『 ハンセン病 』 記事データ
( 2010/05/01 - 2010/05/31 )
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媒体名

発売日

20100501-001 奈良日日新聞（奈良）

2010/05/01

20100501-002 西日本新聞（福岡）

2010/05/01

人名

内

容

療養所

5月は「赤十字運動月間」 命を救う、力を合わせよう。
迫田登紀子

福岡市 弁護士らの劇団「ひまわり一座」 あす憲法劇を上演

2010/05/02

山本隆久、中尾伸治

大島青松園、奄
美和光園、沖縄
愛楽園、松丘保
養園、多磨全生
園、栗生楽泉
園、駿河療養
壁を越えて ハンセン病基本法施行1年 上 隔離の島 見えぬ未来 高齢化 医療
所、宮古南静
維持に不安 「国は最後まで責任持つのか」 Newsプラス ハンセン病 厳しい偏
園、菊池恵楓
見、差別
園、星塚敬愛
園、神山復生病
院、待労院診療
所、邑久光明
園、東北新生
園、長島愛生園

しんぶん赤旗/日曜版（東
20100502-002
京）

2010/05/02

澤地久枝、中村哲、鳩
山首相、井上ひさし、 9条の力の証し 武力に頼らぬ国際貢献 中村医師・沖縄密約裁判のこと 作家 澤
小田実、西山太吉、オ 地久枝さん
バマ大統領

20100502-003 東奥日報（青森）

2010/05/02

太田順一、耕治人、鈴
読む ほん ページの余白 「父の日記」 太田順一さん 老いとは 静かに問う
木一誌、後藤正治

20100502-004 茨城新聞（水戸）

2010/05/02

藤田三四郎

20100502-005 長崎新聞（長崎）

2010/05/02

太田順一、耕治人、鈴
ページの余白 「父の日記」の太田順一さん 老いの根源的な孤独知る
木一誌、後藤正治

20100502-001 毎日新聞（大阪）

詩壇 武子和幸選 せせらぎの音 藤田三四郎（群馬県）

20100502-006 朝日新聞（県版）福岡版

2010/05/02

迫田登紀子、古閑敬
仁

20100503-001 毎日新聞（大阪）

2010/05/03

宮良正吉、宮良幾世、 壁を越えて ハンセン病基本法施行1年 中 大阪の回復者 語り部に ありのまま
長島愛生園
冨田めぐみ
生きる 娘から勇気 もう隠さぬ

20100503-002 岩手日報（盛岡）

2010/05/03

舟越保武、末盛千枝
子、ダミアン神父、M・
B・ゴフスタイン、シャー
ロット・ゾロトウ、舟越 くらし ひと 故舟越保武さん（盛岡出身）の長女・末盛さん 人生は美しい絵本と
道子、ルーマー・ゴッデ 芸術極めた父の影響 エッセー出版 本県での生活へ準備
ン、舟越桂、舟越直
木、松本竣介、まど・
みちお、皇后美智子

20100504-001 毎日新聞（大阪）

2010/05/04

清水美香、門田豪毅、 壁を越えて ハンセン病基本法施行1年 下 19歳 島の懸け橋に 家族と切り離さ
長島愛生園
谷川秋夫
れた歴史を知った 全盲の歌人に学んで

20100504-002 山陽新聞（岡山）

2010/05/04

山本勝敏

2010/05/04

邑久光明園、長
屋猛司、山本隆久、近
基本法施行1年余 邑久光明園、長島愛生園など 将来構想 行方見通せず 国の 島愛生園、大島
藤剛、神美知宏、中尾
動きに入所者いらだち ズーム ハンセン病問題基本法
青松園、多磨全
伸治
生園

20100504-004 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/04

菊池恵楓園、長
遠藤隆久、狩野紀彦、 8，9日にハンセン病市民学会 「隔離の島」に教訓学ぶ 岡山、香川の瀬戸内3園も 島愛生園、邑久
中修一、山本勝敏
会場
光明園、大島青
松園

20100505-001 西日本新聞（福岡）

2010/05/05

全国訴訟 原告の「勝利的和解」で終結 自立支援法が問われたこと 「障害者を守
麻生幸宏、久保井摂、
る」欠けた視点 応益負担が暮らしに悪影響 原告ら「無関心でいないで」 原告団・
中村博則
弁護団と国の基本合意要旨 13年までに廃止し新法

20100506-001 Medical Tribune（東京）

2010/05/06

後藤正道

国内開催学会案内 (5月)27-29 第83回日本ハンセン病学会

星塚敬愛園

20100507-001 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/07

光田健輔

社説 ハンセン病 市民学会の共生提言を期待

菊池恵楓園、邑
久光明園、大島
青松園

20100504-003 山陽新聞（岡山）

憲法と国際貢献とは 弁護士ら、きょう福岡で舞台

岡山と香川で市民学会総会 8日から

長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園

小川秀興

わたしを語る 道は自ら咫尺(しせき)に在り 熊本保健科学大学学長 小野友道 16
皮膚科医養成でタイ通い

20100507-002 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/07

20100507-003 毎日新聞（県版）岡山版

2010/05/07

20100507-004 毎日新聞（県版）岡山版

2010/05/07

加賀田一、園田直、片 自伝「いつの日にか帰らん」 ハンセン病回復者 加賀田一さんが出版 歴史や将
山善博
来像考える 「市民学会in瀬戸内」開催 あすから2日間

長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園

20100507-005 毎日新聞（県版）香川版

2010/05/07

森川重信

ジグザグかがわ 島に生きる 上 何も教えられず島へ 「大島青松園」入所者 森
川重信さん 病気を恨んだ戦争中 「長生きがよかったのか」 第6回ハンセン病市
民学会総会・交流集会in瀬戸内

