『 ハンセン病 』 記事データ
( 2010/02/01 - 2010/02/28 )
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療養所

古川和子、古川克、河 国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 絆ふたたび 3 生きがい 血のつなが
野重明
りなくても

20100201-001 西日本新聞（福岡）

2010/02/01

20100201-002 佐賀新聞（佐賀）

2010/02/01

ろんだん佐賀 人権教育2 「出会い」と「体験」から 松下一世 佐賀大准教授

20100201-003 熊本日日新聞（熊本）

2010/02/01

1月のファイル 16日 菊地恵楓園で将来を話し合うシンポジウム

20100201-004 建通新聞東京（東京）

2010/02/01

厚労省 PFIアドバイザリー業務 10年度予算に経費 医薬品食品衛生研究所移転
駿河療養所
正式導入決定後に備え 10年度予算の債務負担 障害者リハビリセンターなどでも

20100202-001 京都新聞（京都）

2010/02/02

尾崎元昭

元ハンセン病療養所皮膚科医が随筆集 「隔離」法の矛盾の中で… 関心持ち、冷
長島愛生園
静な検証を

20100202-002 西日本新聞（福岡）

2010/02/02

佐竹義斎、早野孝義

国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 絆ふたたび 4 教え 差別は自分の心
菊池恵楓園
にある

20100202-003 熊本日日新聞（熊本）

2010/02/02

中山節夫

きょうの歴史 県内

菊池恵楓園

20100203-001 西日本新聞（福岡）

2010/02/03

作田隆義、工藤昌敏

国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 絆ふたたび 5 願い 巡り来る朝は手
携えて

奄美和光園、菊
池恵楓園

20100203-002 熊本日日新聞（熊本）

2010/02/03

ハンナ・リデル

きょうの歴史 県内

20100204-001 朝日新聞（東京）

2010/02/04

渡部尚

ハンセン病 子どもの歓声響く療養所に 渡部尚 東京都東村山市長

多磨全生園

20100204-002 日本海新聞（鳥取）

2010/02/04

加賀田一

ハンセン病隔離の100年 1 いつの日にか帰らん 社会を見つめる 棄民 無視さ
れた国際決議

長島愛生園

20100204-003 熊本日日新聞（熊本）

2010/02/04

菊池恵楓園 医療刑務所跡地活用へ署名活動 来月にも入所者ら

菊池恵楓園

菊池恵楓園

20100204-004 毎日新聞（県版）鹿児島版

2010/02/04

竹原信一、桐原琢磨、
戸口田三千尋、溝口 謝罪求め県民集会 阿久根市長に差別発言抗議 福祉団体など28日開催
宏二

20100204-005 スポーツニッポン（大阪）

2010/02/04

松井繁

松井 100万円寄付

20100204-006 スポーツ報知（大阪）

2010/02/04

松井繁

松井100万円寄付

20100205-001 毎日新聞（東京）

2010/02/05

高原楓奈

本との出合い感動を刻んで 第55回青尐年読書感想文全国コンクール記念特集
北海道

20100205-002 毎日新聞（大阪）

2010/02/05

石田ひかり、香山末
ハンセン病回復者の支援ネットワーク目指し 栗生楽泉園で生涯終えた 香山末子
子、榎本初子、宮良正 さんの詩 石田ひかりさん朗読 「地域社会が問われるもの」 阿倍野区であす講演 栗生楽泉園
吉、黒川渡
会 退所者や医師迎えシンポも

20100205-003 朝日新聞（名古屋）

2010/02/05

松本清張、大田正

清張映画に時代背景は必須

20100205-004 日本海新聞（鳥取）

2010/02/05

加賀田一

ハンセン病隔離の100年 2 在園歴なき被害者 社会を見つめる 棄民 保険使え
長島愛生園
ず重い負担

20100205-005 宮崎日日新聞（宮崎）

2010/02/05

栗原美和子、村﨑太
郎

えびの 部落差別語り合って プロデューサー栗原美和子さん 夫の体験伝える

20100205-006 南日本新聞（鹿児島）

2010/02/05

家田荘子

考現鏡 あいさつの力

20100205-007 朝日新聞（県版）多摩版

2010/02/05

山下道輔、天野秋一

ハンセン病療養所の「学校」の思い出語る あす東村山で交流会

20100206-001 朝日新聞（東京）

2010/02/06

原田燎太郎、孫鑾盛、
林抜、蔡潔珊、陳志
溶け合う アジア・日本 1 中国 心結ぶハンセン病支援 国越え同士集う 元隔離
強、呉細蘇、原田りん 村 整備に格差
ほう

