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開 会 

 

司会 

     全日本国立医療労働組合 桶谷 努 

ただいまから「ハンセン病問題を考える市

民のつどい・みやぎ」によります「ハンセン病

問題から学ぶつどい――ハンセン病回復者

が社会で生きること」を始めさせていただき

たいと思います。それではまず、本日の講

演会の主催者を代表しまして共同代表の園

部英俊よりご挨拶申し上げます。 

 

開 会 挨 拶 

 

共同代表 

 カトリック仙台教区人権を考える委員会 

園部英俊 

こんにちは。お休みのところお越しいただ

きましてありがとうございます。今日、この「ハ

ンセン病問題から学ぶつどい」を開催させて

いただくにあたり、少しだけ、わたしたち「市

民のつどい」とはなんなの、ということをお話

しさせてください。わたしたちは 2010 年にメ

ディアテークで「ハンセン病問題のこれまで

とこれから」と題するシンポジウムを開催しま

した。これは、以前からそれぞれにハンセン

病問題に取り組んできたキリスト教や仏教

〔の宗教者〕、ハンセン病国家賠償訴訟の東

日本弁護団、もちろん〔ハンセン病の〕当事

者の方々、それから関係する療養所の職員、

教職員などが、ハンセン病問題についても

っともっと市民のみなさま、県民のみなさま

に知っていただきたいということで開催した

ものです。その後もこの集まりを解散せず、

引き続きみんなで力を合わせてハンセン病

問題に取り組んでいくことにいたしました。

大きな目的として 2 つございます。ひとつは

ハンセン病問題についてみなさんに知って

いただく、いわゆる啓発活動です。それから

〔もうひとつですが〕、わたしたちが住んでい

る宮城県には国立療養所東北新生園がご

ざいます。また東北では青森市にも国立療

養所〔松丘保養園〕がございます。全国の国

立療養所で、今後の将来構想について検

討がなされています。療養所の今後のあり

方、そこにおられる方々が終の棲家としてき

ちんと保障されるよう、また社会に出られた

方についても穏やかに、幸せに暮らしてい

けるようにということで、将来構想があるわけ

です。その策定に市民として関わっていこう

ということで、活動してまいりました。 

  今日はショージさんにお越しいただいて、

直接当事者の声をみなさんに聞いていただ

きたいと思います。もし、わたしたちの活動

に関心があり、なにかできないかなと思われ

る方はぜひご協力いただけたら感謝です。 

今日の会は、ハンセン病そのものがどんなこ

とだったかという説明をすることはありません。

これまでの歴史などについては資料を読ん

でいただきたいと思います。ショージさんの

味わってきた苦しみ、つらさを知っていただ

いて、同じ過ちを二度と繰り返さないというこ

と。こうした方々の被害をぜひ聞き取ってい

ただきたい。そしてハンセン病問題を通して、

わたしたちの身のまわりにある、いじめ問題、

福島の原発に絡む問題、沖縄の基地問題

などについても考えていただけたらいいなと

思います。 

  先ほど始まる前にパイプオルガンの曲が

流れていました。〔このパイプオルガンは〕 4

年くらい前に設置しました。教会から 1 曲プ

レゼントさせていただきまして、開会の挨拶

とさせていただきます。 

 

～パイプオルガン演奏～ 

 
司会：素晴らしい演奏をありがとうございまし

た。 

  ちょうど 1 週間前の日曜日、東京でハン

セン病家族訴訟の報告会がありまして、今

日来ていただいております〔東北学院大学

の〕黒坂〔愛衣〕先生と、先生の講義を学生
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時代に聴いて“弁護士になってハンセン病

の方を助けたい”と決意された田村〔有規

奈〕弁護士から報告がありました。そのなか

で“家族は秘密を抱えて生きていかなけれ

ばならない”という被害が語られていました。

「らい予防法」をもとに、国はハンセン病を怖

ろしい病気だと、社会に恐怖を植え付けるこ

とで、国民に密告を奨励して、ハンセン病患

者をまさにあぶり出して強制隔離を行なって

きたという歴史があります。「無らい県運動」

は最たるものと思っています。当時、排除の

対象となっていたなかで生きるということは、

本日の語り手でありますショージさんにも、

そして家族の方にとっても、共通の被害であ

ったのだと思っています。当事者としての被

害、そして社会で生きるというだけで受けて

きた被害、そのことについて本日はみなさん

と一緒に学び、考えていきたいと思います。 

  それでは本日お話しいただきます御二方

について紹介させていただきます。みなさん

の資料にはプロフィールを入れさせていた

だきましたのでそちらもご参照ください。S・シ

ョージさん。1941 年青森県八戸市近くの出

身。1953 年に青森県の松丘保養園に入所

されて、その後 1956 年に、長島愛生園にあ

ります邑久高等学校新良田教室に入学され

ました。1961 年に社会復帰を果たされてお

ります。これは関東のほうで就職されたという

ことですけども、1 年経たずして〔ハンセン病

を〕再発し、東京の多磨全生園に入所され

ました。 1969 年に再度社会復帰されていま

す。いまだにハンセン病回復者であるという

ことを明らかにできずに苦しまれていますけ

ども、回復者の方と結婚して社会で暮らされ

ている。〔東日本〕退所者の会、「あおばの

会」の副会長をされています。 

  聴き手は黒坂愛衣さん。東北学院大の経

済学部共生社会経済学科の准教授をされ

ています。熊本地裁でいま争われているハ

ンセン病の家族の方たちの被害を明らかに

する裁判でも、家族の方たちの被害につい

ての証言をされております。また著書に、ハ

ンセン病患者の家族の方たちのインタビュ

ーをまとめた『ハンセン病家族たちの物語』

（2015 年、世織書房）等があります。 

  それでは、この後の進行は黒坂さんにお

願いしたいと思います。 

黒坂：よろしくお願いいたします。わたしは

2014 年から仙台に来ていますが、それまで

は埼玉在住で、「ハンセン病首都圏市民の

会」の事務局のほうをやらせていただいてお

りました。その活動で、ショージさんとは 10

年近くのお付き合いになります。その縁もあ

りまして、きょうは聴き手という役割を仰せつ

かりました。きょうは、ショージさんがどういう

ふうに人生を辿られてきたのか、お聞きして

いきたいと思います。 

 
～ハンセン病だった父が 

小学校 5 年のときに亡くなる～ 

 