大島青松園、邑
久光明園、長島
愛生園

20100507-006 毎日新聞（県版）愛媛版

2010/05/07

お知らせ 第6回ハンセン病市民学会総会・交流集会in瀬戸内

大島青松園、長
島愛生園、邑久
光明園

20100507-007 毎日新聞（大阪）夕刉

2010/05/07

デアシ・イルニワティ・ 療養所 愛で包み デーシーでしょ。あなたの声を忘れるわけないわ インドネシア
シナガ、スサンティ、中 看護助手 「ハンセン病知りたい」 Newsプラス 経済連携協定(EPA) 受け入れる
本佳子
病院少なく

20100508-001 山陽新聞（岡山）

2010/05/08

中尾伸治

20100508-002 中国新聞（広島）

2010/05/08

柳駿、牧野正直、菊池
日韓ハンセン病の歴史 柳駿医師の自伝 邦訳
義弘

20100508-003 四国新聞（高松）

2010/05/08

情報パック ハンセン病市民学会in瀬戸内

20100508-004 毎日新聞（県版）岡山版

2010/05/08

きょうの予定

20100508-005 毎日新聞（県版）香川版

2010/05/08

森川重信

ジグザグかがわ 島に生きる 下 「大島青松園」入所者 森川重信さん 犠牲胎児
大島青松園
供養「鎮魂の碑」 "我が子"への思い 今も 「国の力で殺された」

20100509-001 毎日新聞（大阪）

2010/05/09

加賀田一

「島で隔離」歴史検証 岡山でハンセン病市民学会

20100509-002 読売新聞（東京）

2010/05/09

坂本龍馬、秀吉

日曜の朝に 殉教に思いはせた長崎

20100509-003 日本経済新聞（大阪）

2010/05/09

池内謙次郎

窓

きょうの予定

長島愛生園、邑
久光明園、多磨
全生園

長島愛生園、邑
瀬戸内・黒井山交流館 長島愛生園展示会始まる 入所者の創作 生きた証し 写
久光明園、大島
真や陶芸67点 きょうハンセン病市民学会開幕
青松園
邑久光明園
大島青松園

長島愛生園

長島愛生園

20100509-004 しんぶん赤旗（東京）

2010/05/09

牧野正直、中尾伸治、
隔離のつらさ 風化させるな ハンセン病市民学会が総会
仁比そうへい

長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園、沖縄愛
楽園、宮古南静
園、菊池恵楓園

20100509-005 東奥日報（青森）

2010/05/09

池内謙次郎、神美知
宏

ハンセン病学会 岡山で交流集会 隔離の島の歴史 約千人が考える

長島愛生園

20100509-006 デーリー東北（八戸）

2010/05/09

池内謙次郎、神美知
宏

岡山でハンセン病市民学会が集会 隔離の島の歴史を語る

長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園

20100509-007 北日本新聞（富山）

2010/05/09

隔離の島の歴史語る

長島愛生園

20100509-008 信濃毎日新聞（長野）

2010/05/09

池内謙次郎、神美知
宏

ハンセン病市民学会 療養所入所者ら隔離の歴史語る 岡山で集会

長島愛生園

20100509-009 山陽新聞（岡山）

2010/05/09

加賀田一、金泰九、池
内謙次郎、山本英郎、 岡山でハンセン病市民学会 隔離の島 実態つぶさに 元患者 体験語る
神美知宏

長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園

20100509-010 山陽新聞（岡山）

2010/05/09

湯浅ももこ、渋谷尚
岡山でハンセン病市民学会 参加者の思い 入所者のつらさ再認識 問題意識共
子、神美知宏、牧野正
有が大事 活動 後世に引き継がねば
直

長島愛生園、邑
久光明園

20100509-011 四国新聞（高松）

2010/05/09

池内謙次郎

岡山でハンセン病市民学会交流集会 きょう大島で分科会

長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園

20100509-012 愛媛新聞（松山）

2010/05/09

池内謙次郎、神美知
宏

岡山 ハンセン病交流集会 差別の歴史 実体験語る

長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園

20100509-013 高知新聞（高知）

2010/05/09

池内謙次郎、神美知
宏

岡山 隔離の島の歴史語る ハンセン病市民学会が集会

長島愛生園

20100509-014 西日本新聞（福岡）

2010/05/09

神美知宏、内田博文

岡山市 地域と療養所 共生を ハンセン病市民学会開幕

長島愛生園

ハンセン病市民学会 岡山市で開幕 900人参加

菊池恵楓園、長
島愛生園、邑久
光明園、大島青
松園

20100509-015 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/09

加賀田一、神美知宏

2010/05/09

山本隆久、山本英郎、
大島青松園、邑
園田直、池内謙次郎、 中区でハンセン病市民学会 「開かれた療養所に」 入所者が隔離の歴史訴え 「人
久光明園、長島
神美知宏、三宅一志、 間回復の橋」テーマに対談も
愛生園
徳田靖之

20100509-017 毎日新聞（県版）香川版

2010/05/09

山本隆久、山本英郎、
大島青松園、邑
園田直、池内謙次郎、 岡山でハンセン病市民学会開幕 開かれた療養所に 名前に代わりに番号- 入所
久光明園、長島
神美知宏、三宅一志、 者ら 隔離のつらさ語る 「自ら闘うしか」入所者協議会 神・事務局長
愛生園
徳田靖之

