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ハンセン病差別の現実から、何を学ぶか。
隔離の島・「長島愛生園」を訪ねる。
「ハンセン病問題基本法」の成立
この ６月 、ひ とつ の法律 が成 立した 。
「ハ ンセ ン病 問題 の解決 の促 進に関 する 法律 （略称
『ハン セン 病問 題基 本法』 ）」 である 。
この 法律 は前 文で つぎの よう に述べ る。

「長島愛生園」を訪ねる
過日 、私 たち は瀬 戸内海 に浮 かぶ岡 山県 ・長 島にあ
る国立 ハン セン 病療 養所「 長島 愛生園 」を 訪ね た。
かつ てこ の島 は、 一度収 容さ れれば 二度 と出 ること
のでき ない 「隔 離の 島」だ った 。
本州 との 最短 距離 はわず か２ ５０

「 らい 予防 法」 を中心 とす る国の 隔離 政策 によ

ｍにす ぎな い。 しか しその ２５ ０ｍ

り、 ハン セン 病の 患者で あっ た者等 が‥ ‥社 会生

は、ハ ンセ ン病 患者 と社会 とを 隔て

活全 般に わた る人 権上の 制限 、差別 等を 受け たこ

る無限 に長 い距 離だ ったの だ。

とに つい て、 ‥‥ 我々は 悔悟 と反省 の念 を込 めて

１９ ８８ 年、 よう やくこ の海 峡に
お

く

▲邑久長島大橋

深刻 に受 け止 め、 深くお 詫び する‥ ‥

「邑久 長島 大橋 」が かけら れ、 今で

‥‥ ハン セン 病の 患者で あっ た者等 に対 する 偏見

は誰も が自 由に 往来 できる よう になっ てい る。

と差 別の ない 社会 の実現 に向 げて、 真摯 に取 り組
んで いか なけ れば ならな い。

橋を 渡っ て入 った 長島の 緑は 美しく 、眼 前に は瀬戸
内海が 青く 広が って いる。 しか し、島 と海 が美 しけれ
ば美 しい ほど 、その 過酷 な歴
史が 際立 って 思える 。

法が 、か くも 厳し い自己 批判 を行う のは 異例 である 。

数 十年 に及 んだ隔 離政 策の

ハン セン 病（ かつ ての「 らい 病」と いう 呼称 は現在
は使用 され ない ）の 患者が 受け た差別 と隔 離の 歴史を 、

歴史 を経 てな お、現 在も 長島

私たち は忘 れて はな らない 。

愛生 園に は４ ００名 の元 患者

しか し、 これ はけ っして 過去 の問題 では ない 。

▲長島愛生園全景

の方 たち が生 活して いる のだ 。

今も 国内 １５ カ所 の療養 所に は、約 ３０ ００ 名の元
患者（ 現在 はす でに 治癒し てい る）の みな さん が生活
してい る。 しか し平 均年齢 は８ ０歳と 高齢 であ る上に 、
後遺症 によ る重 い身 体障害 を合 併した り、 長期 間にわ
たって 社会 から 隔離 されて きた ため、 社会 復帰 は容易
ではな い。
さら に、 古く から のハン セン 病に対 する 誤っ た考え
や偏見 も、 社会 から 消えた 訳で はない 。２ ００ ３年に
熊本で 起き た「 アイ レディ ース 宮殿黒 川温 泉ホ テル」
の宿泊 拒否 事件 と、 そのあ と元 患者の 方た ちに 殺到し
た心な い電 話や 手紙 が物語 るよ うに、 ハン セン 病差別
はけっ して 過去 の問 題では ない のであ る。
「今 の日 本に 『差 別』な んて まだあ るの ？」 「人権
教育な んて 必要 なの ？」と いう 声に出 会う こと がある 。
そう思 うの なら ば、 ぜひこ の現 実を見 てほ しい と思う 。

「ハンセン病」とは
「ハ ンセ ン病 」と は、ら い菌 によっ て引 きお こされ
る感染 症の 一つ であ る。
かつ てこ の病 気は 「らい 病」 といわ れ、 不治 の病と
考えら れて きた 一方 、顔面 や手 足など の後 遺症 が時に
は目立 つこ とか ら、 恐ろし い伝 染病の よう に受 け止め
られて きた 。
その ため 、わ が国 では「 らい 予防法 」に よっ て、全
ての患 者を 離島 など に設け られ た「療 養所 」に 一生隔
離する とい う過 酷な 政策が とら れてき た。 「療 養所」
とは言 って も、 その 実態は 「強 制収容 所」 であ る。
もと もと らい 菌の 毒力は 弱く 、感染 して も発 病する
事はき わめ て稀 で、 １９４ ３年 に特効 薬の プロ ミンが
開発さ れて から は確 実に治 癒す るよう にな った 。

今日 、隔 離政 策は 医学的 無知 と偏見 にも とづ く誤り

教職 員は 参考 書代 金とし て金 銭を受 け取 ると 消毒

だった とさ れて いる 。むし ろこ の隔離 政策 こそ 、日本

液に 浸し 、札 は窓 ガラス に張 って乾 かし 、答 案や

の社会 にハ ンセ ン病 は「恐 ろし い感染 症」 であ るとい

作文 は消 毒箱 に入 れてか ら手 にする など の措 置が

う誤っ た認 識を 植え 付ける 元凶 だった と言 える 。

とら れて いま した 。（愛 生園 自治会 ＨＰ より ）

その ため 、ハ ンセ ン病患 者と その家 族は 、長 年にわ
たって 差別 と偏 見に さらさ れ続 けるこ とと なる 。
しか し、 戦後 にな って特 効薬 が開発 され たに もかか

