行った
り、いろんなことをしてもらえたんだろうって。自分がいちばんつらかったのは、親
に対して、やっぱり、自分もその目で……。わたしもそうされたから。親戚はみんな、
父がそういう病気であるっていうことを知ってて、わたし〔だけ〕が知らなかった。
〔そして〕自分も、そういう父親を知ったときに、自分もその目でずっと見てきた。
だから、やっぱり、父親に対しては、悪かったなって思うこともあるんです。
記憶の不確かさ／「人間が怖い」感覚
B さんは、聞き取りの場面で、「わたしの言ってること、わかるかなぁ」という不安を、
聞き手にたいし、しきりに洩らしていた。小さいころから親戚を「たらい回しに」され、「自
分だけ知らされていない」状況のなか、「いつも、なんかすると、ひとり」でいた B さん。
小さいころからの記憶には、「あとから」意味がわかったことも多く、また、いまだに「わ
からない」こともたくさんある。そのため、「生活史」を他人に「説明しにくい」という。
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《B さん》どういういきさつで〔両親は〕結婚して、どういうふうにして、わたしを
置いていったのか。親じゃないとわからないでしょ、そのときのいきさつは。ただ自
分が小学校 4 年になるまで、あっちに行き、こっち行き、あっち行き、こっち行き、
でしょ。母親〔のこと〕を気づいたのは、もう中学出るか出ないぐらいのとき。あ、
この人が母親かなと思って。そしてまた、母親のところへ行ったら、こっちに〔行き〕
。
だけん、学校を出るまで、どっちの籍がほんとなのかって、自分で思ったですよ、わ
たしは。
学校卒業して〔就職するのに〕履歴書出しますよね。そのとき迷ったです、どこの
住所を書くんだろうと思って。母親は、こっちでしょ。わたしはじいちゃんばあちゃ
んのとこにいるでしょ。どっち書いたらいいんだろうと思って。ほら、〔わたしの〕保
護者は母親じゃないから、じいちゃんばあちゃんだから。そしたら友達が、それじゃ
ダメという。母親というのがちゃんといるんだから、と。だけど、わたしとすれば、
じいちゃんばあちゃんのほうが親代わりみたいだから、やっぱり〔じいちゃんばあち
ゃんの〕名前を書いて、出したんです。
自分でもわからないんですよ。親に、ちゃんとしたいきさつを教えてもらえてなか
った。ものすごく嫌なんですよね、自分の過去っていうのが。あっちにやられ、こっ
ちにやられ、どこが籍なのか。気づいたときには、親が、ハンセン病という病気。
《B さん》だから、幼いときって聞かれても、記憶が定か〔でないんです〕。誰かがち
ゃんとそばについてて、こまかいときはこうだったとよ、ああだったとよって、言っ
て聞かせる人というのかな、親というのが、いなかったから。パッと〔母〕親に会っ
たときは、ある程度成長して会ったでしょ。で、パッと父と会ったときは、もう、結
婚してたでしょう。
自分でも、わからないときあるんです。小さいときのあれ〔＝記憶〕。小学校の 4 年
生まで父親のとこ、5 年生から先は、母親のほうでしょ。だから、なんていうのかな、
愛情というのが、わからない。自分は〔じいちゃんばあちゃんを〕親と思ってても、
けっきょく、親じゃないからですね。そばに行っても、結局、冷たくされてたんだな
と思うんですよ、いま思うと。普通だったら、抱っこしたりとか、手ぇつないで買い
物に行ったりとか、そういう記憶があるでしょ。そういう記憶があんまりないんです
よね。なんか、いつも部屋で、ひとりで、お絵描きしたりとか、なんかしてたような
感じがするんですよ。
《聞き手》学校行っていじめは受けなかったけど、学校で仲のいい友達というのもで
きてないのね？
《B さん》ないです。大人になってからも、ないです。人というのは怖いから。
《聞き手》怖いっていう感じ？
《B さん》うん。
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24 歳での再会のあと、父親が自宅を訪ねるようになってから、B さんは、過去のいきさ
つを知りたくて、何度も父親に問いかけたという。しかし、父親は、過去をほとんど語ら
なかったようだ。
《B さん》「なんで、こういう病気になったのか？」って、父をずいぶん責めたです。
父は答えてくれなかった、死ぬまで。「わたしは小さいときに、親もいないし。なん
で？」って尋ねても、なんにも答えてくれんとです。
《聞き手》〔長男が〕生まれたあとで、お母さんが「恵楓園にお父さんがいるよ」と言
ったわけですね？
《B さん》はい、そうです。生まれて 1 歳なるかならないか、ですかね。だから、な
んで、わたしに教えたのか、それもわからないんですよ。どういう意味だったのか。
けっきょく、わたしに当てこすりなのか、それとも、父親が嫌だったのか。やっぱり、
嫌だったんでしょうね。母親も、やっぱり、そういう目で見てたから、〔わたしが〕3
歳のときに……。母親というのはそういうもんだろうかなぁと、たまに思うんですよ
ね。自分の子どもを置いて、ほかの人と結婚するもんなんだろうか。自分では全然わ
からないんですよ。
自分の実の母親から、「あんたの親は汚い」とか、「うつる病気だけんが、嫌いだっ
た」とかって言われたのが、いま思うといちばん嫌だったですね。わたしは母親とは
仲が悪かったし……。実の親から言われると、自分の立場ってどこにあるんだろうっ
て。
わたしを産んだのは、結局、自分で好きで一緒になって、それで。だから、病気と
いうことも、
「どこで知ったんだろうねぇ、どこで聞いたんだろうねぇ」って〔知りた
かった〕。
だから、そのいきさつを、父と会ったときに〔何度も尋ねた〕。〔はじめて〕子ども
連れて行った〔あと〕何年かして、
〔家へ〕父が来るようになったから。主人は勤めに
行ってるでしょ。そのあいだ、わたし、聞くんですよね。聞くけど、
〔父は〕教えてく
れないんですよ。なんにも言わないんですよ。どういういきさつだったかも言わない
しですね。なんで言わないのか。だけん、それだけが、いちばん、心残りだったなぁ
って、いまだに思うんですよね。
嫁や婿には話せない／父親のお墓が気がかり
B さんには、30 代の長男のほかに、30 代の娘が 2 人いる。幼いころから恵楓園に連れて
行ったり、また、ひんぱんに自宅との行き来があったことから、子どもたちは、後遺症の
残る父親のことを、「自分のじいちゃんは、そういうもん、と思ってたみたい」。
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《B さん》〔娘たちは、自分の祖父がハンセン病だということを〕裁判があったときに、
初めて知ったみたいですよ。裁判がありましたでしょ。そのときに、この恵楓園とい
うのが〔テレビに〕出たでしょ。それまで、なんか、老人病院と思ってたそうです。
《聞き手》〔恵楓園に〕遊びには来るけれども？
《B さん》はい。恵楓園がテレビに大々的に出たときに初めて、ハンセン病というの
出たときに、知ったそうです。娘が聞いたんですよ、「お母さん、じいちゃんはハンセ
ン病ね？ なんかテレビで言ってるけど、恵楓園ってあそこの病院ね？」って。恵楓園
っていうのは、老人病院と思ってたそうです。自分のじいちゃんは、顔かたちは、普
通のじいちゃんばあちゃんとはちがうみたいだけど、そういうもんと思ってたみたい
ですよ、娘たちは。
だから、ほんと、孫たちには、会わせとってよかったなって思うんです。わたしも、
そういうふうにして〔子どものときから父親に〕会ってたら、もう少し、やっぱり、
ちがってたんじゃないかなぁと思うんです。
長男も、子どものときに恵楓園を訪ねていた。しかし、なかなか、娘たちのように B さ
んの前で「言葉に出しては、言わない」。
また、B さんは、長男の妻や、娘たちの夫に話すこともしていない。「この近くの人みん
な、そういう偏見をもってる方が多かったですからね。だから、言わないでいいことは言
わない」。「なるたけなら、あまり父親のことには触れたくないっていうのが事実」だ。
《B さん》嫁が知ってるか知らないか、わからない。やっぱり嫁の耳に入れたくない。
もしも、なにかあったときに……。やっぱり、弱みを握られたら嫌という気持ちがあ
ります。嫁には。
このように、「嫁や婿には話せない」状況のなかで、B さんの気がかりのひとつとなって
いるのが、父親のお墓のことだ。
父親の遺骨は、いま、恵楓園の納骨堂に入っている。亡くなった当時、夫といっしょに、
父親の実家へお墓の相談をしに行ったけれども、「だめ、と言われた」。父親のきょうだい
は健在だが、それ以来、行き来はない。
《B さん》〔亡くなった当時、父親の実家には〕わたしはもう、お嫁に行って姓もちが
うし、わたしがあれ〔＝父の墓守を〕するわけじゃない、
〔父も〕自分も親のところに
帰りたいんだろう、だから、〔実家の〕墓に入れてくれって、相談したんですよ。そし
たら、父親のきょうだいは、「自分のきょうだいに、らい病の人間がいるとわかると、
自分たちも迷惑がかかるし、子どもたちにも迷惑かかる」って言ったからですね。「な
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ら、わたしはどうなると？」って言ったんです。「わたしはお嫁にも行ってるし、自分
の親の墓までは責任が持たれん」って。そしたら、「〔菊池恵楓園の〕近くだから、〔そ
こに〕納骨〔堂〕があるけんが、あんたが子どもだけんが、あんたがみるのが、ほん
とだ」みたいなことを言われたんですよ。だから、もう、主人が怒ってから、いっさ
い、もう……。亡くなってもう 16 年、〔父親のきょうだいは〕墓参りにも来ません。
そしたら、子どもたちが「お母さん。じいちゃんは、ここの納骨堂から、自分の家
〔のお墓〕に帰ったら、わたしたちがお参り行かれんでしょう？」って。「きょうだい
の人がダメって言いなるとだけんが、持っていったら、〔じいちゃんが〕よけいにかわ
いそう。ここの納骨〔堂〕で預かってもらえれば、お母さん、それがいちばん幸せだ」
って、子どもが言うからですね。「そうね」っては言ってるんですけど。
やっぱり、いちばん気がかりなのは、わたしはお墓参りに来れるけど、自分が亡く
なったあとにどうなるかって、そういうこと。
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C さんのケース
C さん（女性）は、1943（昭和 18）年、北海道生まれ（聞き取り時点で 60 歳）。1951（昭
和 26）年 12 月、保健所の職員が来て父親を連れて行き、家は「真っ白になるほど」の「消
毒」を受ける。ハンセン病にかかった父親が、松丘保養園に強制収容されたのだ。母親は
職場をクビになり、小学校 2 年生の C さんも学校でいじめられるようになる。
17 歳で結婚。夫を松丘保養園に連れて行き、入所している父親に会わせた。はじめは態
度に変化のなかった夫だが、しだいに、アルコールがはいると、ハンセン病の父親のこと
を持ち出しながら、C さんに「暴力」をふるうようになる。C さんは、約 20 年間ドメステ
ィック・バイオレンスを耐え、子どもの成人をまって離婚した。現在は北陸地方に住む。
父親が強制収容、家を「真っ白になるほど」消毒された
C さんは一人っ子。もの心ついたときには、父親は、すでにハンセン病にかかっていたと
いう。「目は、半分ぐらい見えなかった、どっちも。その頃から両目、悪かった」。父親は
家の中で「寝たり起きたり、ブラブラ」している状態で、一家の生活は、母親が「近所の
工場（こうば）へ行ったりとか、そういう仕事」で支えていたと記憶している。
《C さん》父親が働いてる姿は見たことない。つねに母親を叱ってる。ちょっと遅く
なれば、「遅い。早くご飯食べさせろ」とか。そういうことしか、父親のイメージとし
て残ってないです。
父親が松丘保養園に強制収容されたのは、C さんが 8 歳の冬だ（1951 年 12 月）。C さん
は、父親が連れて行かれるときのことを覚えている。
《C さん》保健所の人が、ドドドドッと何人かで来て、父親を連れて〔行った〕
。その
あとは、消毒。部屋のなか、真っ白になるほど、消毒されました。そしてあとは、父
親の着ているものとか、寝てる布団とか、ああいう物はみんな山のほうへ持っていっ
て燃しちゃった。
いったん母親は、青森〔の松丘保養園〕まで送ってったんです、父親を。父親の弟
とね。そのとき一緒に、女の人が 2 人、父親が 1 人、〔ぜんぶで〕3 人、1 つの列車の
箱に入れられて。そして、わたしは見てないからわからないんだけど、らいの、なん
かこう、書いた……
《聞き手》「伝染病患者護送中」とかって？
《C さん》なんかそんなの書いて、連れて行かれたっていう話なんです。
こうした、
「ハンセン病である」ことを周囲に知らしめるような強制収容、消毒があった
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ことによって、周囲の、C さんの家にたいする態度は、一変してしまう。
《C さん》それまでは、まわりの人はあんまり偏見の目では見てなかったんですよ。
けっこう近所付き合いもあったし。友達とも遊べたし、「遊ぶな」とも、誰も言わなか
ったですよ。それが、〔保健所の人が〕来てからはもうダメでした。近所の人も来なく
なり、学校行ってもやっぱり、いじめられるほうが多かった。小学校 2 年だったと思
う。すごくもう、それだけは一生忘れないね。真っ白になりましたもん。
《C さん》父親が連れて行かれてからはもう、村にいるのが嫌、学校へ行くのも嫌、
っていう日々がつねに続いてました。母親が仕事がクビになる。生活が苦しくなる。
そのつど、母親は、「死のう、死のう、死のう」って。母親もやっぱり、小さいわたし
を抱えてこれから先どうしたらいいかっていうことが頭にあるからね。だから「死の
う、死のう」って、どれだけ言われたかわからない。
この当時の C さんは、「父親がらい病で、うつるために連れてかれたっていうの、はっき
りわかっていない」状況だったという。
《C さん》なんでこういうふうにいじめられるのか、なんでこんなに消毒されるのか
って、不安な気持ちがいっぱいだった。だんだんおっきくなってからはね、「そういう
らい病っていうのがあって」っていうのは聞いたんだけど。母親は、あんまり説明し
てくれてないです、わたしには。かわいそうだと思ったのかな。自分の子だから、余
計。だから、ぜんぜん説明はなかったですね、母親からは。
学校に行くのが「嫌で嫌で」
父親が強制収容される以前は、近所の子どもたちと「連れ立って」学校に行っていた C
さん。「でも、それからもう、ひとりぼっち。ぜんぜん近寄ってこなかった」。
《聞き手》なんか言われる？ どういうふうに言われるの？
《C さん》やっぱり、「そばへ来ると病気がうつる」って。わたしのそばへ行くと「病
気がうつるから、そば行くな」。学校行っても、ひとりだけポツンと。だいたい、端っ
このほうへ行ってるほうが多かった。授業が始まれば席に座るけども、あとはみんな
が遊んでるころ、ひとりでポツッと部屋の隅にいるとか、そういう感じ。学校へ行く
のが嫌だったんですよ。つねに嫌で嫌で。
《C さん》なにせ、学校は行きたくなかったですね。もう口では言えないほど。当番
で掃除をしてて、わたしがそのへんを拭いてると、「そんなぁ、ダメだ」とかね。雑巾
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を投げられて、ぶつけられたりね。そういういじめをすごくされましたね。だから早
く大きくなって、違うところへ行って、早く結婚しようという意識がずっとあったん
です。中学生になってから、もう、そういうことしか考えてなかったですね。
《聞き手》中学校のときも、いじめっていうか、友達ができない？ ずうっとおなじ？
《C さん》同じですね。
《聞き手》先生も、なにもしてくれない？
《C さん》なんにもしてくれなかったです。
《聞き手》先生は知ってたわけ？
《C さん》知ってると思いますよ。なにも言わなかったですけど。
学校のなかで、C さんの味方になってくれるひとは、いなかったようだ。先生については、
「なんだかんだ〔差別的なことを〕言われたって記憶はいっさいない」かわりに、「いいと
こもない。かばってくれたってイメージもない」
。さらに、C さんの語りからは、教師の「配
慮のなさ」がうかがえる。
《C さん》嫌だったのが、生活保護みたいなかたちで、教科書をもらうんです。いま
はみんな、ただでもらうけど、あの頃は買ったもんでね。で、買えない人はお古を安
く譲ってもらったりっていうこともあった。だけど、わたしには、もらえたんですよ、
どういうわけか。そうすると、それがまた、変な目で見られる。
「なんで、おまえだけ、
もらえるんだ」って言われるんです。それもまた、嫌ぁでね。「本もらったりすると、
みんなにいじめられるから嫌だ」って言って泣いたことがあるんです、母親に。よけ
い、学校行くのが嫌だった。
《聞き手》他の子にわかるようにくれたわけ？
《C さん》そうそう。教室でくれるんですよ。そうすると、貧乏で、お古使ってる子
もいるのに、なんでもらうんだっていうね。やっぱり、父親がハンセン病だったから、
そういう関係で、もらうことができたんだろうと思ったけど。
「学校に行くのが嫌」な状況においこまれた C さんは、あまり学校に行かなくなった。「中
学校なんか、やっと卒業できるぐらい」。そのころ、C さんの母親は、「行商して、うちにい
なかった」。さらに、生活していくために、C さん自身が、母親の仕事を手伝わなければな
らない状況があった。
《聞き手》〔お母さんは〕なんの行商したの？
《C さん》サンマってあるでしょ。あれ、冷凍したのが箱に詰まってるんです。それ
を解凍して、さばいて、ちょっと干して、市場へ売りに行く。あとは、山へ行くと、
北海道のほうって、蕗（ふき）がちょっと太い。それを採ってきて、茹でて、皮をむい
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て、それをまた、「一把いくら」とか。そういうふうに加工して、市場へ売りに行く。
露天みたいに、並んで売ることができたんです。その頃、いっぱいそういう人がいた
んですよ。
〔母は〕朝早く行くんです。だから、わたしもちょっと大きくなってからは、冷凍
溶かしたりとか、蕗の皮むきとか、手伝いましたもん。小学校の頃から、やりました。
そうすると、学校もやっぱりサボるようになるし。実際、学校は行きたくなかったで
すね。
《C さん》母親はもう、そうとう苦労した。なんべんも「ふたりで死のう」って言っ
て。ご飯を食べれないですもん。働いて、金取ってこないと、ご飯食べれないわけ。
風邪ひいたりとかなんかして、寝るでしょ。すると、食べないで、寝てるだけだった
んです。だから、学校なんて、中学校なんか、やっと卒業できるぐらい行ったぐらい
じゃないの。母親を手伝うほうが、いっぱいでしたからね。
あれが消毒でもなんにもされなければ、偏見の目もないし、そのまんまでいれたん
だと思います。だって、消毒される前は、なんともなかったんですからね。〔消毒〕し
ないで、黙って連れて行けば、 病気だから、どっかの病院に保健所の人が連れてった
んだなぁ

って思うぐらいで、よかったんだろうけど。

母に連れられ松丘保養園へ
母親に連れられて、松丘保養園の父親のもとをたずねることが、「1 年に 2 回とか 3 回と
か」あった。C さんは、その頃のようすを語っている。
《C さん》あそこにも、学校があったんですよ。小学校と中学校だけ。その頃、子ども
さんもいっぱいいたんです。子どもさん自体が、病気なんです。 こりゃあ、この学校
へどうして入れないのかなぁ って、つねに思って。母親にも、なんべんも言いました、
「この学校へ入りたい」って。そこの学校行くと、わたしより、みんな大きい人ばっか
だったもんで、かわいがってもくれるし。誰も、病気がうつるとか、そういう話はまっ
たくないわけです。「父親がここにいるんだから、この学校に入れてもいいはずなのに、
なんで入れないの？」って、母親になんべんも聞きました。
《聞き手》だけど、松丘へ行けば、病気の状態がひどい人もいっぱい見たでしょ？ そ
れは、びっくりしなかった？
《C さん》びっくりしました。お菓子もらっても、食べれなかった。自分の父親からで
も、「なんか食べれ」とかって言われても、父親のそばでは食べれなかった、まったく。
患者さんがいないとこでは食べれたけども。
《聞き手》「うつる」という感覚？
《C さん》〔そうじゃなくて〕「恐い」って。気持ちが悪いっていうと、ちょっと言葉が
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悪いかもしらないけど。「うつる」っていう感覚は、いっさいもったことない。
松丘保養園っていうのは、同じほうから来てる人がたは、
「北海道道民会」とかって、
どこでもあるんだろうと思うんですが、世話してくれる人がいるんです。弱い人を、病
院のなかで。それで、うちの父親も面倒みてもらってる人がいて。その人の奥さんって
人が、まったく患者さんじゃないみたいだったんですよ。もう、どこが悪いかわからな
い。患者じゃないんじゃないかって言われるぐらいね。だから、その人のそばでは食べ
られる。うつるとかなんか、偏見をもってるわけじゃないんだけど、なんか、無意識に
食べられないんです。
だから、父親がこういう病気になってから、父親のどっかをさすってやったとか、ぜ
んぜんないんです、わたし。父親もね、わたしに対して、そういうことをしてくれとか
〔言わなかった〕……。ご飯を食べたあと、「器をあそこへ置いてきてくれ」っていう
ことはあったけど、それ以外のことは、いっさい要求しなかった。「背中が苦しいから
さすってくれ」とか、大人になってからでも、ない。
《聞き手》お父さんのほうが、「うつる」って感じに思ってたかもしれないね？
《C さん》一回、子どものとき、検査されました、わたし。松丘保養園で。体に、湿疹
みたいにいっぱいプツプツができて。それで、「検査したほうがいいんじゃないか」っ
て言われて。したことあります。
《聞き手》それ、いくつのとき？
《C さん》まだ小学生だな。よく記憶ないけど、検査はされた。もう、あの頃はいっぱ
いいたから、そういうふうに検査される〔人たち〕……。それに、〔療養所のなかへ〕
入るのも厳しかった。いちいち、消毒。入ってくるのに門番がいて。門番を通さなけれ
ば、中へ入れなかったです。
17 歳で結婚、夫の暴力
中学卒業後すぐに、C さんは、生まれ育った地を離れた。
「そこにいるのが嫌だった」。知
り合いのつてを頼りに、15 歳で働き始める。「夜の仕事。なかのほうの、お皿洗ったりとか」。
1961（昭和 36）年、職場で知り合った男性と「17 歳と何ヵ月で結婚」する。相手は 20
歳。「まだ若い」ということで、相手方の親からは反対されたが、押し切って結婚した。
「主
人も半分グレてるほうだったし、わたしも、反発を持ってる時期だった。親の言うことな
んて、ぜんぜん聞いてなかった。それで所帯を持って」。
《C さん》その時点ではもうね、父親のことは主人に話してあったんです、わたしは。
《聞き手》どういう話し方をしたんですか？
《C さん》「青森の病院に、らい病っていう病気で入院してる」って。その頃はもう、
わたし自身が、 らいだ っていうのは知ってたので。「いっぺん、行ってもらえる？」
って言ったら、「行ってもいいよ」ということで、会いに行ったんです。結婚してから、
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ふたりで。父親は、最初「会わない」って言ったんだけど、でも「せっかく来てくれ
たんだから、ちょっとだけでも会ってもらえる？」って言って。会ってくれたんです。
《聞き手》会ってもべつに、おつれあいの気持ちが変になったとかって、そういうこ
とはないのね？
《C さん》すぐは、ならなかったですね。
《聞き手》あとから微妙に出てくる？
《C さん》少しずつ。やっぱり、お酒を飲むと出るんですよね。ちょっと酒乱気（しゅ
らんけ）があったもんで。飲んでないときはいい人でしたけど、飲むともう、わからな

