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I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20120601-001 朝日新聞（大阪） 2012/06/01 谺雄二 タウンTOWN　学ぶ　ハンセン病講演会「人間の『ふるさと』とは何か」

20120601-002 徳島新聞（徳島） 2012/06/01 十川勝幸
第48回徳島新聞賞　3氏3団体紹介　顕著な功績　社会に貢献　社会賞　十川勝幸
さん（72）　徳島県ハンセン病支援協会会長　阿波市阿波町居屋敷　元患者への偏
見と闘う

20120601-003 徳島新聞（徳島） 2012/06/01
高橋喜久子、久米文
子

自作三味線テープ贈る　石井の愛好家　ハンセン病回復者に 大島青松園

20120601-004 読売新聞（県版）多摩版 2012/06/01 佐川修、新保庄三 多磨全生園に保育園移転　入所者　園児と交流「待ち遠しい」
多磨全生園、
菊池恵楓園

20120601-005 中日新聞（県版）静岡版 2012/06/01 和泉真蔵、神美知宏 医学界の責任を指摘　ハンセン病問題　御殿場で講演　和泉医師が訴え
大島青松園、
駿河療養所

20120602-001 毎日新聞（東京） 2012/06/02
渡部尚、佐川修、新保
庄三

認可保育所7月開所　多磨全生園　待機児童解消効果も　入所者ら「余生は子供の
声聞いて過ごしたい」

多磨全生園、
菊池恵楓園

20120602-002 信濃毎日新聞（長野） 2012/06/02 池田修一、鬼頭昭三
第19回　信毎賞の1氏1団体　丹念に努力重ね続け　信大医学部教授　35年近く難
病FAPの診療と研究　池田修一さん　差別と偏見の解消に道筋