聴き手（黒坂）：ショージさんの生まれ年は

1941 年ですから、いまおいくつですか？ 

ショージ：いま 76 歳です。 
聴き手：生まれたところがどういうところだった

のかとか、どういう経緯を経て松丘保養園に

行くことになったのかとか、そういった人生の

足取りをゆっくりみなさんと一緒にお伺いし

ていきたいなと思っています。よろしくお願

いいたします。青森県のお生まれということ

でした。どんな暮らしでしたか？ 

ショージ：わたしが生まれたのは、ほとんど岩手

県境、岩手県に近いところです。だもんで、

お祭りに行くところは八戸（はちのへ）か、岩

手県の軽米（かるまい）というところがありま

す。そこへ行ってました。本当に田舎です、

山の中です。 

聴き手：おうちはなにが生業（なりわい）だった

のでしょうか？ 

ショージ：わたしのうちは農家で、ほとんどわた

し、子どもの頃は稗（ひえ）と粟（あわ）と蕎麦

（そば）、豆、そういうものを作っていました。
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白いご飯を食べることはほとんどなかったで

す。ほとんど稗のご飯を食べていました。 

聴き手：ご家族は何人家族だったでしょうか？ 

ショージ：わたし、小学校 5 年生のとき父親が

亡くなって。きょうだい 5 人で、〔それと母親

の〕 6 人家族でした。 

聴き手：お父さんもご病気だったということです

ね？ 

ショージ：はい、わたしの父は病気だったんで

す。わたしは〔小学校〕 4 年生ぐらいからし

か記憶がないんですけども、〔父は〕顔にブ

ツブツ、できものみたいなのができていて。

母親が、そのできものをつぶすためにカミソ

リで傷をつけて、黒っぽい布で絞っていまし

た。それをわたし見てました。そういう記憶あ

ります。 

聴き手：お父さんがハンセン病だったということ

なんですね？ 

ショージ：そうです。それで、わたしが小学校 5

年生くらいのときから近所の子どもに「いが

のだだ、ドスだ」と言われたことがあるんです

よ。「いが」というのは、わたしの生まれたとこ

ろでは「おまえ」という意味です。〔「だだ」は

父親のこと。〕「ドス」というのは、わたしの生

まれたところは、このハンセン病のことを「ド

ス」と言っていました。岩手県と秋田県の出

身の人は「ドス」という言葉を言っていまし

た。 

聴き手：小さい頃、お父さんは少し顔に症状が

出ていたけど、農作業とかされていたんです

か？ 
ショージ：わたしの父親が療養所に入ったら、

〔わたしのうちは〕ほとんど農業が成り立たな

かったと思うんです。それで療養所には〔入

らなかった〕。〔入所を〕勧められたかどうか

はわからないですけど、うちで馬を飼ってい

ましたので、その頃〔農家では〕使う馬を飼っ

てるのが普通だったもんで、馬の世話のた

めに父親は療養所に入らなかったと思いま

す。 

聴き手：お父さんは療養所には行かないで、

おうちで暮らされてきたということなんですね。

小学生のときに亡くなられたんですか？ 

ショージ：わたしが小学校 5 年生のとき、わた

しの〔実家の〕屋敷がね、一町歩ぐらいある

って聞いて。大きな柿の木が 3 本か 4 本あ

って、その柿の実、梯子（はしご）掛けて採っ

ているとき、〔父親は〕落っこっちゃって。ちょ

うど落っこった下に丸太があって、即死はし

なかったんですけども、落ちてから 3 ヵ月か

そこらで亡くなりました。ただそのときに、病

気のせいかどうかわからないですけども、往

診も頼まない、それから病院にも行かない。

そのころ馬車か、冬だと馬橇（ばそり）なんで

すよ。自動車ほとんど走っていなくって。お

医者さんにかかった記憶はないです。 

聴き手：まあ、お医者さんに行くこと自体も大

変ということもあるし。ハンセン病だということ

で、少し気後れがあったということなんでしょ

うか？ 

ショージ：わたしはそう思っています。病気だっ

たために、お医者さんを母親が頼まなかっ

たんじゃないかと思っています。 

聴き手：お父さんが亡くなられると、ますます暮

らしが苦しくなっていくということなんでしょう

か？ 
ショージ：農作業は、中学生の兄が学校を休

んだりして仕事を手伝っていました。〔あと

は〕干し柿作ったり。冬はあの、その頃は履

物といえば藁草履で、ほとんど家の中で藁

草履を作っていました。それで、父親が亡く

なったときね、役場に死亡届〔を出し〕に行っ

たら、「消毒する」と言われたそうです、役場

〔の人〕から。母親は「いっぱい泣いて、やめ

てもらった」と言っていました。それは葬式の

後で聞いたんですけれども。 

聴き手：お父さんがハンセン病だということで、

「消毒に行く」というふうに役場から言われて。

お母さんはもう泣いて「やめてくれ」と？ 

ショージ：まだそのころ火葬場もなくて、ぜんぶ

土葬だったんですよ。保健所も父親の病気

がわかっていたと思うんです。それで「消毒
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する」と言ったと思います。 

聴き手：その頃、お父さんがそういう病気だっ

ていうことは、まわり近所はもう知っていたん

でしょうか？ 

ショージ：近所の人は知っていたと思います。

わたしの父親はほとんど近所の人とつきあ

いをしなくて、近所づきあいは全部、母親が

やっていました。父親はただ黙々と農作業

をするだけでした。 

 
～自らの発症、「学校へ来なくていい」と 

校長先生に言われて～ 

 