くなる。だんだんだんだん、暴力とかそういうものがエスカレートしていった。だけ
ど、その頃まだ、わたしも年が若いし。頼ってるのが主人ばっかりだったもんだから、
どんなにされても、ついていかなくちゃダメだ

っていう頭でいたんです。わたし

自身、父親がいないで育ったから。
籍を入れた翌年には長男が生まれ、5 年後には次男が生まれている。C さんは「子どもの
親をなくすのは悪いと思って、〔夫の暴力を〕ずうっと我慢してた」という。
《聞き手》飲んで、どういう言い方をするんですか？
《C さん》要するに、肩身が狭いってことでしょうね。なんか、そういう病気の〔父
がいる〕妻をもらったっていうふうに、とるんじゃないんですか。はっきりとは言わ
ないんだけど、そういう言い方をしてました。気の小さい人だから、普段は出せない
のが、飲むとガーッと出てくる。ふだん抑えてることが。
《聞き手》いまでいう、ドメスティック・バイオレンス？
《C さん》かなりひどいですよ。前歯みんな、叩かれて、折れたんです。もう、すご
い。
子どもの世話を手伝うため、母親が来て、一緒に住んでいる時期があった。そのとき、
夫は「母親が隣に寝てても、わたしをいじめる」。でも、「母親は絶対、仲裁に入らなかっ
た」。
《C さん》だから、すごく母親を恨んだ。娘がこんなにいじめられてるのに、なんで、
とめに入ってくれないんだ、と。まして、父親のことを問題にして、いじめてるのに。
だんだん母親も弱ってきてから、聞いたら、母親は「なかに入りたくてしょうがなか
った。だけど、自分が入ってとめると、もっとひどくなるから、我慢した」って。そ
れ聞いたとき、やっと納得したけど。それまでは、ものすごく母親を恨みました。
子どもが 20 歳になったとき、C さんは離婚。「3 年ぐらい別居してから、長男が主人と話
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して。籍を抜いてきてくれた」。
仕事をみつけるのに苦労
C さんは、離婚前から働いていたが、仕事をみつけるのには苦労を重ねたという。病気の
父親のことを言えなかったり、「学校を出てない」ことがあったりして、「パートじゃなか
ったら勤められなかった」。
《C さん》しっかりしたところへいこうとすると、履歴書というものが必要になって
くる。やっぱり、生まれやらいろいろ、ちゃんと書かなくちゃダメ。それがやっぱり、
書くことができなかった。学校も出てないし。
〔それでも〕社会保険と厚生年金があるところに、ちょっとだけ勤めたんです。そ
の料理屋の仲居さんの場合は、履歴書とか、そういうのはいらなかった。だから、簡
単に入れたんです。
《聞き手》でも、家族構成なんかは、結婚後の家族のほうだけを書けばいいんですよ
ね？ だからもう、お父さんのことは……？
《C さん》それでも、やっぱり聞かれました、面接で。「父親はなにを仕事してます
か？」とか。一回そういうことがあったら、もうそれが嫌で。それからは、そういう
とこへは行かないって、自分で決めました。
《聞き手》そのときは「病院に入院してる」とかって答えた？
《C さん》いや、「死にました」って。つねに「死んだ、死んだ」って言ってました。
北陸地方へ引越し、料理屋で働き始める 28 歳前後の頃から、ようやく、父親が「青森の
病院にいる、と話せるようになった」。それでも、従業員同士の会話で「なんで〔お父さん
は〕青森に行ってるの？」と聞かれると、「この病気で、とは言えない」。
《C さん》職場でわかったらどうしようっていう不安が、すごくあった。年に 2 回は〔父
親を見舞いに〕青森へ行くっていうのに、「なんで青森行くの？」って、つねに聞かれ
て。職場を休んで行くわけですからね。
《聞き手》その職場っていうのは、なんの？
《C さん》パチンコ屋さん。〔料理屋さんは〕潰れてしまったので、それでパチンコ屋
さんへ行ったんです。〔仕事は〕換金所。2 人でやってたもんだから、ひとりが休むと、
朝の 9 時から夜の 11 時まで、椅子に腰掛けて……。おしっこしに行くときだけ。あと、
15 分の休憩があるだけ。つらかったですね。
《聞き手》「なんで青森に行くの？」って言われたときには、どうやって答えるんです
か？
《C さん》「父親がいる」と言いましたよ。「目が悪くなって。青森に、裕福な親戚の人
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がいて、そこにいい病院もあったから」って。
嫁たちには父に会わせなかった
C さんは、2 人の息子たちが小さい頃から、松丘保養園に連れて行っている。また、C さ
んの母親も、子どもたちを「年に 2 回ずつぐらい、なんべんも」連れて行っていた。面と
むかって話したことはないが、「子どもたちは自然に、そんなもんだと思って受け止めて」
いるようだという。
現在、息子たちは 2 人とも結婚している。息子の妻たちは、C さんの父親のことを「知っ
ている」という。
《C さん》〔息子たちは、自分が自然に知ったように〕そのままきっと、嫁さんに話し
たんじゃないかと思う。わたしの口からは、「こうだ」っていうことはいっさい嫁には
言ってない。だから、〔嫁のほうからは〕なんの抵抗もないです。
〔ただ〕父親には会ってないです、嫁は。長男の嫁も次男の嫁も、父親が生きてる
うちに結婚してるから、
「一回は行きたい」って言ったけど、わたしはいっさい嫌だっ
て言って、反対して。連れて行かなかった。
《聞き手》なんで？
《C さん》見せたくなかった。やっぱり、見せないほうがいいと思いました。わたし
自身のプライドなのかな。それで、見せたくなかった。嫁さんが見たからって、わた
しの旦那みたいに離婚していくとか、そういうのはないと思ったけど、万が一あれば、
わたしの責任になる。見せたいとは思わなかったですね。
長男の嫁はとくに「行く、行く」と言いました。なぜかっていうと、うちの父親は
変わった人でね、せがれの子どもに、物を送ってよこすんです。病院に入院してると、
電化製品とかもらうんですよ、1 年に 1 回。〔以前は〕毎年ラジオ〔だったけど、最近
は〕ビデオだとか、テレビだとか、そういうものを送ってよこしたんです。だから嫁
さんが、よけい、「お礼を言いたいから連れてって」って。〔でも自分は〕「いいよ、行
かなくても。わたしが言っとくから」って。それはしなかったですね。
国賠訴訟によって、このハンセン病問題がテレビで「毎日のように」放送された一時期、
C さんは、かえって「不安が募った」と語る。職場などの身近な人間関係のなかで、ハンセ
ン病にたいする偏見が、おもてに現れてくるからだ。
《C さん》それまでは、ハンセン病なんていうのは、一般社会では知られてなかっ
たですよ。昔の人は「らい病は、隔離されて、うつる病気」っていうのは知ってても、
あれほど顔や手が変形するとは、誰も思ってないですもん。実際、見ない限りは。
ところが、この問題が起きて、テレビに出るようになると。職場で、昼休みなんか
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テレビを見てると、「いやぁ、あんな人が家庭にいたらどうなんだろうね？」って、へ
いちゃらで言う人が、いっぱいいる。そういうときの気持ちっていったら、なんとも
言えないです。実際、自分がそうだから。「そんなこと言ったって、やっぱり、家族の
人だって苦労してるんだわ。本人たち、なりたくてなったわけじゃないんだから、そ
んなこと言わないほうがいいんじゃない？」っていうぐらいは言えたけど、そのとき
の気持ちはもう、言葉では表せない。もう、つねにそういうことはありました。
わたしも父を恨んだ
C さんの父親が亡くなったのは 2001 年の冬、
「裁判が決まる 3 ヵ月ぐらい前」のことだ。
父親は、裁判の原告にはなっていない。「父親の口からは、裁判って言葉はなかった」のだ
が、「どこから聞いてたのか」療養所の統廃合について心配していて、「『そうなったら死
ぬ』って、つねに」言っていたという。父親は、療養所の外の世界にたいする不安を、強
くもっていたようだ。
《C さん》うちの父親が転んで骨折して、青森の県立病院に入院して、手術したんで
す。あそこ〔＝松丘保養園〕ではできないもんでね。われわれみたいに〔療養所の外
で〕暮らしてる人がたのことを、「社会」っていうんですよ、青森の〔松丘保養園の〕
人がたは。「社会の病院」「社会の病院」って言うんですけど、その〔県立〕病院に入
院したときも、「嫌だ、嫌だ。社会の病院にいるのは嫌だから、松丘保養園へ帰りたい、
帰りたい」って言ってました。50 年もいるから、もう、よそへは出れないんですよね。
《聞き手》外の、社会のほうの目が気になったんでしょうね？
《C さん》そう。保養園からちゃんと、付添いの人が行くんですけど。それでもやっ
ぱり「嫌だ、嫌だ」って言ってましたね。
C さんは、父親とは生前「喧嘩ばっかり」だったという。父親がハンセン病であることを
理由に、「いじめ」や、夫からの暴力を受けてきた C さんは、そのかなしみや怒りを、父親
にぶつけたのだ。
《C さん》わたしもやっぱり、B さんと一緒でね。一時、父親を恨んだんです。いま、
いちばん後悔をしてるのは、父親に、恨んで、もう喧嘩ばっかりして〔たこと〕
。父親
と会うと、いっつも喧嘩ばっかりして。
《聞き手》いつ頃、それは？
《C さん》父親が亡くなる、5 年ぐらい前まで。
《聞き手》いつから？
《C さん》ずうっと。「あんたがそういう病気になってるから、わたしが苦労するんだ」
って、よう言ってました。
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《聞き手》中学生の頃も？
《C さん》いや、子どものときは言ってないです。大人になってから。だから、主人
に言われ出してからは、吐き出すところがないから、やっぱり、父親に言いました。
「あんたのためにいじめられる」とか。父親は、それに対してなんにも言えない。き
つい人だったから、謝りもしなかったし。「おまえが好きで結婚したんだろ」って、そ
ういう言い方しかしなかったです。
父親にたいして、「 親のくせに、なんで、なにもしてくれないんだ