20120602-003 南信州（飯田） 2012/06/02

渡辺はま子、李香蘭、
古関裕而、菊田一夫、
加賀尾秀忍、キリノ大
統領

春介閑話（11）　遥かなるモンテンルパ（2）　飯田春介

20120602-004 徳島新聞（徳島） 2012/06/02
内藤順子、山本陽子、
江守徹、十川勝幸、赤
木正明

鳴潮

20120602-005 徳島新聞（徳島） 2012/06/02

植田和俊、香川征、十
川勝幸、内藤順子、岡
田宏、長江俊明、赤木
正明、坂口裕昭

優れた業績たたえる　徳島新聞賞贈呈式　3人と3団体表彰

20120602-006 徳島新聞（徳島） 2012/06/02
十川勝幸、内藤順子、
赤木正明

社説　＜2012.6.2＞　第48回徳島新聞賞　本県の将来を照らす光だ



20120602-007 毎日新聞（県版）武蔵野版 2012/06/02
渡部尚、佐川修、新保
庄三

認可保育所7月開所　多磨全生園　待機児童解消効果も　入所者ら「余生は子供の
声聞いて過ごしたい」

多磨全生園、
菊池恵楓園

20120602-008 毎日新聞（県版）多摩版 2012/06/02
渡部尚、佐川修、新保
庄三

認可保育所7月開所　多磨全生園　待機児童解消効果も　入所者ら「余生は子供の
声聞いて過ごしたい」

多磨全生園、
菊池恵楓園

20120602-009 読売新聞（県版）多摩版 2012/06/02 渡部尚 待機児童解消に期待　東村山市長「花さき保育園」移転で 多磨全生園

20120602-010 東京新聞（県版）多摩版 2012/06/02 佐川修、渡部尚 多磨全生園　子どもの声身近に　敷地内に保育園完成　来月開園 多磨全生園

20120602-011 東京新聞（県版）武蔵野版 2012/06/02 佐川修、渡部尚 多磨全生園　子どもの声身近に　敷地内に保育園完成　来月開園 多磨全生園

20120602-012 朝日新聞（東京） 2012/06/02
原一男、奥崎謙三、井
上光晴、今田哲史

逆風満帆　狂気宿す映像のない世に「檄」　映画監督　原　一男　（上）　「ドキュメン
タリーは仕かけ」

20120602-013 朝日新聞（札幌） 2012/06/02
原一男、奥崎謙三、井
上光晴、今田哲史

逆風満帆　狂気宿す映像のない世に「檄」　映画監督　原　一男　（上）　「ドキュメン
タリーは仕かけ」

20120602-014 朝日新聞（名古屋） 2012/06/02
原一男、奥崎謙三、井
上光晴、今田哲史

逆風満帆　狂気宿す映像のない世に「檄」　映画監督　原　一男　（上）　「ドキュメン
タリーは仕かけ」

20120602-015 朝日新聞（大阪） 2012/06/02
原一男、奥崎謙三、井
上光晴、今田哲史

逆風満帆　狂気宿す映像のない世に「檄」　映画監督　原　一男　（上）　「ドキュメン
タリーは仕かけ」

20120602-016 朝日新聞（北九州） 2012/06/02
原一男、奥崎謙三、井
上光晴、今田哲史

逆風満帆　狂気宿す映像のない世に「檄」　映画監督　原　一男　（上）　「ドキュメン
タリーは仕かけ」

20120603-001 山陽新聞（岡山） 2012/06/03 小泉首相、川江繁昭 愛生園の人の俳句に感動 長島愛生園

20120603-002 読売新聞（県版）多摩版 2012/06/03
西浦直子、中修一、石
田雅男

「社会復帰」の悩み浮き彫り　ハンセン病資料館企画展
奄美和光園、
長島愛生園、
多磨全生園

20120603-003 読売新聞（県版）武蔵野版 2012/06/03
西浦直子、中修一、石
田雅男

ハンセン病の苦悩　回顧　東村山で企画展　社会復帰テーマに
奄美和光園、
長島愛生園、
多磨全生園

20120604-001 日本海新聞（鳥取） 2012/06/04 溝口善兵衛 自治体動静【溝口善兵衛島根県知事】

20120604-002 山陰中央新報（松江） 2012/06/04 ＜島根＞

20120604-003 徳島新聞（徳島） 2012/06/04 県内　今週の動き

20120605-001 徳島新聞（徳島） 2012/06/05 西野ミヱ子 ハンセン病体験語る　県出身回復者　徳島市民と交流
大島青松園、
長島愛生園



20120605-002 毎日新聞（県版）徳島版 2012/06/05
西野ミヱ子、村崎弘
子、十川勝幸

故郷への思いを語る　徳島　元ハンセン病患者が里帰り
大島青松園、
長島愛生園

20120605-003 毎日新聞（県版）熊本版 2012/06/05 志村康
生きる　ハンセン病回復者・志村康の記憶　16　題字は本人　社会復帰（3）　自分の
足で立つ喜び

菊池恵楓園

20120606-001 東京新聞（東京） 2012/06/06 佐川修、渡部尚 園内に保育園　来月1日開園　多磨全生園 多磨全生園

20120606-002 山陰中央新報（松江） 2012/06/06 手銭白三郎 知事室　（5日）　＜島根＞

20120606-003 山陰中央新報（松江） 2012/06/06
溝口善兵衛、加藤哲
夫、石井和夫

ハンセン病療養所　4人が島根里帰り　知事ら歓迎会　再会喜ぶ

20120606-004 中国新聞（広島） 2012/06/06 手銭白三郎 知事往来　5日　島根

20120606-005 毎日新聞（県版）群馬版 2012/06/06 藤田三四郎
ハンセン病療養所栗生楽泉園自治会　外来入院　国に要望へ　来年度　市民開放
目指す

栗生楽泉園、
沖縄愛楽園、
宮古南静園、
松丘保養園

20120606-006 東京新聞（県版）群馬版 2012/06/06 谺雄二、菊地山芋 掲示板　第57回口語俳句全国大会作品募集

20120607-001
産経新聞（九州・山口特別
版）

2012/06/07

寬仁親王殿下、田村
靖邦、佐藤靖典、三角
保之、明治天皇、信子
さま

寬仁さまご逝去　「まだお若いのに…」　各地で深い悲しみの声
待労院診療
所、菊池恵楓
園

20120607-002 東奥日報（青森） 2012/06/07

三笠宮寬仁親王殿
下、高松宮妃喜久子、
三笠宮崇仁さま、麻生
太賀吉、麻生太郎、信
子さま、百合子さま、
彬子さま、瑶子さま、
野田佳彦、藤村修、天
皇陛下、吉田茂、皇后
陛下

寬仁さまご逝去　本県スポーツに尽力　66歳　寬仁さまの略歴 松丘保養園

20120607-003 東奥日報（青森） 2012/06/07
三笠宮寬仁親王殿
下、福田修子、油川和
世

社説　2012.6.7　寬仁さまご逝去　本県のスキー振興に尽力 松丘保養園



20120607-004 東奥日報（青森） 2012/06/07

三笠宮寬仁親王殿
下、三笠宮崇仁さま、
岡田康博、石川勝夫、
福西征子、石黒洋三、
竹田恒和、真下昇、張
富士夫、高円宮さま、
高松宮妃喜久子さま、
中村きせ、秩父宮さ
ま、天皇皇后両陛下

ひげの殿下忘れない　三内丸山や松丘保養園　遺跡、福祉に足跡 松丘保養園

20120607-005 デーリー東北（八戸） 2012/06/07

三笠宮寬仁親王殿
下、奈良光義、三浦敬
三、油川和世、工藤利
雄、高橋昇士、佐藤
勝、野田佳彦、三村申
吾、小林眞

寬仁さま逝去　「早過ぎる」「残念」　たびたび青森県へ　関係者、人柄しのぶ　敬愛
の念　痛惜の限り　気さくで温かい印象

松丘保養園

20120607-006 河北新報（仙台） 2012/06/07
三笠宮寬仁親王殿
下、山田富也

河北春秋 東北新生園

20120607-007 河北新報（仙台） 2012/06/07
三笠宮寬仁親王殿
下、久保瑛二、伊藤勝
吉、高橋道彦

三笠宮寬仁さま逝去　「お人柄　支えに」　東北の各界　惜しむ声 東北新生園

20120607-008 福島民報（福島） 2012/06/07

三笠宮寬仁親王殿
下、高松宮妃喜久子さ
ま、百合子さま、彬子
さま、瑶子さま、昭和
天皇、三笠宮崇仁さ
ま、吉田茂、麻生太
郎、信子さま、麻生太
賀吉、相馬和胤、相馬
雪子、佐藤雄平、野田
佳彦、藤村修、天皇皇
后両陛下

