
 『 ハンセン病 』　記事データ 　 　
 ( 2010/04/01 - 2010/04/30 )

 
 

I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20100401-001 デーリー東北（八戸） 2010/04/01 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

20100401-002 山陽新聞（岡山） 2010/04/01
八重樫信之、宇佐美
治、小川房子

ハンセン病理解を訴え　岡山で写真展
長島愛生園、大
島青松園

20100401-003 熊本日日新聞（熊本） 2010/04/01 倉岡巧 南小国町　町連合婦人会がハンセン病問題学習会

20100402-001 朝日新聞（県版）岡山版 2010/04/02
八重樫信之、山本勝
敏

ハンセン病　写真で伝承　元患者20人、被写体に 長島愛生園

20100402-002 読売新聞（県版）奈良版 2010/04/02
聖徳太子、忍性上人、
喜多信子

忍性上人骨蔵器　額安寺一般公開　大和郡山、ほか10点も

20100403-001 東京新聞（東京） 2010/04/03
話題の発掘　ニュースの追跡　特報　参院ボタン式の功罪　「投票の重み」軽く　効
率化弊害「離席」も責任　本人自覚の問題　無記名で意思反映

20100403-002 福井新聞（福井） 2010/04/03
山内卓也、高瀬重二
郎、李軍

小浜　ハンセン病施設(岡山)を市民訪問　回復者の苦難人生学ぶ　記録映像や手
品披露も　高校生ら41人「差別悲しい」

邑久光明園、長
島愛生園

20100403-003 宮崎日日新聞（宮崎） 2010/04/03 沢知恵、沢正彦
地球人間模様　＠コリア　日韓つなぐ歌手　祖父の詩　曲に乗せて　3代続く役割果
たす　父が残した宿題の続き

大島青松園

20100403-004 毎日新聞（県版）岡山版 2010/04/03
牧野正直、中尾伸治、
南智

ハンセン病療養所考える　市民学会in瀬戸内控え　北区でシンポ
長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園

20100403-005 毎日新聞（県版）岡山版 2010/04/03
八重樫信之、森元美
代治

「ハンセン病」もっと知って　北区で写真展
長島愛生園、多
磨全生園

20100403-006 毎日新聞（大阪）夕刊 2010/04/03 立花誠一郎、今塩唯
89歳元日本兵　収容所でハンセン病隔離　「二重の捕虜」10代の共感　岡山の女子
高生　英で調査発表

邑久光明園



20100403-007 静岡新聞（静岡）夕刊 2010/04/03
木下杢太郎（太田正
雄）、村田武

よみがえる木下杢太郎(伊東出身)の"技"　ミクロの世界　精密描写　顕微鏡画　見
つかる　記念館で公開

20100404-001 日刊県民福井（福井） 2010/04/04 三嶋悠理恵
時の人　ふくい　小浜消防団員　三嶋悠理恵さん(23)=小浜市遠敷　皆さん、もっと参
加を

20100404-002 山陽新聞（岡山） 2010/04/04 笹川陽平
「不可能を可能に　世界のハンセン病との闘い」笹川陽平著　差別ない社会へ意識
改革訴え

20100404-003 熊本日日新聞（熊本） 2010/04/04 工藤昌敏、志村康 菊池恵楓園「考える会」　旧医療刑務所跡の保存活用　1万人目標に署名 菊地恵楓園