20100206-002 日本海新聞（鳥取）

2010/02/06

上田政子

ハンセン病隔離の100年 3 園の看護師として 社会を見つめる 棄民 身上を明
かせぬ子ら

20100206-003 長崎新聞（長崎）

2010/02/06

遠藤周作、井深八重

水や空

20100207-001 産経新聞（東京）

2010/02/07

笹川陽平

手帖 ハンセン病との闘いの記録が刊行

20100207-002 産経新聞（大阪）

2010/02/07

石田ひかり、香山末子 「偏見、差別のない社会を」 ハンセン病講演会で大阪宣言採択

多磨全生園

長島愛生園

20100207-003 日本海新聞（鳥取）

2010/02/07

神谷誠人、小泉純一
郎

ハンセン病隔離の100年 4 啓発する弁護士 社会を見つめる 棄民 根強く残る
偏見差別

20100207-004 東京新聞（東京）

2010/02/07

マザー・テレサ、千葉
茂樹

一生を神と貧しい人々に捧げた修道女 マザー・テレサ ハンセン病患者の救済「平
和の村」

20100208-001 週刊東洋経済

2010/02/08

仲倉重郎

BOOKS&TRENDS Review ルポ 日本の縮図に住んでみる 大丈夫! どこからでも
邑久光明園
がんばれる 日本経済新聞社編 02 長いようで短い シニア記者の1カ月定住ルポ

20100209-001 日本海新聞（鳥取）

2010/02/09

石田雅男、早瀬結美、 ハンセン病隔離の100年 5 学んで伝える 社会を見つめる 棄民 沈黙を破れる
荒井玲子
社会に

長島愛生園

20100209-002 南海日日新聞（奄美）

2010/02/09

川内博史、酒本喜與
志、朝山毅、作田隆
義、山田祥、神美知
宏、福田恵信

4月までに医師2人補充 川内代議士が和光園視察 市将来構想検討委の再開促
す

奄美和光園

20100209-003 朝日新聞（東京）夕刊

2010/02/09

中村哲

アフガンと生きる ペシャワール会の25年 2 医療自立は足もとから

20100210-001 社会新報（東京）

2010/02/10

近藤登志一、石原慎
太郎

このひとにインタビュー 差別発言くり返す石原都知事 被差別者の声聞く機関設置
を 『人権白書Tokyo』をまとめ都に提出した同白書実行委事務局 近藤登志一さん

20100210-002 日本海新聞（鳥取）

2010/02/10

加賀田一、上田政子

ハンセン病隔離の100年 6 取材ノートから 社会を見つめる 棄民 自分がその立
長島愛生園
場なら

20100210-003 南日本新聞（鹿児島）

2010/02/10

酒本喜與志

奄美和光園医師3人に 4月から 一般外来再開は未定

20100210-004 南日本新聞（鹿児島）

2010/02/10

満園誠、肥後杏寿、中 新聞は教材 鹿児島のNIE実践校 6 「島の新聞」で住民と交流 十島村口之島小
村まち
中学校

20100210-005 朝日新聞（東京）夕刊

2010/02/10

中村哲

アフガンと生きる ペシャワール会の25年 3 誰も行かぬ地に診療所

20100210-006 モーニング

2010/02/10

菅直人

島耕作の時代 since 1983

20100211-001 東京新聞（東京）

2010/02/11

笹川陽平

新刊紹介 「不可能を可能に 世界のハンセン病との闘い」笹川陽平著

20100211-002 河北新報（仙台）

2010/02/11

桃生小富士

登米のハンセン病療養所入園者が作品展 東京 水彩画26点に川柳を添えて 情
熱と望郷の念 込める

奄美和光園、星
塚敬愛園

東北新生園

20100212-001 熊本日日新聞（熊本）

2010/02/12

山内新、八谷治廣、鈴 建国記念の日 県内で式典・集会 国家の在り方 考える 「壮大な歴史 誇りに思
菊池恵楓園
木桂樹、森田実
い大切に」 「世代超え、『9条』守ること大事」