三笠宮家　寬仁さまご逝去　66歳"ひげの殿下"　福祉に尽力　相馬に深いゆかり

20120607-009 福島民報（福島） 2012/06/07

三笠宮寬仁親王殿
下、信子さま、丹羽真
一、佐藤俊久、林邦
朗、林フサ、林慎平、
林秀子、大橋信夫、佐
藤正博、チャールズ英
皇太子ご夫妻

寬仁さま　ご逝去　県民に優しいお言葉　人柄、気配り…思い出残す



20120607-010 北國新聞（金沢） 2012/06/07 伊波敏男 宗教　東別院　ハンセン病問題学習会　「人として尊厳を求めて」

20120607-011 山陰中央新報（松江） 2012/06/07

三笠宮寬仁親王殿
下、鷦鷯修一、山崎一
孝、上田政子、溝口善
兵衛、平井伸治

寬仁さま逝去　優しい人柄しのぶ　両県関係者　菓子博で名誉総裁 長島愛生園

20120607-012 山陽新聞（岡山） 2012/06/07

三笠宮寬仁親王殿
下、糸島達也、畑野研
太郎、信子さま、加計
美也子、三笠宮さま、
安原健男、北村実、越
宗孝昌、伊勢崎淳

寬仁さま逝去　印象的言葉　人柄しのぶ　がん体験明るく語る　福祉・医療　オリエ
ント研究に情熱　文化　山陽新聞社を度々訪問

邑久光明園

20120607-013 西日本新聞（福岡） 2012/06/07

三笠宮寬仁親王殿
下、天皇皇后両陛下、
小泉純一郎、彬子さ
ま、瑶子さま、野田佳
彦、藤村修、信子さ
ま、太田明、上野茂、
森国次、宗茂、末吉興
一、中山喜一朗、皇太
子ご夫妻

寬仁さま逝去　貫き通した自分流　がん闘病中も他者気遣い　福祉やスポーツへ思
い　九州に足跡

菊池恵楓園

20120607-014 熊本日日新聞（熊本） 2012/06/07

三笠宮寬仁親王殿
下、豊嶋光宏、チャー
リー永谷、太田明、園
田耕一、三角保之、野
尻明宏

「気さくな方だった」　カントリーゴールド、菓子博、恵楓園…ご来熊たびたび　ゆかり
の人々　別れ惜しむ

菊池恵楓園

20120607-015 南日本新聞（鹿児島） 2012/06/07
三笠宮寬仁親王殿
下、海老原敏、山田富
也、安藤邦光

寬仁さま逝去　福祉現場に思い寄せ　壮絶がん闘病、自ら公表　「気さくな殿下」悼
む　鹿県内

奄美和光園

20120607-016 毎日新聞（県版）福島版 2012/06/07
寬仁親王殿下、佐藤
雄平、彬子さま、瑶子
さま

18回も県内訪問　寬仁さま逝去　各地に悲しみの声

20120607-017 朝日新聞（県版）福島版 2012/06/07
三笠宮寬仁親王殿
下、佐藤雄平

寬仁さま来県は18回　福祉活動や野馬追見学



20120607-018 朝日新聞（県版）熊本版 2012/06/07

三笠宮寬仁親王殿
下、太田明、アルゼン
チン大使夫人、貞明皇
后、チャーリー永谷、
福島譲二

「気さくな人柄」に悼む声　三笠宮家寬仁さま逝去 菊池恵楓園

20120607-019 読売新聞（県版）宮城版 2012/06/07
三笠宮寬仁親王殿
下、久保瑛二、山田富
也、白江浩

寬仁さまご逝去　震災後、物心両面で支援　施設の入所者勇気づけ 東北新生園

20120607-020 建設通信新聞（東京） 2012/06/07 13療養所の33工事　厚労省の国立療養所発注見通し

松丘保養園、
東北新生園、
栗生楽泉園、
多磨全生園、
駿河療養所、
長島愛生園、
邑久光明園、
大島青松園、
菊池恵楓園、
星塚敬愛園、
奄美和光園、
沖縄愛楽園、
宮古南静園

20120607-021 Medical Tribune（東京） 2012/06/07 鈴木定彦 国内開催学会案内　＜6月＞　21－23　第85回日本ハンセン病学会

20120607-022 CREA 2012/06/07
細野豪志、野田、菅、
天皇陛下、海江田万
里、細川護煕

第4回　小島慶子と訪ねるあの人のアタマの中　細野豪志

20120608-001 東奥日報（青森） 2012/06/08 三笠宮寬仁親王陛下 天地人　2012.6.8 松丘保養園

20120608-002 熊本日日新聞（熊本） 2012/06/08 社会30　福島の子どもたちを恵楓園に 菊池恵楓園

20120608-003 熊本日日新聞（熊本） 2012/06/08 大屋徳夫、杉野芳武 福島の子　恵楓園で外遊びを　夏休みの8日間　有志が交流企画
菊池恵楓園、
邑久光明園