「こ の閉 ざさ れた 療養所 の中 の学校 で、 教師 の口か
ら語ら れる 『学 問の 真理』 は、 あまり に現 実と かけ離

わらず 、日 本政 府は 隔離政 策を つづけ た。 隔離 を定め

れてい た」 と、 卒業 生であ る伊 波敏男 さん は振 り返る 。

た「ら い予 防法 」の 廃止は 、実 に１９ ９６ 年ま で待た

ハン セン 病が ほと んど感 染し ない病 気で ある ことが

なけれ ばな らな かっ たので ある 。

わかっ てい たに もか かわら ず、 この措 置は １９ ７３年
まで続 けら れて いた のだ。

高瀬自治会長のお話
私た ちは 、入 所者 でつく る愛 生園自 治会 の会 長、高
瀬さん にお 会い して お話を うか がうこ とが でき た。
高瀬 さん は現 在、 ８０歳 。２ ０代で 感染 が確 認され
ると、 高瀬 さん は家 族と引 き離 され、 愛生 園に 強制的

「人権教育」は、何をめざすのか
この ６月 、「 ハン セン病 問題 基本法 」は よう やく遅
すぎる 成立 をみ た。 だが、 問題 は今な お残 され ている 。
すで に療 養所 から 社会復 帰さ れた元 患者 も少 なくな
いが、 今な お残 るハ ンセン 病へ の偏見 のた めに 、多く

に隔離 され るこ とに なる。
「園 に入 ると 、み な名前 を変 えさせ られ まし た。当

の方は かつ て療 養所 にいた こと を隠し て生 活し ている 。

時は家 族か らハ ンセ ン病患 者が 出ると 、一 家が 全員差

だか らこ そ、 偏見 を払拭 する ための 社会 的な 啓発や 、

別の対 象に なっ たの です。 です から私 たち はみ な家族

学校で の人 権教 育が 何より 求め られて いる のだ 。
えいしん

との関 係を 絶つ ため 、園で は別 の名前 を名 乗り ました 。
園内 には 納骨 堂が ありま す。 私たち は死 んで 骨にな

広島 県の 盈進 学園 高校の 生徒 たちは 、長 年、 愛生園
の入所 者の 方々 との 交流を 続け てきた 。
交流 の後 で、 ある 生徒は こん な感想 を書 く。

っても 、故 郷の 墓に 引き取 って
はもら えな いの です 。
私も 、病 気が 回復 してか ら家

金 さん と会 うま で、わ たし はずっ と緊 張し てま

族に社 会復 帰を 相談 しまし た。

した 。金 さん に病 気の後 遺症 がある のを 見た らわ

しかし 家族 から 返っ てきた 答え

▲ 愛生園の納骨堂

は、「 帰っ てき ても らって は困 る」と いう もの でした 。
そも そも 、園 には 子ども のい ない入 所者 が多 いので
す。入 所者 は、 子ど もを持 つこ とが許 され ませ んでし

たし は目 をそ らし てしま うの ではな いか と思 って
いま した 。私 は、 外見に とら われて 臆病 にな って
いる 自分 が嫌 でし た。
で も実 際に お会 いした ら、 金さん は自 分の

お

た。男 性に は断 種手 術が行 われ 、女性 が妊 娠し た場合

じい さん

の よう な感じ で、 わたし の中 に出 会え

は強制 的に 堕胎 が行 われま した 。です から 「ら い予防

た喜 びと 安心 感が めばえ まし た。

法」が 廃止 され ても 、子ど もが いない ため に老 後の面

‥‥ 金さ んは 「ハ ンセン 病問 題の中 で、 わた した

倒を見 てく れる 家族 がない ケー スも多 いの です 」

ちに 一番 知っ ても らいた いこ とは何 です か」 とい
う質 問に 対し て、 「ハン セン 病の問 題だ けに 限ら

療養所の子どもたち
療養 所に 収容 され たのは 大人 だけで はな い。 子ども
であっ ても ハン セン 病とわ かる と、親 元か ら容 赦なく
引き離 され 、療 養所 に隔離 され たのだ 。
療養 所に は学 校も あった 。愛 生園に 開設 され た邑久
に い ら だ

高校新 良田 教室 につ いて、 こん な記述 が残 され ている 。

ず、 社会 的に 苦し んでい る人 々に対 して 感情 的に
では なく 、科 学的 に知っ ても らいた い」 と言 われ
てい まし た。 ‥‥
わ たし たち は周 りから の一 方的な 情報 をう のみ
にし て、 偏見 や差 別する 心を 持つの だろ うと 思い
ます 。だ から 、自 分から ちゃ んと知 ろう と、 積極
的に その 機会 を持 つこと が大 切だと 感じ まし た。

‥‥ 教師 は白 ずく めの予 防着 、予防 ズボ ン姿 で生
徒は 教職 員室 への 出入り が禁 止され てい たた め、
用事 があ る時 は室 外に設 置し てある ベル を用 い、

この 生徒 の感 性が、 私た ちのめ ざす べき 「人権 教
育」と は何 かを 端的 に物語 って いるよ うに 思う 。

