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I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20110101-001 病院新聞（東京） 2011/01/01 畑野研太郎 2011年医学会開催スケジュール　5月 邑久光明園

20110101-002 薬事日報（東京） 2011/01/01
中学3年生の薬害教材を作成　再発防止に向け"学び、考える"　薬害肝炎検証委
員会　最終提言を受け作業　来年度から授業に活用　原案に対し不満噴出　作り直
しを求める声も　知ってもらうことが再発防止の第一歩

20110101-003 医薬経済 2011/01/01 大谷藤郎、菅
From Local to Global　私と公衆衛生　人権と公衆衛生との狭間で　第27回　国際医
療福祉大学副学長　岩尾總一郎（元厚労省医政局長）

松丘保養園、大
島青松園、菊池
恵楓園

20110103-001 信濃毎日新聞（長野） 2011/01/03 孔子、中村哲 文化　命の根源「水」　大地の蓄え溶解して運ぶ

20110103-002 西日本新聞（福岡） 2011/01/03
ニュースカレンダー2011　1月　H2B打ち上げ　2月　北九州市長選　4月「四季」が復
活公演　九州新幹線が全線開通　九州　5月

20110104-001 読売新聞（東京） 2011/01/04 大谷藤郎 NEWS月録　2010 12.1（水）～12.31（金）　物故

20110104-002 静岡新聞（静岡） 2011/01/04
小鹿美佐雄、水口正
宏

2011憲法特集　幸せに生きる尊さ　差別、偏見乗り越え　ハンセン病元患者と園児
御殿場　開かれた施設着々

駿河療養所、多
磨全生園

20110105-001 産経新聞（東京） 2011/01/05
菅直人、小沢一郎、小
泉純一郎

激突新春　首相、小泉劇場張りの小沢氏"引退勧告"　「不条理ただす」大義に皮算
用

20110105-002 徳島新聞（徳島） 2011/01/05 十川勝幸 知事動静　4日　午後

20110105-003 徳島新聞（徳島） 2011/01/05 十川勝幸 来社

20110105-004 熊本日日新聞（熊本） 2011/01/05

古川美智子、古川泰
龍、石井健治郎、西武
雄、古川龍衍、古川龍
樹

こもれびの詩　「福岡事件」の再審請求50年　故古川さんが支えた「シュバイツァー
寺」（玉名市）　無実信じる心、遺族へ

星塚敬愛園



20110105-005 朝日新聞（県版）奈良版 2011/01/05

与謝野晶子、高浜虚
子、藤岡玉骨（長和）、
松岡ひでたか、田中修
司、藤岡うた代、石川
啄木、与謝野鉄幹、阿
波野青畝

俳人・歌人　藤岡玉骨の一生　官僚の生き方描く　兵庫の僧侶が執筆　NPO法人が
出版

菊池恵楓園

20110105-006 読売新聞（県版）茨城版 2011/01/05 平沢保治
いばらき気質　3　ハンセン病回復者　平沢保治さん　83　帰郷の夢　生きがいに　人
権回復へ活動続ける

多磨全生園

20110105-007 中日新聞（県版）三重版 2011/01/05 波の詩　故郷

20110106-001 週刊文春 2011/01/06
石井光太、北条民雄、
大宅壮一

文春図書館　今週の必読3　絶望と歓喜が織りなす現代の神話　『感染宣告　エイズ
なんだから、抱かれたい』石井光太

20110106-002 Medical Tribune（東京） 2011/01/06 畑野研太郎
Medical Tribune 1月～6月　2011　国内医学関係学会日程　5月　日本ハンセン病学
会（84）