20120608-004 南日本新聞（鹿児島） 2012/06/08
三笠宮寬仁親王殿
下、彬子さま

南風録　≪2012.6.8≫ 奄美和光園

20120608-005 南日本新聞（鹿児島） 2012/06/08
上野正子、松下徳二、
舟井佳奈美

ハンセン病理解深める　霧島・福山中 星塚敬愛園



20120608-006 公募ガイド 2012/06/08
上村佑、矢城潤一、中
居真麻、畑野智美、江
國香織

若桜木　虔の作家養成塾　No.157　日本ラブストーリー大賞

20120608-007 文藝春秋 2012/06/08

天皇皇后両陛下、昭
和天皇、天武天皇、昭
憲皇太后、貞明皇后、
香淳皇后、光明皇后、
持統天皇、風岡典之、
宣化天皇

天皇皇后「火葬」に込められた真意　近代天皇制の否定か、第二の「人間宣言」か
山折哲雄（宗教学者）　原　武史（明治学院大学教授）

20120609-001 産経新聞（大阪） 2012/06/09
天皇皇后両陛下、酒
本喜與志

天皇、皇后両陛下ご動静　8日金曜 菊池恵楓園

20120609-002 しんぶん赤旗（東京） 2012/06/09
堅山勲、高橋ちづ子、
市田忠義、塩川鉄也、
赤沼康弘、三浦宜子

ハンセン病　療養所員確保して　元患者ら市田書記局長に要請

20120609-003 熊本日日新聞（熊本） 2012/06/09 酒本喜與志、皇后さま 全国初の保育所開設　皇后さまに恵楓園長報告 菊池恵楓園

20120609-004 朝日新聞（県版）鳥取版 2012/06/09 加賀田一 野の花あったか話　徳永進　故郷奪われた人　記憶に 長島愛生園

20120609-005 朝日新聞（県版）島根版 2012/06/09 加賀田一 野の花あったか話　徳永進　故郷奪われた人　記憶に 長島愛生園

20120609-006 朝日新聞（県版）岡山版 2012/06/09 加賀田一 野の花あったか話　徳永進　故郷奪われた人　記憶に 長島愛生園

20120609-007 朝日新聞（県版）広島版 2012/06/09 加賀田一 野の花あったか話　徳永進　故郷奪われた人　記憶に 長島愛生園

20120611-001 週刊ポスト 2012/06/11
高山文彦、笹川良一、
笹川陽平、笹川勝正、
笹川堯、遠藤周作

宿命の子　高山文彦　笹川一族の神話と真実　第七回

20120612-001 宮崎日日新聞（宮崎） 2012/06/12 55歳からのハローライフ　第5話　トラベルヘルパー　（178）　「老いらくの恋」10

20120612-002 沖縄タイムス（那覇） 2012/06/12
命ぐすい　耳ぐすい＜845＞　県医師会編　沖縄愛楽園の今　超高齢化直面　ケア
課題

沖縄愛楽園、
宮古南静園

20120612-003 琉球新報（那覇） 2012/06/12 55歳からのハローライフ　第5話　トラベルヘルパー　（178）　「老いらくの恋」10

20120612-004 毎日新聞（県版）熊本版 2012/06/12 志村康
生きる　ハンセン病回復者・志村康の記憶　17　題字は本人　娘（1）　新し家族増え
る

菊池恵楓園

20120612-005 産経新聞（県版）岡山版 2012/06/12 中尾伸治 ハンセン病「語り部講演会」　18日開催 長島愛生園



20120613-001 長崎新聞（長崎） 2012/06/13 ハンセン病に正しい知識を　療養所入所者ら作品展

20120614-001 熊本日日新聞（熊本） 2012/06/14 宮崎松記 きょうの歴史（14日）【県内】 菊池恵楓園

20120615-001 愛媛新聞（松山） 2012/06/15 塔和子、宮崎信恵 講座・講演　【西予市】人権のつどい宇和会場 大島青松園

20120615-002 南日本新聞（鹿児島） 2012/06/15 上野正子 ハンセン病差別上野さんが講演　薩摩川内・樋脇中 星塚敬愛園

20120615-003 毎日新聞（県版）熊本版 2012/06/15
ハンナ・リデル、三浦
啓市

オルガンの由来に迫る　リデル　ライト　両女史記念館であす講座

20120615-004 朝日新聞（県版）愛媛版 2012/06/15 催し　◆ハンセン病フォーラム 大島青松園

20120616-001 山陽新聞（岡山） 2012/06/16 中尾伸治 ハンセン病の元患者が講演　18日、県庁 長島愛生園

20120617-001 陸奥新報（弘前） 2012/06/17 お知らせ　あすから県庁でハンセン病パネル展

20120617-002 神奈川新聞（横浜） 2012/06/17
石井則久、大塚幹夫、
鈴木幸一

熱帯に多い　ブルーリ潰瘍　新皮膚感染症が全国に散在　ザリガニから菌DNA検出
報告が増加　埋もれる例　家族発生で

20120617-003 読売新聞（県版）京都版 2012/06/17 中村哲 アフガン農村支援語る　NGO代表中村さん「地域の思い尊重」

20120617-004 読売新聞（県版）熊本版 2012/06/17
蒲島知事、小松裕、佐
藤克之、村上徹

リポート　くまもと　ハンセン病強制隔離　県の関与、検証が難航　乏しい資料　管理
体制に要因

菊池恵楓園

20120618-001 愛媛新聞（松山） 2012/06/18 塔和子、宮崎信恵 ハンセン病　映画で学ぶ　監督の宮崎さん講演も　西予 大島青松園

20120618-002 大分合同新聞（大分） 2012/06/18
徳田靖之、奥西さん、
マイナリ

私の紙面批評　弁護士　徳田　靖之　伝統は廃れたのか

20120618-003 南海日日新聞（奄美） 2012/06/18 29日まで奄美図書館　入所者の作品など展示　ハンセン病理解する週間
星塚敬愛園、
奄美和光園

20120618-004 読売新聞（県版）熊本版 2012/06/18 杉野芳武、飯田尚子 恵楓園の天使たち 菊池恵楓園

20120618-005 山陽新聞（岡山）夕刊 2012/06/18 中尾伸治、窪田聡 ハンセン病に理解を　元患者、語り部に　岡山県庁　パネル展も始まる 長島愛生園