20100212-002 朝日新聞（県版）熊本版

2010/02/12

森田実

「歴史知れば過ち犯さず」 恵楓園で森田実氏

20100213-001 上毛新聞（前橋）

2010/02/13

神谷美恵子、星野あ
い、高桑五郎

三山春秋

20100213-002 大阪日日新聞（大阪）

2010/02/13

忍性、伴貞行、叡尊、 なにわ人物伝 -光彩を放つ- 456 忍性 社会福祉に貢献した高僧 四天王寺の
行基、日蓮
石鳥居建立

20100213-003 日本海新聞（鳥取）

2010/02/13

高杉美智子、上田政
子、島村美紗子

ハンセン病療養所に終生隔離 鳥取出身の故高杉美智子さん 崇高な生涯 朗読
劇に 山陰の女・朗読グループ「沙羅の会」 鳥取県内の上演に意欲

長島愛生園

20100213-004 沖縄タイムス（那覇）

2010/02/13

翁長良明、森川恭剛

開園時の愛楽園撮影 翁長さん 絵はがき3枚入手

沖縄愛楽園

20100214-001 日本経済新聞（東京）

2010/02/14

ルポ 日本の縮図に住んでみる 日本経済新聞社編 シニア記者が伝える地域の
現状」

邑久光明園

20100214-002 日本経済新聞（東京）

2010/02/14

舛添要一

20100214-003 東京新聞（東京）

2010/02/14

韓昌祐、森元美代治、 韓国出身実業家の財団が助成 日韓民間交流 広げよう 差別克服へ 「社会貢献
坂中英徳
こそ大切」

20100214-004 四国新聞（高松）

2010/02/14

神美知宏、池間哲郎、
正しい知識で差別一掃 高松 ハンセン病シンポに550人
花井十伍

20100214-005 熊本日日新聞（熊本）

2010/02/14

神美知宏

20100214-006 毎日新聞（県版）香川版

2010/02/14

池間哲郎、神美知宏、
ハンセン病シンポ 医学的に解決 差別まだ なくす努力、3人が訴え
花井十伍

大島青松園

20100214-007 読売新聞（県版）香川版

2010/02/14

神美知宏、多田篤史

ハンセン病差別 若者も考えよう 高松でシンポ

大島青松園

20100215-001 愛媛新聞（松山）

2010/02/15

内田美智子

ハンセン病差別なくせ 松野の小中学生 元患者と交流 紹介

大島青松園

菊池恵楓園

自治体、患者・医師らと独自条例 がん対策 地域ごとに 発症率や治療水準に差
実情にあった支援狙う 「基本法」ほかの病気でも 関係法規の再編成も課題

大島青松園

高松市でハンセン病シンポ

奄美和光園、菊
池恵楓園、星塚
敬愛園

20100215-002 読売新聞（県版）鹿児島版

2010/02/15

酒本喜與志

閑話本題 国立ハンセン病療養所奄美和光園園長 酒本喜與志さん 62 信頼関
係を大切に治療

20100215-003 日本海事新聞（東京）

2010/02/15

笹川陽平、笹川良一

新刊書 笹川陽平著 不可能を可能に 世界のハンセン病との闘い "仕事の本質
とは何か"啓発

20100215-004 エコノミスト

2010/02/15

山田浩司

WORLD WATCH インド ハンセン病解決に向けて企業に求められる責任 山田浩
司

20100215-005 週刊東洋経済

2010/02/15

神谷美恵子

問う大人気科学者が読み解く 一生モノの古典 神谷美恵子著 『生きがいについ
て』 試練に直面した夜更けに何度も読み返した名著

20100216-001 朝日新聞（北九州）

2010/02/16

林力、吉村

お知らせ 「ハンセン病と私」林力先生講演会

20100216-002 中日新聞（名古屋）

2010/02/16

高畠大地、日高将博、