邑久光明園

20110107-001 熊本日日新聞（熊本） 2011/01/07
舟越桂、天童荒太、舟
越保武、ダミアン神
父、本田代志子

彫刻家　舟越桂さん　人間を見つめ「語りたい」　熊本市現代美術館で個展　生きる
姿象徴する多様な造形

菊池恵楓園

20110107-002 熊本日日新聞（熊本） 2011/01/07
馬原孝浩、馬原優理
子、馬原優菜、工藤昌
敏

馬原投手　まっすぐ元気届ける　今年も菊池恵楓園訪問　入所者と野球談議 菊池恵楓園

20110107-003 毎日新聞（県版）熊本版 2011/01/07
馬原孝浩、馬原優理
子、馬原優菜、工藤昌
敏

恵楓園でVリーグ報告　ホークス馬原投手 菊池恵楓園

20110107-004 読売新聞（県版）熊本版 2011/01/07 蔵座江美 恵楓園入所者らの絵画展　熊本「ハンセン病　もっと知って」
菊池恵楓園、待
労院診療所

20110108-001 河北新報（仙台） 2011/01/08 来週の東北　15日（土）

20110108-002 埼玉新聞（さいたま） 2011/01/08 久米一輝 元気です　負の歴史忘れないで

20110108-003 毎日新聞（県版）滋賀版 2011/01/08
清原亮太、エイドリア
ン・フォゲリン、千葉茂
樹

第56回青少年読書感想文コンクール　県優秀省作品　12　「心のフェンス」守山市立
守山中3年

長島愛生園

20110108-004 読売新聞（県版）熊本版 2011/01/08
馬原孝浩、馬原優菜、
馬原優理子、志村康

恵楓園にリーグ優勝報告　県出身・ソフトバンク馬原投手 菊池恵楓園



20110108-005 京都新聞（京都）夕刊 2011/01/08 大谷藤郎、小笠原登
追想　ハンセン病問題に情熱と信念　元厚生省医務局長　大谷藤郎さん　2010年12
月7日死去、86歳

20110109-001 毎日新聞（東京） 2011/01/09 大谷藤郎
大谷藤郎さん　元厚生省医務局長　昨年12月7日死去・86歳　命がけで差別と闘っ
た官僚

20110109-002 朝日新聞（東京） 2011/01/09
山田貴子、井上英之、
豊田みなみ、平山郁夫

教育　あしたへ　8　背中押せば世界へ

20110109-003 朝日新聞（東京） 2011/01/09

山田貴子、井上英之、
豊田みなみ、平山郁
夫、外川隆、小山昌
久、堀江未来、藤森有
沙、菅、大島賢三、小
野雅裕

教育　あしたへ　海渡る心　呼び覚ます　入学直後から留学指南　早すぎる就活も
内向きの遠因に

20110109-004 東京新聞（東京） 2011/01/09 武田徹 殺して忘れる社会　武田徹著（河出書房新社・1680円）　時評で思い出す大切なこと

20110109-005 熊本日日新聞（熊本） 2011/01/09 工藤昌敏 保育所「実現へ奮闘」恵楓園「将来を考える会」報告 菊池恵楓園

20110110-001 日刊ゲンダイ（東京） 2011/01/10
菅直人、金子勝、小泉
純一郎

菅直人とは何者か　即刻辞めさせないと国が滅びる　単なる権力主義者でしかな
かった市民運動家を騙る政治的詐欺師だった　このまま首相を続けられたら失われ
た20年があと10年続いてしまうだろう