聴き手：「ドス」って、さっきおっしゃった言葉が

ありましたけど。それはお父さんが病気だと

いうことで、「ドスの子」みたいなことで、言わ

れるということなんでしょうか？ 

ショージ：言われた当時はね、ピンとこなかった

んですよ。“ああ、言われたな”ぐらいで。わ

たしはあの、「ひょっとこ」とかね、そう言われ

た記憶があります。子どもの頃。 

聴き手：それは、ショージさん自身が病気が出

て。〔ハンセン病の〕症状が出たときに言わ

れたんですね？ 

ショージ：そうです。父親が亡くなる前、うちで

寝てる頃、わたし顔が腫れまして。小学校 5

年生の冬休み。 

聴き手：小学校 5 年生の冬休みぐらいから病

気の症状が出てきたということなんですね？ 

ショージ：そうです。あの、腫れて、なかなか引

かないもんで。そのころ交通手段がなくて、

雪道をおそらく 2 時間くらい歩いたと思いま

す、病院に行って。それでも病気がわかん

なかったですよね。注射したけども、痛みは

なかったです。お尻に注射されたんだけど

も。 

聴き手：あの、ハンセン病の症状のひとつが、

知覚麻痺というのがあるんです。触っても感

じがしないとか、つねっても痛くないとか、そ

ういう知覚麻痺の症状が、その頃、注射され

ても痛くないというのが出てきていたというこ

と。いまから思うとそうなのかなということなん

ですね？ 

ショージ：その頃は“痛くないなぁ”というだけで、

病気とかなんとか頭になかったからね。それ

っきりでした。 

聴き手：学校生活は普通にされていたんです

か？ 

ショージ：小学校 6 年生になってもまだ病気が

わかんないからね、普通に行っていました。

ただ 6 年生になって、なにかの予防注射か

なんかで、学校に校医さんが来て。そのとき

腕に注射したんだけど、やっぱり腕に痛み

がなくて。かえってわたしは威張っていまし

たね、「自分は痛くないんだよ」って、友達

に。 

聴き手：「自分は痛くないぞ、自分は強いぞ」

みたいなかんじで（笑）。ショージさんって、

子どもの頃どんなお子さんだったんです

か？ 

ショージ：ほんとの田舎で、成績は良かったほ

うなんですけども。ただ〔食べ物の〕好き嫌い

が多いもんで、あんまり〔身体は〕強くなかっ

たです。 

聴き手：そうなんですね。病気だとわからない

あいだは、普通に友達と遊んでいられた？ 
ショージ：病気の宣告をされるまでね、普通の

小学生でした。ただ夏休み、わたしの田舎

は相撲大会があったんですよ、お盆休みの

頃。自分はその頃、身体が日に焼けないと

ころが、自分で“あ、あるなあ”と思って。相

撲大会に行くと出されるもので、相撲大会に

は行かなかったです。 
聴き手：それもハンセン病の症状のひとつです

か？ その、日焼けするところとしないところ

が、少し出てきたなぁということですね？ 

ショージ：病気のせいとかなんとか、そういうの

は頭になかったですけど、ただ“見られるの

は恥ずかしいなぁ”だけで。行かなかったで

す。 

聴き手：病気の宣告っていうのは、いつだった

んですか？ 
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ショージ：小学校 6 年生のとき……。最初、担

任の先生が「 1 年生の教室に行きなさい」と

言ったんですよ。わたしの学校はあの、保健

室とか理科室とか音楽室のないような小さな

学校で、教室が 4 つしかない学校で。 1 年

生が先に下校してしまいますので、〔子ども

たちが帰ったあとの〕 1 年生の教室に行っ

たら、男の人が 2人待っていて。わたし裸に

されて、検査されました。筆とね、先のとんが

ったもので、あっちこっち検査された記憶が

あります。 

聴き手：触った感じがわかるかということです

ね？ 

ショージ：そうです。それであの、わたしの行っ

ている学校は、その学校の通学区域内にハ

ンセン病の家族が 3 軒あったんですよ。わ

たしの父親も保健所でわかっていたから、わ

たしも検査されたと思います。 
聴き手：そうなんですね。その、ハンセン病の

患者の人の子どもさんとかを対象に、家族

検診みたいなかたちでされたのではないか

と？ 

ショージ：その頃は「無らい県運動」で、患者を

探しまわっていたんじゃないかと思います。 
聴き手：その検査をして。ショージさん自身に

はどんな説明があったんでしょうか？ 

ショージ：検査されたのが 6 年生の 2 学期は

じめ。 9 月下旬か 10 月の上旬か、記憶はっ

きりしないんですけども。担任の先生に「放

課後、校長先生のところに行きなさい」と言

われて、校長先生のところに行ったんですよ。

そしたらあの、「明日から学校へ来なくてい

いから」と言われて。校長先生は机の引き出

しから親宛ての封書を出して、わたしにくれ

まして。「明日から学校へ来なくていいから」

って言われて。 

聴き手：なぜか、ということの説明はショージさ

んにはなかった？ 

ショージ：ただその「学校へ来なくていい」とい

う言葉だけは記憶に残っています。ほか、な

にか言われたと思うんですけども、なんにも

記憶に残っていないです。 

聴き手：おうちへ帰って、お母さんにその封書

を渡して。お母さんはなんと言っていたんで

しょうか？  

ショージ：土曜日じゃなかったと思うんですけど、

次の日の朝ですけど。わたし、兄が中学校 3

年生で弟が〔小学校〕 1 年生でした。その弟

に、母親が「なにを聞かれても知らないと言

うんだよ」と言っていました。それは、わたし

が学校に行かないのを、おそらく、集団登校

でほかの人に「どうして学校へ来ないんだ？」

って弟が聞かれたとき、答えることができな

いので。「なにを聞かれても知らないと言い

なさい」と母親が弟に言っていました。わた

しは学校に行くわけにいかないので、その

日から、毎日が留守番になりました。 

 
～毎日ひとりで外に出ずに過ごす 

自分はいらない存在だと感じていた～ 

 