っていう頭が取れ

なかった」という C さん。その気持ちが変わったのは、父親が倒れ、手術して「寝たきり」
の状態になってからだ。
《C さん》その前までは、目が見えなくても、自分の用ぐらいはできたの。自分の部
屋をもらってて、ベッドに寝てるんだけど、長靴を履いてベッドから下りて、歩いて
いって。手でこう〔便器に〕触って、おしっことか、それぐらいはちゃんとできた。
きれいに洗える設備もあったから、できたんです。
でも、寝たきりになってしまって。下剤を飲まされて、便が少しずつ出ると、その
つど職員の人に取ってもらわなくちゃならない。それが嫌で。「もう死にたいから、死
ぬ方法を考えてくれ」とか、そういうことばっかり言うようになったんです、父親が。
だから、そんなに恨んでたあれ〔＝気持ち〕が、父親に反発してもかわいそうだな、
って思うようになって。こんなになってまでも、わたしが反発してたらかわいそうだ
な、と。行くたびに、「そんなの気にしなくても、職員の人はそれが仕事なんだから。
遠慮しないで取ってもらいなさい」って言うんだけど、「嫌だ、嫌だ」って。出た感じ
がわかるときと、わからないときがあるみたいで、何回も出てると、職員の人も、そ
の人によって怒る人もいる。「すぐ教えない」とかって言って。やっぱりそういうのが
「嫌だ、嫌だ」って、つねに言うようになって。
亡くなる 3 年ぐらい前から、わたしが行って、
「帰る」って言うと、泣くようになっ
たんです。涙も〔流す〕。いままで涙なんてこぼしたことない。〔それまでは〕帰ると
きになると「もう絶対来ない」って言って帰るんです、いつも。そうすると「あぁ、
もう来なくていい」って、相手も。でも、また行くんですけど。そこは親子なんだけ
ど。そういう状態の繰り返しだったんだけど、泣くようになった。「これは、もうダメ
かもなぁ」って感じたんです。だから、優しくしようという気持ちが、そのときに起
きて。いままで反発しすぎたかなっていうか。
亡くなるまえ、松丘保養園の園長からも「長くはない。覚悟しておいてください」と言
われていたという。父親の「死に目は会えなかった。死んでからの連絡だった」。
松丘保養園で「簡単に」告別式をしたあと、父親の遺骨をもって帰り、母親の遺骨とい
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っしょにお墓に入れた。
《C さん》〔松丘保養園の告別式では〕道民会とか、盲人会の人がたが、大勢来てくれ
た。焼き場へみんな行ってくれて、あっちのしきたりでやってもらって。お寺さんも
頼んで、拝んでもらった。
そして、〔お骨を〕連れて帰ってきたんです。こっちでも、一応〔告別式をした〕。
親戚なんかなにもないので、子どもとか、ちょっと知ってる人で。お寺さんには、母
親が死んだ時点で、「父親も長くない。亡くなったらその時点でお墓をつくって、母親
と一緒に入れたい」って言って、ずっと母親〔のお骨〕を預かって〔もらってい〕た
んです。父親のお骨を持ってきて、お墓をつくって。そのとき、初めて一緒に入れた
んです。入れるときに、「50 年も離れ離れでいたからね、やっと一緒に入れたね」っ
て、話しながら入れた。まぁ、わたしも苦労したけど、わたしよりも母親が、そうと
う苦労してると思う。わたしにつらい思いをさせないために、かばってる面も、いっ
ぱいあったから。
C さんは、父親に生前つらくあたったことを、
「いちばん後悔している」。その後悔が、い
ま、ハンセン病問題の活動にとりくむ原動力のひとつになっているという。
《C さん》もっと優しくしてやって、もっと近づいて、面倒みてやればよかったって。
だからいま、
〔父が〕この病気で〔そういうふうに〕亡くなったから、一生懸命、この
病気にたいして、頑張って、みんなと一緒に行動したいというふうに考えるんだと思
うんです。
父親のことを言えないために、仕事を辞め、再婚もせず
C さんは、60 歳を迎えたことを機に、最近になって仕事をやめた。
「れんげ草の会」（ハ
ンセン病遺族・家族の会）の活動など、ハンセン病問題をめぐる一連の活動に参加するに
は、職場の同僚に「ごまかす」必要があり、そのことが、年々つらくなってきたからだ。
《C さん》年に 2 回ぐらいしか休まないようにしてたし、休んでも、そのぶんは相手
の人も休ましてたんです、わたしは。それでも、聞かれるんです。「なんなの？ なん
で行くの？」って。〔そういうときは〕「うちの父親、もと兵隊に行ってて。もしかし
たら兵隊に行って、目が悪くなったんじゃないか。書類上そういうふうにしてやると
お金が出るから〔っていう〕、そういう集まりがあって。わたしも書類を出すと、父親
に少しでも恩給が下りるかと思って。そういうので、話を聞きに行くんだ」って言う。
そう言って、ごまかして、ずっときたんです。
「そんなに〔時間が〕かかるものか？」って、一緒に働いてる人が聞くんです。そ
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う言われると、「国でやることなんて、すぐ決まらない。何年もかかる」って。まぁ、
ごまかしごまかし。それがだんだん、ごまかすのがつらくなってくる、自分自身。
C さんにとって、「れんげ草の会」の活動は、職場を「ごまかして」「つらい」思いをして
も、参加したいと思う重要なものだ。
《C さん》「れんげ草の会」の人がたと会うと、すごく心が安らぐんです、わたし。東
京での抗議行動、日帰りができるときには、休みが重なると、参加してたんです。そ
うすると、その人がたと一緒にいると、ものすごく、気持ちが楽になる。そしてまた
別れて、職場へ戻ると、ものすごく、なんていうか、気持ちが暗くなって。
それの繰り返しで、イライラもするし。こんなしてたってなぁ、一生こうして暮ら
して、暗くなったり明るくなったり。そういう暮らしをして、一生このままで死ぬの
かなぁと思うと、なんか、悲しくなってきちゃって。そうしてるうちに 60 歳という年
がきて、いま、自分で好きなことして、みんなと一緒に行動して、気持ちを楽にして
死んでいったほうがいいんじゃないかなって、考えるようになったんです。それで、
やめたんですよ。
《C さん》〔「れんげ草の会」は〕同じ境遇の人がいるから、なんでも話せる、それが
いい。ほんっとに、気持ちが落ち着きます。イライラがなくなる。やっぱり、日常生
活のなかで、さみしくなったりすると、いままでのことがいろいろ〔思い返されて〕、
どうして私だけ、こういうふうに不幸なんだろうとか、変なことを考えてしまう。だ
けど、こうしてみんなと会って話ししたり、最近は電話のやりとりもけっこうするよ
うになったんですよね。頻繁に。
《C さん》会社休むたびに、嫌な思いして。「また行くの？」って変な顔されて。「い
つになったら、それ決まるの？」って言われる。その内容が話せないために、〔いつ〕
決まるっていうことも言えない。だからもう、嫌で嫌で嫌で嫌で。それがひとつのス
トレスになって、夜は眠れない、イライラする。更年期にかかり、薬を飲まないとい
れない状態のときがあったんです。うちのなかでも、いろんなことあったりするから、
みんな重なって。こうしててもダメだな、と思って。60 歳になったのがいいきっかけ
で、生活が大変だけど、まぁどうにかなるだろうって、やめちゃった。
父親のことを「言えない」状況にあるなかで、C さんは、仕事をやめただけでなく、再婚
にも踏み切れないという。
《C さん》この、ハンセン病の家族がいたったっていうのは……、なんていうんだろ
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うな。楽にならない。なんか、みんながそういう目で見てるんじゃないかっていう、
その気持ちが、ずうっと取れないんです。だから、なんべんか再婚しようと思ったこ
ともあるんですけど――、最近でもあるんですよ、実際の話。だけど、このハンセン
病の、こういう集会に出るためには、やっぱり言わなくちゃならない。それを言って
までは、再婚しようという元気がないんです。言えないんですよね、やっぱり。言っ
て、理解を得るということは、できないね。こんなにも、偏見がなくなるようにって、
みんなが運動してくれてるんだけど、言えない、やっぱり。
国は家族にも謝罪せよ
聞き取りのさいごに、「国にたいして要求することは、ありますか？」と質問した。
《C さん》国は、家族にたいしても謝罪をしてもらいたい。なんで、家族には謝罪が
ないのか。もうずっと思ってるんですよ、それは。
確かに、父親は、体もこういう状態になり、苦しみ、家族にも申し訳ないと思いな
がら、50 年もあんな、閉じこもって〔療養所の〕中に暮らした。うちにも帰れなかっ
た。病気のひとは、たしかに苦しんでる、みんなが。そのぶん、われわれもね……。
わたしがたは、〔療養所に入所した患者さんたちと違って〕同じ立場の人が、まわり
にいないんです。まったく知らない人のなかでいじめられたり、いられなくなったり。
死んだ人もいるしね。自殺したり、家族が離れ離れになったりした人も、いっぱいい
る。だから、苦しみは、一緒だと思うんです。体の痛みは感じなくても、心の痛みは、
家族のほうが……。患者さんは、〔療養所の〕中に入ってしまえば、もう、みんな同じ
ような人だから、助け合って過ごしていけた。だけど、われわれは、誰も助けてくれ
る人もいないし、話せない。そういう苦しみは、すごく多かったの。その謝罪がまっ
たくない。わたし、「なんで家族には謝罪をしないんですか？」って言いたいです。
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D さんのケース
D さん（男性）は、1949（昭和 24）年、九州地方生まれ（聞き取り時点で 55 歳）。異母
姉と父親がハンセン病を患い、星塚敬愛園に収容された。高校 3 年のときの就職試験では
「門前払い」
。あまつさえ、企業から、暗に、彼を退学にさせるように学校に圧力がかかっ
た。D さんの人生でのつぎの難関は、結婚であった。D さんに強靭な意志が備わっておらず、
かつ、幸運な出会いに恵まれなければ、D さんの人生はどうなっていたか、まったく保証は
ない。
父は敬愛園で仕事をしていると思っていた
D さんの父親が星塚敬愛園に入所したのは、彼が小学校にあがる前であった。また、異母
姉も、もっと以前に敬愛園に収容されていたという。しかし、小学校のときから母に連れ
られて敬愛園に父を訪ねていたが、父親はあくまで「健康そのもの」に見え、「父はここで
仕事をしているぐらいのイメージ」であった。D さんにハンセン病問題の差別偏見がふりか
かるのは、いますこし後のことであり、この時期は、母親と自分にふりかかった生活の苦
労だけが問題であった。
《聞き手》病気になられたのは、お父さんですか、お母さんですか？
《D さん》父と、異母きょうだいの、いちばんの長女ですね。――先妻が亡くなって、
うちのおふくろが、後添いですよね。
《聞き手》お父さんが〔星塚敬愛園に〕入所されたのは？
《D さん》昭和 20 年代後半には入ってたんじゃないかな。
《聞き手》D さんが小学校あがるときには？
《D さん》すでに〔家には〕いなかった。
《聞き手》お父さんが収容されるときっていうのは、記憶にないですか？
《D さん》ないですね。
《聞き手》そうすると、お父さんがいなくなってからは、お母さんがひとりでがんばる
わけですか？
《D さん》そうですね。だから中学に入ってから、〔私も〕朝は牛乳配達ですかね。あ
と、家の加勢と。ただ、私が中学校 2 年ごろだから、昭和 36、7 年ですかね。県のほう
から、月に 15,000 円ぐらいの補助金は出てたかな。ハンセン病で隔離したもんですから、
けっきょく、稼ぎ手がないでしょ。その代わりちゅうか。それ、ちゃんと法律に明記し
てあります。ハンセン病を隔離するが、その代わり生活を保障しなくてはならないちゅ
うやつが。
《聞き手》お母さんはずっと、仕事はなにをしてこられたんですか？ それこそもう本
当に、日雇いに出るような？
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《D さん》まあ、そんな格好ですね。家は農業で、〔異母きょうだいの〕兄貴が家を継
ぎましたので。おふくろはもう、それこそ日雇いと、あとは、こういうときやっぱ勉強
してたちゅうのはものすごい得ですね。和裁に長けていた。それが救いだったですね。
呉服屋と提携で、和裁だけで月に 4 万ぐらいあげよったからですね。そして、50 の手習
いで、私が高校のとき、また洋裁学校に行って。
《聞き手》星塚敬愛園へ、お父さんを訪ねて行ったりっていうことは？
《D さん》昭和 33、4 年から、毎年、盆と正月行ってます。母に連れられて。
《聞き手》お父さんは、わりと、体の具合は悪くなられてたんですか？
《D さん》いや、健康そのもの。父親は昭和 53 年に 77 歳で亡くなりましたけど、昭和
46 年ごろまでは健康そのもの。盲腸をちょっと患って、それがわからなくて、腹膜炎を
起こしたんですね。そのとき、菌が騒いだちゅうか、いっぺんに〔ハンセン病の〕病状
が進んだちゅうか。まあ、医者を選べませんので。なんちゅったっちゃ、治す人がいな
かった、敬愛園に。〔当時は〕悪くなっても外〔の病院〕へ絶対出しませんからね。
《聞き手》そうやって、小学校の頃に、星塚敬愛園に訪ねて行けば、お父さんがハンセ
ン病で収容されているってわかりました？
《D さん》全然わかりませんでした。ただ、父はここで仕事してるぐらいのイメージで
すね。もう、健康そのものでしたから。
ただ、義理の姉〔＝異母姉〕も、同じく、そこにいましたので、敬愛園に。姉のほう
はさすがに〔ハンセン病の後遺症がひどくて〕、びっくりしましたね。姉に会ったのは
小学校 4 年のときですね。それまで何回か行ってるんですよ。ただ、父親が会わしてく
れなかった。だから、たぶん、このくらいであればわかるんじゃないかちゅうとこで、
紹介されたのが姉ですね。
姉はこれは完全に病気だなとは感じていましたけどね。でも、これはハンセン病で、
隔離政策をとってると、だいたい自分なりに状況判断できたのは、昭和 36、7 年、中学
校にあがってからです。なぜかちゅうと、保健体育の教科書に出てくるわけです、ハン
セン病が。学校の授業で出てくるわけです。「法定届出伝染病、ハンセン病」って。人
から教えられなくても、嫌でもこれはわかる。ですから、学校の授業が怖かったですね。
就職差別――「おたくの学校にハンセン病患者の身内がいますね」
D さんが高校卒業を前にして就職活動をしていたのは、1966（昭和 41）年。企業による
「身元調査」が当然のように行われていた時代であった。工業系の高校を出れば、就職先
はいくらでもあった時代のはずが、D さんは「門前払い」
。それだけでなく、会社側から、
高校に、「おたくの生徒には、ハンセン病患者の身内がいますね。うちは、今後、おたくか
らは募集しない」との圧力がかかり、D さんは進路指導の教師から「退学」を迫られさえし
た。この危機を乗り越えられたのは、担任教師、校長、別の企業の総務課長といった「そ
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れなりの人」たちに恵まれたからである。
《聞き手》そのへんから、まわりの目って気になりました？
《D さん》なりましたね。嫌でもね、気になりますね。あと最大の難物は、中学を出て、
高校に行って、高校 3 年になってからが難物じゃったですね。母が、家庭にそういった
病気を抱えとる身内がおる以上は、手に職がないとやっていけんだろうと。勤めたとし
ても、職場をおそらく追われるであろうと。だから、手に職を持てと。「これからは車
の時代じゃから、この方向に進め」ちゅうことで、実業系の高校、機械科へ行ったわけ
です。で、高校 3 年になって、まあ、就職先は車メーカーになるんですけども、戸籍謄
本の原本を取るんですね。身元を調査しますから、あの当時は。昭和 41 年。嫌でも出
てくるんですよ、〔敬愛園の〕親父の住所が。もう門前払いですね。
いちばん難物だったのは、昭和 41 年の 11 月ごろ、〔受験した会社から高校に〕「おた
くの生徒には、ハンセン病患者の身内がいますね。うちは、今後、おたくからは募集し
ない」と。暗黙の、退学勧告ですよね。進路指導の先生は「とにかく学校を辞めろ」で
すよね。ただ、ひとつ救われたのは、学担〔の先生〕が事情知ってましたので、冬休み
は 12 月の 20 日から〔だけど〕、「〔学校には〕もう来なくていい」と。
「卒業は絶対さ
せてやる」と。でも、「就職は諦めろ。もうこんな状態じゃから」と。
救われたのはですね、年が明けて 1 月の 20 日すぎに、学担が来まして、「マツダが二
次募集できたけど、おまえ、もう一回受けてみるか」と。「はい、先生、チャンスがあ
ればやらしてください」。試験受けさせてくれたんですよ。そして、筆記試験が終わっ
たあと、私だけ呼ばれてですね、総務課長から、「君はここで働く気はあるか？」
「でき
ればお願いしたいのですが」「よし、合格。君は地獄を見たから、もう、大丈夫だろう」
と。救われましたね。知ってたんですね。知って雇ってくれました。
《聞き手》担任の先生が話をしといてくれたんでしょうね？ 担任の先生、いい先生で
したね？
《D さん》ですね、いま思えば。それと、学校長もふんばってくれましたね。それとや
っぱ、会社の総務課長が、それなりの人でしたね。まあ、マツダに助けられました。そ
のとき拾ってくれた方も昭和 46 年に亡くなりましたけどですね。で、その方が亡くな
ると同時に、私も町工場に移って、そして、この道に入って 10 年目、28〔歳〕のとき
に独立したんです。
結婚差別ののりこえ――「身元調査は一切抜き」
D さんにとっての次の難関は、結婚であった。2 度の見合いでは、相手側が「身元調査」
の気配をみせた瞬間に、自分のほうから話を断った。3 度めの見合いで、あらかじめ「身元
調査は一切抜き」を条件とし、すべての段取りを自分で仕切り、敬愛園の父親は「結婚式
に呼ばない」ですませることで、乗り切ったという。
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《聞き手》D さんが結婚されるときは問題は生じなかったですか？
《D さん》いや、これは出ましたね。というのは、親父が〔昭和〕46、7、8 年のころ、
ちょっと症状が悪くなりました。でも、生きてるでしょ。で、私が〔結婚したのが〕昭
和 49 年です。親が生きてて、〔結婚式に〕呼ばんわけでにはいかんのですよね。これを
どう乗り切るかが難物じゃったですね。これは、脳みそがだいぶ回転しましたわ。そこ
でまず手を打ったのは、仲立ちは頼むが、雇われ仲立ちで、すべて自分で段取りしたち
ゅうか、茶入れから結納までぜんぶ私がやって。そして、
〔すべて〕私と母と 2 人で臨
んだんです。茶入れのとき、先方は親父のきょうだいが 7 人、先方の母のきょうだいが
2 人、そして、家内そのもののきょうだいが 6 人、ずらりですね。私のほうはたった 2
人。――それはいまでもずっと通してます。だから家内には、「おまえのほうの身内に
は一切ちょっかい出さない。うちのほうには一切ちょっかい出すな」。
結婚式にも〔こちらの〕きょうだいは呼ばんかったですよね。披露宴で、そのとき初
めてきょうだい入れたんです。「これで通す。こらえてくれ」と。で、相手の嫁さんの
ほうから、「あの、D さん、なんで？」「それ、しゃべらないかんですか？」ぐらいのこ
とですね。「だめであれば破棄しますよ。私の好きなことをやらしてもらいます。私が
もらうんですから。私が養子に行くんだったら、話は別ですが」と。それで突っぱねて。
それでまあ、乗り切ったちゅうとこですね。
《聞き手》恋愛結婚だったんですか？
《D さん》見合いです。3 度めです。〔前の 2 つ〕なぜ壊れたかというと、身元調査を始
めたんです。で、その段階でもう蹴ったんです。「どこに住んじょる？」その時点で、
もう私のほうでお断り。
《聞き手》結婚されたおつれあいのときには、そういう動きがなかった？
《D さん》なかったちゅうか、もうあらかじめ、「身元調査は一切抜き。それをするん
だったら私はやめるよ。もう会わないよ」。
《聞き手》いまは、おつれあいは知ってるんですね？
《D さん》子どもができてからです。子には隠しておくわけにもいかんし。私の高校時
代の苦い経験がありますので。子が小学校にあがってから、ずうっと卒業するまで〔子
どもたちを敬愛園に連れて行ってました〕。長男が中学 3 年のとき、〔昭和〕63 年に、〔異
母〕姉が 63 歳で亡くなりましたかね。だから、子どもを葬式には立ち合わせたんです。
だから、子どもがどうなるかちゅうのが、いちばん心配だったですね。
昭和 56 年ごろからうちの家内も一緒に連れて行きました。ただ黙って連れてくだけ。
「ちょっと、子どもと一緒に遊びに行くか」って。昭和 56 年から昭和 63 年まで、ずっ
と毎年、連れてってました。
《聞き手》おつれあいは、どういうふうにおっしゃいました？
《D さん》いやもう、私は黙って連れて行くだけです。そして、「うちの家庭には一切
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ちょっかい出すな。ただ、かわいそうっていう気持ちがあったら、つきあえ」ですよね。
《聞き手》お子さんは何人ですか？
《D さん》男 3 人です。
《聞き手》わりと、お子さんたちはおじいちゃんになつきました？
《D さん》親父が亡くなったのは〔昭和〕53 年ですからね、〔上の子が〕3 つか 4 つじ
ゃなかったかなと思うんですよね。
〔だから、会わせたのは、私の異母姉のほうです。〕
きょうだいは「やっと死んでくれたか」と
就職と結婚という 2 つの難関を乗り越えた D さんにとって、あと残る課題は「お墓」の
問題である。実家の異母きょうだいが、父親の遺骨も姉の遺骨も引き取りを拒否したまま
なのである。
《D さん》星塚敬愛園にあった〔父親の〕骨は、親父の 13 回忌のときまでに、別に私
が墓を作りまして、そちらのほうに安置しております。私は 1 週間に 1 回墓参り行って
おります。昭和 63 年に亡くなった姉〔のお骨〕も、実家〔の墓〕に入っておりません。
きょうだいが拒否。葬式も拒否。通夜も一切拒否。
《聞き手》お葬式も、じゃあ、D さんがされた？
《D さん》はい、すべて。きょうだい〔の口から〕出た言葉は、「やっと死んでくれた
か」が答えですね。「これでやっと、大手を振って、実家に来れる。やっと死んでくれ
た、ほっとした」って、こう言うんですからどうしようもないですね。でも、これはま
だいいほうですよね。骨の引き取り手が、まあ、いちおう私がおりましたから。骨の引
き取り手のない方が〔敬愛園に〕どれだけいますか？ 何百でしょ。だいいち、残った
家族で自殺に追いやられた方、けっこういますでしょ。
《聞き手》そういう話、聞かれます？
《D さん》こんだけ鹿屋〔の敬愛園〕に行けば、もう、嫌でも聞かされますよね。だか
ら、親父が亡くなったときも、異母きょうだいは、「いや、こんで助かった。ほっとし
たぁ」って、騒いだもんです。これはもう、殴りつけましたけど。
《聞き手》お姉さんは、いつごろ発病して敬愛園に入ってるんですか？
《D さん》戦前ですね。
《聞き手》ただ、よく、ほかのきょうだいたち、結婚で問題が起きませんでしたね？
《D さん》その当時は、式も挙げないし披露宴もしませんから。そして、いちばん傑作
なのは、〔療養所に収容された異母姉の〕戸籍がなかったちゅうことですよね。療養所
に入ったら、もう、人間と扱いませんから。犬であればワン権があるし、猫であればニ
ャン権がありますけど、〔ハンセン病患者は〕人権というよりも、あたまから人とみな
しませんから。人権だの言ってられないんですよ。あたまから戸籍がないんですから。
親父の戸籍は生きておりましたけど、姉にかんしては戸籍がなかったから。もうこの人
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間は存在しない、と。まあ、びっくりしたのはですね、昭和 42 年になってなお、戸籍
のない人が敬愛園に片手はいたんじゃないかな、50 名ぐらいは。
ハンセン病療養所で亡くなった患者・元患者の「遺骨」の問題は、ひとり D さんだけの
問題ではない。ハンセン病への差別偏見によって痛めつけられてきた「患者の家族・遺族
たち」が、「ハンセン病患者の家族・遺族であること」をひたすら隠しつづけなければなら
ない状況がつづくかぎり、「遺骨」の問題は解決しえない。
D さんは、聞き取りのなかで、2001 年の熊本地裁判決は、日本政府のハンセン病政策が
「患者・元患者に多大な苦痛を与えたこと」を断罪しただけのか、それとも、「患者・元患
者だけでなく、その家族にも、多大な苦痛を与えたこと」にまで踏み込んだ判断をくだし
たのかを、さかんに気にしておられた。ようするに、D さんの考えでは、〈家族・遺族への
政府による謝罪がなされること〉、それによって、〈家族・遺族が声をあげられる状況をつ
くること〉、そして、〈療養所の納骨堂に残された遺骨が故郷のお墓に引き取られていくこ
と〉、そこまで事態が展開していったときこそが、ハンセン病問題の「全面解決」なのであ
る。――D さんはこのことを、繰り返し語られた。
《D さん》まあ、〔「らい予防法」による〕被害の認知度具合といったら、家族のほう
がはるかにおっきいでしょうね。おっきいちゅうか、その大きさを、鹿屋〔の星塚敬愛
園〕に収容された方、ここ〔＝菊池恵楓園〕に収容された方、知るすべもないですよね。
《聞き手》お父さんところへ会いに行っても、D さんが外の社会で遭ってる被害につい
ては、話はしませんでした？
《D さん》まず、しませんですね。もう、口が裂けても言えませんよね。もう忘れたい、
もう、少しでも忘れたいですから。だから、元患者さんたちも、おそらくね、家族がど
んな被害に遭ってるか、100 分の 1 も知らないんじゃないですかね。私にしてみれば、
元患者よりも、その家族のほうが何倍も猛烈な迫害を受けたんじゃないか。差別偏見を。
そして、そういった立場に追いやられていた、〔「らい予防法」が廃止される〕平成 8
年まで、少なくともですね。そして、それは今日まだ、現在進行形ですよね。まあ、弁
護士さんに聞いてみないとなんとも言えませんけど、遺族で〔亡くなった患者・元患者
への〕補償金を〔相続のかたちで〕もらってる方は、私、おそらく 3 割いないと思いま
す。まあ、それだけ口に出せないぐらいの、差別偏見を受けてきた。受けるような立場
に追いやられていたちゅうことでしょうね。そして、それはまだ現在も進行中であると。
《D さん》患者の家族ちゅうのは、こういった被害がありましたちゅう声を〔なかなか〕
あげられない。あげた時点で叩かれますから。〔つまり、声をあげたら〕その街を出ざ
るをえない。職場を辞めざるをえない。まだ現在進行形ですよ、この差別偏見というの
は。その家族を拾い上げてやらんと、私は、全面解決にはならんのじゃないかな、と。
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そして、その患者の家族を救うことによって、園に置いてある遺骨をふるさとに帰
してやることができるんじゃないかなと。やっぱ、ふるさとには、帰りたいでしょ、
骨になっても。やっぱ、「死んでくれてよかった」つって、そのまんま、園に骨を置い
とかれると、なんとも……。ていうか、私の〔異母〕姉の骨は〔私のところに置いて
るんですけど〕、できれば、実家の墓に、自分の実の両親、そして祖父祖母がおる墓に、
なんとか入れてやりたいんですけどね。なかなかそれができない。
いちおう目標は置いとります。今年で、姉の 18 回忌をしました。いままで供養、全
部私がしてきましたけど、できれば、姉の 25 回忌はなんとか実家のほうでやってもら
えればなと。まあ、そのための努力をせにゃいかんなと思っております。25 回忌がひと
つの節目として。でも、そのためにはどうしても患者の家族の救済に、どれだけ、力が
発揮できるかですよね。それにかかってますかね。
《D さん》遺族のほうが患者よりももっとダメージを受けている場合がある。自殺に追
いやられた家族がある。患者もたしかに「らい予防法」によって大変な被害をこうむっ
た。じゃが、家族はどうなるかです。家族もおそらく、平成 8 年までは、その被害をこ
うむった。差別を受ける立場に追いやられたはずだ。こういった立場に追いやった国の
責任を明らかにする必要がある。家族もその被害者ですから。
そういった方向に持っていかんと、野に埋もれてきた患者の家族たちはまず救えない
だろう。そうすることによって、星塚敬愛園にある 200 とも 300 ともしれない遺骨の行
く先が決まる。でないと、いま 70 歳の人は 20 年たてば 90 歳でしょ。嫌でも星塚敬愛
園は消滅すると。骨はどうするんだ〔ということですね〕。
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E さんのケース
E さん（男性）は、1932（昭和 7）年、九州地方生まれ（聞き取り時点で 71 歳）。8 歳年
上の兄が、1944（昭和 19）年に菊池恵楓園に入所し、いまも恵楓園で暮らしている。
兄がハンセン病にかかり、ハンセン病療養所に収容されたことで、E さんが被った被害の
最たるものは 2 つある。ひとつは、学業中断。もうひとつは、結婚差別と離婚である。
子守りに辞められて学業中断
1944（昭和 19）年に、8 歳年上の兄が熊本の菊池恵楓園に入所したとき、小学生の E さ
んは、ハンセン病問題の深刻さがまだわかっていなかった。「子ども心に、病気は誰でもす
るじゃねぇか」という、それ自体としては、まったく正当な感覚で事態を受け止めていた。
《聞き手》ハンセン病問題が E さんのお宅にふりかかってきたのは、いつになります
か？
《E さん》兄〔の T〕がここ〔＝菊池恵楓園〕に来たのが〔昭和〕19 年の 6 月。
《聞き手》その前から、お兄さんは発病はしていたわけですか？
《E さん》ひとつのきっかけになったのがね、兵隊検査を前にして、どっちかの目が完
全にしまらんということで、鉄砲撃ちができんと。まぶたがね、左の目がふさがらんと。
その時点で、当人が気がついて、結局、いろいろ、そのころの医学書なんかを買いあさ
って、読んで、自分なりに。
近くにハンセン病患者の出たうちがあって、その人は小さいころから、うちへ来て、
一緒に床（とこ）のなかに入ったり〔仲良うしてた〕。で、ばあちゃんの話では、「T があ
あいう病気になったのは、そのせいじゃろう」と。もう、その時代、その人は、膿が出
よったちゅう話も聞いたんですけども。「そういうかたちで感染したんじゃなかろう
か」と。で、〔大きな病院で診てもらったあと〕伯父貴に連れられてここ〔＝菊池恵楓
園〕へ来たんです。伯父貴は 1 晩泊りで、その翌日、ちょうど私が家におったときに帰
ってきて、縁に座って、逐一親父に報告するのを、私はそばにおって聞いたんです。
熊本のらい病の病院に連れてった、と。「顔に 1 ヵ所と、それから太腿のあたりに 1
ヵ所、麻痺がある。いたって軽いから、弟、子どもに感染する心配はまずない」という
ことを強調しよったですね。――それが、そもそもの始まりです。
《聞き手》E さんご自身としては、お兄さんがらい病になったっていうのはどういうこ
とでした？ 大変だと？
《E さん》そのときはね、感じんやったですね。らい病ちゅうのは、たいへんな病気ち
ゅうのはわかったけれども、子ども心に、病気は誰でもするじゃねぇか、ちゅうような
感じはあったですね。
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E さんのお宅は、あとの聞き取りのなかでも出てくるように、「未解放部落」であった。
聞き取りの場面に同席した E さんの弟の K さん（1939 年生まれ）によれば、「ぼくらの部
落は、未解放部落のなかでも、小作をいっぱいしてて、そこそこ裕福だった」。E さんのお
宅でも、「3〜4 反の田んぼを自作」し、さらに「2 町以上の小作」をしていた。
19 歳の兄が菊池恵楓園に入所してしまうと、家族は、両親と、11 歳の E さん、4 歳の K
さん、前の年に生まれたばかりの妹、という構成であった（1946 年に末の弟が生まれる）。
「そこそこ裕福だった」E さんのお宅では、妹の「子守り」を雇った。しかし、その「子守
り」が、E さんの兄がハンセン病で療養所に入っていることを知って、辞めてしまうのであ
る。「子守り」は小学校卒業を前にした E さんの仕事となり、そのため、E さんは学業を続
けられなくなってしまう。
《E さん》私が、その病気は大変だちゅうことを感じたのがね、妹が〔昭和〕18 年生ま
れでね、その妹の子守りに来た子が〔辞めてしまうという出来事が起きたことによって
です。〕兄貴が入院してからどのくらいたってからかは記憶が定かでないんですがね、
妹の子守りが来ていて、それで、秋ぐらいやったか、まだ稲刈りの前やったですね、〔兄
貴が〕ひょろっと帰ってきたわけ。様子見に帰ってきたんですね、心配になって。それ
で、そのときの〔兄貴の〕表情を、子守りがね、つぶさに見とるわけ。兄貴が帰ってき
て、兄貴が泣きよったのを〔子守りが〕見ちょるわけ。それで、その年にね、来ちょっ
た子守りが、正月あるきに帰って、そのままこっちに来んやったんですよ。だから、こ
んどは私が、その子守りでもって、学校はもう行けんようになった。で、いま考えてみ
るとね、けっきょく、兄貴がらい病やということがわかって、それで、むこうの――お
ふくろの里の炭坑の町から〔子守りを〕雇うてきてたわけ。いま考えてみるに、兄貴の
ことは内緒で雇うてきたと思うんです。で、その兄貴が帰ってきた時点で、そのことが
わかって、で、正月あるきで帰ってそのまま。――正月あるき、ちゅうのは、〔正月で〕
ひまをもらって帰る〔ことですが〕、そのまま帰ってこんやった。
《聞き手》子守りっていうのは、いくつぐらいの子ですか？
《E さん》妹の子守り、〔私より〕いっちょぐらい上やった。いっちょか 2 つぐらい。
《聞き手》小学校終わるか終わらないかぐらいで、子守り奉公に来てるわけですね？
《E さん》そうそうそう。その時代はね、そこら近所の子守りちゅうのは、みな、そん
くらいです。口減らしにね。
正月あるきへ帰って、そのままこっちへ帰ってこんで。で、したがって、私がこんだ、
子守りにということで。で、朝飯食うてからね、すぐ妹を背中に〔背負って〕出るわけ。
おふくろが片付けるあいだに、泣くもんやから、手をとられんから、私が背負う（しょう）
て、表に出るちゅうようなかたちで。で、もう、うちの近所にも、同級生ぐらいでね、
やっぱ、一緒に、妹とちょうどおんなし年のね、おったんです。3 人とも女の子やった
けれども。その 2 人はね、朝飯食うと、妹を背中にくくりつけて、ピッと外に出よった。
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というのは、学校に行くこと自体が、もう〔勉強が〕ようわからんでね、〔行くのが嫌
いになっちょった〕。私はそれと反対に、もう〔学校へ〕行きとうてたまらんやったで
すね。だから、母屋があって、納屋があって。で、家の前におると〔妹が〕泣くからだ
めで、納屋の前にいてね。で、ちょうどまたそのころ、みんな学校に行きよる、わぁわ
ぁ言いながら。で、まあ、納屋の前にいてね、〔私は〕よう泣きよったです。
この、学業中断の話をして、「よう泣きよったです」というくだりでは、E さんの声は涙
声になっていた。71 歳になったいまでも、悔しさがつのってくるのであろう。
《E さん》それでね、このごろになるまでね、よう責めたですね。親父とおふくろを。
それが、その、兄貴の病気が原因でね、子守りがこっちに来んやったっちゅうことは、
まったく考えんわけ。〔親に〕能力っちゅうか説得力がなくて、子守りを雇わんで、い
ちばん手近な私を子守りに使うた。親父とおふくろ、学校にも行かしてくれんで、ちゅ
うことで、よう責めたですね。で、このごろになって、やっと、それがわかったいね。
まぁ、いまになって理解できるけれども、親父にも、その心理状態ね、やっぱ悪いこと
したなぁと思うですね。
《聞き手》学校は、〔それっきり〕おしまいのまま？
《E さん》はい。それで、〔高等科の〕卒業式のときにね、ひょろっとのぞきに行った
んですよ。そしたら、「あの子はどこの子か？」ちゅうわけよ、先生がね。たぶんね、
学籍簿には〔私の名前が〕載っとったろうと思うんですがね。――去年ね、同窓会があ
って、はじめて同級生から誘いがあって、行ったんですよ。そのときにね、学籍簿ちゅ
うか、それを見せてもらったんですが、ちゃんと〔私の〕名前があるんです。それでね、
結局、ちょうど、私が〔小学校〕6 年卒業して、それから高等科 1 年ぐらいになったと
きに、学校制度が変わって、高等科が〔新制〕中学になってるわけ。それで、ずうっと
名前があって、高等科に行ったやつ、それから、中学に行ったやつちゅうのでね、仕分
けが入っちょるんですよ。それを見たらね、私の名前が載っとるんですよね。――とこ
ろが、学校の先生はね、「あれは誰か」ちゅうわけ。知らんわけ。そういう人物がおっ
たちゅうことを。
それでもね、6 年の卒業式のときも、日にちを聞いてね、ちょろっとのぞきに行った
です。高等科の卒業式のときにも、ちょろっとのぞきに行ったけれども、そういうかた
ちで、「あれは誰か」ちゅうことで……。で、それはもう、始終、おふくろと親父を責
めたですね。
それでもやっぱり、ものを読むことが好きやったし、いちおう勉強は、2 階にね、カ
ンテラつけて。あのころは、電気がね、いまの人は見当もつかんやろうけれども、電力
不足で、40 ワットの電気をつけても、ぽやぁっとしかつかんのよ。そやけぇね、カンテ
ラちゅうて、こんくらいの、灯油の入れたやつに芯を出してね、それに火をつけて。そ