20100404-004 熊本日日新聞（熊本） 2010/04/04 加賀田一 「いつの日にか帰らん」　加賀田一著　ハンセン病隔離政策を断罪 長島愛生園

20100405-001
MEDICAMENT NEWS（東
京）

2010/04/05 後藤正道 医学会日程一覧(5月) 星塚敬愛園

20100406-001 公明新聞（東京） 2010/04/06
中村伸一、春田敬司、
大西秀人

香川・高松市　瀬戸内海の魅力を発信　注目集める国際芸術祭　現代アートと島文
化の融合図る　公明が関連施策を積極推進

20100406-002 沖縄タイムス（那覇） 2010/04/06
范燕秋、犀川一夫、平
良仁雄

ハンセン病　各国の政策問う　台湾から愛楽園取材　苦悩の体験「伝える」
沖縄愛楽園、楽
生院、宮古南静
園

20100406-003 毎日新聞（県版）富山版 2010/04/06
堀江節子、山川菊栄、
玉城しげ

ハンセン病患者の人生描く　堀江さんに「山川菊栄賞」　9日、富山で記念講演 星塚敬愛園

20100406-004 朝日新聞（県版）香川版 2010/04/06
河野智憲、河野歩、山
本隆久、里北斗、奥村
学、河野茉莉花

「青松園」そばの庵治第二小、3年ぶり　学校再開に喜びの大島　新1年生父親「入
所者　思いやれる子に」

大島青松園

20100408-001 朝日新聞（名古屋） 2010/04/08 真野正志、伊奈教勝 ハンセン病回復者支援　一宮で住職画家遺作展

20100408-002 日刊工業新聞（東京） 2010/04/08 海外技術　Technology & Science　仏INSERM　サリドマイド効能

20100408-003 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/04/08
范燕秋、蘇惠〓、宮里
光雄、田村謙二

ハンセン病　「誤った差別」ドキュメントに　台湾の撮影チーム　宮古南静園を取材
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20100408-004 朝日新聞（県版）岡山版 2010/04/08

デアシ・イルニワティ・
シナガ、スサンティ、大
坂厚子、内田真澄、藤
田邦雄

インドネシア人女性2人　看護師目指し研修　言葉と偏見の壁越えて　ハンセン病の
「長島愛生園」

長島愛生園、邑
久光明園



20100409-001 新潟日報（新潟） 2010/04/09 酢山省三 高齢化進むハンセン病元患者　新潟市西区　酢山省三(62)　病院事務 栗生楽泉園

20100409-002 沖縄タイムス（那覇） 2010/04/09
范燕秋、蘇惠卿、宮里
光雄、田村謙二

しましまネット　ハンセン病の歴史　後世へ　台湾の研究者ら　宮古南静園でも収録
宮古南静園、楽
生院、沖縄愛楽
園

20100409-003 建設通信新聞（東京） 2010/04/09 労働庁舎など9件設計　宇都宮法務は敷地調査

20100409-004 日刊食料新聞（東京） 2010/04/09 笹川陽平、尾形武寿 日本財団　今年度311億円で社会貢献　笹川会長らが会見

20100410-001 富山新聞（富山） 2010/04/10
堀江節子、玉城しげ、
山川菊栄

堀江さん講演　ハンセン病ネットワーク富山総会

20100410-002 信濃毎日新聞（長野） 2010/04/10 青木裕子
アナウンサーの青木裕子さん　私財投じ朗読館　軽井沢　来月1～5日こけら落とし
イベント　「自然に溶け込み伸び伸びと」