20110110-002 東奥日報（青森） 2011/01/10
今週の予定　15日（土）第10回ハンセン病問題に関するシンポジウム（青森市・市民
ホール）

20110110-003 保健産業事報（東京） 2011/01/10 外山千也 年頭所感

20110111-001 千葉日報（千葉） 2011/01/11 孔子、中村哲 読書　新春に詠む　宮坂静生　水が運ぶ地の糧

20110112-001 朝日新聞（県版）長野版 2011/01/12

鳩山、伊波敏男、ユキ
ヒロ、石川文洋、親里
千津子、大田昌秀、西
村涼太、藤井千種、高
野柚香、黒岩理恵子

学びの森　松川村の松川中3年C組　基地から文化まで沖縄の姿を新聞に　半年か
け全員で取材

20110112-002 読売新聞（県版）青森版 2011/01/12 しおり 講演会　人権フォーラム2011in青森「ハンセン病問題に関するシンポジウム」

20110113-001 東奥日報（青森）夕刊 2011/01/13 おでかけガイド（1月14～20日）　ホール催し　青森市民ホール



20110113-002 週刊文春 2011/01/13

笹川良一、工藤美代
子、大宅壮一、川島芳
子、山本五十六、吉田
茂

文春図書館　今週の必読3　フィクサーと呼ばれた怪物の正体　『悪名の棺　笹川良
一伝』　工藤美代子

20110113-003 薬事新報 2011/01/13
牧野正道、小泉純一
郎、佐川修

元新聞記者の視線（72）　続ハンセン病　国家犯罪としてのハンセン病問題
長島愛生園、邑
久光明園、多磨
全生園

20110114-001 長崎新聞（長崎） 2011/01/14 財津一郎、鈴木亮太 週刊スクリーン　あすから「ソーシャル・ネットワーク」「ふたたび」

20110114-002 日刊建設産業新聞（東京） 2011/01/14 関東整備局　工事563件、業務782件　1月期発注予定を公表

20110115-001 東奥日報（青森） 2011/01/15 三村 三村知事　15日予定

20110115-002 毎日新聞（県版）佐賀版 2011/01/15 青木美憲 ハンセン病を共に考えるネットワーク・さが設立記念講演会 邑久光明園

20110115-003 朝日新聞（県版）香川版 2011/01/15 あの作品にまた会える　瀬戸内国際芸術祭　豊島の「島キッチン」

20110115-004
MEDICAMENT NEWS（東
京）

2011/01/15 外山千也 年頭所感　国民1人ひとりの生活の質を確保し能力を発揮できる社会にするために

20110116-001 デーリー東北（八戸） 2011/01/16
池間哲郎、藤崎陸安、
花井十伍

ハンセン病シンポ600人が理解深める　青森市で県内初開催

20110116-002 河北新報（仙台） 2011/01/16 藤崎睦安、花井十伍 ハンセン病シンポ　「すべての偏見なくす努力を」　青森

20110116-003 静岡新聞（静岡） 2011/01/16 村越化石、神山ゆき子 藤枝市、化石さんの功績発信　来年度から新俳句大会

20110117-001 愛媛新聞（松山） 2011/01/17
笹川陽平、五島幸子、
東条康江

会誌　青松 大島青松園

20110117-002 WING TRAVEL（東京） 2011/01/17 ダミアン神父 ハワイ各島おすすめドライブコース　モロカイ島　セント・ヨセフ教会

20110118-001 朝日新聞（北九州） 2011/01/18
舟越桂、舟越保武、ダ
ミアン神父

カルチャーWEST　「評」美術　舟越桂2010　変わりゆく人間のかたち

20110118-002 読売新聞（東京） 2011/01/18 論点　魚資源枯渇の危機　海洋外交を国家戦略に



20110118-003 日刊スポーツ（東京） 2011/01/18 菅厚生省 今日はどんな日

20110119-001 熊本日日新聞（熊本） 2011/01/19
蒲島郁夫、内田博文、
志村康

「無らい県運動」熊本県の検証記録作成　外部委で仕切り直し　23日恵楓園で初会
合

菊池恵楓園

20110119-002 朝日新聞（県版）岡山版 2011/01/19 豊島「島キッチン」も再開　国際芸術祭　感動再び　25作品　恒久施設に