聴き手：どんなふうに一日を過ごすことになっ

たんでしょうか？ 

ショージ：わたしのうちは農家なもので。まぁ、

兄と弟は学校に行ってしまいます。それと母

親と姉 2 人いまして、3 人は農作業に出て行

ってしまいます。わたしはひとり、 8 時頃の

朝ご飯のあと、夕方 3 時、4 時頃まで、ひと

り、毎日留守番です。ただその留守番も、わ

たしのうちは茅葺きの屋根で、日中はほとん

ど電気を点けなかったんですよ。それまでラ

ンプの生活をしていまして、電気が入っても、

日中は電気を点けないのが普通だったもの

で。電気を点けないと家の中はほんとに暗

いんです。ひとりでその、中にいるのはもの

すごく寂しいです。それで、軒下に出て。軒

下は板張りで、「縁側」といってましたけども、

そこで朝から夕方まで留守番をしていました。

ただ、家の中には猫 1 匹いて、外には犬 1

匹。犬が放し飼いでいましたので、ほとんど

縁側では犬と一緒に座って、ぼんやりあたり

を眺めていました。 
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聴き手：学校からは「学校来なくていい、学校

に来るな」と言われたわけなんですけれども。

そうすると、もう外にも行けなくなるというか、

表に出かけるということもなくなるということな

んですね？ 

ショージ：わたしが母屋から出るっていったら

……、トイレが外便所です。それから、麦と

か粟とか蕎麦とか、穀物を入れる小屋が 10

メーターぐらい離れたところにありまして。そ

こに藁を積んでいる小屋がありました。〔わた

しが行くのは〕そこまで。最高離れて 10 メー

ターぐらいです。それはね、わたし母親から

ひとつだけ言いつけられたことがありまして。

それは、放し飼いの鶏が藁小屋に卵を産む

んです。「その卵を集めておいて、卵を買い

に来る人がいたら、売りなさい」と言われて。

卵を集めるために藁小屋まで行ったのが、

いちばん母屋から離れた距離です。それで

10 円単位のお金になったら、親の財布に入

れてね。財布のことは「だらっこ」って言って

ましたけども。「 1 円から 9 円までなら、い

がにやるから取ってもいいよ」と言われて。た

だひとつだけ用事を言いつかったのは、卵

を売ること。 

聴き手：そうするともう家族と、たまに卵を買い

に来る人ぐらいなんですか、会う人は？ 

ショージ：ほとんどね、わたしは縁側に出てい

ても、人の姿が見えると家の中に逃げ込み

ました。もしその、来た人に「なんで学校に

行かないんだ？」って聞かれたら、わたし返

事できないんです。それで隠れました。唯一

その、会話したのが、卵を買いに来るおじさ

んだけです。 
聴き手：学校に行かなくなったのって、小学校

6 年生の 10 月ぐらいからなんでしたっけ？ 

ショージ：すぐあの、学校に行かなくなってから

運動会があったんですけど、運動会も行け

なくて。それと 12 月頃になるとあの、小学校、

学芸会があったんですよ。それから青年団

っていうのがあって、青年団は演芸会かな

んかあって、それにも行けないし。お金が、  

1 円とか 3 円とか 5 円とかちょこちょこっと

貯まってきても、買い物に行くわけにもいか

ないもんで。いっさい、家の屋敷からは外へ

は出てないです。 

 おそらく、学芸会か演芸会のときにあの…

…。（涙をこぼして）すみません。ごめんなさ

い。思い出すと、どうにもならないです。ええ

とね、きょうだい全員〔外へ出かけて〕いなく

なって、母親とわたしとふたりで留守番だっ

たんです。そのときわたしはつい、母親の前

で言いました。「生まれてこなくてもよかった」。

それと「なすてけろって頼んでねえ」って。

「なす」ということは「産む」ということです。

「産んでくれと頼んでない」と、 2 回くらい言

ったような気がします。そのときは夢中で、母

親のそばでその、言ったっていうか、つぶや

いたというかね。母親はなんにも言いません

でした。 

 正月になるとたいがい 20 円から 30 円お

小遣いをくれたんですよ、「なにに使っても

いい」ということで。そのとき、わたしは小遣

いもらっていません。小遣いもらっても買い

物に行けないんですから。だから「いらない」

と断っています。それで 3 月頃になってね、

80 円ぐらい卵を売ったお金が貯まったんで

す。それで弟に頼んで、ゴムのパチンコを買

ってきてもらいました。本当にもう、毎日がね、

わたしは、家に自分はいらない存在だと思

っていました。いてもいなくてもいいっていう

存在ね。だもんで、ついつい母親にその、

「生まれてこなくてもよかった」と言いました。 

  わたし、〔ハンセン病問題の人権学習で〕

ちょこちょこ学校へ話しに行くんですけども。

小学生の前とか中学生の前で、泣きたくな

いんですよ。でも泣いてしまいます。そのと

きの情景を、いつも思い出してしまいますの

で、泣いてしまいます。 

 
～届けられた白紙の通信簿と「皆勤賞」～ 

 

聴き手：そういった生活って、いつぐらいまで
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いてほしいと思うんです、生徒だけじゃなく

て。子どものときのあの、孤独。それがわたし

にとって、いちばんです。 6 ヵ月でしたけど

ね。孤独っていうのが、本当に辛いです。生

きていく、“自分がこの世にいなくていい”っ

て、そういう心境にまでなってしまったんだ

ね。そういう生徒をつくらないでほしいってい

うこと、先生に言いたくて、学校に行って話

をしています。 

聴き手：ありがとうございます。少し時間が超過

しまして、申し訳ないです。ショージさん、あ

りがとうございました。（会場拍手） 

 

質 疑 応 答 

 

司会：本当にありがとうございました。本日ここ

に集っていただいたみなさんは、ハンセン

病の問題を自らの課題として考えようと、集

ってきていただいたと思っています。そのこ

とで、ショージさんも自分の名前をおっしゃ

ることが出来たのではないかと思います1。た

だ現実には 1996 年に「らい予防法」が廃止

されて 20 年以上が経ってますけども、社会

で堂々とカミングアウトするには、躊躇するこ

とがたくさんあるということが現実なんだと思

ったところです。本当に聞きたいことがたくさ

んあるんですけども、限られた時間で申し訳

ないと思っています。若干ですが、せっかく

の機会ですので、会場の方から質問を受け

る時間を設けてあります。ぜひ、ショージさ

んへの質問や、感想をいただいてもよいと

思いますので、お手を挙げていただければ

と思います。いかがでしょうか？ 

フロアー：今日は貴重なお話をありがとうござ

いました。わたしは看護師をしているんです

けど、ハンセン病問題ということすらよくわか

らずに、いままで生きてきました。〔ショージ

さんは〕ちょうど父と同じ年なので、いろいろ

                                                   
1 講演会当日、ショージさんは壇上で本名を名

乗り自己紹介をしてから、お話を始めました。 

 