20100509-018 朝日新聞（県版）岡山版

2010/05/09

加賀田一、金泰九、神
岡山でハンセン病市民学会 島の歴史 風化させぬ 偏見との闘い 語る
美知宏

長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園

20100509-019 読売新聞（県版）岡山版

2010/05/09

神美知宏

ハンセン病市民学会 国は療養所残して 差別と偏見 歴史語る

大島青松園

20100509-020 読売新聞（県版）島根版

2010/05/09

三宅一志、前田賢龍

ハンセン病 差別の歴史 益田で研修会 療養所実態を解説

大島青松園

ハンセン病市民学会総会・交流集会 入所者ら隔離の過去語る

長島愛生園、大
島青松園、邑久
光明園

20100509-016 毎日新聞（県版）岡山版

20100509-021 読売新聞（県版）香川版

2010/05/09

神美知宏

20100510-001 毎日新聞（大阪）

2010/05/10

20100510-002 北海道新聞（札幌）

2010/05/10

杉岡直人、藤本明

20100510-003 山陽新聞（岡山）

2010/05/10

ハンセン病市民学会 瀬戸内、高松の3療養所分科会 正しい知識 どう醸成 学校 長島愛生園、邑
中修一、冨田めぐみ、
や自治体対応 元患者らが証言 課題など問い掛け 長島愛生園 邑久光明園 大 久光明園、大島
上原忠行、森川重信
島青松園
青松園

20100510-004 山陽新聞（岡山）

2010/05/10

畑野研太郎、光田健
輔

20100510-005 岡山日日新聞（岡山）

2010/05/10

牧野正直、石井正弘、
武久顕也、加賀田一、 ハンセン病市民学会 重労働で「奴隷扱い」 入所者「長島事件」語る
金泰九、光田健輔

邑久光明園、長
島愛生園、大島
青松園

20100510-006 四国新聞（高松）

2010/05/10

上原忠行、森川重信

大島青松園、長
島愛生園

ハンセン病市民学会が閉幕
元患者から聞き取り 道ハンセン病検証会議

長島愛生園

ハンセン病市民学会最終日 療養所の生活体感 瀬戸内、高松3施設で分科会 証 長島愛生園、邑
言や現場巡り 偏見解消の拠点に 邑久光明園資料室開所 自作日用品を展示
久光明園、大島
取材メモ 隔離と解放 どう映る
青松園

大島で学会分科会 ハンセン病差別根絶へ協力誓う 入所者が隔離の実態説明

大島青松園、長
島愛生園、邑久
光明園

20100510-007 愛媛新聞（松山）

2010/05/10

磯野常二、本田久夫、
ハンセン病回復者 偏見の根深さ語る 高松で市民学会分科会
山本隆久

20100510-008 西日本新聞（福岡）

2010/05/10

山本隆久、神美知宏、
大島青松園、邑
ハンセン病基本法施行1年 行政鈍く 隔離被害 回復道険し 実情、歴史 進まぬ
冨田めぐみ、中修一、
久光明園、菊池
理解 調査と将来像提示が急務 「当事者も声 出そう」市民学会閉幕
狩野紀彦
恵楓園

20100510-009 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/10

遠藤隆久、狩野紀彦、
被害者回復へ自治体に要望 ハンセン病市民学会が閉幕
中修一

20100510-010 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/10

きょうの歴史 県内

邑久光明園、菊
池恵楓園
菊池恵楓園
長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園、星塚敬
愛園、菊池恵楓
園
大島青松園

20100510-011 毎日新聞（県版）岡山版

2010/05/10

瀬戸内 ハンセン病市民学会 2日目 「希望と現実は違う…」偏見語る参加者 隔
森元美代治、山口シメ
離政策の実態学ぶ 3療養所分科会 被害回復へ今後の課題議論 長島愛生園
子、中修一
邑久光明園