20110120-001 毎日新聞（県版）群馬版 2011/01/20 藤田三四郎 栗生楽泉園　来年度予算に4900万円　重監房復元で厚労省説明 栗生楽泉園

20110120-002 Medical Tribune（東京） 2011/01/20 畑野研太郎 2011年日本医学会分科会開催一覧 邑久光明園

20110121-001 山陽新聞（岡山） 2011/01/21
岡山、香川の国立ハンセン病療養所　生活支援徐々に普及　社協　財産や重要書
類管理

長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園

20110121-002 熊本日日新聞（熊本） 2011/01/21
塩屋俊、財津一郎、笠
智衆

新生面　2011.1.21

20110122-001 毎日新聞（県版）香川版 2011/01/22
塔和子、高見順、増田
昭宏

ジグザグかがわ　大島青松園の詩人・塔和子さん　故郷で増す存在感　資料室や
碑、次々と　愛媛・西予　有志代表・増田さん　「共に生きよう」思い訴え

大島青松園

20110122-002 読売新聞（東京）夕刊 2011/01/22
平沢保治、小笠原登、
伊藤雅治、大谷すみ
れ、紀伊国献三

追悼抄　ハンセン病問題の解決に尽力　大谷藤郎さん（2010年12月7日、腎不全で
死去、86歳）　患者とともに「平等」目指す

多磨全生園

20110123-001 しんぶん赤旗（東京） 2011/01/23
須藤昭子、マザー・テ
レサ

ETV特集

20110123-002 京都新聞（京都） 2011/01/23
マザー・テレサ、須藤
昭子

ドキュメンタリー　ETV特集

20110123-003 南日本新聞（鹿児島） 2011/01/23
玉城シゲ、倉園尚、川
添日菜子

ハンセン病問題学ぶ　姶良蒲生中　国賠原告玉城さん講演 星塚敬愛園

20110123-004 沖縄タイムス（那覇） 2011/01/23
金城雅春、辻央、吉川
由紀

ガイド講座16人　ハンセン病学ぶ　愛楽園 沖縄愛楽園

20110123-005 琉球新報（那覇） 2011/01/23 金城雅春 沖縄愛楽園　再入所せず入院可能　全国初　4月「入院機関」指定 沖縄愛楽園



20110124-001 熊本日日新聞（熊本） 2011/01/24 愛下ジーン 差別テーマに劇や作文発表　南小国町で「人権デー」

20110124-002 熊本日日新聞（熊本） 2011/01/24
蒲島郁夫、内田博文、
志村康、小松裕、遠藤
隆久、泉潤

ハンセン病患者の収容競う　無らい県運動　外部で再検証　県の調査「不十分」 菊池恵楓園

20110124-003 毎日新聞（県版）熊本版 2011/01/24
蒲島郁夫、内田博文、
志村康、小松裕、遠藤
隆久、泉潤

記録作成委が初会合　無らい県運動　県構成案、見直しへ 菊池恵楓園

20110124-004 朝日新聞（県版）熊本版 2011/01/24
蒲島郁夫、志村康、内
田博文

ハンセン病隔離政策の歴史　冊子化　県検証委員会に変更　記録委初会合　意義
や作業内容　確認

菊池恵楓園

20110124-005 読売新聞（県版）熊本版 2011/01/24 蒲島知事、志村康 「無らい県運動」検証へ　菊池恵楓園で　記録作成委が初会合 菊池恵楓園

20110125-001 山陽新聞（岡山） 2011/01/25
大谷藤郎、平沢保治、
武見太郎、大谷すみ
れ

追想　メモリアル　大谷藤郎さん　らい予防法廃止の旗頭　ハンセン病患者らの人権
を守り、弱者への差別と闘い続けた　12月7日、86歳で死去

20110125-002 健康日本 2011/01/25 外山千也 厚生労働省健康局長　外山千也

20110126-001 しんぶん赤旗（東京） 2011/01/26 田島一郎、谺雄二 田島一郎さん 栗生楽泉園

20110126-002 河北新報（仙台） 2011/01/26
大谷藤郎、平沢保治、
武見太郎、大谷すみ
れ

追想　メモリアル　ハンセン病患者らの人権を守り、弱者への差別と闘い続けた　大
谷藤郎さん　率直　情熱的な元官僚