20120619-001 山陽新聞（岡山） 2012/06/19 中尾伸治、信定早苗 ハンセン病理解を　県庁　元患者が語り部講演 長島愛生園

20120619-002 宮古毎日新聞（宮古島） 2012/06/19 ハンセン病、正しく理解を　市役所平良庁舎でパネル展

20120619-003 毎日新聞（県版）岡山版 2012/06/19 中尾伸治 「歴史を学び　理解を」　ハンセン病講演会　県庁でパネル展 長島愛生園



20120619-004 毎日新聞（県版）熊本版 2012/06/19 志村康 生きる　ハンセン病回復者・志村康の記憶　18　題字は本人　娘（2）　親子の再出発

20120619-005 読売新聞（県版）多摩版 2012/06/19 network TAMA　タマケンに挑戦

20120619-006 読売新聞（県版）岡山版 2012/06/19 中尾伸治 家族も差別受け…みんなつらかった　ハンセン病元患者講演 長島愛生園

20120619-007 産経新聞（県版）岡山版 2012/06/19 中尾伸治 差別、偏見…苦難の64年　療養所入所者・中尾さん講演 長島愛生園

20120620-001 毎日新聞（札幌） 2012/06/20 田畑
第85回日本ハンセン病学会総会・学術大会市民公開講座「ハンセン病の問題の"こ
れから"を考える」

20120620-002 埼玉新聞（さいたま） 2012/06/20
石井則久、大塚幹夫、
鈴木幸一

新皮膚感染症が全国に散在　ブルーリ潰瘍　ザリガニから菌DNA検出

20120620-003 南日本新聞（鹿児島） 2012/06/20 ハンセン病問題　理解を　鹿屋市役所　24日まで資料展 星塚敬愛園

20120620-004 KURA 2012/06/20 岩波敏男
信州の教育　テラ・スコラ　信州むつみ高等学校の学びと体験は、こんな人たちに支
えられています。　岩波敏男さん　ハンセン病回復者・作家　信州沖縄塾塾長（上田
市）No.1

20120621-001 読売新聞（東京） 2012/06/21

キャロライン・クリスト
フ・バガルギエフ、ハン
ナ・リーゲン、ヴァン・
ナス、ジェローム・ベ
ル、大竹伸朗、ハラル
ド・ゼーマン

ドクメンタ13「不可視」を提示　精神の復興が起点　権威的な感性を断罪

20120621-002 北海道新聞（札幌） 2012/06/21 牧野正直
イベントウイークリー　21（木）～27（水）　札幌　催し　第85回日本ハンセン病学会総
会・学術大会「市民公開講座」

20120621-003 上毛新聞（前橋） 2012/06/21 ハンセン病正しい理解を　あすまで県庁

20120621-004 信濃毎日新聞（長野） 2012/06/21
宮本憲一、スマナ・バ
ルア、李啓充、長純一

佐久総合病院で来月シンポなど夏季大学

20120621-005 岐阜新聞（岐阜） 2012/06/21 「ハンセン病」理解を　名誉回復の日に合わせ　岐阜市でパネル展
駿河療養所、
邑久光明園、
長島愛生園

20120621-006 中部経済新聞（名古屋） 2012/06/21
石井則久、大塚幹夫、
鈴木幸一

新皮膚感染症　全国へ散在　熱帯に多いブルーリ潰瘍　ザリガニから病原菌DNA検
出

20120621-007 大阪日日新聞（大阪） 2012/06/21
石井則久、大塚幹夫、
鈴木幸一

熱帯に多いブルーリ潰瘍　新皮膚感染症　全国に散在　アメリカザリガニから病原
菌DNA検出



20120621-008 日本海新聞（鳥取） 2012/06/21
石井則久、大塚幹夫、
鈴木幸一

熱帯に多いブルーリ潰瘍　新皮膚感染症　全国に散在　アメリカザリガニから病原
菌DNA検出

20120621-009 沖縄タイムス（那覇） 2012/06/21 比嘉氏 市長動静　＜21日＞　下地宮古島市長

20120621-010 朝日新聞（県版）徳島版 2012/06/21
八重樫信之、森和男、
十川勝幸

ハンセン病　知るために　患者や施設の写真展　25日関係者ら討論会　あす名誉回
復の日

大島青松園

20120621-011 朝日新聞（県版）長崎版 2012/06/21 中村久子 イベント　ハンセン病に関する企画展

20120622-001 読売新聞（福岡） 2012/06/22 神美知宏 ハンセン病　差別の歴史風化させるな　県、初の資料展開催めざす

20120622-002 しんぶん赤旗（東京） 2012/06/22 偏見・差別なくそう　群馬県庁でハンセン病展
栗生楽泉園、
松丘保養園

20120622-003 福井新聞（福井） 2012/06/22 ハンセン病理解へ　パネル写真で啓発　アオッサ、県が展示

20120622-004 山陽新聞（岡山） 2012/06/22 中杉隆法 福島の被災親子ら受け入れ　夏休みを満喫して　邑久光明園　入所者と交流 邑久光明園

20120622-005 徳島新聞（徳島） 2012/06/22 十川勝幸、森和男 ハンセン病に正しい理解を　きょう「名誉回復・追悼の日」　県内　写真展など開催 大島青松園

20120622-006 徳島新聞（徳島） 2012/06/22
青木恵哉、佐久川正
美、横田茂則

県出身者ゆかりの地　沖縄・元ハンセン病患者療養所　上板中　修学旅行で訪問
県内初　歴史学び交流

沖縄愛楽園

20120622-007 愛媛新聞（松山） 2012/06/22 山本隆久 松山市　ハンセン病フォーラム 大島青松園

20120622-008 長崎新聞（長崎） 2012/06/22 風見治
ハンセン病「差別、偏見なくしたい」　鹿児島の療養所で生活　長崎出身・79歳風見
さん　絵筆に願い託し　故郷の風景画描く