20100510-012 毎日新聞（県版）香川版

2010/05/10

上原忠行、森川重信、
ハンセン病市民学会 2日目 大島青松園で分科会
山本隆久、神谷誠人、
入所者 隔離された島の実態 220人学ぶ
荻野浩毅

20100510-013 読売新聞（県版）岡山版

2010/05/10

牧野正直、港敦子、和
ハンセン病問題啓発課題など話し合う 市民学会が閉会
泉真蔵

長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園

20100510-014 読売新聞（県版）香川版

2010/05/10

上原忠行、山本隆久、
ハンセン病市民学会 故郷への思い聞く 大島青松園などで分科会
出原栄、土屋和代

大島青松園

20100510-015 毎日新聞（大阪）夕刉

2010/05/10

長島愛生園、松
藤崎陸安、太田明、柴 岡山・ハンセン病療養所 「囲み」の中の青春 元球児 高校跡再訪 差別に負けず
丘保養園、菊池
田勲
遠征も
恵楓園

20100510-016 文藝春秋

2010/05/10

大森実、マッカーサー
夫人、皇太子（現・天 蓋棺録 ガイカンロク Obituaries
皇）、ライシャワー、

20100511-001 東京新聞（東京）

2010/05/11

加賀田一、光田健輔、
本音のコラム 深海魚のように 鎌田慧
明石海人、天皇

長島愛生園

20100511-002 北陸中日新聞（金沢）

2010/05/11

加賀田一、光田健輔、
本音のコラム 深海魚のように 鎌田慧
明石海人、天皇

長島愛生園

「偏見まだある…」体験語る

20100511-003 中国新聞（広島）

2010/05/11

キング牧師

地球人として生きる 水本敏子 下 海外活動 出会いが支え

20100511-004 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/11

島牧夫

新生面 2010.5.11

20100511-005 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/11

20100512-001 読売新聞（福岡）

2010/05/12

中村哲

20100512-002 公明新聞（東京）

2010/05/12

山口那津男、坂口力、
B型肝炎 早期和解へ要請 「公明は大事な局面で力発揮」 山口代表らに原告団
赤松正雄、久永信行

20100512-003 毎日新聞（県版）鳥取版

2010/05/12

加賀田一、園田直、片 「いつの日にか帰らん」-入所者たちの望郷の思い込め ハンセン病から回復 加賀
長島愛生園
山善博
田一さん自伝出版 療養所での74年間記す 過ち もう二度と

20100512-004 SAPIO

2010/05/12

笹川陽平

SIMULATION REPORT 世界謀略鉄道の旅 ビジネス 技術世界一でも国際市場
の9割が海外メーカー 首相がトップセールスしないから世界一の新幹線・リニアが
海外で売れない 日本財団会長 笹川陽平

20100513-001 宮古毎日新聞（宮古島）

2010/05/13

田村謙二

きょうから南静園でパネル展 看護の日にちなみ

20100513-002 毎日新聞（県版）岡山版

2010/05/13

横田廣太郎、森元美 現場発 ハンセン病市民学会から 過去と決別「共生」の未来を 「過ちを繰り返さな
長島愛生園、邑
代治、宇佐美治、神美 い」 参加者ら 問題と向き合う決意誓う 残された時間は少ない 市民学会を取材
久光明園
知宏、牧野正直
して 椋田佳代

20100513-003 毎日新聞（県版）香川版

2010/05/13

森川重信

20100514-001 常陽新聞（土浦）

2010/05/14

20100514-002 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/14

大川龍喜

20100514-003 毎日新聞（県版）山梨版

2010/05/14

水木亮、浅川巧、小川
「コメディ・オブ・イエスタディ」 県内の事件や人物に焦点当てた演劇 27年の活動
正子、高松宮妃喜久
に一区切り 創設者の水木亮さん 劇団の歴史本出版
子

20100514-004 毎日新聞（県版）徳島版

2010/05/14

十川勝幸

20100514-005 毎日新聞（県版）熊本版

2010/05/14

ハンナ・リデル、エダ・
ハンナ・ライト、寺本行 武者返し
義

長島愛生園

きょうの歴史 11日 県内
福岡・文化振興会 中村氏（ペシャワール会）招き来月8日に講演会

話

宮古南静園

大島青松園

土浦市 人権基本計画策定へ 教育、啓発の指針に
街かどクリップ 熊本市 菊池恵楓園入所者が盆栽展

遊山箱

菊池恵楓園

大島青松園

20100514-006 朝日新聞（大阪）夕刉

2010/05/14

越智氏、弁基上人、常
秘宝・秘仏への招待 平城遷都1300年 6 壷阪寺・三重塔 霊験 兵火にも耐え
盤勝憲

20100514-007 西日本新聞（福岡）夕刉

2010/05/14

日高将博

ハンセン病差別 中国もなお 広東省拠点に回復者支援 福智町出身の日高さん
「日本と交流を」

20100515-001 信濃毎日新聞（長野）

2010/05/15

鶴見俊輔

斜面

長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園

20100515-002 静岡新聞（静岡）

2010/05/15

小鹿美佐雄

ハンセン病の歴史学ぶ 富士常葉大の学生 駿河療養所を訪問

駿河療養所

20100515-003 山陽新聞（岡山）

2010/05/15

谷東茂輝、稲田幸広

大島青松園の調理師を逮捕 恐喝未遂容疑 高松北署

大島青松園

20100515-004 山陽新聞（岡山）

2010/05/15

林誠一郎

暴行容疑職員も

大島青松園

20100515-005 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/15

赤塚興一

各国の家族 心情つづる ハンセン病差別被害、親子関係の修復… 市民学会家
族部会など ブックレット刉行 4カ国語で

小鹿島病院

20100515-006 宮古毎日新聞（宮古島）

2010/05/15

田村謙二、宮國樹一、
平良妃果理、平良恵 ハンセン病の理解深める 南静園で看護体験 宮高生
美子

20100515-007 毎日新聞（県版）徳島版

2010/05/15

ハンセン病市民学会 高松・大島青松園で分科会 隔離政策の象徴 入所者が案
内、思い語る

大島青松園

20100515-008 毎日新聞（県版）香川版

2010/05/15

ハンセン病市民学会 高松・大島青松園で分科会 隔離政策の象徴 入所者が案
内、思い語る

大島青松園

20100515-009 毎日新聞（県版）香川版

2010/05/15

谷東茂輝、林誠一郎、
「青松園」職員2人逮捕 恐喝未遂と暴行容疑
稲田幸広

20100515-010 毎日新聞（県版）熊本版

2010/05/15

ニュース裏おもて ハンセン病患者専用刑務所 人権啓発の施設に活用を 菊池恵
坂本克明、藤本松夫、
楓園 入所者ら署名呼びかけ 教戒師・坂本さんに聞く 「当時、国が何をしていた 菊池恵楓園
志村康、徳田靖之
か」来月13日講演会