413

家族調査

れを机のここに置いて、いろいろ勉強したことあるんですけども。そういうかたちで、
書くのはだめだけども、いちおう読むのは、難儀せずに読むことはできるんですけども
ね。で、まあ、親父もおふくろも亡（の）うなってからでもね、やっぱ、それ〔＝親を責
めたことが〕いちばんあれ〔＝後悔してること〕ですよ。
喧嘩のときに「おまえんとこは、らい病患者が出ちょろうが」と
兄のハンセン病療養所入所でもって、近隣関係が「村八分」といった事態になることは
なかったが、まわりの人たちがそのことを熟知していることは、E さんが体験した子どもど
うしの喧嘩から明らかとなった。
《聞き手》弟さんからですね、おたくが部落、「未解放部落」という言い方されてまし
たけど、「未解放部落」だということをお聞きしてるんですが、自分の生まれたところ
が部落だというのは、いつわかったんですか？
《E さん》それはね、うちの近所ではね、「ちくちく青年」っていうのね。言うならば、
ちょこっと色気がついてね、なんとなくね、好きとか好かんとか、女の子を意識するち
ゅうか。そのころね、なんとなくわかった。それで、問題になったのは、結局、色気づ
いて恋わずらいするころ、兄貴のその問題と、併合して。
《聞き手》ひょっとしたら、E さんのおたくが部落だったっていうことで、部落のなか
では、ハンセン病の患者さんを出しても、ムラのなかのつきあいというのは、陰口たた
かずに、あたたかい関係が続いた可能性がないかな、とういうふうに思ってたんですが、
それはどんな感じだったんですか？ 近所づきあいみたいなのは？
《E さん》あのね、近所づきあいはね、表面的には、ほとんど、私は感じんやったです。
ところが、近所の子と喧嘩したときにね、その問題が出てきたんです。「おまえんとこ
は、兄貴が、熊本のらい病院に行っちょろうが」って、こうきたわけ。だから、「なに
言うね。病気は、誰でもするじゃねぇか。あんたんとこは、親父、刑務所に入っちょる
ね」。いま考えてみたら、たいした刑じゃないんですよ。密殺ちゅうてね、そのころ食
糧不足でね、蛋白源がなかったから、弱った牛馬は、それを売るよりも、むしろ密殺し
て、小分けしてみんなに売ったほうが、はるかにお金になりよったわけ。そこんちの親
父は、それを何頭かやったもんやから、ばれてね、パクられて、1 年か 2 年か刑務所に
入ってきたんですよ。いま考えてみたらね、自分の馬を、自分の牛を、殺して売るんや
からね、たいした罪じゃないけど、そのころはたいへんな罪ですよ、戦時中ですけぇ。
牛馬はね、国の宝ですけぇ。
それでもって大喧嘩になって、家に帰ってから、おふくろが、「一緒に、ことわり行
こうや。あんなこと言うて、おまえが悪い」ちゅうことになったわけよ。「いや、悪い
ことねぇ。病気は誰でもするぞ」と。「あっちの親父は、刑務所に入ってるじゃねぇか。
どっちが悪いか」ちゅうことになったわけよ。で、私は、頑としてね、子どもやったけ
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ども、それを武器としてやったわけです。そういうことがあった。
《聞き手》やっぱり、〔部落でも〕まわりは意識はしてたんだ？
《E さん》はい。十二分に。その件で、もう、はっきりわかったんです。
《聞き手》ただ、村八分というかたちでは出てこないんだ？
《E さん》あ、出てきませんでした。それで、と同時に、うちの親父がね、けっこう、
小作をね、2 町以上もっちょる。年貢米を払いきらん人には作らせんですよ、地主が。
たとえ小作でもね、それだけの田んぼを耕作できるちゅうことは、たいへんな信用問題
ですよ。だからね、ムラうちではね、かなり信用のある……。で、親父は、いろいろ町
内の人ともつきあいがあったもんで。私が小学校の何年やろか、学校へ行かんようにな
る前にね、学校に授業参観に来たことがあるんです。で、それはなんでかちゅうとね、
他町の有志から推薦されて、父兄会の総代になっちょったわけ。だから親父が――びっ
くりしましたよ――背広着てね、ネクタイしめてね、ひょろっと後ろに立っちょるんよ
ね。父兄会の代表の、そのまた町の代表で来ちょるんですよ、3 人ぐらいで。後ろで人
の気配があるもんで、ひょっと見たら、うちの親父がおるけん。背広着てネクタイしめ
て。で、びっくりしてから、それからあとは、授業中はなにがなんだかわからんで。エ
ヘヘヘッ。
《聞き手》ようするに、〔いまで言う〕PTA 会長になったってこと？
《E さん》会の役員のなかのまた、代表になった。それで、そういう関係だったから、
直接、貧乏人やから差別されたとか、「エッタ」やから差別されたちゅうことは、その
事件のときだけで。
それ以前にね、兄貴がこっちに入ってからでもね、手紙ではしょっちゅうそのことを
書いてきよったです。だから、名前も匿名。名前を書いたときは、なんのだれべえ、ど
この誰やらわからん他人（ひと）の名前でね。で、手紙のなかでは絶対に、熊本から手紙
が来たちゅうことは人に言うなと。さきざきね、たいへんな問題がおこるから、おれは
もうおらんということにしちょってくれちゅうことで。
兄を県の役人が連れ戻しにきた
E さんからの聞き取りのあと、私たちは、菊池恵楓園に入所されている兄の T さんからも
お話をうかがった。兄の T さんによれば、「〔うちの〕百姓の忙しいときには、内緒で帰り
よったわけです、〔恵楓園の〕塀を越えて」とのことであった。いちばんの働き手の自分が
いなくては、農作業に差し障りがでるのではないかと心配したからだ。
《E さん》〔兄貴は〕農繁期には、ぴたっと帰ってきよったです。で、帰ってきてもね、
田植えが終わったらその日のうちに……。おふくろが悔やんどったですね。「せっかく
加勢してもらって、あれだけ骨折ってしてくれてからね、1 日 2 日、ゆっくり休んで帰
りゃあいいのに」ちゅうけど、その日のうちに、とにかく、人に見られんようにすると
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いうことが、第一信条だったですね、兄貴は。
《聞き手》人手としてはどうしてもいたわけね、2 町からの〔田があって〕？
《E さん》はい。
《聞き手》農地解放になって自分の土地になってたのかな、もう？
《E さん》はい。
《聞き手》農地解放で、どんだけ手に入りました？
《E さん》そのときにね、兄貴がおらんもんで、人手がおらんもんで、その田んぼ、大
部分、放したですよ。結局ね、手もとに残ったのは、1 町 2 反。
《聞き手》でも 1 町 2 反あれば、農家として十分やってけたでしょ？
《E さん》その時代ではね、大作（おおざく）やったです。結局、こまい子ども〔ばかり
で〕、役に立つのが、兄貴が発病するまでは、兄貴 1 人でしょ。おふくろも、私がもの
心つくころに、そのころ流行った熱病かなんかでね、脳病院に入院しちょったことがあ
るんです。それで、おふくろも百姓仕事ができんで。
《聞き手》お兄さんがそうやって農繁期に帰ってきたときには、弟の K さんたちにはど
ういう説明のしかたをしたの？
《E さん》どういうふうにしよったって、ごく普通ですよ。帰ってきて、一緒にわぁわ
ぁいうて飯を食うて。それで、たまに帰ってきてから、百姓の加勢しよって、気がたっ
ちょるね。で、けっこう、怒られよったことあったですね。なにかにつけて。
うちの親父がね、神経痛だったんですよ。で、働き手の兄貴はおらんもんやから。近
所の人を、けっこう雇いよったんですよ。だから、近所の人なんか、私より 3 つ 4 つ上
の、そのころ、青年団でね、百姓仕事がじゃんじゃんできる人なんかに言わせると、「あ
んたんとこの親父さんはもう、ふつうは針医者ばっかり行きよったけど、稲刈り、麦刈
りのときは、おれらが追いたくられよったけんね」ちゅう。そんなかたちで、兄貴の存
在〔については〕ね、私どもはべつに、よその人が言うね、特別な病人の感覚はなかっ
たですね。農繁期にはちゃんと帰ってきて、私ども怒りたくって仕事して、さっと帰っ
ていく、また病院へ引き揚げていくみたいな。
あのころは食糧統制の厳しいときで、名簿がいるわけよね。たとえば、味噌醤油、た
とえ百姓であっても味噌醤油は配給やったですけぇね。それから、足袋とかいろんなも
のが配給制度やったから、戸籍〔＝移動証明〕がいるわけ。で、〔兄貴は〕この〔菊池
恵楓園の〕なかで移動証明書をつくってもろうて正式に帰ってきちょるんです。で、そ
のときに、〔むかしは〕麦は二条蒔き（にじょうまき）ですよね。二条蒔きで、そのあいだ
に藁を入れるんですよ、ずうっとね。それで、私が持てるだけの藁を縄でくくって、か
ついで、要所要所においてね。それを、こんだ、紐をといて、ずっと中に広げていく役
をやったんですよ。それで、兄貴とおふくろは、これに、畝溝（うねみぞ）がある、溝の
草の生えてる土を鍬でとって、藁の上にずっときれいにかぶせていく仕事をしよった。
それをしよるときにね、県の役人さんが連れぇ来たわけ。それでね、兄貴が、鍬を手放
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してね、「それじゃ帰りましょう」ちゅうまで、びったりついて離れなかったんですよ。
《聞き手》お兄さんは、正式の移動証明をもらって帰省できたんですか？
《E さん》そら、本物か偽物か知らんけども、こっから移動証明書をつくってもろうて、
こっから退院したかたちでもって、家へ戻ってきて、なにしよったところに、県の役人
さんがね、あのころめったに見られん、ネクタイしめて背広着た人が来てね、田んぼの
仕事しよるところに付ききりやった。とうとう、仕事やめてね、鍬を置くまで、付いて
離れんやったね。
それまではね、抜けて、ちょろっと 3 日 4 日、農繁期に加勢に来るんやから、ここ〔＝
隣近所〕の人には内緒にやる。〔ところが〕正式に戻ってきたことで、あとで聞くと、
誰かが密告したらしいんだい。で、結局、県がお迎えに来た。
ここでは、若干の説明が必要であろう。兄の T さんによれば、菊池恵楓園では「炭焼き」
もやり「塩焼き（＝製塩）」もやるぐらい元気だったので、1947（昭和 22）年に「仮退所」
を願い出たところ、園側の回答は「帰りたければ君の自由にしてよい。ただし、正式に帰
すわけにはいかない。黙認逃走というかたちを承知なら出ていい」ということだったそう
だ。「移動証明書」も、書類を手に入れて、知人に必要事項を記載してもらったものらしい。
したがって、県の役人が兄を連れ戻しにくるというこの「事件」は、1947 年に起きたと
考えられる。そのとき、E さんは 14 もしくは 15 歳の少年であった。自分の目の前で起きた
この「事件」は、E さんの心に強く刻印されたようだ。
また、菊池恵楓園の兄が、園内結婚したおつれあいが妊娠して「堕胎」手術を受け、さ
らには兄自身が「断種」手術を受けたことを聞いて、ハンセン病患者の「隔離政策」が、E
さんには抗いがたいものとして認識されていったものと思われる。
《E さん》その時点では、本当はもうね、いい薬ができて、国会でも正式にとりあげて、
法の改正も〔しなければならなかったはずが〕
、別なかたちでね、〔昭和 28 年には〕法
をまた厳しくしちょるわけで。それで今度は、〔昭和 23 年の〕
優生保護法にひっかけて、
結局、〔ハンセン病者の場合も「合法的」に〕堕胎させてるわけやね。うちの兄貴から
ね、あれは手紙か電話かでね、たしか、そのころね、農協の有線放送ができて、外から
の電話がつながるようになった。そのときにね、「避妊は手術がたいへんやから、おれ
が、ちんぽ、きんたまんところ、ちょっと切ったぞ」と。「男がしたほうが簡単やから。
いま、痛いで、安静にしちょる」つってね。それはもう、はっきり覚えてます。「痛い
から、安静にしちょるわ」つって。とにかく、やっぱり、することがむちゃくちゃです
ね、常識じゃ考えられんですね。
恋人を連れ戻された
25 歳のとき、E さんには恋人ができる。相手の家族親戚の反対のなかで、彼女が E さん
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の家に逃げてきて、1 年ばかり一緒に暮らしたのだが、結局は、彼女の姉婿に無理やり連れ
戻されることで、破局を迎える。兄が「ハンセン病患者」ゆえに、そしてまた「未解放部
落」ゆえに、結婚差別にあった。E さんが「駆け落ち」でもって事態打開をはかることを躊
躇させたのは、療養所に「隔離」されている兄の T さんの代わりに、弟妹の面倒を自分が
見なければならなかったからだ。
《E さん》それでね、もう、それをね、目のあたりにしちょるもんでね、私はいいころ
ぐらいの年頃になってからね、恋人ができて、家に〔逃げてきて〕、妊娠して……。私
に内緒に堕ろしに行って……。そういうんで、1 年ぐらいおったんです。おったけれど
も、家になじまんということもあるんかしらんけれども、やっぱり、むこうが、しょっ
ちゅう、連れ〔戻し〕に来るもんでね。で、結局、まあ、辛抱しきれんで。私もちゃん
としたことができんで、〔彼女は〕帰っていったんですがね。で、いま、そういう話が
でるとね、大部分の人がね、「なんで、あんた、家をほたって、女の子とついて行かん
か」って。ね、思うでしょ？
ところがね、それ、できんやったですね。当然ね、兄貴も言うてくれたんですよ。「お
れが〔農作業の〕加勢に帰るから、心配せんでいいから、彼女と一緒にどこへでも出て
いけ」って言われたけどね。〔兄貴が〕帰ってきちょってもね、迎えに来るんですよ、
県の役人が。それはもう、しっかり見ちょったですけぇね、私は。
で、その当時はちょうど、〔7 つ下の〕弟が高校 1 年。そやったらね、せっかく〔弟が〕
高校に行っちょるのがパーになる。それじゃ、やっぱり、できんわいちゅうことで、と
うとう……。もし、そのときに出て行きよったら、ひょっとしたら、私にもね、孫がで
きちょったかもわからんけど。でも、やっぱ、それは、いま考えてみたらね、私がやっ
ぱり弱かったちゅうことに、つきると思うね。
《聞き手》それは結局、彼女のほうの家族親戚がものすごい反対した？
《E さん》そうです。
《聞き手》それはハンセン病ということでの反対ですか？ 部落ということでの反対で
すか？
《E さん》2 つです。〔表立っては〕言わないですが、ところがね、それを実証する事件
があったんです。うちに来とった〔女の子の〕姉の婿がね、△△のいいとこの息子さん
でね。そしたら、うちの裏の家の M さんちゅうのが知り合いやったんよ。その人が姉
婿と飲み友達やった。で、女の子が私のところに、正月にね、遊びにきて。それから今
度、おれも〔相手のお宅に挨拶に〕行かにゃねぇちゅうことになったわけ。
〔女の子は〕汽車通勤やったんやから、デートのために、おれがその気になったとき
には、駅に行って呼び出しよったわけ。帰りの汽車がわかっちょるけぇ。それまではね、
〔彼女の〕姉さんも〔汽車通勤やったから、女の子が〕その汽車に乗っちょらんときは、
〔次の日の〕朝ご飯のときなんか、「きのう、E さんからあんたの呼び出しがあったよ。
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あんた、何時に帰ったね」ちゅうようなこと、しょっちゅう聞かれよったと。「私は仕
事で忙しかって、あの汽車に乗れんやったけん、次の汽車やった」とか、そういう関係
やったもんで、こっちはもう、ベリーグーやなあと思うちょったわけ。
ところが今度、ほいじゃ、〔挨拶に〕行こうかという段階になって、はじめて、それ
が表に出てきた。住所なんかは、M さんから、姉婿がいろいろ聞いて、で、結局、「未
解放部落やし、兄貴はハンセン病じゃないか」ちゅうことで、強硬に姉婿が反対した。
で、〔最終的に〕女の子を姉婿が連れにきちょるわけ、三輪車で。それで、朝、ご飯炊
きをしよるときに、さっともってった。
それからのちに、M さんちゅうのがね、何回か私のとこへ来たんですよ。酒を飲んで
帰る途中に〔うちに〕寄って、「あんな男とは思わんやった」と。「親身になって、私は、
あんたのところを調べてね、姉婿に教えた。それが原因でこういうふうになって非常に
すまん」ちゅうことでね。それからも、その男は、飲んでまわってね、それが原因で死
んだっていいよったですかね。
《E さん》それ以前からでもね、当然そのことはありうるなと思うことはあったですね。
つうのは、盆踊りなんか行くでしょ。あのころはね、盆踊りは長かったんです。戦後や
から、戦死者が多かったから。戦死者の追善供養で、盆が 1 月間ぶっつり。あっちこっ
ちの集落があるでしょ。1 月間ぐらい、毎晩続くんですよ。それに行くでしょ。そうす
るとね、べっぴんさんと、やっぱ、知り合いになるわけね。そして、一晩ね、横につれ
そうて話をしたってなんちゅうことはない。それがね、3 晩 4 晩続くとね、じわっと注
文がつくわけ。「E さん、あんた、熊本に兄貴がおるね」ちゅうことになる。そういう
事件〔＝兄貴が県の職員に連れ戻された事件〕があってから、ちょこちょこあることな
ってから、ああ、こら、ほんとに、兄貴の言うようにね、やっぱり、こら、心していか
にゃいかんなっちゅうことで。で、その挙げ句に、25〔歳〕のときやったんですけどね、
そういうかたちで〔恋人がうちに〕来とったけれども、出ていったというような。それ
からのちは、もう、女の人とのつきあいというのは……。
14 年連れ添った妻とも離婚に
E さんは、32 歳のときに、結婚はしている。しかし、14 年連れ添った妻も、結局は、ハ
ンセン病への偏見が原因で、家を出ていったという。
1953（昭和 28）年に、国会が、「らい予防法」の「改正」ではなく、
「廃止」を決議して
さえいれば、自分の人生はまったく違ったものになっていたはずだという E さんの、心の
底からの訴えは痛切であった。
《聞き手》そうすると、結婚されなかったんですか？
《E さん》それからのちにね、私は 32〔歳〕になってから、同じ未解放部落の女の人と
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〔結婚しました〕。それは、かかわりあいはね、なんか妙な具合で、私が 18 のときにね、
近くの土手の工事があった。百姓だけやけね、農閑期はひまでしょうがないけぇ、行っ
てみろうかちゅうことになって、行ったんですよ。そやったらね、「年、なんぼか」っ
て言うけぇ、「18」ちゅうたらね、「半額でいいなら、トロッコ押して」ちゅったわけ。
「はいはい」ちゅって、トロッコ押しよった。
そのころ、S っていう人が私をかわいがってくれて、その人の妹がね、まあ、ちょう
どつれあいと思うたんやろね。で、
「一回、遊びぃ来んか」
「ほんなら、行こうか」つっ
て、遊びに行って、それが縁でその人の妹との関係ができて。で、そのときはね、まだ
若いときやったけど、それからのちに、その女の子が結婚して、どういうわけか別れて、
まして、ごろごろしよるのも……、もう 30 すぎちょったから。それなら、一緒になろ
うかっちゅうことで。元代用教員のおばさんが仲立ちしてくれてね、〔その子〕F さん
ちゅうんやけど、F さんのお母さんに、「じつは、こうこうしてからね、お嫁さんにっ
ちゅう話があるんですが」ちゅうことで。で、私が今度、直接、熊本の兄貴のことを、
「じつは、うちの兄貴がらい病です。それでよかったら、嫁さんにと思うんですが」と
言ったらね、そのばあちゃん、なんちゅったと思う。「人間の体は、四百四病（しひゃくし
びょう）の巣である」と。
「ただ、その病気が出るか出らんかの境やから、こういう私も