20100410-003 四国新聞（高松） 2010/04/10
片山雅文、河野智憲、
河野渉、山本隆久

庵治第二小　待望の再開　新入生河野君「わくわくします」　大島　3年ぶり 大島青松園

20100410-004 沖縄タイムス（那覇） 2010/04/10
太田順一、耕治人、鈴
木一誌、後藤正治

Books　ページの余白　父の日記　凡庸な記録に老いの本質　20年の命の痕跡複写
太田順一さん

20100410-005 朝日新聞（県版）香川版 2010/04/10
片山雅文、河野渉、山
本隆久、大西笑子

大島の庵治第二小、再開　見守られ　新1年生入学 大島青松園

20100410-006 読売新聞（県版）香川版 2010/04/10
河野智憲、河野晶子、
河野歩、脇林清、山本
隆久、片山雅文

庵治第二小　待望の1年生　大島で3年ぶり復校　青松園入所者"孫"に拍手 大島青松園

20100411-001 秋田魁新報（秋田） 2010/04/11
太田順一、耕治人、鈴
木一誌、後藤正治

ページの向こう　「父の日記」の太田順一さん　静かに「老い」を問う

20100411-002 信濃毎日新聞（長野） 2010/04/11
太田順一、耕治人、鈴
木一誌、後藤正治

栞　太田順一さん　「父の日記」　老いの本質　静かに問う

20100411-003 神戸新聞（神戸） 2010/04/11
太田順一、耕治人、鈴
木一誌、後藤正治

著者に聞く　父の日記　太田順一さん　老いの根源的孤独

20100411-004 琉球新報（那覇） 2010/04/11 明石海人、湯浅 出版話題　日本科学技術振興財団偏「ふれあい文芸<平成二十二年版>」



20100411-005 琉球新報（那覇） 2010/04/11
太田順一、耕治人、鈴
木一誌、後藤正治

ページの余白　老いの根源的な孤独を知る　「父の日記」の太田順一さん

20100411-006 毎日新聞（県版）富山版 2010/04/11
堀江節子、玉城しげ、
山川菊栄

堀江さんが受賞記念講演会　「ハンセン病と玉城しげ」で「山川菊栄賞」　富山　差
別、偏見、交流…

星塚敬愛園

20100411-007 朝日新聞（県版）奈良版 2010/04/11
菩提僊那、千田稔、藤
原不比等、高木訷元、
道慈、道璿、西山厚

平城遷都1300年祭　大安寺と額安寺で講演会　移築経緯や歴史紹介　天平時代に
住んだ日中の僧　社会事業続けた僧・忍性

20100412-001 日刊建設工業新聞（東京） 2010/04/12 関東地方整備局　10年度発注予定　コンサル業務等(4月現在)

20100413-001 奈良新聞（奈良） 2010/04/13 鈴木則子 ハンセン病、理解深めて　桜井で人権集会　市民ら差別の歴史学ぶ

20100413-002 西日本新聞（福岡） 2010/04/13 大谷吉継、石井則久 新ゲーム「ハンセン病に誤解」　カプコン社　修正へ

20100415-001 下野新聞（宇都宮） 2010/04/15
太田順一、耕治人、鈴
木一誌、後藤正治

ページの向こう　父の日記　太田順一さん　老いの根源的孤独を知る

20100415-002 山陽新聞（岡山） 2010/04/15 山本勝敏 ハンセン病市民学会　ボランティア实行委が募集　来月8、9日 邑久光明園

20100415-003 徳島新聞（徳島） 2010/04/15 藤田隆子 中学生から劇の感想文　感激

20100415-004 熊本日日新聞（熊本） 2010/04/15 沢知恵、沢正彦
地球村　人間模様　57　@コリア　親子3代日本との懸け橋　文学、信仰、音楽を通じ
て　療養所でコンサート

大島青松園

20100415-005 沖縄タイムス（那覇） 2010/04/15 宜野座智子
子ども会議をふり返る　リレーインタビュー　7　沖縄なは子ども劇場　宜野座智子さ
ん　メディアへの対応課題

20100415-006 週刊文春 2010/04/15
髙山文彦、北条民雄、
渡辺立子

大宅賞　40周年特別企画　私が見た「歴史的な瞬間」　日本人であることを誇りにで
きる人々　人物に迫る　髙山文彦

多磨全生園

20100416-001 毎日新聞（札幌） 2010/04/16
杉岡直人、吉田和久、
桂田博祥

ハンセン病隔離政策　道が検証会議　今年度末めど　報告書まとめ

20100416-002 朝日新聞（札幌） 2010/04/16
杉岡直人、桂田博祥、
平中忠信、藤本明

ハンセン病検証会議　国の隔離政策　元患者聞き取り　初会合　来年3月報告書
松丘保養園、東
北新生園、多磨
全生園



20100416-003 読売新聞（札幌） 2010/04/16
杉岡直人、高橋幸雄、
桂田博祥

ハンセン病　報告書策定へ　道検証会議　元患者から聞き取り

20100416-004 北海道新聞（札幌） 2010/04/16 桂田博祥 ハンセン病の歴史　冊子に　道の検証会議が方針　患者らに聞き取り調査 松丘保養園

20100416-005 熊本日日新聞（熊本） 2010/04/16
大谷吉継、徳川家康、
石田三成

お～い　がんよ　ルポ　患者・医療者の「今」　2　私たちは「戦友」　くやしい。何でオ
レだけ…

20100416-006 読売新聞（県版）香川版 2010/04/16 ハンセン病　歴史伝えたい　来月8、9日　市民学会　参加募る
大島青松園、長
島愛生園、邑久
光明園