20100515-011 読売新聞（県版）香川版

2010/05/15

谷東茂輝、林誠一郎

20100516-001 南海日日新聞（奄美）

2010/05/16

酒本喜與志、中島章、 奄美和光園 「ふれあい和光塾」開講 ハンセン病への理解を ファミリー23組が野
奄美和光園
奥和彦、奥朊子
菜作り、入所者と交流

大島青松園職員逮捕相次ぐ 恐喝未遂や暴行容疑

宮古南静園

大島青松園

大島青松園

20100517-001 週刉医学界新聞（東京）

2010/05/17

Mary Dobson、小林
MEDICAL LIBRARY 書評・新刉案内 Disease 人類を襲った30の病気 Mary
力、ペッテンユファー、
Dobson 著 小林力 訳 評者 茨木保 医学の進歩につきまとう「闇」を見つめ直し
ゴールドバーガー、ハ
て
ンセン、タスキギー

20100517-002 週刉ポスト

2010/05/17

ニュースを見に行く! 現場の磁力 山藤章一郎と本誌取材班 第180回 北千住〈詰
めこみ〉〈ゆとり〉から〈脱ゆとり〉へ 「尾崎豊の時代」を超え小学生はいま何を学ん
でいるか

20100518-001 山陽新聞（岡山）

2010/05/18

平松正臣、南智

20100518-002 岡山日日新聞（岡山）

2010/05/18

平松正臣、南智、則安
ハンセン病 偏見解消へ 岡山で対策協 療養所入所者らも参加
俊昭

長島愛生園、邑
久光明園

20100518-003 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/18

神美知宏、中修一、冨 アングル'10 ハンセン病市民学会 被害回復へ討議 社会の支援不可欠に 療養
田めぐみ、遠藤隆久 所の将来構想 足踏み-当事者責任「行政は理解して」

菊池恵楓園、長
島愛生園、邑久
光明園、大島青
松園

20100519-001 東京新聞（東京）

2010/05/19

日高将博

福岡出身・日高さん、回復者の村へ ハンセン病差別、中国なお NGO活動「共に生
活」

20100519-002 東奥日報（青森）

2010/05/19

菊地正實、中條資俊

証言でつづる松丘保養園 4 暗黒時代（1）/まるで囚人扱い 生きる自由奪った通
用券

20100519-003 上毛新聞（前橋）

2010/05/19

柿沼正明、桑原功、佐
田玄一郎、小渕優子、 楽泉園に温泉療養施設設置を 県関係国会議員群大に要請へ
藤田三四郎

20100519-004 愛媛新聞（松山）

2010/05/19

20100519-005 毎日新聞（県版）岡山版

2010/05/19

20100520-001 読売新聞（東京）

2010/05/20

20100520-002 読売新聞（大阪）

2010/05/20

藤野豊

ハンセン病元患者 遺族が国に賠償請求 「ともに差別受けた」

20100520-003 東奥日報（青森）

2010/05/20

菊地正實、斎藤伊佐
美、工藤三郎、内田
守、戸井田吉之助

証言でつづる松丘保養園 5 暗黒時代（2）/らい刈り 有無を言わせず強制収容

差別解消へ啓発 10年度計画決める 県ハンセン病対策協

取材最前線 歳月の重み 高松支社 一宮弘美
山本秀樹

長島愛生園、邑
久光明園

松丘保養園、北
部保養院
栗生楽泉園

大島青松園

学問のススメ 住民主体の健康づくりを 岡山大大学院 国際保健学の山本准教授
途上国で医療支援や啓発 栄養知識広め、衛生環境を改善
ハンセン病政策 家族が国賠提訴 「隔離で苦痛受けた」

松丘保養園

20100520-004 東奥日報（青森）

2010/05/20

ハンセン病の隔離「家族も差別被害」 鳥取の遺族提訴

20100520-005 河北新報（仙台）

2010/05/20

ハンセン病隔離政策 元患者家族が賠償求め提訴 鳥取地裁

20100520-006 日本海新聞（鳥取）

2010/05/20

20100520-007 山陽新聞（岡山）

2010/05/20

鳥取地裁 ハンセン病元患者遺族 家族も差別被害と提訴

20100520-008 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/20

ハンセン病 隔離「家族も差別被害」 国と鳥取県を提訴

20100520-009 沖縄タイムス（那覇）

2010/05/20

鳩山由紀夫、下地幹
郎、玉城デニー、島尻 県選出国会議員 移設撤回を求め来県前に会談へ
安伊子、

20100520-010 琉球新報（那覇）

2010/05/20

鳩山由紀夫、玉城デ
ニー、瑞慶覧長敏、照
屋寛徳、赤嶺政賢、喜 県選出議員ら首相と面談へ 来県前、県内断念求め
納昌吉、山内徳信、糸
数慶子

20100520-011 朝日新聞（県版）鳥取版

2010/05/20

20100521-001 静岡新聞（静岡）

2010/05/21

20100521-002 山陰中央新報（松江）

神谷誠人

鳥取地裁 「本人、家族 差別被害」 ハンセン病遺族が国、県提訴

ハンセン病患者遺族が国を提訴 「差別で精神的苦痛」
ハンセン病問題 理解へ講演会 あす静岡

駿河療養所

2010/05/21

ハンセン病隔離政策で犠牲 生き証人の証言集発行 偏見や差別に苦しんだ思い
県出身9人が手記 県、関係者に配布

長島愛生園、栗
生楽泉園

20100521-003 山陽新聞（岡山）

2010/05/21

ハンセン病療養体制充実、参院も決議へ

20100521-004 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/21

ハンセン病 療養体制充実 参院も決議へ

20100521-005 建設通信新聞（東京）

2010/05/21

小鹿美佐雄

厚労省の発注見通し WTO対象1件 菊池恵楓園第三C

菊池恵楓園、多
磨全生園、宮古
南静園、駿河療
養所、長島愛生
園、邑久光明
園、星塚敬愛園

20100521-006 Japan Medicine（東京）

2010/05/21

医療界の動き ニュースフラッシュ from MEDIFAX 5月21日(金)～23日(日)の予定
5月21日(金)