孤独癒す日中交流 東海地方の若者 元ハンセン病患者の島へ 広東省に滞在予
森元美代治、浜崎裕
定 建物修理や買い物も
吏

20100216-003 中日新聞（名古屋）

2010/02/16

大谷藤郎、小笠原登

20100216-004 京都新聞（京都）

2010/02/16

青木美憲、山本英郎、
ハンセン病問題 課題や対策探る 下京で懇談会
森敏治

20100217-001 Japan Medicine（東京）

2010/02/17

神美知宏

偏見なくし正しい理解を 高松市でハンセン病シンポ

20100217-002 BT/美術手帖

2010/02/17

松本雄吉

連載 [アートの地殻変動] 文明・社会・地域とアート Vo.11 松本雄吉 インタ
ビュー 現代における新たな世界観の創出という難題に向かって

20100218-001 毎日新聞（北九州）

2010/02/18

林力

催し 林力講演会「ハンセン病と私」

20100218-002 よみうりタウンニュース

2010/02/18

20100219-001 岡山日日新聞（岡山）

2010/02/19

スサンティ、デアシ、エ
ワイド岡山 岡山で奮闘中 インドネシア人看護師候補 長島愛生園、邑久光明園
リス、武久顕也、細野
日本に新しい「家族」 スサンティさん、デアシさん、エリスさん
研太郎

長島愛生園、邑
久光明園

20100219-002 佐賀新聞（佐賀）

2010/02/19

林力

菊池恵楓園

虹 らい予防法廃止 師弟の苦闘

募集 ハンセン病と人権を学ぶバスツアー

佐賀市 偏見や差別なくそう ハンセン病 啓発パネル展 佐賀市

邑久光明園

長島愛生園

多磨全生園

20100219-003 毎日新聞（県版）多摩版

2010/02/19

桃生小富士

ネットワーク 国立ハンセン病資料館企画展｢桃生小富士展」

20100219-004 科学新聞（東京）

2010/02/19

2010年 学協会大会一覧（2月～7月） 5月 日本ハンセン病学会

20100220-001 沖縄タイムス（那覇）

2010/02/20

長妻昭、照屋寛徳、阿
愛楽園の指定示唆 厚労省、入院医療機関で 共生社会へ期待
曽沼慎司、金城雅春

沖縄愛楽園

20100220-002 琉球新報（那覇）

2010/02/20

長妻昭、照屋寛徳

長妻厚労相「意見聞き適切に判断」 「愛楽園」医療機関指定

沖縄愛楽園

20100220-003 朝日新聞（県版）長野版

2010/02/20

伊波敏男、戸崎公恵

元ハンセン病患者で作家 上田在住の伊波敏男さん 「世の中へアンテナ張ろう」
市立長野高で授業

20100222-001 釧路新聞（釧路）

2010/02/22

髙原紫音、平沢保治

第29回全国中学生人権作文コンテスト 東北海道大会入賞作品 優秀賞 髙原紫
音さん 道教大附属釧路中学3年 いつまでも残れ、「人権の森」

多磨全生園

20100222-002 南日本新聞（鹿児島）

2010/02/22

谷村知子

ひろば ハンセン病の本読み差別考える

星塚敬愛園

20100222-003 南海日日新聞（奄美）

2010/02/22

酒本喜與志、徳田靖
記者の目 奄美和光園の外来休診 入所者らに不安広がる 将来構想計画の早期
之、川内博史、神美知
奄美和光園
実現を
宏、當島悟史

20100222-004 毎日新聞（県版）石川版

2010/02/22

ユングベ・ネルレボ、シ
グード・サンドモ、アー
ネ・スキベンス、アルマ
'10 記者リポート 金沢でハンセン病シンポ 人権侵害の「遺産」後世に伝え生かせ 聖ヨルゲン病
ウェル・ハンセン、宇佐
日本、ノルウェー 研究者ら交流
院、長島愛生園
美治、徳田靖之、鈴木
靜、井上英夫、浅井あ
い