20100417-001 東愛知新聞（豊橋） 2010/04/17 神田真秋 ハンセン病療養所を訪問　21日　熊本の施設へ神田知事
菊池恵楓園、長
島愛生園、多磨
全生園

20100418-001 朝日新聞（東京） 2010/04/18
中村哲、火野葦平、澤
地久枝

人は愛するに足り、真心は信ずるに足る　アフガンとの約束　中村哲〈著>　澤地久
枝<聞き手>　日本社会に欠けているものとは

20100418-002 愛媛新聞（松山） 2010/04/18
太田順一、耕治人、鈴
木一誌、後藤正治

ページの余白　老いとは　静かに問う　「父の日記」太田順一さん

20100418-003 熊本日日新聞（熊本） 2010/04/18
太田順一、耕治人、鈴
木一誌、後藤正治

読書　ページの余白　「父の日記」　太田順一さん　老いの根源的な孤独を知る

20100418-004 読売新聞（県版）多摩版 2010/04/18 成田稔 多摩春秋　こころの森へ 多磨全生園

20100419-001 信濃毎日新聞（長野） 2010/04/19
門屋和子、藤田三四
郎

ハンセン病問題　県民の会　上田　療養所に28回訪問　初総会で活動報告 栗生楽泉園

20100419-002 山陽新聞（岡山） 2010/04/19
鍵岡正謹、三島由紀
夫

世界遺産　アンコールワット展　圧倒的造形力に驚嘆　クメールの美と歴史体感　山
梨会場から　鍵岡正謹　岡山県立美術館長　江戸時代に日本人参詣

20100419-003 山陽新聞（岡山） 2010/04/19
松村節夫、内田眞澄、
中尾伸治

長島愛生園(瀬戸内)　看護師不足が深刻化　入所者の心に影響も　サービス低下
懸念

長島愛生園、邑
久光明園

20100419-004 山陽新聞（岡山）夕刊 2010/04/19
光田健輔、田村朊久、
中尾伸治

近代化遺産を訪ねて　24　長島愛生園歴史館(瀬戸内市)　ハンセン病理解訴え
長島愛生園、邑
久光明園

20100420-001 京都新聞（京都） 2010/04/20 大谷暢顕 紙面から　国立療養所で帰敬式　26



20100420-002 京都新聞（京都） 2010/04/20 大谷暢顕、森一男
大谷派門首が療養所訪問　ハンセン病で国の隔離政策追従　過ちだった　入所者
に帰敬式　「法名いただき　感慨深い」