話を聞いて、たくさんの苦労があり、ここまで

きているということ。ただ、世の中の、国とし

ての政策とか、ハンセン病に対する理解が

追いついていないというところが、すごく辛く、

わたしも胸にグッとくるものがたくさんありまし

た。でも、ショージさんらしく、いままでその、

限られた環境のなかで生きていらっしゃっ

たというところを、すごく感動して聞く

ことができました。ありがとうございます。

これから日本も、だいぶ昔と比べて、結核の

患者さんだったり、重度心身障害者の方々

の辛さとかも、わたしも聞いてましたので、そ

ういう意味では、社会の見る目がだんだんい

ろいろ変わってきていると思うんですね、障

害もっている方に対しても。なので、これから

もまだまだ長い道のりだと思いますが、ショ

ージさんらしい生き方として、これからもいき

いきと、奥様と一緒に生活していっていただ

けたらなぁと思いました。きょうは本当に、貴

重なお話を聞けて、とてもうれしく思います。

ありがとうございました。（会場拍手） 

司会：ありがとうございました。他に、どうでしょ

うか？ 

フロアー：病院で働いている者です。本とかで

すね、テレビで観たことはあったんですけれ

ども、本当に目の前で、こういった話を聞け

たっていうのはたいへん貴重で、ひじょうに

感激させてもらいました。質問として2つほど。

実際あの、入所されてですね、ハンセン氏

病の療養所の中で、医療として、どういうこと

をやられていたのか。注射の話だけちょっと

されたんですけど、実際にいた方たちはどう

いう医療を受けていたのか、そのへんをちょ

っとお聞きしたい。もう 1 つはあの、療養所

の中での娯楽っていうのは、当時まぁ 1950

年代 60 年代、映画とかね、いっぱい。 

 いちばん楽しみっていうのはどういうこと

だったか。その 2 点について教えてもらい

たいです。 

司会：ショージさん、いかがでしょうか。療養所

の中での医療について。先ほどプロミンが
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効かなくなっていろいろと試されたという話も

ありましたが。医療的にはどんなことをされて

いたのかというお話と、療養所の中での楽し

みですね。どういったことを楽しみにされて

きたのかという質問なのですが？ 

ショージ：わたしは、全体のことはちょっと答え

られないんですけど。わたし、医療っていう

のはプロミンですね、ずーっとやったのは。

まだまだあの、ハンセン病そのものが研究段

階だったもんで、薬を試されたような気がし

ます。わたしあの、東大の先生が主治医で

したけども、いろんな薬を使ってね、「これが

効くから、これが効くから」っていうような段階

で、試して。その結果、後遺症ができたよう

な気がします。あと楽しみね、子どもの頃は

あの、慰問というのがありました。慰問が楽し

みで、あとは映画です。それが楽しみでした。

ほかには、療養所にいて楽しみっていった

ら、そんなにないですね。 

司会：ありがとうございます。若干時間がありま

すが、他にはいかがですか？ 

フロアー：わたしは学校で養護教諭をしていま

す。中学校に勤めています。いまから 10 年

ぐらい前ですか、新型インフルエンザ騒動

のときも、仕事をしていまして。あのときまで、

ハンセン病について講演聞いたり、あと〔東

北〕新生園に行って〔自治会長の〕久保〔瑛

二〕さんと話をしたりとか、そういうふうな交流

をもっていました。そこに新型インフルエン

ザ騒動です。医療機関も未知のものを見る

ようなかたちで、こぞって診察の拒否したり、

学校も流行させないように、いたるところに

消毒液を置かせられたり、それから感染者

が出た学校の校長先生がテレビカメラの前

で「わたしの学校から患者を出してしまいま

した。申し訳ありません」というふうに話をし

たのを鮮明に覚えています。わたしたちは

風邪を引かないようにとか、病気に罹らない

ようにというような立場ですけれど、そのとき

には常に、患者、自分ももちろん患者になる

側なので、そこらへん気をつけなければい

けないなって思っています。で、ここからが

質問なんですけれども。これから鳥インフル

エンザ、強毒性のものが流行るっていうふう

にいわれていて。どこかで、全国で、鳥の死

骸が見つかるたびに、大々的に屠殺してい

るような状況。そしてそれがヒト・ヒト感染にな

ったときに、また新型インフルエンザのような

状況や、ハンセンのような状況が、やって来

るんじゃないかと思っています。で、患者当

事者からみて、そういった感染症の騒動に

ついてのお考え、ご意見、伝えたいこと、そ

ういったことをわたしは聞きたいと思います。

お願いします。 
司会：難しいご質問かと思いますが、ハンセン

病について国が誤った情報を流して、本当

に危ないんだ、怖いんだという話のなかで、

従前の社会が作られてしまったという歴史が

あるかと思います。新型インフルエンザにつ

いても、そんなに大仰な話ではなかったん

ですが、誤った情報が広がるなかで、空港

で検問までするような大騒動となってしまっ

たのですが、難しいですね。 

ショージ：いや、難しい質問です。あの、国で

決めちゃうとね、法律で決めちゃうと、そうい

うふうになっちゃうんだよね。「これが危険な

病気だ」ということで、わたしの父親も、埋葬

するとき「消毒しろ」と言われたり。「明日から

学校へ来なくていい」って言われたり。国で

決めちゃうと、本当に恐ろしいことです。 

司会：正しい情報知識を、わたしたちがどれだ

けきちんと受け止めるかが非常に大事だと

思うのですが。本当にそういったところが、

ハンセン病の問題も、みんなで考えていか

なければいけない問題ではないかと思って

います。いま本当に情報が制限されている

ような日々ですが、歴史を逆戻りさせないた

めにも、わたしたちが考えなければいけない

と思い、こういった企画をさせていただきまし

た。 

ショージ：ちょっといいですか。わたしの家内は

熱心なカトリック信者です。今日わたし朝、
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家内が教会に行くということで、車で教会ま

