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I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20090501-001 西日本新聞（福岡） 2009/05/01 中山弥弘
国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年　幸多かれと　入所者の日々　4　聴く　あ
の人の声　今も心に

菊池恵楓園

20090501-002 熊本日日新聞（熊本） 2009/05/01
大溝哲哉、生野徳正、
太田明、河岸渉

菊池恵楓園100年　第1部「終の棲家」の行方　1　ニコニコドー閉店　暮らし支えた"
拠点"縮小

菊池恵楓園

20090502-001 朝日新聞（東京） 2009/05/02
天野秋一、柴田隆行、
佐藤京子

森に聴く　ハンセン病の歴史　入所者が思い込めた木々巡る　全生園であす 多磨全生園

20090502-002 東京新聞（東京） 2009/05/02 小川秀幸
この人　坂田記念ジャーナリズム賞を受賞の三重テレビディレクター　小川秀幸さん
弱者排除の構図は今にも通じる

20090502-003 西日本新聞（福岡） 2009/05/02 太田国男
国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年　幸多かれと　入所者の日々　5　問う
内なる壁を越えるため

菊池恵楓園

20090502-004 熊本日日新聞（熊本） 2009/05/02
長洲次郎、工藤昌敏、
荒木正、

菊池恵楓園100年　第1部「終の棲家」の行方　2　"入所者立"療養所　環境整備、命
がけの闘い

菊地恵楓園

20090503-001 朝日新聞（東京） 2009/05/03 黒尾和久 ひと　国立ハンセン病資料館の初代学芸課長　黒尾和久さん（47）

20090503-002 朝日新聞（大阪） 2009/05/03 宮良正吉 ひと　関西に住むハンセン病回復者の仲間を支える　宮良正吉さん（63）

20090503-003 西日本新聞（福岡） 2009/05/03 桧垣トキエ
国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年　幸多かれと　入所者の日々　6　贈る
「宝一杯の喜び」添えて

菊池恵楓園

20090503-004 西日本新聞（福岡） 2009/05/03 徳田靖之、松下
ハンセン病隔離の歴史検証　鹿屋で「市民学会」　第5回総会　9日に開幕　基本法
の施行受け

菊池恵楓園、星
塚敬愛園

20090503-005 熊本日日新聞（熊本） 2009/05/03
杉野桂子、杉野芳武、
太田明

菊池恵楓園100年　第1部「終の棲家」の行方　3　「だれが看取る」　親族との関係も
絶えて…

菊池恵楓園

20090504-001 西日本新聞（福岡） 2009/05/04 田中照幸、田中幸子
国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年　幸多かれと　入所者の日々　7　歩む
支え合ってこれからも　終

菊池恵楓園



20090504-002 熊本日日新聞（熊本） 2009/05/04
入江信、入江章子、井
芹和憲、井芹和幸、井
芹康貴

菊池恵楓園100年　第1部「終の棲家」の行方　4　とんぼの里　継続難しい園外との
交流

菊池恵楓園

20090505-001 熊本日日新聞（熊本） 2009/05/05 志村康
菊池恵楓園100年　第1部「終の棲家」の行方　5　地域開放　入所者に不安と期待
交錯

菊池恵楓園

20090505-002 熊本日日新聞（熊本） 2009/05/05 ハンセン病市民学会　隔離の歴史と「共生」考える　9、10日　鹿児島で総会
星塚敬愛園、菊
池恵楓園

20090506-001 熊本日日新聞（熊本） 2009/05/06
大住清昭、白井哲哉、
稲田京子、寺井瑞江、
遠藤隆久

菊池恵楓園100年　第1部「終の棲家」の行方　6　ボランティアガイド　理解広め「共
生」の道へ　第1部終わり

菊池恵楓園

20090509-001 南日本新聞（鹿児島） 2009/05/09 上野正子 南風録 星塚敬愛園

20090509-002 沖縄タイムス（那覇） 2009/05/09 金城雅春 愛楽園　将来構想を国に提出　施設整備など要請 沖縄愛楽園

20090510-001 西日本新聞（福岡） 2009/05/10 徳田靖之、阿部智子 鹿屋でハンセン病市民学会開幕　「隔離から共生社会へ」　入所者や弁護士訴え
菊池恵楓園、星
塚敬愛園