20100223-001 北國新聞（金沢）

2010/02/23

木村吉伸、浅井あい

20100223-002 四国新聞（高松）

2010/02/23

高松市が芸術祭支援 7月開幕 女木・男木航路4割引き

20100223-003 熊本日日新聞（熊本）

2010/02/23

きょうの歴史 23日

20100223-004 毎日新聞（県版）香川版

2010/02/23

神美知宏

話

大島青松園

20100224-001 しんぶん赤旗（東京）

2010/02/24

小池晃

ハンセン病療養所 厚労省が不動産鑑定 多磨全生園 保育所設置に向け

多磨全生園

知事選 主な候補予定者はこんな人 木村吉伸氏 「命と福祉重視」を信念に

20100224-002 茨城新聞（水戸）

2010/02/24

平沢保治

20100224-003 西日本新聞（福岡）

2010/02/24

大谷吉継、石井則久、 カプコン社ゲーム 重い病の者 人間を不幸に陥れることに暗躍 「ハンセン病に差
菊池恵楓園
工藤昌敏
別的設定」 学会が変更求め要望書

20100224-004

月刊デジタルTVnavi/首都
圏版

ハンセン病学ぶツアー参加募集 27日、水戸

多磨全生園

終 知る楽 探求この世界 怖い絵"で人間を読む 「癒す力-グリューネヴァルト
『イーゼンハイムの祭壇画』」

2010/02/24

20100225-001 朝日新聞（北九州）

2010/02/25

大谷吉継

ゲームソフト ハンセン病学会が意見 武将キャラの設定 「差別表現避けて」

20100225-002 西日本新聞（福岡）

2010/02/25

宮里光雄、舛添要一

ハンセン病協議会 療養所職員定数確保へ 議員懇に参院決議要請

20100225-003 毎日新聞（県版）三重版

2010/02/25

訓覇浩

そこが聞きたい 「ハンセン病を考える会・みえ」共同代表 訓覇浩さん（47） 差別を
長島愛生園
見逃さない

20100225-004 北國新聞（金沢）夕刊

2010/02/25

木村吉伸

知事選 4氏届け出 桑原、米村、木村、谷本氏 木村吉伸 58 無新（共推薦）

20100225-005 北陸中日新聞（金沢）夕刊

2010/02/25

木村吉伸

石川県知事選スタート 現新4氏 届け出 木村吉伸 58 無新

20100226-001 毎日新聞（大阪）

2010/02/26

大谷吉継

ゲームソフトに「ハンセン病差別」

20100226-002 北國新聞（金沢）

2010/02/26

木村吉伸

石川県知事選候補者 桑原、米村、木村、谷本氏 知事選 4氏の争い 告示、来月
14日投開票 木村吉伸 58 無新（共推薦）

20100226-003 北陸中日新聞（金沢）

2010/02/26

木村吉伸

石川県知事選立候補者 知事選告示 現新4氏の争い 実績か刷新か 多選是非
問う 木村吉伸 58 無新

20100226-004 西日本新聞（福岡）

2010/02/26

酒本喜與志

聞きたい ハンセン病療養所の医師不足問題 国立ハンセン病療養所「奄美和光
園」園長 酒本喜與志さん 入所者高齢化、地域連携で対応を

20100226-005 毎日新聞（県版）富山版

2010/02/26

藤野豊

「戦争とハンセン病」 「人権と平和を守る取り組みは一体化」 強制隔離政策に焦
点 富山国際大 藤野准教授が出版

20100226-006 VOGUE NIPPON

2010/02/26

シモネッタ

Change of Heart

20100227-001 産経新聞（東京）

2010/02/27

吉村作治、笹川陽平、 書評倶楽部 サイバー大学学長 吉村作治 不可能を可能に 世界のハンセン病と
アマルティア・ハンセン の闘い 笹川陽平著 制圧へ世界を回り続ける

奄美和光園、星
塚敬愛園

20100227-002 日本経済新聞（大阪）夕刊

2010/02/27

宮良正吉、冨田めぐみ 取材メモから ハンセン病で社会復帰 差別なお 医療・介護、厳しい実情

20100227-003 熊本日日新聞（熊本）夕刊

2010/02/27

二塚信

20100228-001 茨城新聞（水戸）

2010/02/28

20100228-002 茨城新聞（水戸）

2010/02/28

橋浦洋志、藤田三四
郎

茨城文芸 詩壇 橋浦洋志

20100228-003 茨城新聞（水戸）

2010/02/28

平沢保治、大沢吾侑

ハンセン病考えるツアー 元患者の平沢保治さん講演 参加40人 療養所訪問

20100228-004 熊本日日新聞（熊本）

2010/02/28

溝口製次、多恵子、斉 菊池恵楓園100年 第4部 共生への一歩 1 捜し当てた「あんちゃん」 上 「実名」
菊池恵楓園
藤勝、小泉純一郎
が取り戻したきずな

20100228-005 中日新聞（県版）三重版

2010/02/28

小川秀幸

TOPインタビュー 九州看護福祉大学長 二塚信さん（70） 高齢者の見守り策提言
県北の医療福祉支える
きょうの紙面から ハンセン病に理解

「しわ寄せの構図 今も変わらず」 ハンセン病回復者記録した作品上映 津・制作
者の講演も

多磨全生園

多磨全生園