大島青松園

20100420-003 琉球新報（那覇） 2010/04/20
上里一之、岡島实、新
垣正樹

障害者の安心　条例实現へ本島縦断　22日から「輝く会」 沖縄愛楽園

20100421-001 東奥日報（青森） 2010/04/21 神田知事 知事・副知事　市長・市議会議長　町長の一日(21日) 菊池恵楓園

20100421-002 茨城新聞（水戸） 2010/04/21 中村哲 KiRA担だより　アフガン支援へ奔走

20100421-003 熊本日日新聞（熊本） 2010/04/21 志村康、山本務 お知らせ　ハンセン病問題で公開授業 菊池恵楓園

20100422-001 朝日新聞（大阪） 2010/04/22
太田順一、太田藍、太
田政次郎、太田登茂
枝、伊奈信男

老い、耐えた父よ　「何を書いているか分からない。つらい」　孤独刻んだ日記　写真
集に　写真家・太田順一さん

20100422-002 中日新聞（名古屋） 2010/04/22 きのうの知事さん 菊池恵楓園

20100422-003 山口新聞（下関） 2010/04/22 二井関成、田中栄 ハンセン病療養所入所者らが里帰り　二井知事と面談 長島愛生園

20100422-004 熊本日日新聞（熊本） 2010/04/22 神田真秋 菊池恵楓園　愛知県知事が訪問　「里帰り」出身入所者誘う 菊池恵楓園

20100422-005 毎日新聞（県版）山口版 2010/04/22 二井関成、田中栄 6人里帰り　知事訪問　国立療養所　長島愛生園の入所者 長島愛生園

20100422-006 毎日新聞（県版）熊本版 2010/04/22 志村康 医療刑務支所跡　人権啓発の施設に　恵楓園　入所者ら署名活動 菊池恵楓園

20100422-007 朝日新聞（県版）山口版 2010/04/22 二井関成 ハンセン病施設入所6人里帰り　知事と意見交換 長島愛生園

20100422-008 読売新聞（県版）山口版 2010/04/22
二井知事、田中栄、田
村保男

ハンセン病入所者　里帰り　県出身6人、知事に近況語る 長島愛生園

20100422-009 Medical Tribune（東京） 2010/04/22 後藤正道 国内開催学会案内 星塚敬愛園

20100422-010 日本経済新聞（東京）夕刊 2010/04/22

笹井康典、坂元昇、安
井良則、舛添厚労相、
吉川肇子、菊地彰夫、
矢内純子

らいふプラス　新型インフルを教訓に　危機管理体制　見直し進む　「未知の感染
症」どう警戒　風評被害や「騒ぎすぎ」　情報の伝達・共有に課題



20100423-001 函館新聞（函館） 2010/04/23
細谷亮太、羽仁もと
子、神谷美恵子

「生きている時間大切に」　「全国友の会」創立80年記念　細谷さんが講演

20100423-002 静岡新聞（静岡） 2010/04/23 天皇陛下、皇后陛下 天皇、皇后両陛下　来月24日御殿場の駿河療養所ご訪問 駿河療養所

20100423-003 中日新聞（県版）静岡版 2010/04/23 天皇陛下、皇后陛下 ハンセン病施設　両陛下が慰問へ　来月、御殿場 駿河療養所

20100424-001 南海日日新聞（奄美） 2010/04/24
酒本喜興志、作田隆
義、當島悟史、德田靖
之

群島リポート　奄美和光園　「地域に開かれた―」と逆行　外来診療休止4カ月　長
期化を懸念

奄美和光園

20100424-002 毎日新聞（県版）鹿児島版 2010/04/24 志村康 話題・九州発　医療刑務支所跡　「人権啓発施設に」　恵楓園入所者ら署名活動 菊池恵楓園

20100424-003 スカパー!TVガイド 2010/04/24 松井繁
水上の勇者が競演!　ボートレーサーによるチャリティゴルフ大会開催!　第5回ハンセ
ン病制圧モーターボートオープン

20100425-001 毎日新聞（東京） 2010/04/25

トム・クイン、飯島渉、
藤野豊、コナン・ドイ
ル、夏目漱石、伍連
徳、北里柴三郎

富山太佳夫　評　人類対インフルエンザ　トム・クイン著(朝日新書・819円)　感染症
の中国史　飯島渉著(中公新書・798円)　戦争とハンセン病　藤野豊著(吉川弘文館・
1785円)　交錯する疫病と戦争、差別の歴史

20100425-002 佐賀新聞（佐賀） 2010/04/25
志村康、遠藤隆久、五
十嵐雄道、富吉賢太
郎、訓覇浩、志賀直也

日曜討論　論論ワイド　ハンセン病問題シンポ　つくられた差別と排除　繰り返さぬ
高い意識を　基調講演　志村康さん　悲劇の歴史　語り継いで　遠藤隆久さん　行政
は自責の念持って

菊池恵楓園

20100426-001 熊本日日新聞（熊本） 2010/04/26
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　6
ハンセン病患者との出会い

菊池恵楓園

20100426-002 朝日新聞（県版）広島版 2010/04/26
森本繁、小西行長、豊
臣秀吉

ひろしまびと　キリシタン大名の生涯を本に　森本繁さん(84)　薬商出身・小西行長
の实像に迫る　県警「捜査支援室」初代室長　宗藤泰典さん(53)　プロファイリングで
捜査効率化