20090510-002 熊本日日新聞（熊本） 2009/05/10 徳田靖之、阿部智子
菊池恵楓園100年　共生へ　隔離の歴史検証　ハンセン病市民学会　鹿屋市で総会
始まる　きょうまで

菊池恵楓園、星
塚敬愛園

20090510-003 南日本新聞（鹿児島） 2009/05/10
岩川洋一郎、宇佐美
治、阿部智子、徳田靖
之

鹿屋　鹿県初ハンセン病市民学会　隔離の歴史越え共生へ　「若い人たち真実知っ
て」

星塚敬愛園、長
島愛生園、菊池
恵楓園

20090511-001 西日本新聞（福岡） 2009/05/11
玉城しげ、徳田靖之、
牧野正直

焦点　FOCUS　真の理解　共生への一歩　ハンセン病市民学会　閉幕　新型インフ
ル騒ぎに類似点　「隔離の教訓　生かせ」

星塚敬愛園、邑
久光明園

20090511-002 熊本日日新聞（熊本） 2009/05/11
牧野正直、和泉眞蔵、
新開哲士

菊池恵楓園100年　ハンセン病市民学会閉幕　行政の啓発なお課題

星塚敬愛園、菊
池恵楓園、長島
愛生園、邑久光
明園

20090511-003 南日本新聞（鹿児島） 2009/05/11
竹牟禮巳良、林力、新
開哲士

鹿屋　療養所の将来、不安訴え　ハンセン病市民学会　高齢化進む入所者ら 星塚敬愛園

20090511-004 朝日新聞（東京）夕刊 2009/05/11 上野正子 ハンセン病訴訟元原告・上野さん　「正子」きょう誕生日　記録・思いつづり出版 星塚敬愛園

20090513-001 毎日新聞（東京） 2009/05/13
舛添要一、多田羅浩
三

中間報告　患者の権利　提言提出　厚労相、基本法前向き



20090513-002 朝日新聞（東京） 2009/05/13
多田羅浩三、舛添厚
労相

ハンセン病問題検討会　患者の権利保護「基本法を」　厚労相に提言

20090513-003 日本経済新聞（東京） 2009/05/13
多田羅浩三、舛添要
一

「医療の基本法」制定など求める　患者の権利擁護で検討委

20090514-001 北海道新聞（札幌） 2009/05/14 平中忠信 札幌市教委　ハンセン病体験談集　中高図書室の蔵書に

20090514-002 琉球新報（那覇） 2009/05/14
松川英世、宮里光雄、
亀浜玲子

宮古南静園　「回復者」と明かせず　ハンセン病退所者調査　「親せき・友人に」7割 宮古南静園

20090515-001 沖縄タイムス（那覇） 2009/05/15
知念正勝、宮里光雄、
金城雅春、高嶺善伸

南静園意向調査　退所者7割再入所希望　偏見の傷　なお癒えず　ハンセン病人権
ネット「国の施策必要」　入院制度確立や職員確保を要請　南静園・愛楽園自治会

宮古南静園、沖
縄愛楽園

20090515-002 東京新聞（東京）夕刊 2009/05/15 小林茂 新作ウォッチ　大谷弘路　「チョコラ!」

20090516-001 北海道新聞（札幌） 2009/05/16
森元美代治、井筒深
咲、井筒深紅

ハンセン病の悲劇　後世に　差別した側も傷　元患者の森元さん講演　札幌・藤学
園

20090516-002 北海道新聞（札幌） 2009/05/16 平中忠信
ハンセン病の悲劇　後世に　体験談集を副教材に　札幌市教委に支援団体代表
教育推進求める