で送って行ってきました。ただ、わたしの家

内はね、同じ信者のなかで病歴を言ってあ

るのは、 1 人か 2 人です。神父さんには言

ってあります。ただ、まだそんな状態なんで

すよ、同じ信者のなかで。で、10 何年前で

すけどね、わたしの家内は「教会で泣いてき

た」って言いました。なんでかというと、その、

「汚れた者が通ります。道をあけてください」

って、聖書の中にあるそうです。そのときわ

たしの家内は、その情景が目にバーッと浮

かんだそうです。それで「自分は見られる立

場だ、見る立場じゃない。〔汚れた者として〕

見られる立場の情景、目に浮かんできた」と

言っていました。同じ信者、心を開いて接し

ているつもりでも、自分たちの病歴、まだ同

じ信者のなかで、明かせないんですよ。そう

いうなかで毎日を過ごしています。 

司会：ありがとうございました。本当に長い時間

わざわざおいでいただいて貴重なお話あり

がとうございました。あらためてショージさん

に拍手でお礼を申し上げたいと思います。 

  （会場拍手） 

 このあと 2 つ、訴えをさせていただきたい

と思います。 1 つ目は、冒頭にも触れました

が、ハンセン病家族裁判。こちらのほうを黒

坂先生の方からお願いします。 

黒坂：みなさんの配布資料のなかに関連資料

を入れております。 1 つは「あなたもハンセ

ン病家族訴訟の応援団になりませんか」とい

うリーフレットのコピーです。これは詳しい情

報が載ってますので、あとでお読みになって

いただければと思います。新聞記事のコピ

ーと署名用紙が入っていると思います。 

 〔ハンセン病の〕患者だったご本人たちの

裁判、「らい予防法は憲法違反だった、人権

侵害だった」という裁判は、2001 年、国の敗

訴というのはみなさん記憶にあると思います。

2016 年の 2 月 3 月に提訴された裁判は、

〔ハンセン病の〕家族の人たちが「患者だけ

ではなく、その子どもやきょうだいであるわた

したちも、らい予防法の被害者だ」と声をあ

げたのが、こんどの「ハンセン病家族訴訟」

です。いま熊本地裁で闘っているところです。

〔ショージさんのお話で〕「無らい県運動」の

話が出てきましたが、ある家族の原告の体

験があります。原告団長の方、林力（はや

し・ちから）さんという方なんですが、彼はお

父さんがハンセン病だったんですね。小学

生のときに、お父さんが療養所に行った。そ

の１週間後、こんどは保健所の職員がやっ

てきて、家をロープで囲まれて「立ち入り禁

止」と札を掛けられて、家の中が真っ白にな

るまで消毒された。消毒されるまでは、貧しく

てもなんとか集落の中で生きてこれたけど、

これをやられたとたん、村八分が厳しくなっ

た。それはもう、真っ白になるまで。「立ち入

り禁止」だし、“こんな恐ろしい病気だ”と周り

近所に印象づけるわけです。そこからは集

落の中で生きていけなくなり、母親と夜逃げ

のように飛び出していきました。そんなふう

に、家族もハンセン病政策の被害者だった

と。「国は家族にも謝ってほしい」という裁判

をいま、熊本地裁で起こしています。ぜひ皆

さんの応援がほしいと思ってます。ここ宮城

もけっして他人事ではないですよね。東北

新生園が足元にあります。もちろん東北の

原告もいます。家族の原告は、ほとんどが匿

名です。とても自分の名前や顔を出して「自

分の肉親もハンセン病でした」なんて言えま

せん。そういった人たちが大勢なんですね。

今日のショージさんもそうでしたが、「わたし

ハンセン病に罹っていたんだ」とか、「わたし、

お父さんがハンセン病だったよ」とか普通に

言えるような社会ではない。そのことも含め

て、家族訴訟のアピールでした。ありがとうご

ざいます。 

司会：受付でもご協力いただきましたが、お手

元にも署名用紙が入っています。今、国は

家族の被害は無いと平然と言い切っていま

す。なんとしてもこの被害を明らかにさせる

にはこの裁判勝つしかないと思います。今
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の流れで言いますと、 3 月の中旬くらいに