20100521-007 日刉建設産業新聞（東京）

2010/05/21

厚労省 10年度発注見通し WTO対象は1件 菊池恵楓園第三センター整備など

20100521-008 日本経済新聞（東京）夕刉

2010/05/21

ハンセン病療養巡り決議

20100521-009 産経新聞（大阪）夕刉

2010/05/21

ハンセン病ケア 充実決議を採択

20100521-010 東京新聞（東京）夕刉

2010/05/21

療養体制充実を要求

20100522-001 毎日新聞（東京）

2010/05/22

ハンセン病対策充実を

20100522-002 しんぶん赤旗（東京）

2010/05/22

国立ハンセン病療養所 療養体制充実求め決議 参院本会議で全会一致

20100522-003 しんぶん赤旗（東京）

2010/05/22

20100522-004 山陽新聞（岡山）

2010/05/22

20100522-005 中国新聞（広島）

2010/05/22

森元美代治、横田広
ハンセン病 青春の影と光 邑久高新良田教室の卒業生ら証言 「生徒である前に
太郎、宮良正吉、延和
長島愛生園
患者として扱われた」 帰省の名目で自主「修学旅行」
聡

20100522-006 毎日新聞（東京）夕刉

2010/05/22

天皇陛下、皇后陛下

両陛下、植樹祭に

20100522-007 静岡新聞（静岡）夕刉

2010/05/22

天皇陛下、皇后陛下

両陛下、植樹祭出席へ

20100523-001 千葉日報（千葉）

2010/05/23

天皇陛下、皇后陛下

両陛下が障害者施設激励 植樹祭で神奈川入り

20100523-002 神奈川新聞（横浜）

2010/05/23

天皇陛下、皇后陛下

植樹祭出席などで県内入り 両陛下が福祉施設訪問

20100523-003 静岡新聞（静岡）

2010/05/23

神田均、小鹿美佐雄

「早期治療で治る」 ハンセン病理解へ講演 静岡

20100523-004 静岡新聞（静岡）

2010/05/23

天皇陛下、皇后陛下

両陛下神奈川入り 障害者施設を激励

谺雄二、仁比そうへい 参院本会議 ハンセン病療養所決議傍聴の谺さん 「人権のふるさとに」

駿河療養所、多
磨全生園、菊池
恵楓園

栗生楽泉園

ハンセン病療養体制充実へ決議

駿河療養所、神
山復生病院

駿河療養所

高橋伸行、新盛英世、
アートの島々 舞台は今 瀬戸内国際芸術祭を前に 7 大島 生きた証しを伝える 大島青松園
山本隆久

20100523-005 四国新聞（高松）

2010/05/23

20100523-006 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/23

20100523-007 日本農業新聞（東京）

2010/05/23

天皇陛下、皇后陛下

20100524-001 静岡新聞（静岡）

2010/05/24

テストウィド、明治天
皇、昭憲皇太后、大正
天皇、貞明皇后、昭和
天皇、岩下壮一、堀清
子、井深八重、皇太子 皇室と静岡 小田部雄次 17 神山復生病院 ハンセン病患者との交流
妃美智子、秩父宮妃
勢津子、高松宮宣仁
親王、三笠宮寛仁親
王