どんな病気になるやらわからん。あんたが嫁さんにしよる娘もどんな病気になるやらわ
からん。そのこと〔＝ハンセン病のお兄さんがいるということ〕はね、あんたの嫁さん
に、うちの娘をやらんという理由にはならん」と。そう言うてくれた。
で、結局、私と一緒になったです。それで、14 年おってね。――あるとき、〔菊池恵
楓園から〕帰ってきていた兄貴が言うたんですよ。「おい、F さんは、おれが入ったら、
風呂入らんで、よそに入りに行きよった」。まあ、F さんは、いろんなことがあって、
別れて出て行ったんですがね、14 年間うちにおって出て行った。それからのちに聞いた
話ですが、当人に聞いたことがあるんです。「姉貴の婿から言われた」って言ったね。
「あんた、そらあ、あんたがかわいいけぇ、言うぞ。あの家におって、病気にならんと
は限らんぞ。そのことは十分気をつけなのぉ」ちゅうことを言われて、結局、風呂にも
入らんってなっちゃうわけね、〔兄貴が〕帰ってきたときは。
「熊本のお義兄（にい）さん
が帰ってきたときは、わたしは風呂には絶対入んやった」と。「それは、おれも気がつ
いちょったばい」と。結局、当人はその気はないでもね、はたがそういうふうにしてし
まう。
うちで 1 年すごした子は、もう、いつも泣きよったもんね。「なんで？ なんで、そう
いう人と、わたしは知り合いになったんだ」ちゅうことでもって。だけぇね、そのころ、
部落の歴史とか、それから、ハンセン病の問題なんかでもね、十分に納得できるあれが
あるならば、私も積極的にね、「そら、そうじゃねえぞ、こうじゃないか」と説得でき
た。ところがうちの親父なんか、「〔うちは〕エッタけ？」つうと、「そら、そうじゃ。
おまえ、しょうがねぇやねぇか。差別されたんだぁね」。で、周囲にそういうことの解
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説をできる、それはおかしいということをちゃんと説明してくれる人がおらんもんで。
そらあ、あんた、女の子が泣きゃあ、一緒に泣くしかない。
《E さん》私、一番言いたいのはこの問題なんですよ。昭和 28 年、「らい予防法」の改
正をやったときに、すでにハンセン病は、まれにしか感染せんというね、で、いい薬も
できて、完治できるということを、その時点で政府がきちっとしてくれとったらね、私
はそういう問題にあうあれはないんですよ。
私自身は、病気がね、隠さないかん病気と思うたことはない。兄貴が病院〔＝療養
所〕に行ってからでもね。さっきも話したように、子どもの喧嘩でもって、兄貴の問
題が出たときにね、「病気は誰でもするやねぇか」「おまえの親父は刑務所に入っちょ
るが」と言い返すぐらいなんやから。いちばん問題なのは、学校に行かれんやったこ
とと、それから、恋わずらいをする年になってから、なにかにつけて制約があったと
いうこと。で、もう、どうしようもならんと思うたのは、私が女の子と知りおうて、
家に来る。そのときですね。で、いま考えてみたら、その時点ではね、当然、法はパ
ーになっていい時期なのに、国会がね、あらためて法をつくり直したということにね、
腹が立ってしょうがないです。何億もろうても、もらいたらんね、私は。
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表1

表2

回収療養所別度数分布
療養所名
松丘保養園［青森県］
東北新生園［宮城県］
栗生楽泉園［群馬県］
多磨全生園［東京都］
駿河療養所［静岡県］
長島愛生園［岡山県］
邑久光明園［岡山県］
大島青松園［香川県］
菊池恵楓園［熊本県］
星塚敬愛園［鹿児島県］
奄美和光園［鹿児島県］
沖縄愛楽園［沖縄県］
宮古南静園［沖縄県］
合計

N
36
17
93
54
22
98
71
49
126
81
7
77
27
758

％
4.7
2.2
12.3
7.1
2.9
12.9
9.4
6.5
16.6
10.7
0.9
10.2
3.6
100.0

合計

N
378
331
11
8
728
30
758

％
49.9
43.7
1.5
1.1
＊
4.0
100.0

Q1-1a 生まれ年
年代
1900-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
合計

N
3
90
355
230
63
7
1
749

％
0.4
12.0
47.4
30.7
8.4
0.9
0.1
100.0

Q1-1b 現在の満年齢
年齢
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
合計

N
1
2
28
145
353
200
20
749

％
0.1
0.3
3.7
19.4
47.1
26.7
2.7
100.0

居住形態
一般寮
不自由者寮
病棟
その他
小計
無回答

表3

表4

1

％
51.9
45.5
1.5
1.1
100.0

国立療養所入所者調査 単純集計表

表5

Q1-2 性別
男性
女性
合計

表6

表7

Q1-4 療養所生活の年数
年間（10年単位）
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
合計

合計

表9

％
66.9
33.1
100.0

Ｎ
8
23
34
42
104
297
173
9
690

％
1.2
3.3
4.9
6.1
15.1
43.0
25.1
1.3
100.0

Ｎ
23
145
363
152
30
10
2
725

％
3.2
20
50.1
21.0
4.1
1.4
0.3
100.0

N
57
440
191
30
6
0
2
726

％
7.9
60.6
26.3
4.1
0.8
0.0
0.3
100.0

Ｎ
354
391
745
13
758

％
46.7
51.6
*
1.7
100.0

Q2-1a ハンセン病に罹患した年
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989

表8

N
507
251
758

Q2-1b ハンセン病に罹患したときの年齢
年齢
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
合計

Q3-1 通学の有無
通っていた
通っていない
小計
無回答
合計

2

％
47.5
52.5
100.0

国立療養所入所者調査 単純集計表

表10

Q3-1-1 通学の実態
すぐに中止
しばらく、のち中止
入所まで通学
卒業
その他
小計
無回答
合計

表11

小計
無回答
合計

Ｎ
176
142
405
723
35
758

％
23.2
18.7
53.4
*
4.6
100.0

％
24.3
19.6
56
100.0

Ｎ
75
29
33
33
170
6
176

％
42.6
16.5
18.8
18.8
*
3.4
100.0

％
44.1
17.1
19.4
19.4
100.0

Ｎ
22
13
70
32
137
5
142

％
15.5
9.2
49.3
22.5
*
3.5
100.0

％
16.1
9.5
51.1
23.4
100.0

Ｎ
97
14
626
737
21
758

％
12.8
1.8
82.6
*
2.8
100.0

％
13.2
1.9
84.9
100.0

Q3-2-2 家業の実態
すぐに中止
しばらく、のち中止
入所まで勤務
その他
小計
無回答
合計

表14

％
31
17.5
16.7
18.4
16.4
100.0

Q3-2-1 仕事の実態
すぐに辞職
しばらく、のち辞職
入所まで勤務
その他
小計
無回答
合計

表13

％
30.5
17.2
16.4
18.1
16.1
*
1.7
100.0

Q3-2 仕事の有無
勤めていた
家業をしていた
していない

表12

Ｎ
108
61
58
64
57
348
6
354

Q3-3 結婚・婚約の有無
結婚していた
婚約していた
していない
小計
無回答
合計
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表15

Q3-3-1 結婚の実態
Ｎ
18
43
35
96
1
97

％
18.6
44.3
36.1
*
1
100.0

％
18.8
44.8
36.5
100.0

％
35.7
14.3
28.6
*
21.4
100.0

％
45.5
18.2
36.4
100.0

合計

Ｎ
5
2
4
11
3
14

Q4-1a 療養所入所年
年代
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
合計

Ｎ
4
90
359
205
42
15
7
1
723

％
0.6
12.4
49.7
28.4
5.8
2.1
1.0
0.1
100.0

Q4-1b 療養所入所時年齢
年齢
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
合計

Ｎ
18
370
256
58
14
4
3
1
724

％
2.5
51.1
35.4
8.0
1.9
0.6
0.4
0.1
100.0

入所前に離婚(離別)
入所後に離婚(離別)
離婚(離別)にならず
小計
無回答
合計

表16

Q3-3-2 婚約の実態
入所前に破談
入所後に破談
破談にならず
小計
無回答

表17

表18
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表19

Q4-2 最初に入所した療養所
N
36
16
87
39
21
105
76
52
118
82
10
74
26
2
2
4
4
754

松丘保養園
東北新生園
栗生楽泉園
多磨全生園
駿河療養所
長島愛生園
邑久光明園
大島青松園
菊池恵楓園
星塚敬愛園
奄美和光園
沖縄愛楽園
宮古南静園
神山復生病院
待労院診療所
廃園・私立療養所
植民・占領地療養所
合計

表20

％
4.8
2.1
11.5
5.2
2.8
13.9
10.1
6.9
15.6
10.9
1.3
9.8
3.4
0.3
0.3
0.5
0.5
100.0

Q4-3 入所のいきさつ
物理的強制
心理的強制

説明なき入所

他の選択肢なき入所

その他

警察官等に無理矢理
その他
執拗に入所勧奨
まわりの人から説得
その他
公人から治ると言われ
ハ療と知らず公人の勧め
ハ療と知らず家族に
その他
ハ療以外の治療不可
差別逃避のため
家族への感染回避
他所で暮らせないため
国や行政を信頼
その他
その他

小計
無回答
合計

表21

N
74
25
41
41
17
110
37
50
26
100
39
13
23
1
36
81
714
44
758

Q5-1 「解剖承諾書」への署名
N
125
390
212
727
31
758

求められた
求められなかった
わからない
小計
無回答
合計

5

％
16.5
51.5
28
*
4.1
100.0

％
17.2
53.6
29.2
100.0

％
9.8
3.3
5.4
5.4
2.2
14.5
4.9
6.6
3.4
13.2
5.1
1.7
3
0.1
4.7
10.7
*
5.8
100.0

％
10.4
3.5
5.7
5.7
2.4
15.4
5.2
7.0
3.6
14.0
5.5
1.8
3.2
0.1
5.0
11.3
100.0

国立療養所入所者調査 単純集計表

表22

Q5-2 偽名使用のきっかけ
家族からいわれて
園の職員からいわれて
入所者先輩からいわれ
周りが使っていたから
その他
使用しなかった
小計
無回答
合計

表23

％
3.3
12.8
8.9
5.4
13.4
56.1
100.0

N
139
162
108
149
165
723
35
758

％
18.3
21.4
14.2
19.7
21.8
*
4.6
100.0

％
19.2
22.4
14.9
20.6
22.8
100.0

N
167
163
136
134
109
709
49
758

％
22
21.5
17.9
17.7
14.4
*
6.5
100.0

％
23.6
23
19.2
18.9
15.4
100.0

N
97
114
269
152
91
6
729
29
758

％
12.8
15.0
35.5
20.1
12.0
0.8
*
3.8
100.0

％
13.3
15.6
36.9
20.9
12.5
0.8
100.0

Q6-2 身内の学校での差別
周知のため差別
周知でも差別されず
周りに知られなかった
わからない
学童の身内はいない
小計
無回答
合計

表25

％
3.2
12.1
8.4
5.1
12.7
53.2
*
5.3
100.0

Q6-1 自宅消毒の有無
周知のため消毒
周知でも無消毒
周りに知られなかった
わからない
自宅はなかった
小計
無回答
合計

表24

N
24
92
64
39
96
403
718
40
758

Q6-3 近隣との関係
周知で孤立
孤立はないが問題発生
周知でも問題なし
周りに知られなかった
わからない
家族はいなかった
小計
無回答
合計
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表26

Q6-4 家業の成り行き
周知のため存続不可
存続可能でも問題発生
周知でも問題なし
周りに知られなかった
わからない
家業はしていない
小計
無回答
合計

表27

％
3.9
11.0
43.3
17.5
10.3
14.0
100.0

N
28
36
212
164
81
165
686
72
758

％
3.7
4.7
28.0
21.6
10.7
21.8
*
9.5
100.0

％
4.1
5.2
30.9
23.9
11.8
24.1
100.0

N
61
110
344
148
44
5
712
46
758

％
8.0
14.5
45.4
19.5
5.8
0.7
*
6.1
100.0

％
8.6
15.4
48.3
20.8
6.2
0.7
100.0

N
57
75
303
126
87
48
696
62
758

％
7.5
9.9
40
16.6
11.5
6.3
*
8.2
100.0

％
8.2
10.8
43.5
18.1
12.5
6.9
100.0

Q6-6 家族の居住
周知でやむなく引越し
引越さないが問題発生
周知でも問題なし
周りに知られなかった
わからない
家族はいなかった
小計
無回答
合計

表29

％
3.6
10.0
39.4
16.0
9.4
12.8
*
8.8
100.0

Q6-5 家族の就業
周知のため存続不可
存続可能でも問題発生
周知でも問題なし
周りに知られなかった
わからない
就業家族はいなかった
小計
無回答
合計

表28

N
27
76
299
121
71
97
691
67
758

Q6-7 家族や親族の夫婦関係
周知で離婚(離別)
離婚等ないが問題発生
周知でも問題なし
周りに知られなかった
わからない
既婚家族等なし
小計
無回答
合計
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表30

Q6-8 家族や親族の縁談
N
88
81
211
137
98
69
684
74
758

％
11.6
10.7
27.8
18.1
12.9
9.1
*
9.8
100.0

％
12.9
11.8
30.8
20.0
14.3
10.1
100.0

Q7-2 療養所は「隔離の場」or「治療の場でもあった」
N
「隔離の場」
250
どちらかといえば「隔離の場」
113
どちらともいえない
102
どちらかといえば治療の場でもあった
143
「治療の場」でもあった
102
小計
710
無回答
48
合計
758

％
33.0
14.9
13.5
18.9
13.5
*
6.3
100.0

％
35.2
15.9
14.4
20.1
14.4
100.0

N
82
124
475
47
728
30
758

％
10.8
16.4
62.7
6.2
*
4.0
100.0

％
11.3
17.0
65.2
6.5
100.0

N
185
104
363
49
701
57
758

％
24.4
13.7
47.9
6.5
*
7.5
100.0

％
26.4
14.8
51.8
7.0
100.0

周知で破談
破談はなく問題発生
周知でも問題なし
周りに知られなかった
わからない
婚期の家族等はいない
小計
無回答
合計

表31

表32

Q7-3 医療従事者による医学的な説明の有無
詳細説明有り
不十分な説明なら有り
なかった
わからない
小計
無回答
合計

表33

Q7-4 治療法による悪化・後遺症の有無
大いに思う
少し思う
特に思わない
わからない
小計
無回答
合計
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表34

Q8-1a 最終学歴
旧制小学校など
旧制中学校など
旧制高等学校など
旧制大学
新制小・中学校
新制高等学校
新制短大、高専など
新制大学
新制大学院
その他
小計
無回答
合計