20090516-003 山陽新聞（岡山） 2009/05/16
藤岡洋、鮎京真知子、
高瀬重二郎

ハンセン病・瀬戸内2療養所施設　復元、補修の是非検討　厚労省部会　監視室な
ど調査

長島愛生園、邑
久光明園、栗生
楽泉園

20090517-001 河北新報（仙台） 2009/05/17 河北春秋

20090517-002 琉球新報（那覇） 2009/05/17 社説　ハンセン病施設　国は「構想」実現に責任を
沖縄愛楽園、宮
古南静園

20090518-001 奈良新聞（奈良） 2009/05/18 梶川虔二 奈良　元患者の力作ずらり　架け橋美術展　ハンセン病啓発
長島愛生園、邑
久光明園

20090519-001 朝日新聞（東京）夕刊 2009/05/19 宮島勝子 DAYS　73歳　看護師1年生　東京・宮島さん　夢抱き50年

20090520-001 熊本日日新聞（熊本） 2009/05/20
山口トキ、宇佐美治、
市川誠一、青木美憲、
阿部智子

菊池恵楓園100年　新型インフル　過剰反応に警鐘　ハンセン病市民学会　感染の
疑い"犯人"扱い/医療機関の診療拒否

菊池恵楓園、星
塚敬愛園、長島
愛生園、邑久光
明園

20090521-001 毎日新聞（東京） 2009/05/21 志田彊
東京見聞録　森と刻まれた歴史　後世に　多磨全生園100周年　入所者と史跡めぐ
り　自治会パンフ17カ所紹介

多磨全生園



20090522-001 西日本新聞（福岡） 2009/05/22 浦田秀徳 新型インフル対応　「差別や偏見生む可能性」　HIV訴訟原告団

20090525-001 徳島新聞（徳島） 2009/05/25 松浦篤男
元ハンセン病患者　松浦さん（神山出身）　半生つづった自伝出版　苦悩　絶望　そ
して感謝　「時代変化　幸せ」とも

大島青松園

20090525-002 西日本新聞（福岡） 2009/05/25 酒本喜與志
最前線2009　奄美発　ハンセン病基本法施行　「地域と共生」進むか　療養所開放、
先進地も模索

奄美和光園、菊
池恵楓園

20090525-003 熊本日日新聞（熊本） 2009/05/25 井芹和幸、遠藤隆久 ハンセン病市民学会が年報　療養所と地域「共生」を探る

20090528-001 毎日新聞（東京） 2009/05/28 池田栄一、江刺正嘉 記者と学校交流　ハンセン病をテーマに講演　社会部・江刺記者

20090529-001 北日本新聞（富山） 2009/05/29 小泉純一郎 社説　原爆症認定基準　救済拡大へ大幅見直しを

20090529-002 西日本新聞（福岡） 2009/05/29 古川和子 現場から　ハンセン病療養所にて　同じ過ち犯さぬために 菊池恵楓園

20090529-003 建設通信新聞（東京） 2009/05/29 厚労省の発注見通し　WTO一般3件　高度医療、ハンセン病療養所 菊池恵楓園

20090530-001 福島民友（福島） 2009/05/30 小泉純一郎 社説　原爆症訴訟　認定基準改め救済拡大図れ

20090530-002 熊本日日新聞（熊本） 2009/05/30 工藤昌敏 菊池恵楓園100年　社会交流会館　拡充を　「考える会」国に要望へ 菊池恵楓園

20090530-003 東奥日報（青森）夕刊 2009/05/30
寛仁親王殿下、福西
征子、石川勝夫

青森・松丘保養園　冬季の移動悩み解消　新居住棟落成祝う 松丘保養園

20090531-001 朝日新聞（東京） 2009/05/31 上野正子 天声人語

20090531-002 河北新報（仙台） 2009/05/31
三笠宮寛仁、三村申
吾、石川勝夫

ハンセン病療養所　新居住棟の完成を祝う　青森 松丘保養園