20100426-003 読売新聞（県版）香川版 2010/04/26 松浦篤男、政石蒙
ひゅーまん@香川　元ハンセン病患者の歌集を出版　松浦篤男さん　83(高松市)　政
石さんの思い　後世に　栗林公園観光事務所副所長　高橋司枝さん　61(観音寺市)
基本に忠实　接実のプロ

大島青松園

20100426-004 日刊スポーツ（東京） 2010/04/26

松井繁、上瀧、鳥野、
倉谷、浜村、湯川、森
高、山本、高沖、毒
島、新田、鎌田義

GWはレジャーチャンネルでボートレースを満喫しよう!!　GW中の優勝戦を完全中継、
新番組も続々登場　特別キャンペーン实施中



20100426-005 山陽新聞（岡山）夕刊 2010/04/26 早副穣
長島愛生園へ巡回60年　岡山カトリック教会　入所者の"魂"知って　「歩み」出版
手記や写真収録

長島愛生園

20100426-006 週刊ポスト 2010/04/26

美智子皇后、天皇陛
下、神谷美恵子、松崎
敏弥、田村朊久、光明
皇后、聖武天皇、谷川
秋夫、横内康行、渡辺
みどり、柴田麻子、神
田秀一、藤田三四郎

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178回　岡山・長島
神谷美恵子さんとの交感にみちびかれ　美智子皇后は何に祈り涙されるのか

長島愛生園、栗
生楽泉園

20100427-001 東奥日報（青森） 2010/04/27
片平シズ子、片平教
一、ハンセン

証言でつづる　松丘保養園　1　序章(上)/別れ　離婚、故郷へも帰れず 松丘保養園

20100428-001 東奥日報（青森） 2010/04/28 片平シズ子
証言でつづる　松丘保養園　2　序章(中)/過去の暗い記憶　「人間が入る所じゃな
い」

松丘保養園

20100428-002 朝日新聞（県版）香川版 2010/04/28 山下瑛子、三宅一志
春の褒章　県内から9人　緑綬褒章　朗読奉仕者・山下瑛子さん(73)　「音訳」淡々と
240点に

20100428-003 日本経済新聞（東京）夕刊 2010/04/28 感染者の入国　中国が禁止撤廃　エイズやハンセン病

20100429-001 東京新聞（東京） 2010/04/29 HIV感染者らの入国禁止措置解除　国際的批判に配慮か

20100429-002 東奥日報（青森） 2010/04/29 片平シズ子、前田貞夫 証言でつづる　松丘保養園　3　序章(下)/親と子　心の空白埋める人間模様 松丘保養園

20100429-003 山梨日日新聞（甲府） 2010/04/29 嶋崎紀代子 春の变勲(県内在住者)　社会に貢献　42氏喜びの声　瑞宝双光章　嶋崎紀代子氏

20100429-004 神戸新聞（神戸） 2010/04/29 中国　HIV感染者入国禁止撤廃　ハンセン病患者も

20100429-005
International Herald
Tribune/The Asahi Shimbun
（東京）

2010/04/29 China lifts prohibition on visitors with H.I.V.

20100429-006 日本経済新聞（東京）夕刊 2010/04/29
上海万博　中国「万博外交」幕開け　まず仏大統領　関係修復アピール　246の国・
機関参加　過去最大

20100430-001 産経新聞（東京） 2010/04/30 中国、上海万博控え　HIV感染者　入国禁止を撤廃



20100430-002 愛媛新聞（松山） 2010/04/30 神谷誠人、酒井光雄 ハンセン病問題考えよう　来月香川・岡山3園で交流集会
長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園

20100430-003 沖縄タイムス（那覇） 2010/04/30 與那覇しづ 感染症予防広める

20100430-004 琉球新報（那覇） 2010/04/30 與那覇しづ、吉川英治 與那覇しづさん死去　マラリア対策など尽力　87歳

20100430-005 朝日新聞（県版）多摩版 2010/04/30 佐藤京子
ハンセン病回復者　人生の重みを語る　東村山であすと6月、車座の集い　「市民が
問題考える場に」

多磨全生園