表35

合計

N
220
462
682

％
32.3
67.7
100.0

N
411
129
155
8
703
55
758

％
54.2
17.0
20.4
1.1
*
7.3
100.0

％
58.5
18.3
22.0
1.1
100.0

N
174
517
691
67
758

％
23.0
68.2
*
8.8
100.0

％
25.2
74.8
100.0

N
658
85
5
748
10
758

％
86.8
11.2
0.7
*
1.3
100.0

％
88
11.4
0.7
100.0

Q8-3 療養所内での教育経験
ある
ない
小計
無回答
合計

表38

％
47.7
17.9
4.9
0.5
14.7
7.9
0.7
0.3
1.5
3.8
100.0

Q8-2 最終通学段階
入所時学業終了
入所のため学業中断
療養所内通学
入所後、一般社会学歴達成
小計
無回答
合計

表37

％
45.9
17.3
4.7
0.5
14.1
7.7
0.7
0.3
1.5
3.7
*
3.7
100.0

Q8-1b 最終学歴段階の卒業の有無
中退
卒業

表36

N
348
131
36
4
107
58
5
2
11
28
730
28
758

Q9-1 患者作業の経験
ある
ない
その他
小計
無回答
合計
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表39

Q9-2 医療従事者からの作業における病状注意
詳細説明あり
不十分な説明あり
説明なし
わからない
小計
無回答
合計

表40

％
5.4
8.2
82.6
3.8
100.0

N
395
88
120
22
625
33
658

％
60.0
13.4
18.2
3.3
*
5.0
100.0

％
63.2
14.1
19.2
3.5
100.0

N
160
110
328
35
633
25
658

％
24.3
16.7
49.8
5.3
*
3.8
100.0

％
25.3
17.4
51.8
5.5
100.0

N
32
626
658
100
758

％
4.2
82.6
*
13.2
100.0

％
4.9
95.1
100.0

Q9-4 患者作業による病状影響
大いにあった
少しはあった
特になかった
わからない
小計
無回答
合計

表42

％
5.2
7.9
79.5
3.6
*
3.8
100.0

Q9-3 患者作業を休める環境
いつでも休めた
休めたり休めなかったり
休めなかった
わからない
小計
無回答
合計

表41

N
34
52
523
24
633
25
658

Q10-1a 入所中の出産
出産した
産ま(め)なかった
小計
無回答
合計
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表43

Q10-1b 出産時の西暦
1938
1940
1943
1945
1946
1947
1951
1953
1960
1961
1963
1964
小計
無回答
合計

表44

小計
無回答
合計

％
5.9
5.9
11.8
11.8
5.9
5.9
5.9
23.5
5.9
5.9
5.9
5.9
100.0

N
1
1
1
2
2
2
4
6
19
13
32

％
3.1
3.1
3.1
6.3
6.3
6.3
12.5
18.8
*
40.6
100.0

％
5.3
5.3
5.3
10.5
10.5
10.5
21.1
31.6
100.0

N
138
291
36
52
3
74
594
32
626

％
22.0
46.5
5.8
8.3
0.5
11.8
*
5.1
100.0

％
23.2
49.0
6.1
8.8
0.5
12.5
100.0

N
24
5
5
6
31
48
119
19
138

％
17.4
3.6
3.6
4.3
22.5
34.8
*
13.8
100.0

％
20.2
4.2
4.2
5.0
26.1
40.3
100.0

Q10-1-1 産ま(め)なかった理由
園内結婚をしなかった
断種・堕胎・不妊手術
ハ病を気にし妊娠に注意
たまたま妊娠しなかった
ハ病以外の病気だった
その他
小計
無回答
合計

表46

％
3.1
3.1
6.3
6.3
3.1
3.1
3.1
12.5
3.1
3.1
3.1
3.1
*
46.9
100.0

Q10-1c 出産時の療養所
松丘保養園
栗生楽泉園
邑久光明園
菊池恵楓園
星塚敬愛園
奄美和光園
沖縄愛楽園
宮古南静園

表45

N
1
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
17
15
32

Q10-1-1-1 園内結婚をしなかった理由
療養所外に配偶者がいた
完治退所で結婚希望
断種・堕胎手術が嫌で
病から子どもを所望しない
結婚相手が見つからなかった
その他
小計
無回答
合計
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表47

Q10-2A 「断種」の経験【男性】
園内結婚のため手術
女性が妊娠のため手術
上記の理由以外
経験なし
小計
無回答
合計

表48

表51

％
26.2
7.6
3.6
62.6
100.0

N
5
31
19
4
111
170
81
251

％
2.0
12.4
7.6
1.6
44.2
*
32.3
100.0

％
2.9
18.2
11.2
2.4
65.3
100.0

N
295
337
65
697
61
758

％
38.9
44.5
8.6
*
8.0
100.0

％
42.3
48.4
9.3
100.0

％
33.8
41.4
12.4
3.0
5.4
0.8
*
3.2
100.0

％
34.9
42.8
12.8
3.1
5.6
0.8
100.0

％
37.1
37.7
11.9
4.7
5.1
0.3
*
3.2
100.0

％
38.3
39.0
12.3
4.9
5.3
0.3
100.0

Q14-1 園内での自殺話の見聞
たびたびあった
たまにはあった
見聞きしたことはない
小計
無回答
合計

表50

％
23.1
6.7
3.2
55.0
*
12
100.0

Q10-2B 「堕胎」「不妊」手術の経験【女性】
園内結婚のため手術
妊娠をして手術
妊娠→堕胎→不妊
上記の理由以外
経験なし
小計
無回答
合計

表49

N
117
34
16
279
446
61
507

Q15-1 「らい予防法」廃止直前時の家族・親族との関係
N
隠し立てのない関係
256
一部の家族等に関係良好
314
関係は絶たれていた
94
家族は亡くなっていた
23
その他
41
わからない
6
小計
734
無回答
24
合計
758

Q15-2 現在の家族・親族との関係
N
281
286
90
36
39
2
734
24
758

隠し立てのない関係
一部の家族等に関係良好
関係は絶たれている
家族は亡くなっている
その他
わからない
小計
無回答
合計
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表52

Q15-3a 父親が亡くなったことを知った手段
訃報通知あり葬儀参列
訃報通知あり葬儀参列無
しばらくして家族等から連絡
通知はなく偶然知った
連絡は全く無い
その他
入所中親の死亡経験無
小計
無回答
合計

表53

小計
無回答
合計

N
140
201
116
20
10
56
106
649
109
758

％
18.5
26.5
15.3
2.6
1.3
7.4
14.0
*
14.4
100.0

％
21.6
31.0
17.9
3.1
1.5
8.6
16.3
100.0

N
178
556
734
24
758

％
23.5
73.4
*
3.2
100.0

％
24.3
75.7
100.0

N
196
541
737
21
758

％
25.9
71.4
*
2.8
100.0

％
26.6
73.4
100.0

N
6
45
36
66
18
1
172

％
3.5
26.2
20.9
38.4
10.5
0.6
100.0

Q17-1 退所の有無
ある
ない
小計
無回答
合計

表56

％
17.0
26.3
18.5
2.4
2.3
11.9
21.6
100.0

Q16-1 労務外出の経験
ある
ない

表55

％
13.9
21.4
15.0
2.0
1.8
9.6
17.5
*
18.7
100.0

Q15-3b 母親が亡くなったことを知った手段
訃報通知あり葬儀参列
訃報通知あり葬儀参列無
しばらくして家族等から連絡
通知はなく偶然知った
連絡は全く無い
その他
入所中親の死亡経験無
小計
無回答
合計

表54

N
105
162
114
15
14
73
133
616
142
758

Q17-2a 退所の時期
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
合計
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表57

Q17-2b 退所した療養所
松丘保養園
東北新生園
栗生楽泉園
多磨全生園
駿河療養所
長島愛生園
邑久光明園
大島青松園
菊池恵楓園
星塚敬愛園
奄美和光園
沖縄愛楽園
宮古南静園
神山復生病院
待労院診療所
廃園・私立療養所
植民・占領地療養所
合計

表58

小計
無回答
合計

N
91
26
16
1
1
25
32
192
4
196

％
46.4
13.3
8.2
0.5
0.5
12.8
16.3
*
2
100.0

％
47.4
13.5
8.3
0.5
0.5
13.0
16.7
100.0

N
14
6
7
11
38
8
46

％
30.4
13.0
15.2
23.9
*
17.4
100.0

％
36.8
15.8
18.4
28.9
100.0

N
2
3
2
3
10
9
19

％
10.5
15.8
10.5
15.8
*
47.4
100.0

％
20.0
30.0
20.0
30.0
100.0

Q17-3b 退所の形態 (2回目)
軽快退所(園認)
逃走・逃亡
長期外出のまま
その他
合計
無回答
合計

表60

％
4.3
2.2
3.2
11.4
3.2
14.1
11.4
4.9
11.4
11.4
1.1
14.1
5.4
0.5
0.5
0.5
0.5
100.0

Q17-3a 退所の形態 (1回目)
軽快退所(園認)
逃走・逃亡
黙認
誤診判明
予防法廃止後
長期外出のまま
その他

表59

N
8
4
6
21
6
26
21
9
21
21
2
26
10
1
1
1
1
185

Q17-3c 退所の形態 (3回目)
軽快退所(園認)
逃走・逃亡
長期外出のまま
その他
小計
無回答
合計
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表61

表62

表63

Q17-3-1 軽快退所時、医師から感染可能性なしの説明有無
N
％
詳細説明あり
15
15.3
不十分説明あり
15
15.3
受けなかった
51
52
わからない
9
9.2
小計
90
*
無回答
8
8.2
合計
98
100.0

Q17-3-2 軽快退所時、医師から健康面での注意事項有無
N
％
詳細説明あり
18
18.4
不十分説明あり
15
15.3
受けなかった
54
55.1
わからない
2
2
小計
89
*
無回答
9
9.2
合計
98
100.0

N
93
11
4
27
47
182
14
196

％
47.4
5.6
2.0
13.8
24.0
*
7.1
100.0

％
51.1
6.0
2.2
14.8
25.8
100.0

N
100
14
47
161
35
196

％
51.0
7.1
24.0
*
17.9
100.0

％
62.1
8.7
29.2
100.0

Q18-2 退所後、就業時に入所を隠していたか
よくあった
ときどきあった
特になかった
小計
無回答
合計

表65

％
20.2
16.9
60.7
2.2
100.0

Q18-1 退所後の落ち着き先
家族・親族のもと
退所した友人知人
病歴を知らない友人知人
知人のいないところ
その他
小計
無回答
合計

表64

％
16.7
16.7
56.7
10.0
100.0

Q18-3 入所中社会的訓練がないため退所後困ったと感じたか
N
％
大いに感じた
25
12.8
少し感じた
10
5.1
特に感じなかった
132
67.3
小計
167
*
無回答
29
14.8
合計
196
100.0

15

％
15.0
6.0
79.0
100.0

国立療養所入所者調査 単純集計表

表66

Q18-4 退所後、生活保護の申請
した
しなかった
小計
無回答
合計

表67

％
6.3
93.7
100.0

N
7
3
6
35
98
149
14
163

％
4.3
1.8
3.7
21.5
60.1
*
8.6
100.0

％
4.7
2.0
4.0
23.5
65.8
100.0

N
51
4
18
65
27
165
31
196

％
26.0
2.0
9.2
33.2
13.8
*
15.8
100.0

％
30.9
2.4
10.9
39.4
16.4
100.0

N
13
3
71
13
33
133
63
196

％
6.6
1.5
36.2
6.6
16.8
*
32.1
100.0

％
9.8
2.3
53.4
9.8
24.8
100.0

N
188
0
188
8
196

％
95.9
0.0
*
4.1
100.0

％
100.0
0.0
100.0

Q18-5 退所後、結婚生活を過ごした相手
退所者どうしで
療養所の職員
療養所外で知り合った
単身のまま
その他
小計
無回答
合計

表69

％
5.6
83.2
*
11.2
100.0

Q18-4-1 生活保護の申請をしなかった理由
病歴を隠したい
申請の手続き不明
対象外だと思った
その他
生活に困らなかった
小計
無回答
合計

表68

N
11
163
174
22
196

Q18-6 退所後の夫婦関係
離婚になった
離婚ないが問題発生
うまくいっている
その他
退所後、結婚してない
小計
無回答
合計

Q18-7 再入所の経験
表70
ある
ない
小計
無回答
合計

16

国立療養所入所者調査 単純集計表

表71

表72

表73

Q18-7-3 再入所以前、周囲のまなざしへの心配
いつも気になった
時々気になった
別に気にならない
小計
無回答
合計

N
89
23
58
170
26
196

％
45.4
11.7
29.6
*
13.3

Q19-1a 再入所した年
年代
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2003
合計

N
37
23
21
36
35
20
2
174

％
21.3
13.2
12.1
20.7
20.1
11.5
1.1
100.0

N
6
5
9
21
9
17
17
11
22
22
1
30
9
1
3
183

％
3.3
2.7
4.9
11.5
4.9
9.3
9.3
6.0
12.0
12.0
0.5
16.4
4.9
0.5
1.6
100.0

Q19-1b 再入所した療養所
松丘保養園
東北新生園
栗生楽泉園
多磨全生園
駿河療養所
長島愛生園
邑久光明園
大島青松園
菊池恵楓園
星塚敬愛園
奄美和光園
沖縄愛楽園
宮古南静園
待労院診療所
廃園・私立療養所
合計

17

％
52.4
13.5
34.1
100.0

国立療養所入所者調査 単純集計表

表74

Q19-2a 再入所の理由 (1回目)
隔離政策の強制力
再発、後遺症の悪化

高齢化などの生活不安

物理的強制
心理的強制
治療のため
病歴周知
恐病歴周知
その他
無家・親族
健康面心配
経済面心配
その他

その他
小計
無回答
合計

表75

％
2.7
3.7
39.9
2.1
1.6
6.4
1.1
7.4
1.1
3.7
20.2
*
10.1
100.0

％
3.0
4.1
44.4
2.4
1.8
7.1
1.2
8.3
1.2
4.1
22.5
100.0

N
2
2
11
1
0
1
1
3
4
1
6
32
7
39

％
5.1
5.1
28.2
2.6
0.0
2.6
2.6
7.7
10.3
2.6
15.4
*
17.9
100.0

％
6.3
6.3
34.4
3.1
0.0
3.1
3.1
9.4
12.5
3.1
18.8
100.0

N
0
0
7
0
0
1
0
1
0
0
1
10
7
17

％
0.0
0.0
41.2
0.0
0.0
5.9
0.0
5.9
0.0
0.0
5.9
*
41.2
100.0

％
0.0
0.0
70.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
10.0
100.0

Q19-2b 再入所の理由 (2回目)
隔離政策の強制力
再発、後遺症の悪化

高齢化などの生活不安

物理的強制
心理的強制
治療のため
病歴周知
恐病歴周知
その他
無家・親族
健康面心配
経済面心配
その他

その他
小計
無回答
合計

表76

N
5
7
75
4
3
12
2
14
2
7
38
169
19
188

Q19-2c 再入所の理由 (3回目)
隔離政策の強制力
再発、後遺症の悪化

高齢化などの生活不安

物理的強制
心理的強制
治療のため
病歴周知
恐病歴周知
その他
無家・親族
健康面心配
経済面心配
その他

その他
小計
無回答
合計
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療養所退所者調査 単純集計表

表1

表2

表3

Q1-1a 生まれ年
年代
1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
合計

N
1
10
24
26
8
69

％
1.4
14.5
34.8
37.7
11.6
100.0

Q1-1b 現在の満年齢
年齢
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
合計

N
3
11
31
21
3
69

％
4.3
15.9
44.9
30.4
4.3
100.0

N
57
12
69

％
82.6
17.4
100.0

Ｎ
11
39
12
7
69

％
15.9
56.5
17.4
10.1
100.0

Ｎ
1
22
28
14
3
68
1
69

％
1.4
31.9
40.6
20.3
4.3
*
1.4
100.0

Q1-2 性別
男性
女性
合計

表4

表5

Q1-4 療養所生活の年数
年間（10年単位）
0-9
10-19
20-29
30-39
合計

Q2-1a ハンセン病に罹患した年
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
小計
無回答
合計

1

％
1.5
32.4
41.2
20.6
4.4
100.0

療養所退所者調査 単純集計表

表6

表7

Q2-1b ハンセン病に罹患したときの年齢
年齢
0-9
10-19
20-29
30-39
小計
無回答
合計

合計

合計

Ｎ
14
4
15
3
4
40
3
43

％
32.6
9.3
34.9
7.0
9.3
*
7.0
100.0

Ｎ
13
7
49
69

％
18.8
10.1
71.0
100.0

Ｎ
9
2
2
13

％
69.2
15.4
15.4
100.0

Ｎ
1
4
1
6
1
7

％
14.3
57.1
14.3
*
14.3
100.0

％
35.0
10.0
37.5
7.5
10.0
100.0

Q3-2-1 仕事の実態
すぐに辞職
しばらく、のち辞職
入所まで勤務
合計

表11

％
62.3
37.7
100.0

Q3-2 仕事の有無
勤めていた
家業をしていた
していない

表10

Ｎ
43
26
69

％
19.1
57.4
16.2
7.4
100.0

Q3-1-1 通学の実態
すぐに中止
しばらく、のち中止
入所まで通学
卒業
その他
小計
無回答
合計

表9

％
18.8
56.5
15.9
7.2
*
1.4
100.0

Q3-1 通学の有無
通っていた
通っていない

表8

N
13
39
11
5
68
1
69

Q3-2-2 家業の実態
すぐに中止
入所まで勤務
その他
小計
無回答
合計

2

％
16.7
66.7
16.7
100.0

療養所退所者調査 単純集計表

表12

Q3-3 結婚・婚約の有無
Ｎ
10
59
69

％
14.5
85.5
100.0

Ｎ
3
7
10

％
30.0
70.0
100.0

該当者なし

Ｎ
69

％
100.0

Q4-1a 療養所入所年
年代
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
合計

Ｎ
1
16
32
17
3
69

％
1.4
23.2
46.4
24.6
4.3
100.0

Q4-1b 療養所入所時年齢
年齢
0-9
10-19
20-29
30-39
合計

Ｎ
10
40
12
7
69

％
14.5
58.0
17.4
10.1
100.0

結婚していた
していない
合計

表13

Q3-3-1 結婚の実態
入所後に離婚(離別)
離婚(離別)にならず
合計

表14

表15

表16

Q3-3-2 婚約の実態

3

療養所退所者調査 単純集計表

表17

Q4-2 最初に入所した療養所
N
4
4
4
6
1
7
2
5
4
6
15
8
1
2
69

松丘保養園
東北新生園
栗生楽泉園
多磨全生園
駿河療養所
長島愛生園
邑久光明園
菊池恵楓園
星塚敬愛園
奄美和光園
沖縄愛楽園
宮古南静園
神山復生病院
待労院診療所
合計

表18

％
5.8
5.8
5.8
8.7
1.4
10.1
2.9
7.2
5.8
8.7
21.7
11.6
1.4
2.9
100.0

Q4-3 入所のいきさつ
物理的強制
心理的強制

説明なき入所

他の選択肢なき入所

その他

警察官等に無理矢理
その他
執拗に入所勧奨
まわりの人から説得
その他
公人から治ると言われ
ハ療と知らず公人の勧め
ハ療と知らず家族に
ハ療以外の治療不可
差別逃避のため
家族への感染回避
他所で暮らせないため
その他
その他

小計
無回答
合計

表19

N
1
1
6
1
1
11
6
22
10
1
1
2
2
3
68
1
69

Q5-1 「解剖承諾書」への署名
N
5
33
29
67
2
69

求められた
求められなかった
わからない
小計
無回答
合計

4

％
7.2
47.8
42.0
*
2.9
100.0

％
7.5
49.3
43.3
100.0

％
1.4
1.4
8.7
1.4
1.4
15.9
8.7
31.9
14.5
1.4
1.4
2.9
2.9
4.3
*
1.4
100.0

％
1.5
1.5
8.8
1.5
1.5
16.2
8.8
32.4
14.7
1.5
1.5
2.9
2.9
4.4
100.0

療養所退所者調査 単純集計表

表20

Q5-2 偽名使用のきっかけ
家族からいわれて
園の職員からいわれて
入所者先輩からいわれ
周りが使っていたから
その他
使用しなかった
小計
無回答
合計

表21

％
16.7
15.2
12.1
1.5
3.0
51.5
100.0

N
10
13
13
20
10
66
3
69

％
14.5
18.8
18.8
29.0
14.5
*
4.3
100.0

％
15.2
19.7
19.7
30.3
15.2
100.0

N
10
10
16
23
9
68
1
69

％
14.5
14.5
23.2
33.3
13.0
*
1.4
100.0

％
14.7
14.7
23.5
33.8
13.2
100.0

N
11
13
10
17
15
2
68
1
69

％
15.9
18.8
14.5
24.6
21.7
2.9
*
1.4
100.0

％
16.2
19.1
14.7
25.0
22.1
2.9
100.0

Q6-2 身内の学校での差別
周知のため差別
周知でも差別されず
周りに知られなかった
わからない
学童の身内はいない
小計
無回答
合計

表23

％
15.9
14.5
11.6
1.4
2.9
49.3
*
4.3
100.0

Q6-1 自宅消毒の有無
周知のため消毒
周知でも無消毒
周りに知られなかった
わからない
自宅はなかった
小計
無回答
合計

表22

N
11
10
8
1
2
34
66
3
69

Q6-3 近隣との関係
周知で孤立
孤立はないが問題発生
周知でも問題なし
周りに知られなかった
わからない
家族はいなかった
小計
無回答
合計
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療養所退所者調査 単純集計表