20120622-009 長崎新聞（長崎） 2012/06/22

松尾芭蕉、松尾あつゆ
き、見目誠、ドミニク・
シポ、アンドレ・ジェモ
ン、朝倉和江、小山誉
美、山口彊、種田山頭
火、住宅顕信、村越化
石、竹山広

芭蕉の全句　仏語訳発刊　俳人見目さん、ハイク詩人シポさん共同編集　「世界初」
1011作品紹介　5年がかり、訳注に苦心

20120622-010 宮崎日日新聞（宮崎） 2012/06/22
石井則久、大塚幹夫、
鈴木幸一

皮膚組織破壊の新感染症　ブルーリ潰瘍　全国散在　抗菌剤で早期治療

20120622-011 朝日新聞（県版）群馬版 2012/06/22
井元史郎、藤田三四
郎

ハンセン病名誉回復の日　栗生楽泉園は職員減　開放進まず　入所者「法の精神
生かせ」　患者監禁施設を復元　厚労省　来年度開館めざす

栗生楽泉園

20120622-012 読売新聞（県版）群馬版 2012/06/22 女屋常治 ハンセン病の理解へ写真パネル60点展示　きょうまで県庁 栗生楽泉園



20120622-013 信濃毎日新聞（長野）夕刊 2012/06/22 小宮山洋子、谺雄二 ハンセン病問題解決を強く訴え　追悼式典で原告団協議会

20120622-014 徳島新聞（徳島）夕刊 2012/06/22 小宮山洋子、谺雄二 ハンセン病隔離患者の冥福祈る　都内で追悼式典

20120623-001 毎日新聞（東京） 2012/06/23 ハンセン病療養所保存検討委設置へ　厚労省

20120623-002 毎日新聞（北九州） 2012/06/23 ハンセン病療養所施設　保存へ専門委　厚労省

20120623-003 東奥日報（青森） 2012/06/23 小宮山洋子、谺雄二 厚労相「解決に全力」　ハンセン病患者追悼式　東京

20120623-004 上毛新聞（前橋） 2012/06/23 小宮山洋子、谺雄二 ハンセン病問題解決に全力誓う　東京で追悼式典

20120623-005 埼玉新聞（さいたま） 2012/06/23 小宮山洋子、谺雄二 散歩道

20120623-006 千葉日報（千葉） 2012/06/23 小宮山洋子 ニュースダイジェスト　ハンセン病患者の追悼式典

20120623-007 山梨日日新聞（甲府） 2012/06/23
太宰治、樋口一葉、山
崎方代、小川正子、島
野初子、ゲーテ

山日を読んで　松土　清　「心に刻まれ、伝えたくなる言葉」

20120623-008 伊勢新聞（津） 2012/06/23 小宮山洋子、谺雄二 ハンセン病患者の追悼式典

20120623-009 大阪日日新聞（大阪） 2012/06/23 小宮山洋子、谺雄二 厚労省「問題解決に全力」　ハンセン病患者追悼式典

20120623-010 日本海新聞（鳥取） 2012/06/23 小宮山洋子、谺雄二 厚労省「問題解決に全力」　ハンセン病患者追悼式典

20120623-011 山陰中央新報（松江） 2012/06/23 小宮山洋子、谺雄二 ハンセン病患者ら追悼　名誉回復へ式典　東京

20120623-012 四国新聞（高松） 2012/06/23 小宮山洋子、谺雄二 ハンセン病患者の追悼式典　厚労相「解決に全力」

20120623-013 佐賀新聞（佐賀） 2012/06/23 小宮山洋子、谺雄二 差別、偏見解決に全力　厚労省前　ハンセン病患者追悼

20120623-014 長崎新聞（長崎） 2012/06/23 小宮山洋子、谺雄二 ハンセン病患者　追悼式典　厚労相「解決に全力」

20120623-015 熊本日日新聞（熊本） 2012/06/23 辻泰弘、金子恭之 旧菊池医療刑務所の保存を　ハンセン病訴訟原告ら　厚労省に申し入れ 菊池恵楓園