20110126-003 新聞之新聞（東京） 2011/01/26
藤巻修一、村松武司、
相賀昌宏、後藤喜一

梓会出版文化賞贈呈式　紀伊国屋書店などに

20110127-001 読売新聞（大阪） 2011/01/27 大谷藤郎 今日のノート　官僚の良心

20110127-002 日本海新聞（鳥取） 2011/01/27
笹川良一、笹川陽平、
西郷南洲、荒井玲子

散歩道　清濁併せのむ笹川良一の魅力

20110127-003 岡山日日新聞（岡山） 2011/01/27 南智、石井正弘 ハンセン病問題充実を　県人権政策審が答申

20110127-004 佐賀新聞（佐賀） 2011/01/27
大谷藤郎、平沢保治、
武見太郎、大谷すみ
れ

追想メモリアル　12月7日死去　社会運動家　大谷藤郎さん（86歳）　弱者への差別
と闘い続ける

20110127-005 熊本日日新聞（熊本） 2011/01/27 笹川陽平 ハンセン病の差別撤廃を



20110127-006 建通新聞東京（東京） 2011/01/27
国の11年度予算案　新規債務負担（庁舎・宿舎）　司法研、新宿労基署などを　国際
子ども図書館新館建設も

多磨全生園

20110127-007 朝日新聞（東京）夕刊 2011/01/27
上野正子、仲本兼三、
西トキエ、小泉純一
郎、上野清

ニッポン　人・脈・記　隔離の記憶1　裁判　負けたら死にます

20110128-001 福島民報（福島） 2011/01/28 沢知恵 地区だより　三春

20110128-002 下野新聞（宇都宮） 2011/01/28 藪本雅子 差別なくす行動を　藪本さん招き人権講演会　那須塩原

20110128-003 朝日新聞（東京）夕刊 2011/01/28
谺雄二、鈴木時治、フ
リードル・ディッカー、
宮坂道夫

ニッポン　人・脈・記　隔離の記憶2　その力は愛じゃねぇの

20110128-004 東奥日報（青森）夕刊 2011/01/28 牧野武子 明鏡　ハンセン病問題　演劇通じ学んだ

20110129-001 琉球新報（那覇） 2011/01/29 奥平久乃、砂川洋子 地域にも大きな影響　宮古島　県文化協功労賞を祝福 宮古南静園

20110129-002 朝日新聞（東京）夕刊 2011/01/29
大谷藤郎、小笠原登、
小泉元首相、大谷す
みれ、平沢保次

惜別　らい予防法廃止に尽くした元厚生省局長　大谷藤郎さん　ハンセン病資料館
建設に力注ぐ

多磨全生園

20110130-001 信濃毎日新聞（長野） 2011/01/30
大谷藤郎、平沢保治、
武見太郎、大谷すみ
れ

「隔離政策は間違い」証言　ハンセン病問題に尽力　大谷藤郎さん　12月7日死去86
歳

20110130-002 熊本日日新聞（熊本） 2011/01/30 きょうの歴史　30日　県内

20110130-003 琉球新報（那覇） 2011/01/30 金城雅春 週間ニュース　1月22日-1月28日　県内 沖縄愛楽園

20110131-001 毎日新聞（北九州） 2011/01/31
舟越桂、舟越保武、ダ
ミアン神父

舟越桂回顧展　リアルから神秘性へ 菊池恵楓園

20110131-002 中日新聞（名古屋） 2011/01/31 河野未来 スタッフ通信　心の豊かさインドが上

20110131-003 熊本日日新聞（熊本） 2011/01/31

舟越桂、舟越保武、ダ
ミアン神父、木下晋、
小林ハル、コール神
父、木下今朝義

美の散策　熊本市現代美術館　祈りと光　それぞれの風景

菊池恵楓園、栗
生楽泉園、待労
院診療所、神山
復生病院



20110131-004 毎日新聞（県版）島根版 2011/01/31 福原孝浩 ハンセン病に理解を　あすまで益田　歴史をパネルで紹介

20110131-005 朝日新聞（東京）夕刊 2011/01/31
藤田三四郎、ふさ、藤
田時男、森田進、高田
はるか、高田徹

ニッポン　人・脈・記　隔離の記憶3　人生に絶望はないよ

20110131-006
ナショナル ジオグラフィック/
日本版

2011/01/31 フィリップ・シャルリエ ようこそパリの地下世界へ　Under Paris