表24

Q6-4 家業の成り行き
周知のため存続不可
存続可能でも問題発生
周知でも問題なし
周りに知られなかった
わからない
家業はしていない
小計
無回答
合計

表25

％
9.0
11.9
25.4
22.4
19.4
11.9
100.0

N
3
3
7
17
16
19
65
4
69

％
4.3
4.3
10.1
24.6
23.2
27.5
*
5.8
100.0

％
4.6
4.6
10.8
26.2
24.6
29.2
100.0

N
11
12
14
17
10
1
65
4
69

％
15.9
17.4
20.3
24.6
14.5
1.4
*
5.8
100.0

％
16.9
18.5
21.5
26.2
15.4
1.5
100.0

N
2
12
15
17
12
5
63
6
69

％
2.9
17.4
21.7
24.6
17.4
7.2
*
8.7
100.0

％
3.2
19.0
23.8
27.0
19.0
7.9
100.0

Q6-6 家族の居住
周知でやむなく引越し
引越さないが問題発生
周知でも問題なし
周りに知られなかった
わからない
家族はいなかった
小計
無回答
合計

表27

％
8.7
11.6
24.6
21.7
18.8
11.6
*
2.9
100.0

Q6-5 家族の就業
周知のため存続不可
存続可能でも問題発生
周知でも問題なし
周りに知られなかった
わからない
就業家族はいなかった
小計
無回答
合計

表26

N
6
8
17
15
13
8
67
2
69

Q6-7 家族や親族の夫婦関係
周知で離婚(離別)
離婚等ないが問題発生
周知でも問題なし
周りに知られなかった
わからない
既婚家族等なし
小計
無回答
合計
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療養所退所者調査 単純集計表

表28

Q6-8 家族や親族の縁談
N
3
4
12
18
16
9
62
7
69

周知で破談
破談はなく問題発生
周知でも問題なし
周りに知られなかった
わからない
婚期の家族等はいない
小計
無回答
合計

表29

％
4.3
5.8
17.4
26.1
23.2
13.0
*
10.1
100.0

％
4.8
6.5
19.4
29.0
25.8
14.5
100.0

N
25
9
14
10
8
66
3
69

％
36.2
13.0
20.3
14.5
11.6
*
4.3
100.0

N
6
13
40
9
68
1
69

％
8.7
18.8
58.0
13.0
*
1.4
100.0

％
8.8
19.1
58.8
13.2
100.0

N
10
16
34
6
66
3
69

％
14.5
23.2
49.3
8.7
*
4.3
100.0

％
15.2
24.2
51.5
9.1
100.0

Q7-2 療養所は「隔離の場」or「治療の場でもあった」
「隔離の場」
どちらかといえば「隔離の場」
どちらともいえない
どちらかといえば「治療の場」でもあった
「治療の場」でもあった
小計
無回答
合計

表30

Q7-3 医療従事者による医学的な説明の有無
詳細説明有り
不十分な説明なら有り
なかった
わからない
小計
無回答
合計

表31

Q7-4 治療法による悪化・後遺症の有無
大いに思う
少し思う
特に思わない
わからない
小計
無回答
合計

7

％
37.9
13.6
21.2
15.2
12.1
100.0

療養所退所者調査 単純集計表

表32

Q8-1a 最終学歴
旧制小学校など
旧制中学校など
旧制高等学校など
新制小・中学校
新制高等学校
新制短大、高専など
新制大学
小計
無回答
合計

表33

小計
無回答
合計

N
14
54
68
1
69

％
20.3
78.3
*
1.4
100.0

％
20.6
79.4
100.0

N
24
5
29
10
68
1
69

％
34.8
7.2
42.0
14.5
*
1.4
100.0

％
35.3
7.4
42.6
14.7
100.0

N
42
27
69

％
60.9
39.1
100.0

N
49
20
69

％
71.0
29.0
100.0

Q8-3 療養所内での教育経験
ある
ない
合計

表36

％
17.6
7.4
2.9
30.9
36.8
1.5
2.9
100.0

Q8-2 最終通学段階
入所時学業終了
入所のため学業中断
療養所内通学
入所後、一般社会学歴達成
小計
無回答
合計

表35

％
17.4
7.2
2.9
30.4
36.2
1.4
2.9
*
1.5
100.0

Q8-1b 最終学歴段階の卒業の有無
中退
卒業

表34

N
12
5
2
21
25
1
2
68
1
69

Q9-1 患者作業の経験
ある
ない
合計
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療養所退所者調査 単純集計表

表37

Q9-2 医療従事者からの作業における病状注意
詳細説明あり
不十分な説明あり
説明なし
わからない
小計
無回答
合計

表38

小計
無回答
合計

N
25
7
10
5
47
2
49

％
51.0
14.3
20.4
10.2
*
4.1
100.0

％
53.2
14.9
21.3
10.6
100.0

N
7
9
31
1
48
1
49

％
14.3
18.4
63.3
2.0
*
2.0
100.0

％
14.6
18.8
64.6
2.1
100.0

N
6
61
67
2
69

％
8.7
88.4
*
2.9
100.0

％
9.0
91.0
100.0

N
1
1
1
3
3
6

％
16.7
16.7
16.7
*
50.0
100.0

％
33.3
33.3
33.3
100.0

Q10-1a 入所中の出産
出産した
産ま(め)なかった
小計
無回答
合計

表41

％
6.4
10.6
80.9
2.1
100.0

Q9-4 患者作業による病状影響
大いにあった
少しはあった
特になかった
わからない

表40

％
6.1
10.2
77.6
2.0
*
4.1
100.0

Q9-3 患者作業を休める環境
いつでも休めた
休めたり休めなかったり
休めなかった
わからない
小計
無回答
合計

表39

N
3
5
38
1
47
2
49

Q10-1b 出産時の西暦
1957
1958
1961
小計
無回答
合計
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療養所退所者調査 単純集計表

表42

Q10-1c 出産時の療養所
栗生楽泉園
奄美和光園
宮古南静園
小計
無回答
合計

表43

N
26
6
1
28
61

％
42.6
9.8
1.6
45.9
100.0

N
8
5
1
4
5
23
3
26

％
30.8
19.2
3.8
15.4
19.2
*
11.5
100.0

％
34.8
21.7
4.3
17.4
21.7
100.0

N
3
1
3
46
53
4
57

％
5.3
1.8
5.3
80.7
*
7.0
100.0

％
5.7
1.9
5.7
86.8
100.0

N
10
10
2
12

％
83.3
*
16.7
100.0

％
100.0
100.0

Q10-2A 「断種」の経験【男性】
園内結婚のため手術
女性が妊娠のため手術
上記の理由以外
経験なし
小計
無回答
合計

表46

％
25.0
25.0
50.0
100.0

Q10-1-1-1 園内結婚をしなかった理由
療養所外に配偶者がいた
完治退所で結婚希望
病から子どもを所望しない
結婚相手が見つからなかった
その他
小計
無回答
合計

表45

％
16.7
16.7
33.3
*
33.3
100.0

Q10-1-1 産ま(め)なかった理由
園内結婚をしなかった
断種・堕胎・不妊手術
ハ病以外の病気だった
その他
合計

表44

N
1
1
2
4
2
6

Q10-2B 「堕胎」「不妊」手術の経験【女性】
経験なし
小計
無回答
合計
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療養所退所者調査 単純集計表

表47

Q14-1 園内での自殺話の見聞
N
15
32
17
64
5
69

たびたびあった
たまにはあった
見聞きしたことはない
小計
無回答
合計

表48

表49

％
23.4
50
26.6
100.0

％
33.3
37.7
5.8
2.9
15.9
*
4.3
100.0

％
34.8
39.4
6.0
3.0
16.7
100.0

N
26
27
3
1
8
65
4
69

％
37.7
39.1
4.3
1.4
11.6
*
5.8
100.0

％
40.0
41.5
4.6
1.5
12.3
100.0

N
11
6
4
2
1
1
34
59
10
69

％
15.9
8.7
5.8
2.9
1.4
1.4
49.3
*
14.5
100.0

％
18.6
10.2
6.8
3.4
1.7
1.7
57.6
100.0

Q15-1 「らい予防法」廃止直前時の家族・親族との関係
N
隠し立てのない関係有り
23
一部の家族等に関係良好
26
関係は絶たれていた
4
家族は亡くなっていた
2
その他
11
小計
66
無回答
3
合計
69

Q15-2 現在の家族・親族との関係
隠し立てのない関係
一部の家族等に関係良好
関係は絶たれている
家族は亡くなっている
その他
小計
無回答
合計

表50

％
21.7
46.4
24.6
*
7.2
100.0

Q15-3a 父親が亡くなったことを知った手段
訃報通知あり葬儀参列
訃報通知あり葬儀参列無
しばらくして家族等から連絡
通知はなく偶然知った
連絡は全く無い
その他
入所中親の死亡経験無
小計
無回答
合計
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療養所退所者調査 単純集計表

表51

Q15-3b 母親が亡くなったことを知った手段
訃報通知あり葬儀参列
訃報通知あり葬儀参列無
しばらくして家族等から連絡
通知はなく偶然知った
連絡は全く無い
その他
入所中親の死亡経験無
小計
無回答
合計

表52

合計

N
15
54
69

％
21.7
78.3
100.0

N
69
69

％
100.0
100.0

N
4
8
37
14
2
0
4
69

％
5.8
11.6
53.6
20.3
2.9
0.0
5.8
100.0

Q17-1 退所の有無
ある
合計

表54

％
13
8.7
5.8
1.4
1.4
7.2
52.2
*
10.1
100.0

Q16-1 労務外出の経験
ある
ない

表53

N
9
6
4
1
1
5
36
62
7
69

Q17-2a 退所の時期
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2003
合計
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％
14.5
9.7
6.5
1.6
1.6
8.1
58.1
100.0

療養所退所者調査 単純集計表

表55

Q17-2b 退所した療養所
松丘保養園
東北新生園
栗生楽泉園
多磨全生園
駿河療養所
長島愛生園
邑久光明園
菊池恵楓園
星塚敬愛園
奄美和光園
沖縄愛楽園
宮古南静園
神山復生病院
待労院診療所
合計

表56

合計

N
41
8
6
4
6
4
69

％
59.4
11.6
8.7
5.8
8.7
5.8
100.0

N
10
1
4
4
4
3
26

％
38.5
3.8
15.4
15.4
15.4
11.5
100.0

N
5
1
1
7

％
71.4
14.3
14.3
100.0

Q17-3b 退所の形態 (2回目)
軽快退所(園認)
逃走・逃亡
黙認
予防法廃止後
長期外出のまま
その他
合計

表58

％
5.8
5.8
4.3
13.0
1.4
20.3
2.9
8.7
7.2
2.9
13.0
11.6
1.4
1.4
100.0

Q17-3a 退所の形態 (1回目)
軽快退所(園認)
逃走・逃亡
黙認
予防法廃止後
長期外出のまま
その他

表57

N
4
4
3
9
1
14
2
6
5
2
9
8
1
1
69

Q17-3c 退所の形態 (3回目)
軽快退所(園認)
黙認
予防法廃止後
合計
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療養所退所者調査 単純集計表

表59

表60

表61

Q17-3-1 軽快退所時、医師から感染可能性なしの説明有無
N
％
詳細説明あり
10
20.8
不十分説明あり
9
18.8
受けなかった
22
45.8
わからない
4
8.3
小計
45
*
無回答
3
6.3
合計
48
100.0

Q17-3-2 軽快退所時、医師から健康面での注意事項有無
N
％
詳細説明あり
11
22.9
不十分説明あり
7
14.6
受けなかった
23
47.9
わからない
4
8.3
小計
45
*
無回答
3
6.3
合計
48
100.0

N
31
5
2
10
19
67
2
69

％
44.9
7.2
2.9
14.5
27.5
*
2.9
100.0

％
46.3
7.5
3.0
14.9
28.4
100.0

N
46
7
13
66
3
69

％
66.7
10.1
18.8
*
4.3
100.0

％
69.7
10.6
19.7
100.0

Q18-2 退所後、就業時に入所を隠していたか
よくあった
ときどきあった
特になかった
小計
無回答
合計

表63

％
24.4
15.6
51.1
8.9
100.0

Q18-1 退所後の落ち着き先
家族・親族のもと
退所した友人知人
病歴を知らない友人知人
知人のいないところ
その他
小計
無回答
合計

表62

％
22.2
20
48.9
8.9
100.0

Q18-3 入所中社会的訓練がないため退所後困ったと感じたか
N
％
大いに感じた
15
21.7
少し感じた
8
11.6
特に感じなかった
42
60.9
小計
65
*
無回答
4
5.8
合計
69
100.0

14

％
23.1
12.3
64.6
100.0

療養所退所者調査 単純集計表

表64

Q18-4 退所後、生活保護の申請
した
しなかった
合計

表65

％
4.8
1.6
3.2
17.7
66.1
*
6.5
100.0

N
17
5
32
4
11
69

％
24.6
7.2
46.4
5.8
15.9
100.0

N
7
4
45
1
5
62
7
69

％
10.1
5.8
65.2
1.4
7.2
*
10.1
100.0

N
31
38
69

％
44.9
55.1
100.0

％
5.2
1.7
3.4
19.0
70.7
100.0

Q18-6 退所後の夫婦関係
離婚になった
離婚ないが問題発生
うまくいっている
その他
退所後、結婚してない
小計
無回答
合計

表68

N
3
1
2
11
41
58
4
62

Q18-5 退所後、結婚生活を過ごした相手
退所者どうしで
療養所の職員
療養所外で知り合った
単身のまま
その他
合計

表67

％
10.1
89.9
100.0

Q18-4-1 生活保護の申請をしなかった理由
病歴を隠したい
申請の手続き不明
対象外だと思った
その他
生活に困らなかった
小計
無回答
合計

表66

N
7
62
69

Q18-7 再入所経験の有無
ある
ない
合計

15

％
11.3
6.5
72.6
1.6
8.1
100.0

療養所退所者調査 単純集計表

表69

表70

Q18-7-1 予防法廃止前、周囲のまなざしへの心配
N
いつも気になった
20
時々気になった
10
別に気にならない
6
廃止後退所
1
小計
37
無回答
1
合計
38

表72

％
54.1
27.0
16.2
2.7
100.0

％
47.4
26.3
21.1
*
5.3
100.0

％
50.0
27.8
22.2
100.0

Q18-7-2 現在、周囲のまなざしへの心配
N
18
10
8
36
2
38

いつも気になっている
時々気になっている
別に気にならない
小計
無回答
合計

表71

％
52.6
26.3
15.8
2.6
*
2.6
100.0

Q18-7-3 再入所以前、周囲のまなざしへの心配
いつも気になった
時々気になった
別に気にならない
小計
無回答
合計

N
21
1
6
28
3
31

％
67.7
3.2
19.4
*
9.7
100.0

％
75
3.6
21.4
100.0

Q19-1a 再入所した年
年代
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2003
小計
無回答
合計

N
2
2
9
10
3
2
1
29
2
31

％
6.5
6.5
29.0
32.3
9.7
6.5
3.2
*
6.5
100.0

％
6.9
6.9
31.0
34.5
10.3
6.9
3.4
100
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表73

Q19-1b 再入所した療養所
N
2
2
5
2
1
3
1
2
6
6
30
1
31

東北新生園
栗生楽泉園
多磨全生園
長島愛生園
邑久光明園
菊池恵楓園
星塚敬愛園
奄美和光園
沖縄愛楽園
宮古南静園
小計
無回答
合計

表74

再発、後遺症の悪化

高齢化などの生活不安

物理的強制
心理的強制
治療のため
病歴周知
恐病歴周知
健康面心配
経済面心配

その他
小計
無回答
合計

N
1
1
18
3
3
2
1
1
30
1
31

％
3.2
3.2
58.1
9.7
9.7
6.5
3.2
3.2
*
3.2
100.0

N
2
2
1
1
1
2
9

％
22.2
22.2
11.1
11.1
11.1
22.2
100.0

N
2
1
3

％
66.7
33.3
100.0

Q19-2b 再入所の理由 (2回目)
隔離政策の強制力
再発、後遺症の悪化

高齢化などの生活不安
その他
合計

表76

％
6.7
6.7
16.7
6.7
3.3
10.0
3.3
6.7
20.0
20.0
100.0

Q19-2a 再入所の理由 (1回目)
隔離政策の強制力

表75

％
6.5
6.5
16.1
6.5
3.2
9.7
3.2
6.5
19.4
19.4
*
3.2
100.0

心理的強制
治療のため
病歴周知
恐病歴周知
健康面心配

Q19-2c 再入所の理由 (3回目)
再発、後遺症の悪化

治療のため
その他

合計

17

％
3.3
3.3
60.0
10.0
10.0
6.7
3.3
3.3
100.0

−

ハンセン病問題に関する事実検証事業 被害実態調査

調

査

票

調査員の方へ
・原則として質問項目に、
「○」はひとつだけつけてください。
・年号は、西暦にして、下 2 ケタの数字を記入してください。
・聞き取ったことは、すべてこの調査票に書き込んでください。
調査実施療養所
居住形態

療養所 （寮舎名
1．一般寮

2．不自由者棟

3．病棟

）
）

4．その他（

ふりがな

調査員氏名
連絡先

〒
tel.

調査実施日およびテープ本数

-

-

／ fax.
日

-

第1回

年

月

午前・午後

時

分 〜 午前・午後

第2回

年

月

午前・午後

時

分 〜 午前・午後

時

（第 3 回
午前・午後

年
時

月
日
／
分 〜 午前・午後

本）
時
分

日

／

-

／

本
時

分

本
分

調査不能の場合の理由

調査班報告書資料としての
使用の承諾

有 ・ 無
【付帯条件】

日弁連法務研究財団
ハンセン病問題に関する検証会議検討会調査班

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 1 年齢・性別などについて ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
西暦

問 1-1 あなたの生まれ年と満年齢を教えてください。

年

／

1．男性

問 1-2 あなたの性別を教えてください。

満

歳

2．女性

問 1-3 あなたが療養所に入所直前まで暮らしていたところを教えてください。
都・道・府・県
年間

問 1-4 あなたは、全部で何年間、療養所に暮らしてこられましたか。

問 1-5 これまでの療養所生活で、転園・退所・再入所の経験がありましたら、お答えください。
入所歴（例）
1941
1958
1965
1985
――――――――――――――――――――――――――
↑
↑
↑
↑
恵楓園入所
敬愛園へ 軽快退所
敬愛園再入所

（西暦年）
（療養所名）

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 2 発病時のイメージについて ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 2-1 あなたがハンセン病にかかっているとわかったのは、いつ／満何歳のときでしたか。
西暦

【聞き取り 2‑1】あなたがハンセン病にかかっているとわかったとき、どう思われましたか。

-1-

年

／

満

歳

-2-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 3 発病によるご自身の被害について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 3-1 ハンセン病だとわかった当時、学校に通っていましたか。
1．通っていた

2．通っていなかった

副問 3-1-1 ハンセン病だとわかって、学校はどうなりましたか。
1．すぐに、通学中止となった

2．しばらく通学できたが、のちに通学中止 3．入所まで通学ができた
となった

4．卒業できた

5．その他（具体的に

）

9．無回答

問 3-2 ハンセン病だとわかった当時、仕事をしていましたか。していた場合、どんな仕事でしたか。
1．勤めていた（職業

）2．家業をしていた

3．していない

副問 3-2-2 へ
副問 3-2-1 ハンセン病だとわかって、あなたの勤めはどうなりましたか。
1．すぐに辞めざるをえなかった

2．しばらく勤められたが、のちに辞めざ 3．入所まで勤めることができた
るをえなかった

4．その他
（具体的に

9．無回答
）

副問 3-2-2 ハンセン病だとわかって、あなたの家業（自営業、商店、農家などを含む）はどうなりましたか。
1．すぐに辞めざるをえなかった

2．しばらく家業を続けられたが、のちに 3．入所まで家業が続けられた
辞めざるをえなかった

4．その他
（具体的に

9．無回答
）

問 3-3 ハンセン病だとわかった当時、あなたは結婚あるいは婚約していましたか。
1．結婚していた

2．婚約していた

3. していない

副問 3-3-2 へ
副問 3-3-1 ハンセン病だとわかって、結婚はどうなりましたか。
1．療養所に入る前に、離婚（離別）となった

2．療養所に入ってから、離婚（離別）となった

3．離婚（離別）にはならなかった

9．無回答

副問 3-3-2 ハンセン病だとわかって、婚約はどうなりましたか。
1．療養所に入る前に、破談となった

2．療養所に入ってから、破談となった

3．破談にはならなかった
（具体的に

9．無回答
）

-3-

-4-

【聞き取り 3‑1】その他、ハンセン病とわかったことで、あなた自身に起こったことについて、印象に残っていることがあ
れば、お話しください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 4 強制入所について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 4-1 療養所に入所したのは、いつ／満何歳のときでしたか。

西暦

年

／

問 4--2 あなたは、最初にどこの療養所に入所しましたか。

満

歳

療養所

問 4-3 あなたは、どういういきさつで療養所に入所することになったのですか。
※もっとも強い理由について、右の該当欄に○をつけてください。
1．物理的強制による入所