20120623-016 南日本新聞（鹿児島） 2012/06/23 小宮山洋子、谺雄二 ハンセン病「解決に全力」　追悼式典で厚労相式辞

20120623-017 南海日日新聞（奄美） 2012/06/23 小宮山洋子、谺雄二 厚労相「解決に全力」　ハンセン病患者の追悼式



20120623-018 南海日日新聞（奄美） 2012/06/23
森山一隆、弓削政己、
北之園千春

ハンセン病裁判全史を寄贈　文庫友の会　奄美図書館に
奄美和光園、
沖縄愛楽園

20120623-019 沖縄タイムス（那覇） 2012/06/23
山城秀樹、金城雅春、
浦島悦子、運天望美

差別と戦争　二重苦学ぶ　愛楽園で屋我地中生徒 沖縄愛楽園

20120623-020 琉球新報（那覇） 2012/06/23 小宮山洋子、谺雄二 「解決に全力」厚労相が強調　ハンセン病患者追悼式典

20120623-021 八重山毎日新聞（石垣） 2012/06/23 小宮山洋子、谺雄二 ハンセン病支援策を協議　厚労省　追悼と名誉回復の日に

20120623-022 毎日新聞（県版）徳島版 2012/06/23
八重樫信之、十川勝
幸

ハンセン病　理解深めて　徳島　回復者ら捉えた写真展　来月8日まで

20120623-023 毎日新聞（大阪）夕刊 2012/06/23
塔和子、沢知恵、高見
順

隔離が詠ませた絆　ハンセン病療養所　塔和子さん　「オーラ放つ詩」　交流の歌手
CD化

大島青松園

20120624-001 SANKEI EXPRESS（東京） 2012/06/24 鈴木幸一 鍋かぶり葬からハンセン病菌

20120624-002 秋田魁新報（秋田） 2012/06/24 鈴木幸一、桜井準也 江戸時代の人骨　「鍋かぶり葬」からハンセン病菌検出

20120624-003 上毛新聞（前橋） 2012/06/24 鈴木幸一、桜井準也 人骨からハンセン病菌　江戸期の鍋かぶり葬　DNAを初検出

20120624-004 神奈川新聞（横浜） 2012/06/24 鈴木幸一 謎の土葬からハンセン病菌　茅ヶ崎からも出土

20120624-005 山口新聞（下関） 2012/06/24 鈴木幸一、桜井準也 謎の土葬からハンセン病菌　江戸期人骨でDNA検出

20120624-006 徳島新聞（徳島） 2012/06/24
石井則久、大塚幹夫、
鈴木幸一

熱帯に多い新皮膚感染症　ブルーリ潰瘍　全国に散在　ザリガニから菌DNA検出

20120624-007 四国新聞（高松） 2012/06/24 鈴木幸一、桜井準也 「鍋かぶり葬」からハンセン病菌検出　江戸期人骨でDNA　国立感染症研

20120624-008 高知新聞（高知） 2012/06/24 鈴木幸一、桜井準也 「鍋かぶり葬」は病死用?　ハンセン病菌DNA初検出　国立感染症研

20120624-009 佐賀新聞（佐賀） 2012/06/24 徳田靖之、島比呂志
討論ワイド　日曜討論　大分で「人権社会確立全九州研究集会」　根強い差別と人
権侵害　自己に潜む意識に課題　講演（1）　徳田　靖之氏　弁護士　「気づき」「学
び」必要不可欠