原告の方が証言をされるとなっております。

それを逆算すると 2 月中には署名を積み上

げて裁判所に届ける必要があります。もし、

ご協力いただける方がいましたら、下のあて

先でけっこうですので、署名を書いていただ

いて 2 月中にお届けいただければなと思い

ます。ご協力よろしくお願いいたします。 

  それではもう 1 つの訴えです。これも

1948 年に出来た人権侵害の法律。らい予

防法と同じで 1996 年まで国が放置してきた

優生保護法という法律がありました。その優

生保護法によって強制不妊手術を受けた、

その被害を裁判で明らかにしたいということ

で「CIL たすけっと」の杉山裕信さん、横川

ひかりさんが今日おいでいただいているとい

うことです。旧優生保護法強制不妊手術の

国家賠償訴訟の訴えをしていただきたいと

思います。 

杉山：皆さんこんにちは、「CIL たすけっと」の

杉山といいます。黒坂先生に相談して、「今

日ハンセン病の会があるから」とお誘いを受

けて、ここに来ました。河北新報にでかでか

と優生保護法のことが載っています。これは、

1948 年から 1996 年まで日本に優生保護法

というのがありまして、この法律自体は障害

者を生まれないようにするという趣旨の法律

だったんですが、障害者は障害者しか生ま

ないという理屈で、「障害者が子どもを産ま

ないように」となってきまして。外国でもやっ

ていましたが、法律を廃止して〔被害者に

は〕賠償金を払ってきた。なぜか日本だけは

1996 年までこの法律が続いてしまって。優

生 手 術 を す る と 国 が 費 用 を 負 担 す る 。

16,500 人の人が手術を受けた。 7 割は女

性、 3 割は男性です。これまで謝罪も賠償

もされずにきました。 

 〔その被害者が〕仙台（ここ）で裁判を起こ

そうということで、お手元に資料がありますが、 

1 月 30 日、こんどの火曜日に仙台地裁で裁

判を起こすということです。全国で初めての

裁判なので、全国的に注目され、マスコミも

仙台に来ると思うのですが、地元で支持者

がいっぱいいることを見せつけたいというこ

とで、ぜひ時間がある方は〔お越しください〕。

10 時 45 分から始まります。ぜひ応援お願い

します。 

横川：補足です。「優生手術に対する謝罪を求

める会」の横川といいます。いま記者会見の

ことをお伝えしたんですが、もっと詳しく知り

たいという人向けに、小さな集まりをしたいと

思っています。お知らせの紙がないのです

が、 １ 月 30 日の午後 １ 時 30 分から、仙

台駅の東口にある仙台市生涯支援学習セ

ンターのセミナー室でやります。興味があれ

ば、「CIL たすけっと」と同じ連絡先ですので、

お問い合わせください。宮城県は優生保護

法で強制手術をされた方が全国で 2 番目

に多い県です。被害者がたくさんいるので

すけど、声をあげている人は 2 人しかいな

い。しかも宮城県は、 1 人の記録は「焼却

処分してしまったので、ない」と回答していて、

記録でわかっている人は 1 人しかいません。

すごくたくさんの人がいるのですが、裁判を

できるくらい勇気をもってやれるという人は、

少ないと思います。この方をぜひ応援してい

ただきたいと思います。裁判の結果だけで

なく、国にちゃんと謝罪させようという働きか

けをしていきたいと思います。今後ともよろし

くお願いします。 

司会：ありがとうございます。国が間違った事を

したことを、ちゃんと間違っていましたと言わ

なければ、変わっていかないと思います。そ

ういった意味においても 2 つの裁判は大切

な裁判であると思います。このような機会も

含め、あらゆる機会でご協力をお願い出来

ればと思います。 

  以上で本日のプログラムは全て終了とな

ります。長時間ありがとうございました。 

 

閉 会 
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司会：最後に関口より閉会の挨拶をさせていた

だきまして、この会を閉じたいと思います。 

 

共同代表 

真宗大谷派仙台教区 関口真爾 

真宗大谷派の僧侶です。わたしはこういう

ふうに普通に名乗ることが出来ますが、先ほ

どのお話のなかで、名前を名乗ること、実家

に手紙を書くこと、また履歴書を書くこと、  

6 年生の男の子が学校に通うこと、家族と一

緒に過ごすこと、そういったことが奪われてし

まったんだなと、お聞きして思いました。先

ほどのお話と、 2 つの裁判の話もありました

が、そのなかからわたしたちがどんな社会を

願うのか、またわたしたちになにができるの

か、問われているんだなと感じました。これ

から一緒に考えさせていただきます。今日

はありがとうございました。 

 

（了） 
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～ 参加者アンケート 集約結果 ～ 

 

 

〇参加受付人数    69 名 

〇アンケート回収数  44 枚（回収率 63.76％） 

 

  

～20 代 1  知人・友人 15 

30 代 4  チラシ・ポスター 13 

40 代 6  マスメディア 3 

50 代 8  主催者 4 

60 代 17  教会関係 7 

70 代～ 7  その他 2 

不明 1    

 

3 来場動機 

20 代  

  ・ 退所者の方のお話を聞きたかったため。 

 

30 代  

  ・ ハンセン病への関心・興味。 

  ・ 以前新生園の人の話を聞いたので、また気になってきました。 

  ・ 映画「あん」を見るなど、ハンセン病問題には関心があった。 

  ・ ハンセン病問題のことはほとんど知らなかったので、当事者の方の話を聞きたいと思った。優 

生手術裁判の説明をする機会をもらったので。 

 

40 代  

  ・ 前に新生園に訪問したことがあるので気になりました。 

  ・ ハンセン病に対して興味を持ったので。神谷先生の「人間について」という本の中でハンセン

病について書かれていた。 

  ・ 様々な隔離が必要な疾病があるのに、どうしてハンセン病だけこのように社会から隔離されな

ければならなかったのか疑問があり来場のきっかけとなりました。 

  ・ ハンセン病について全く理解が無い自分に気づいたから。 

  ・ 社会復帰した方の話を聞いてみたかった。 

  ・ 知らなければいけない問題なのにとっても難しい問題で、どこをどう自分で考えたらよいか分

からなかったから。 

1 年齢構成                      2 このシンポジウムを何で知りましたか？ 
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50 代  

  ・ 知人の勧めで参加しました。 

  ・ 映画「あん」を見たのをきっかけでハンセン病に関心を持つようになり、お話をお聞きしたいと

思ったので。 

  ・ 今までハンセン病について見聞きしたことがなかったので。 

  ・ ハンセン病について学びたいと思ったため。 

  ・ 主催者の案内でこれまでも何度かハンセン病の問題を考えることがありました。 

  ・ 以前から気になっていました。 

  ・ 関心があったため。 

  ・ ハンセン病が分からないので知りたいと思い参加した。 

  ・ 勧められて。 

  ・ ハンセン病を体験された方から直接話を伺うことができる貴重な場と思い。 

  ・ 当事者のお話を伺うことができるので。 

  ・ 知り合いのカトリック信者の方々が新生園にミサに行っているのに同行して、元患者の方々と

お話をする機会を持ち、改めてこの問題を考えてみようと思った。 

  ・ 故青野とき子県議以来、ハンセン問題と県政の問題に取り組んできた。新生園入所者の方々

との交流を重ね、また新生園の将来構想に県がどのように関わりあえて行くのか考えていま

す。 

  ・ 偏見・差別・人権侵害がごく普通の社会でまだまだ残っている事を感じており、参加したいと

思いました。 

  ・ ハンセン病について知らないので、話を聞きたいと思った。 

 

60 代  

  ・ 以前から気になっていました。 

  ・ 私は精神障害を持ってます。親類から恥ずかしい病気だと言われ「あなた一人で何ができる

の」とも聞かれ、ザルを売らせられました。 

  ・ 友達に誘われ、以前に本を読ませていただき、ハンセン病退所者ご本人のお話を聞かせて

いただきたいと思いました。 

  ・ 知人が松丘保養園に関わっているので。 

  ・ 東北新生園に訪問しているので、関心がありました。新生園にはカトリックの教会があり、クリス

マスなどのミサに出席していたのでハンセン病のことは知っているつもりですが、詳しくは話を

聞いたことがなかったので、知りたいと思った。 

 