20100524-002 日本海新聞（鳥取）

2010/05/24

山陰社会 週間ダイジェスト(5月16日―22日) ハンセン病遺族が国、県提訴

20100524-003 建通新聞東京（東京）

2010/05/24

厚労省国立ハンセン病療養所 多磨全生園は5件3四半期

きょうの歴史 23日 県内
植樹祭出席へ 神奈川県入り

神山復生病院

多磨全生園
神山復生病院、
駿河療養所、長
島愛生園、邑久
光明園

20100524-004 毎日新聞（東京）夕刉

2010/05/24

天皇陛下、皇后陛下、
皇室ゆかり 最古のハンセン病施設 両陛下希望で訪問 日本のマザー・テレサ
貞明皇后、井深八重、
井深さん91歳まで勤め
秩父宮妃勢津子

20100524-005 静岡新聞（静岡）夕刉

2010/05/24

天皇陛下、皇后陛下

両陛下、箱根の植物園を視察

駿河療養所、神
山復生病院

20100525-001 毎日新聞（東京）

2010/05/25

天皇陛下、皇后陛下

両陛下、新幹線で帰京

駿河療養所、神
山復生病院

20100525-002 朝日新聞（東京）

2010/05/25

天皇陛下、皇后陛下

両陛下、療養所を訪問

駿河療養所、神
山復生病院

20100525-003 読売新聞（東京）

2010/05/25

天皇陛下、皇后陛下

両陛下がハンセン病施設訪問

駿河療養所、神
山復生病院

20100525-004 日本経済新聞（東京）

2010/05/25

天皇陛下、皇后陛下

ハンセン病療養所を訪問

駿河療養所、神
山復生病院

20100525-005 産経新聞（東京）

2010/05/25

天皇陛下、皇后陛下

両陛下、ハンセン病施設ご訪問

駿河療養所、神
山復生病院

20100525-006 産経新聞（東京）

2010/05/25

天皇陛下、皇后陛下

天皇、皇后両陛下ご動静 24日月曜

駿河療養所、神
山復生病院

20100525-007 東京新聞（東京）

2010/05/25

天皇陛下、皇后陛下

ハンセン病施設訪問

駿河療養所、神
山復生病院

20100525-008 しんぶん赤旗（東京）

2010/05/25

谷口三枝子、鳩山由
紀夫

記者ノート 社会部 菅野尚夫 薬害エイズ・肝炎 国の犯罪に立ち向かう 被害者
と歩み続けた27年

20100525-009 しんぶん赤旗（東京）

2010/05/25

20100525-010 東奥日報（青森）

2010/05/25

20100525-011 山形新聞（山形）

読者の広場 隔離のつらさ風化させるな

長島愛生園

菊地正實、中條資俊

証言でつづる松丘保養園 6 暗黒時代（3）/故郷での差別 家を追われ野宿の
日々

松丘保養園

2010/05/25

天皇陛下、皇后陛下

ハンセン病2施設 両陛下相次ぎ訪問

駿河療養所、神
山復生病院

20100525-012 神奈川新聞（横浜）

2010/05/25

天皇陛下、皇后陛下

両陛下、草花楽しむ 箱根湿生花園を視察

駿河療養所、神
山復生病院

20100525-013 静岡新聞（静岡）

2010/05/25

天皇陛下、皇后陛下、
両陛下が御殿場訪問 ハンセン病元患者らと懇談
小鹿美佐雄

20100525-014 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/25

小泉首相

きょうの歴史 25日 県内

20100525-015 毎日新聞（県版）静岡版

2010/05/25

天皇陛下、皇后陛下

ハンセン病患者生活施設を視察 両陛下が御殿場で

20100525-016 読売新聞（県版）静岡版

2010/05/25

天皇陛下、皇后陛下、
ハンセン病療養施設 両陛下が2か所訪問
前田光美

駿河療養所、神
山復生病院

20100525-017 SANKEI EXPRESS（東京）

2010/05/25

天皇陛下、皇后陛下

両陛下、ハンセン病施設ご訪問

駿河療養所、神
山復生病院

20100525-018 信濃毎日新聞（長野）夕刉

2010/05/25

丸山多嘉男

地元局から 「隔離の果てに」 SBCあす ハンセン病元患者のメッセージ

栗生楽泉園

駿河療養所、神
山復生病院

駿河療養所、神
山復生病院

特集 日本の政治 日本の政治家はもっと勉強を―「二宮金次郎や渋沢栄一など先
人の精神を学び直し、そのたすきを次の世代に伝えるとき」 日本財団会長 笹川陽
平

20100525-019 財界

2010/05/25

二宮金次郎、渋沢栄
一、笹川陽平

20100526-001 毎日新聞（東京）

2010/05/26

宮里光雄、神美知宏、
ハンセン病 全療協新会長に神事務局長就任
藤崎陸安

20100526-002 東奥日報（青森）

2010/05/26

菊地正實、中條資俊

証言でつづる松丘保養園 7 暗黒時代（4）/看護業務 おぞましい光景にぼう然

20100526-003 信濃毎日新聞（長野）

2010/05/26

丸山多嘉男

特集 SBCスペシャル「隔離の果てに～ハンセン病元患者 最後のメッセージ～」

20100526-004 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/26

松田アデラ、宮崎マリ 熊本都市圏 支え合う 学ぶ な・か・ま 熊本フィリピン人会（松田アデラ会長） 地
菊池恵楓園
サ
域交流、出身者の相談も

20100526-005 Japan Medicine（東京）

2010/05/26

20100527-001 東奥日報（青森）

2010/05/27

菊地正實、中條資俊

20100527-002 南日本新聞（鹿児島）

2010/05/27

上野正子、石田忠彦、 第36回南日本出版文化賞 選考経過 「人間回復の瞬間」 伝わる言葉の重み 選
田村省三、鮫島吉廣 評 石田忠彦氏、田村省三氏、鮫島吉廣氏

20100527-003 女性セブン

2010/05/27

天皇陛下、皇后陛下、
氷川きよし、マザー・テ
レサ、井深八重、ナイ
駿河療養所、神
チンゲール、アルマエ
山復生病院、奄
ル・ハンセン、長妻昭、
祈りの42年 皇后美智子さま 75 ハンセン病元患者が涙した慈愛の手 全国に15 美和光園、沖縄
聖武天皇、光明皇后、
ある療養所を訪ね続けられる思い―
愛楽園、栗生楽
昭憲皇太后、貞明皇
泉園、長島愛生
后、高橋紘、香淳皇
園、多磨全生園
后、神谷美恵子、藤田
三四郎、谷川秋夫、明
治天皇、大正天皇