1-1 警察官や衛生課職員等によって無理矢理入所させられた
1-2 その他
（具体的に

）

2．心理的強制による入所

2-1 執拗な入所勧奨をされたため
2-2 まわりの人たち（近所の人や家族）から入所するしかないと説得されたため
2-3 その他
（具体的に
）

3．きちんとした説明なき入所

3-1（医師や衛生課職員、保健所職員などの公的立場の人から）短期間で治るからと
言われたため
3-2（医師や衛生課職員、保健所職員などの公的立場の人から）療養所に行くように
言われたが、その療養所がハンセン病療養所だとはわからなかったため
3-3 家族に連れてこられたが、行き先がハンセン病療養所とはわからなかったため
3-4 その他
（具体的に
）

4．他の選択肢なき（一見任意での）入所 4-1 療養所以外では、ハンセン病の治療を受けられなかったため
4-2 自分や家族が差別されるのを逃れるため
4-3 家族にハンセン病をうつさないため
4-4 他に暮らす場所がなかったため
4-5 国や行政のいうことを信頼したため
4-6 その他
（具体的に
5．その他

5-1（具体的に

9．無回答

9-9

）
）

-5-

-6-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 5 入所体験――解剖承諾書、園名使用について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 5-1 療養所に入所したとき、
「解剖承諾書」への署名を求められましたか。
1．求められた

2．求められなかった

8．わからない

9．無回答

聞き取り 5-1 へ
【聞き取り 5‑1】そのとき、どんなお気持ちでしたか。

問 5-2 療養所に入所したあと、どういうきっかけで、偽名（園名）を使用しましたか。
1．家族からいわれて

2．園の職員からいわれて

3．園の入所者の先輩からい 4．まわりのみんなが使ってい
われて
たから

5．その他 具体的に
（

8．使用しなかった

9．無回答

）
聞き取り 5-3 へ

【聞き取り 5‑2】
［偽名（園名）を使用した方は］偽名（園名）を使うようになった理由や目的を詳しくお話しください。偽名
（園名）を使うということについて、どのようにお感じになりましたか。

【聞き取り 5‑3】
［偽名（園名）を使用しなかった方は］偽名（園名）を使用しなかった理由や目的を詳しくお話しください。

【聞き取り 5‑4】その他、療養所に入所したときの出来事で、とくに印象に残っていることがあれば、お話しください。

-7-

-8-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 6 ご家族の受けた被害について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 6-1 あなたの病気がきっかけで、あなたの自宅が消毒されましたか。
1．まわりに知られて消毒された 2．まわりに知られても消毒されなかった

3．まわりに知られずにすんだ

7．わからない

9．無回答

8．自宅はなかった

問 6-2 あなたの病気がきっかけで、学校に通っているきょうだいや子どもがいじめや差別を受けましたか。
※1 人でもそういう被害にあった方がいれば、
「あった」に○をつけてください。
1．まわりに知られていじめや 2．まわりに知られてもいじめや差別を受けなかった
差別を受けた
7．わからない

3．まわりに知られずにすんだ

8．学校に行っていたきょうだいや子どもはいなかった 9．無回答

問 6-3 あなたの病気がきっかけで、近隣との関係はどうなりましたか。
1．まわりに知られ 2．まわりに知られても孤立はしなかった 3．まわりに知られてもとくに 4．まわりに知られずにすんだ
て孤立した
が、いろいろと問題は生じた
問題は生じなかった
7．わからない

8．家族はいなかった

9．無回答

問 6-4 あなたの病気がきっかけで、家業（自営業、商店、農家などを含む）はどうなりましたか。
1．まわりに知られて立 2．まわりに知られても立ち行かなく 3．まわりに知られてもとく 4．まわりに知られずにすんだ
ち行かなくなった
はならなかったが、問題が生じた
に問題は生じなかった
7．わからない

8．家業はしていなかった

9．無回答

問 6-5 あなたの病気がきっかけで、勤めに出ていた家族はどうなりましたか。
※1 人でもそういう被害にあった方がいれば、
「あった」に○をつけてください。
1．まわりに知られて辞め 2．まわりに知られても辞めることに 3．まわりに知られてもとく 4．まわりに知られずにすんだ
に問題はなかった
ざるをえなかった
はならなかったが、いろいろと問
題が生じた
7．わからない

8．勤めに出ていた家族はいなかった 9．無回答

問 6-6 あなたの病気がきっかけで、家族の居住はどうなりましたか。
1．まわりに知られて引っ越しせ 2．まわりに知られても引っ越 3．まわりに知られてもと 4．まわりに知られずにすんだ
くに問題はなかった
ざるをえなかった
しはしなかったが、いろいろ
と問題が生じた
7．わからない

8．家族はいなかった

9．無回答

問 6-7 あなたの病気がきっかけで、家族や親族の夫婦関係はどうなりましたか。
※1 人でもそういう被害にあった方がいれば、
「あった」に○をつけてください。
1．まわりに知られて離婚（離 2．まわりに知られても離婚（離 3．まわりに知られてもと 4．まわりに知られずにすんだ
別）せざるをえなかった
別）にはならなかったが、いろ くに問題はなかった
いろと問題が生じた
7．わからない

8．結婚している家族・親族はい 9．無回答
なかった

-9-

- 10 -

問 6-8 あなたの病気がきっかけで、家族や親族の縁談はどうなりましたか。
※1 人でもそういう被害にあった方がいれば、
「あった」に○をつけてください。
1．まわりに知られ 2．まわりに知られても破談にはならなか 3．まわりに知られてもとくに 4．まわりに知られずにすんだ
て破談になった
ったが、いろいろと問題が生じた
問題はなかった
7．わからない

8．結婚をするような年齢の家族・親族は 9．無回答
いなかった

【聞き取り 6‑1】その他、家族の受けた被害で、とくに印象に残っていることがあれば、お話しください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 7 療養所内における治療について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 7-1 療養所に入所してみて、ハンセン病療養所とは、ひとことでいって、どんな場所だったでしょうか。
問 7-2 「療養所は、治療の場ではなく、隔離の場だった」
「療養所は、隔離の場だけではなく、治療の場でもあった」 あなたの考えは、どちらに近いでしょうか。
1．
「隔離の場」だった
2．どちらかといえば「隔離の場」だった
3．どちらともいえない
4．どちらかといえば「治療の場」でもあった
5．
「治療の場」でもあった
9．無回答
問 7-3 あなたが療養所に入所して、療養所の医師や看護師などの医療従事者から、ハンセン病についての医学的な説明があ
りましたか。
1．詳しい説明があった 2．説明はあったが、十分ではなかった

3．なかった

8．わからない

9．無回答

問 7-4 療養所の治療のやり方がおかしい、あるいは、不十分であるためハンセン病が悪化したあるいは後遺症が残ったと思
いますか。
1．大いに思う

2．少し思う

3．とくに思わない

【聞き取り 7‑1】そのように思われる理由について、お話しください。
西暦
年ごろ
／
療養所

- 11 -

8．わからない

9．無回答

- 12 -

【聞き取り 7‑2】療養所内の医療に関して、医療過誤にあたるような治療（たとえば、医師の資格のない人が「医療行為」を
していた、
「実験的な治療」で病状が悪化したなど）をご存じなら、お話しください。いつ頃か覚えていま
したらお聞かせください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 8 教育問題について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 8-1 あなたの最終学歴をお答えください。
※（1.卒業・2.中退）では、どちらかに「○」をつけてください。
1．旧制の小学校（尋常小学校・国民学校など）

（1.中退・2.卒業）

2．旧制の中学校、高等女学校、師範学校、実業学校など

（1.中退・2.卒業）

3．旧制の高等学校、専門学校、高等師範学校など

（1.中退・2.卒業）

4．旧制の大学

（1.中退・2.卒業）

5．新制の小・中学校

（1.中退・2.卒業）

6．新制の高等学校

（1.中退・2.卒業）

7．新制の短大、高専、専門学校

（1.中退・2.卒業）

8．新制の大学

（1.中退・2.卒業）

9．新制の大学院

（1.中退・2.卒業）
）

10．その他（具体的に
問 8-2 最後に学校に通ったのは、どの段階だったのでしょうか。
1．療養所に入所したときには、すでに学業を終えていた

2．発病または療養所への入所で、学業が中断したまま

3．療養所内の学校に通ったのが最後

4．療養所に入所後、一般社会の学校への通学で最終学歴を達成

9．無回答
問 8-3 あなたは、療養所内で学校教育を受けた経験がありますか。
1．ある 学年

〜

まで（西暦

年〜

年

／

療養所）

【聞き取り 8‑1】療養所内の教育について、とくに印象に残っていることがあれば、お話しください。

- 13 -

2．ない

- 14 -

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 9 患者作業について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 9-1 あなたは，患者作業をした経験がありますか。
1．ある

2．ない

）

3．その他（

【聞き取り 9‑1】あなたの場合、患者作業をしなくてよかったのはどのような理由からですか。

｢10 優生政策｣(p.17)へ

問 9-2 患者作業につく前に、医師や看護師などの医療従事者から、作業における病状への注意（
「感覚麻痺によって、やけど
やけがをしやすいので気をつけなさい」など）を受けましたか。
1．詳しい説明を受けた 2．説明はあったが、十分ではなかった 3．説明はなかった 8．わからない

9．無回答

問 9-3 体調の悪いときには、患者作業を休める環境にありましたか。
1．いつでも休めた

2．休めたり休めなかったりだった

3．休めなかった

8．わからない

9．無回答

問 9-4 患者作業の結果、病状に影響があったと思いますか。
1．大いにあった

2．少しはあった

3．とくになかった

8．わからない

9．無回答

【聞き取り 9‑2】そのように思われるのは、どのような理由からですか。

【聞き取り 9‑3】その他、患者作業について、とくに印象に残っていることがありましたら、お話しください。

- 15 -

- 16 -

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 10 優生政策について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 10-1 あなたはハンセン病療養所に入所中、お子さんを産みましたか。
年／

1．産んだ（西暦

療養所） 2．産まなかった（産めなかった）

聞き取り 10-1 へ
副問 10-1-1 産まなかった（産めなかった）最大の理由はなんですか。
1．園内結婚をしなかったので

2．断種・堕胎・不妊手術をしたので 3．ハンセン病を気にして妊娠しないよう
に注意した

4．たまたま妊娠しなかったので

5．ハンセン病以外の病気（病弱など） ６．その他（
だったので

）

副問 10-1-1-1 ［園内結婚をしなかった方］園内結婚をしなかったのはどのような理由からですか。
1．療養所外に配偶者がいたので

2．治って退所してから結婚したいと考えていたので

3．断種や堕胎手術を受けることになるのは 4．ハンセン病かかったので、子どもをつくるべきではないと思っ
嫌なので
たので
5．結婚相手が見つからなかったので

6．その他の理由
（具体的に

）

9．無回答
【聞き取り 10‑1】ご出産のいきさつについて、お聞かせ願えませんか。また、産まれたお子さんはその後どのようにして育ち
ましたか。

問 10-2 あなた自身もしくは配偶者が「断種」
・
「堕胎」
・
「不妊」手術を経験されたことはありますか。
※全員がお答えください。
ご自身

配偶者（どちらかに○）

＊

ご自身

配偶者

（どちらかに○）

問 10-2a 男性が手術を受けた場合

問 10-2b

1．園内結婚をするにあたり、断種手術を受けた

1．園内結婚をするにあたり、不妊手術を受けた

2．女性が妊娠をして、断種手術を受けた

2．妊娠をして、堕胎手術を受けた

3．上記の理由以外で、断種手術を受けた
（具体的に

3．妊娠をして、堕胎手術を受け、不妊手術も受けた

8．経験していない
9．無回答

＊

女性が手術を受けた場合

）
4．上記の理由以外で、不妊手術を受けた
（具体的に

）

8．経験していない
9．無回答

*複数回園内結婚した場合は、最初の結婚については上記の欄の番号に○をつけ、二度目の結婚についてはそれぞれの右の該当
欄（
「＊」印の欄）に○をつけてください。三度目の結婚以降は余白に記入してください。
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【聞き取り 10‑2】
「断種」
・
「堕胎」
・
「不妊」手術の経験について、お話ししたいことがあれば、お聞かせください。

【聞き取り 10‑3】
「未感染児童」
（入所前に産んだ子ども）が療養所から出るとき、
「断種」や「不妊」の手術をされたという
ことを見聞きされたことがありましたら、お話しください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 11 外出制限について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
【聞き取り 11‑1】あなたご自身が、
「外出制限」で不愉快な思いをしたことがありましたら、お話しください。また、そうい
うことを見聞きされたことがありましたら、お話しください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 12 懲戒検束について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
【聞き取り 12‑1】あなたご自身が、処罰されて、悔しい思いをしたことがありましたら、お話しください。また、そういうこ
とを見聞きされたことがありましたら、お話しください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 13 「望郷の想い」
「逃走願望」について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
【聞き取り 13‑1】療養所で暮らしていくなかで、
「故郷に帰りたい」
、
「ここから逃げ出したい」と思われたことがありました
ら、お話しください。
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◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 14 自殺の見聞について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 14-1 園内での自殺の話を見聞きしたことがありましたか。
1．たびたびあった

2．たまにはあった

3．見聞きしたことはない

9．無回答

【聞き取り 14‑1】自殺の話は、いつごろまで、どこの療養所でありましたか。自殺の話を見聞きされたとき、どんなお気持
ちになられましたか。
西暦
年ごろまで ／
療養所

【聞き取り 14‑2】ハンセン病患者を出した家族や親族が自殺したということを見聞きされたことがありますか。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 15 ご家族との断絶について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 15-1 あなたが入所されてから、1996（平成 8）年の「らい予防法」が廃止される直前の時点で、あなたとあなたのご家族
や親族との関係はどうなっていましたか。
1．ほとんどの家族や親族とは、隠しだてのない関係がとれていた
2．一部の家族や親族とは、隠しだてのない関係がとれていた
3．家族や親族とは関係が絶たれていた
4．家族はみんな亡くなっていた
）

5．その他（具体的に
8．わからない
9．無回答
問 15-2 現在、あなたとあなたのご家族や親族との関係はどうなっていますか。
1．ほとんどの家族や親族とは、隠しだてのない関係がとれている
2．一部の家族や親族とは、隠しだてのない関係がとれている
3．家族や親族とは関係が絶たれている
4．家族はみんな亡くなっている

）

5．その他（具体的に
8．わからない
9．無回答
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問 15-3 療養所に入所しているあいだに、あなたはどのようにご両親が亡くなられたことを知りましたか。
※それぞれ右の該当欄に○をつけてください。
続柄

父

母

1．訃報の通知があり、葬儀に参列した
2．訃報の通知があったが、葬儀には参列しなかった
3．時間がたってから、家族または親族から通知を受けた
4．家族または親族からの通知はなく、偶然に知った
5．連絡はまったくない
6．その他（具体的に

）

8．入所中に親の死亡は経験していない
9．無回答
【聞き取り 15‑1】その他、家族との関係で、とくに印象に残っている出来事がありましたら、お話しください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 16 労務外出について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 16-1 あなたは、労務外出の経験がありますか。
1．ある

2．ない

【聞き取り 16‑1】労務外出で、苦労された経験がありましたら、お話しください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 17 退所経験について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 17-1 あなたは、退所したことがありますか。
1.ある

2.ない

「20 今後のことなど」(p.31)へ
西暦

問 17-2 いつ／どこの療養所から退所しましたか。
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年

／

療養所
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問 17-3 退所はどんな形態でしたか。※それぞれ右の該当欄に○をつけてください。
退所回数

1 回目

2 回目

3 回目

1．軽快退所（園側から認められた退所）
2．逃走・逃亡（園には無断の脱走）
3．黙認のかたちでの退所
4．ハンセン病ではないことが判明しての退所
5．
「らい予防法」廃止後の退所
6．長期外出のまま園には戻らなかった
）

7．その他のかたちでの退所（具体的に
9．無回答

副問 17-3-1 退所の際、療養所の医師から、他人への感染の可能性がないこと（たとえば、
「今のあなたはハンセン病
をうつすことはない」など）について説明を受けましたか。
1．詳しい説明を受けた

2．受けたが、十分ではなかった 3．受けなかった 4．わからない 9．無回答

副問 17-3-2 退所の際、療養所の医師から、健康面での注意事項（
「経過観察」をどうすればよいかなど）について説
明を受けましたか。
1．詳しい説明を受けた

2．受けたが、十分ではなかった 3．受けなかった 4．わからない 9．無回答

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 18 退所して受けた被害について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 18-1 退所後、どこに落ち着きましたか。
1．家族・親戚のもと

2．すでに退所している友人知人のもと

3．病歴を知らない友人知人のもと

4．知っている人のいないところ
） 9．無回答

5．その他（具体的に

問 18-2 退所後、仕事に就いて働いていくうえで、ハンセン病療養所に入所していたことを隠すことがありましたか。
1．よくあった

2．ときどきあった

3．とくになかった

9．無回答

【聞き取り 18‑1】退所後、就職活動等で困ったり苦労された経験（履歴書を書くときなど）がありましたら、詳しくお話しく
ださい。

問 18-3 療養所にいる間、社会的訓練が積めなかったので、退所後、困ったとお感じになったことがありますか。
1．大いに感じた

2．少し感じた

3．とくに感じなかった
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9．無回答
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【聞き取り 18‑2】退所後、社会的訓練の不足を補うために、なにか苦労されたり努力されたことがありましたら、詳しくお話
しください。

【聞き取り 18‑3】退所後、どんな仕事につきましたか。転職や離職を余儀なくされたことがありましたら、そのいきさつを詳
しくお話しください。

問 18-4 退所後、生活に困ったとき、生活保護の申請をしましたか。
1．した

2．しなかった

副問 18-4-1 生活保護の申請をしなかった理由についてお答えください。
1．病歴を知られるのが嫌だった
4．その他（

2．申請の手続きがわからなかった
） 8．生活には困らなかった

3．生活保護の対象になるとは思わ
なかった
9．無回答

【聞き取り 18‑4】退所して、医療の面で困ったことがありましたら、お話しください。

問 18-5 退所後、どんな方と結婚生活を送りましたか。
1．退所者どうしで

2．療養所の職員（看護師など）と

3．療養所外で新たに知り合った人と

4．単身のまま

5．その他（具体的に

） 9．無回答
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問 18-6 退所後の夫婦関係はどうなりましたか。
1．離婚になった

2．離婚にはならなかったが、いろいろと問題は生じた 3．うまくいっている

4．その他
（具体的に

8．退所後、結婚したことはない

9．無回答

）

問 18-7 再入所の経験がありますか。
1．ある

2．ない

副問 18-7-3 へ
副問 18-7-1 1996（平成 8）年の「らい予防法」廃止前、退所後の生活のなかで、まわりの人に自分の病歴や後遺症のこと
を知られることが、気になりましたか。
1．いつも気になった 2．ときどきは気になった 3．べつに気にならなかった 8．廃止後退所した 9．無回答
副問 18-7-2 現在、退所後の生活のなかで、まわりの人に自分の病歴や後遺症のことを知られることが、気になりますか。
「20 今後のことなど」(p.31)へ
1．いつも気になっている 2．ときどきは気になっている

3．べつに気にならない

9．無回答

副問 18-7-3 再入所する以前において、まわりの人に自分の病歴や後遺症のことを知られることが、気になりましたか。
1．いつも気になった

2．ときどきは気になった 3．べつに気にならなかった

9．無回答

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 19 再入所について ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
問 19-1 あなたが、療養所に再入所されたのは、いつ
／どこの療養所ですか。

西暦

年

／

療養所

問 19-2 どういういきさつで再入所されたのですか。
※もっとも強い理由について、それぞれ右の該当欄に○をつけてください。
退所回数

1 回目 2 回目 3 回目

1．隔離政策の強制力による 1-1 物理的強制による再入所
再入所
1-2 心理的強制による再入所
2．本病の再発、後遺症の悪 2-1 ハンセン病の治療のためには療養所に戻るしかなかったため
化などによる再入所
2-2 病歴を知られたことで生活が困難になったため（失職など）
2-3 病歴を知られることが恐かったため
2-4 その他（具体的に

）

3．高齢化などの生活不安に 3-1 頼ることのできる家族・親戚がいないため
よる再入所
3-2 健康面での老後の不安があったため
3-3 経済面での老後の不安があったため
3-4 療養所以外に受け入れてくれる高齢者施設がないため
3-5 その他（具体的に

）

4．その他

4-1（具体的に

）

9．無回答

9-9
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◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 20 今後のことなどについて ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
【聞き取り 20‑1】1996（平成 8）年の「らい予防法」の廃止、2001（平成 13）年の「熊本地裁勝訴判決」によって、お気持
ちやまわりの状況（社会の人々の対応、園の対応、国の対応、地方自治体の対応など）に変化がありました
ら、お話しください。

【聞き取り 20‑2】いまなお続く差別がありましたら、お話しください。

【聞き取り 20‑3】これまでの生活で、あなたの「生きることを支えたもの」について、お話しください。

【聞き取り 20‑4】いま、ぜひかなえてほしいことがありましたら、お話しください。

【聞き取り 20‑5】最後に、これだけはいっておきたいことがありましたら、お話しください。

◆◆◆◆ 長時間にわたる調査におつきあいいただき、まことにありがとうございました ◆◆◆◆
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調査員の方へ

調査を終えて

1．この聞き取りの全体的な印象について

2．調査協力者の方の印象について
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3．この聞き取りで難しかった点について

4．感想

本調査に、ご協力頂き、大変ありがとうございました。本調査、および検証事業へのご要望がございましたら、ご自由にご意
見をお書きください。
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