菊池恵楓園

20120624-010 佐賀新聞（佐賀） 2012/06/24 鈴木幸一 江戸期人骨にハンセン病菌　謎の「鍋かぶり葬」

20120624-011 南日本新聞（鹿児島） 2012/06/24 向原祥隆 鹿県知事選マニフェスト
星塚敬愛園、
奄美和光園

20120624-012 南海日日新聞（奄美） 2012/06/24 鈴木幸一 謎の土葬からハンセン病菌　江戸期人骨でDNA検出



20120624-013 朝日新聞（県版）岐阜版 2012/06/24 「ハンセン病歴史理解を」　きょうまでパネル展　岐阜 駿河療養所

20120625-001 徳島新聞（徳島） 2012/06/25 今週の動き　県内

20120625-002 徳島新聞（徳島） 2012/06/25 きょう　あすの催し　聞く　★ハンセン病を正しく理解するフォーラム

20120625-003 四国新聞（高松） 2012/06/25 25日　高松　ハンセン病啓発パネル展

20120625-004 朝日新聞（県版）三重版 2012/06/25
川北為俊、川北幸子、
岩脇宏二

リポート　みえ　ハンセン病基本法成立4年　「自分たちから心を開くことが、差別や
風化を防ぐ一歩」　入所60年前向きに　「社会復帰　見えぬ具体策」市民団体

長島愛生園

20120625-005 毎日新聞（東京）夕刊 2012/06/25 谺雄二 人・模・様　ひ・と・も・よ・う　ハンセン病施設で人権啓発
栗生楽泉園、
多磨全生園

20120625-006 徳島新聞（徳島）夕刊 2012/06/25 十川勝幸 ハンセン病　理解訴え　県と支援協　徳島駅前で啓発活動 大島青松園

20120626-001 朝日新聞（東京） 2012/06/26 塔和子、沢知恵 ひと　ハンセン病の療養所に暮らす詩人塔和子さんをうたう　沢　知恵さん（41）

20120626-002 朝日新聞（札幌） 2012/06/26 塔和子、沢知恵 ひと　ハンセン病の療養所に暮らす詩人塔和子さんをうたう　沢　知恵さん（41）

20120626-003 朝日新聞（名古屋） 2012/06/26 塔和子、沢知恵 ひと　ハンセン病の療養所に暮らす詩人塔和子さんをうたう　沢　知恵さん（41）

20120626-004 朝日新聞（大阪） 2012/06/26 塔和子、沢知恵 ひと　ハンセン病の療養所に暮らす詩人塔和子さんをうたう　沢　知恵さん（41）

20120626-005 朝日新聞（北九州） 2012/06/26 塔和子、沢知恵 ひと　ハンセン病の療養所に暮らす詩人塔和子さんをうたう　沢　知恵さん（41）

20120626-006 読売新聞（大阪） 2012/06/26 橋下徹 今日のノート　口と金

20120626-007 東京新聞（東京） 2012/06/26
知花昌一、知花未来
世、親鸞、金城実、マ
ルクス

記憶　戦後67年　新聞記者が受け継ぐ戦争　知花昌一と戦後沖縄　下　民衆の力を
信じて　僧になり希望つなぐ

沖縄愛楽園

20120626-008 徳島新聞（徳島） 2012/06/26
山本隆久、森和男、楠
本満美子、脇田誠也、
十川勝幸

ハンセン病差別　解消を　元患者らパネル討論　徳島市 大島青松園

20120626-009 徳島新聞（徳島） 2012/06/26 きょう　あすの催し　見る　★ハンセン病回復者の人権特別展示

20120626-010 琉球新報（那覇） 2012/06/26
石井則久、大塚幹夫、
鈴木幸一

新皮膚感染症　全国に　熱帯で多発　ブルーリ潰瘍　ザリガニから菌DNA



20120626-011 日刊薬業（東京） 2012/06/26 鎌田光明 計画停電、対象外企業に個別連絡　厚労省　医療機関リストは公表

20120627-001 長崎新聞（長崎） 2012/06/27 ハンセン病に正しい理解を　長崎でパネル展

20120627-002 熊本日日新聞（熊本） 2012/06/27 徳田靖之 無実訴え元患者死刑　ハンセン病事件検証する講演会　30日、菊池恵楓園 菊池恵楓園

20120627-003 琉球新報（那覇） 2012/06/27
金城雅春、浦島悦子、
運天望美

差別、隔離の歴史学ぶ　屋我地中生徒が愛楽園訪問 沖縄愛楽園

20120627-004 毎日新聞（東京）夕刊 2012/06/27
佐川修、山内きみ江、
内山定

ハンセン病施設に保育所　「多磨全生園」来月1日に開所　東京・東村山　「命の重
み感じたい」入所の山内さん

多磨全生園、
菊池恵楓園

20120628-001 毎日新聞（県版）熊本版 2012/06/28 徳田靖之
「ずさん」な捜査、裁判の実態　無実を訴えながら死刑「菊池事件」の講演会　30日、
恵楓園で徳田弁護士

菊池恵楓園

20120628-002 朝日新聞（東京）夕刊 2012/06/28
佐川修、山内きみ江、
森田紅

ハンセン病療養所　待望の保育園　東村山　子どもと触れあう日常に
多磨全生園、
菊池恵楓園

20120628-003 朝日新聞（札幌）夕刊 2012/06/28
佐川修、山内きみ江、
森田紅

ハンセン病療養所　待望の保育園　東村山　子どもと触れあう日常に
多磨全生園、
菊池恵楓園

20120628-004 朝日新聞（大阪）夕刊 2012/06/28
佐川修、山内きみ江、
森田紅

東京・ハンセン病療養所に保育園　「おばあちゃん　なるの楽しみ」
多磨全生園、
菊池恵楓園

20120629-001 読売新聞（東京） 2012/06/29
テイン・セイン、アウン・
サン・スー・チー、フン・
セン

論点　ミャンマー民主化　少数民族　貧困解消カギ

20120629-002 上毛新聞（前橋） 2012/06/29
木村功、山口和雄、金
井正雄、田中光憲、中
沢富一、滝沢久美子

障害者と交流　カラオケ大会　草津 栗生楽泉園

20120629-003 新潟日報（新潟） 2012/06/29
石井則久、大塚幹夫、
鈴木幸一

熱帯に多いブルーリ潰瘍　国内で確認、本県2件　手足や顔にしこり、組織破壊　環
境中に病原菌　早期発見で治せる

20120629-004 信濃毎日新聞（長野） 2012/06/29 丸山多嘉男、訓覇浩 文化短信　☆生きた証・丸山多嘉男さんと語るつどい 栗生楽泉園

20120629-005 愛媛新聞（松山） 2012/06/29
笹川陽平、上田利枝、
松浦武夫

会誌　青松 大島青松園

20120629-006 読売新聞（県版）多摩版 2012/06/29
山内きみ江、森田紅、
山内定、ハンセン医師

笑顔咲く森へ　（上）　多磨全生園に保育園　未来背負う子ども見守る 多磨全生園



20120629-007 週刊読書人（東京） 2012/06/29

石牟礼道子、姜信子、
藤原新也、源為朝、徳
松さん一家、村松武
司、赤坂憲雄、天草四
郎

対談＝石牟礼道子・姜信子　命の思いをどう語り継ぐか　朝鮮部落とハンセン病　切
り離された人たちばかり集まる　　人間が流されている　もっと大規模に流されていく
時代に　あの世と行ったり来たり

20120629-008 朝日新聞（大阪）夕刊 2012/06/29
桜井哲夫、中野掔司、
波並英夫

隔離70年遺骨故郷へ　ハンセン病元患者・詩人桜井さん　友と八重桜待つ津軽

20120630-001 下野新聞（宇都宮） 2012/06/30 高松征雄 事業計画や決算　原案通り可決　県藤楓協会理事会

20120630-002 北國新聞（金沢） 2012/06/30 浅井あい ハンセン病対策で要望

20120630-003 北陸中日新聞（金沢） 2012/06/30 木村吉伸、中村純子 ハンセン病啓発強化を県に要望　元患者支援団体

20120630-004 愛媛新聞（松山） 2012/06/30
山本隆久、新盛英世、
浜本和恵

ハンセン病問題　今も　松山でフォーラム　元患者が講演 大島青松園

20120630-005 愛媛新聞（松山） 2012/06/30
今川正章、鈴木靜、益
基、加藤令史

第30回愛媛新聞「読者と報道」委員会　震災の検証　継続を　「3・11」とがれき処理
国民・被災者目線で　鈴木氏

20120630-006 南日本新聞（鹿児島） 2012/06/30 比嘉正央 不連続線

20120630-007 南日本新聞（鹿児島） 2012/06/30
森山一隆、北之園千
春

ハンセン病歴史知って　文庫友の会　裁判全史を寄贈　奄美図書館 奄美和光園

20120630-008 朝日新聞（県版）石川版 2012/06/30 木村吉伸 ハンセン病対策で県に要望書を提出

20120630-009 読売新聞（県版）多摩版 2012/06/30
志村康、工藤正敏、松
崎景子、稲葉正彦

笑顔咲く森へ　（中）　療養所内に保育園　熊本では…　子どもと交流　戸惑いも
菊池恵楓園、
多磨全生園

20120630-010 読売新聞（県版）鹿児島版 2012/06/30 山口シメ子
ハンセン病　苦しみの半生　星塚敬愛園入所者が講演　鹿屋　「みなさんも力強く生
き抜いて」

星塚敬愛園