20100528-001 津山朝日新聞（津山）

2010/05/28

島田等

土曜日のみもの 埋もれた証言 ～長島そしてベルゲンから見えた真実～ 29日山
長島愛生園
陽 後3:00

20100528-002 宮古毎日新聞（宮古島）

2010/05/28

亀浜

ハンセン病と人権市民ネットワーク宮古定期総会

20100528-003 Japan Medicine（東京）

2010/05/28

天皇陛下、皇后陛下

両陛下、ハンセン病施設に 御殿場で慰問、帰京

松丘保養園

医療界の動き ニュースフラッシュ from MEDIFAX 5月26日(水)、27日(木)の予定
証言でつづる松丘保養園 8 暗黒時代（5）/戦争の記憶 物資が枯渇 募る不安

松丘保養園

駿河療養所、神
山復生病院

20100529-001 毎日新聞（大阪）

2010/05/29

20100529-002 山陽新聞（岡山）

2010/05/29

20100529-003 西日本新聞（福岡）

2010/05/29

20100529-004 リビング福岡中央

高橋修、藤田千代子、
ペシャワール会 現地活動報告 きょう、大阪・旭区
中村哲、加藤
証言・八十年目の真実～長島そしてノルウェー～

長島愛生園

後藤正道

鹿児島市でハンセン病学会

星塚敬愛園

2010/05/29

中村哲

今週の注目イベント 「アフガンに命の水を…中村哲氏講演会」

20100530-001 産経新聞（大阪）

2010/05/30

鈴木幸一、鵜殿俊史、
国立感染症研究所 ハンセン病 長期潜伏 チンパンジーで実証
石井則久

20100530-002 東奥日報（青森）

2010/05/30

石川勝夫、原田一紀

松丘保養園（青森） 自治会が構想案 園内施設 地域に開放 高齢者ら受け入れ
松丘保養園
も

20100530-003 東奥日報（青森）

2010/05/30

鈴木幸一、鵜殿俊史

国立感染症研究所 ハンセン病 長い潜伏期 チンパンジーで実証

20100530-004 デーリー東北（八戸）

2010/05/30

鈴木幸一、鵜殿俊史

ハンセン病は長い潜伏期 チンパンジーが実証

20100530-005 山形新聞（山形）

2010/05/30

鈴木幸一、鵜殿俊史

国立研 ハンセン病 長い潜伏期後、発症 チンパンジー実証

20100530-006 千葉日報（千葉）

2010/05/30

太田順一、耕治人、鈴
ページの余白 「父の日記」の太田順一さん 老いの根源的孤独知る
木一誌、後藤正治

20100530-007 山陽新聞（岡山）

2010/05/30

鈴木幸一、鵜殿俊史

20100530-008 山陽新聞（岡山）

2010/05/30

田島征三、小室等、高
アートの海 冒険100日間 大島 高松市 悲しみや喜び表現 高橋さん
橋伸行、山本隆久

20100530-009 西日本新聞（福岡）

2010/05/30

鈴木幸一、鵜殿俊史、 チンパンジー 余生でも医学に貢献 肝炎研究を引退 熊本の「ハルナ」 ハンセン
石井則久
病の長期潜伏 実証

20100530-010 熊本日日新聞（熊本）

2010/05/30

鈴木幸一、鵜殿俊史、 ハンセン病に長い潜伏期 国立感染症研究所グループ発表 宇城市のチンパン
石井則久
ジー実証 乳幼児期感染、30年後発症

20100530-011 南日本新聞（鹿児島）

2010/05/30

鈴木幸一、鵜殿俊史、
ハンセン病 長い潜伏期 チンパンジー実証 鹿児島市の学会で発表
石井則久

20100530-012 南日本新聞（鹿児島）

2010/05/30

後藤正道、今村久雄

ハンセン病 感染後に長期潜伏 国立研究センター チンパンジーで確認

ハンセン病に正しい理解を 鹿児島市で市民講座

大島青松園

星塚敬愛園

20100530-013 南海日日新聞（奄美）

2010/05/30

後藤正道、米澤傑

鹿児島市・公開講座 ハンセン病へ理解を 療養所存続で課題指摘

20100530-014 沖縄タイムス（那覇）

2010/05/30

大城貞俊、神谷武史、
幸喜良秀、小嶺和佳
子、真久田巧、新垣
現代劇「椎の川～じんじん」来月19日から公演 「家族愛」見つめ直す 「生きる尊
沖縄愛楽園、宮
雄、大田守邦、宇座仁 さ」描いた 揺るがぬ絆伝えたい 愛情揺り動かす力に 「母の苦しみ」感じて 本番
古南静園
一、座喜味米子、佐辺 まで 日々進化 若手、初体験に刺激
良和、當間奏瑠、比嘉
克之

20100530-015 宮古毎日新聞（宮古島）

2010/05/30

並里まさ子、知念正勝 活動計画に人権啓発など 市民ネットワークが総会

20100530-016 読売新聞（県版）多摩版

2010/05/30

神美知宏、ハンセン
氏、成田稔

20100531-001 大分合同新聞（大分）

2010/05/31

20100531-002 日本経済新聞（東京）夕刉

2010/05/31

宮古南静園

大島青松園、栗
全療協会長に1日就任 神美知宏さん ハンセン病療養所 存続望む 法的な裏付 生楽泉園、駿河
け必要 なお残る差別・偏見一掃を 「成田提案」全生園に保育所など誘致
療養所、多磨全
生園
私の紙面批評 いまだ深刻ハンセン病問題 弁護士 徳田靖之

鈴木幸一、鵜殿俊史

星塚敬愛園

国立感染研 ハンセン病 長い潜伏期 チンパンジーで実証

奄美和光園