70 代  

  ・ ハンセン病問題を問い続けています。 

  ・ お知らせのチラシをいただいたので。 

  ・ 「家族訴訟」の動きに心を動かされた。長い差別の中で回復者の方々が生きてきた思いを知

りたい。 
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4 感想 

20 代  

  ・ 生の声をお聞きできて良かったです。 

  ・ 実際の体験を聞くことができてとても貴重な時間となりました。 

 

30 代  

  ・ 貴重なお話を聞けて良かったです。私は今自分が精神障害や幼少期に性的被害を受けた

当事者として生きていて、周りに言えない苦しみと言う点で「ぐっ」ときた。 

  ・ 回復者で会社を経営するような人もいたこと。それでも病歴のカミングアウトは現在でも困難な

こと。回復後も療養所に残ることは強制され出られない人が沢山いる事を考えさせられます。

ＨＩＶポジティブの方も家族等に言えない現実がある事など合わせて考えていました。 

  ・ 言葉が出ないような気持ち。孤独なときの話が胸にせまった。国策でこれが進められていたこ

とが信じがたい。今でも差別が続いているのも本当に苦しい。 

 

40 代  

  ・ 話を聞けて良かった。心情なども話してくださってありがとうございました。社会復帰は勇気が

あってすごいと思いました。 

  ・ ハンセン病を含め社会の中では、弱者と言われる人が生きていくのが大変な世界になってい

ると思う。自由がなく本当に辛い生活なのではないかと思う。いつも何かにおびえながら生き

るのは辛い。 

  ・ 大変貴重な講演で感動しました。私の身内にも精神疾患で何度も入院した者がおり、子ども

の頃母に口止めされた記憶がある。大変お辛かったと思う。社会がどのように変わると差別が

なくなるのでしょうか。今回の講演を通じてまた、活かせる様に考えていきたい。 

  ・ ショージさんの未だにカミングアウトできない苦しみが本当に根深い問題だと思った。元〇〇

患者と言う言葉がなくなる社会、人権が尊重される社会の実現が当たり前になるように訴えて

いきたい 

  ・ 様々な出来事を詳しく聞く貴重な時間であった。ショージさんの辛さや苦しみ、様々なことに

制限され自由を奪われたこと心に強く刻まれました。そして、私のような人が少しでも増え、理

解が広がるよう行動をしていきたいと思いました。 

  ・ 社会復帰した方のリアルな話が聞けて良かった。過去のみならず、現在も自分をいつわらな

いと生活ができないことの苦しみが伝わってきた。わかっているつもりでした。 

 

50 代  

  ・ どうしても他人事のように考えてしまいます。以前多磨全生園の在園の方に「静かにそっとし

ておいてほしい。それが私を理解してくれていると思う手段ですよ」とおっしゃられていた。ず

っと心にひっ掛かっていました。 

  ・ 生の声をお聞きできて良かったです。 

  ・ 貴重なお話をありがとうございました。こんなに年月がたってもなお病歴を隠さなければいけ

ないということ。私たちがもっと理解すること、知ることが大切だと痛感しました。 

  ・ なぜ教員に伝えたいのか良くわかりました。 

  ・ いろいろと話を伺って辛い日々をおくられてきたことに心が痛みました。今後もこのような場を

企画してください。色んな差別があります。皆安心して日々を過ごしたいものです。 
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  ・ 自分の事をつらい歴史を辿りながら声をだし、人に伝える事自体大変苦しいことだと思います。

しかし、そうしてでも未来のために、人の命や暮らしのためにと話をしてくれることは大きな力

です。ショージさんには、体に気をつけてますますお元気で語り続けてくださる事を願ってい

ます。現憲法を守りしっかり暮らしに活かすこと、今ほど大事なことはありません。 

  ・ 久々のハンセン病問題を考える場に参加をしました。 

 

60 代  

  ・ 生の声で伝えることの大きさを再確認しました。 

  ・ 大変な切実なお話で感動しました。差別の醜さを背負った国民として心が痛みました。世の

中を変えていくように努力したいです。 

  ・ 辛い思いが伝わり社会との関わりや、数々の困難な問題に対してご苦労なさったこと、心に響

きました。体験のお話は今後も続けてください。 

  ・ 新聞等で知っていたが直接聞くとき、その人の痛みが遠い世界で聞いていたと反省させられ

た。 

  ・ ハンセン病元患者さんのお話を聞いたり実際に保養園に行っている人が少ない現状とわかり

ました。 

  ・ 母親に「産んでくれなかったほうが良かった」と言ったときのショージさんと母親の苦しみはは

かりしれません。生を受けながら今まで生きる途上でこうして話される勇気を心から感謝しま

す。 

  ・ 学校へ行けなくなって「自分は生まれてこなければよかった」との思いは衝撃的に身に包まれ

た。いまでも病歴のカミングアウトに悩んでいること、元患者の皆さんやご家族の方々が、安心

して生きていける社会にしていくために自分ができることはなんだろうと考えさせられます。 

  ・ 差別と偏見の問題、優生思想のような考え方が私たちの日常と隣り合わせに存在していること

について考えさせられた。 

  ・ ショージさんのお話はとても重く辛さが伝わった。「自分はいなくてもよい存在だ」小学生の心

にそんな思いをさせるなどあってはならない。ショージさんの人生を少しでも共有し二度と繰り

返させない道を進まなければなりません。 

  ・ 元患者の皆さんが、高齢化していく現状でショージさんのように公の場で率直に自分の歩ん

だ生活を語ることの出来る方が増える事を期待したい。 

  ・ 今まで本とかＴＶでしか聞いたことがなかったが、本人から直接話を聞いて感動した。どんな

に苦しく悔しい思いをしたのか想像できない。在日・部落など差別・偏見それぞれの問題も考

えていかなければならない。 

  ・ ショージさんがご自身の物語を語ってくださりその言葉の後ろには色んな思いがめぐらされま

した。自分はいらない存在と思う人が一人もいなくなるよう身の回りから考えて生きたいと思い

ます。 

  ・ 問題の奥深さを感じた。国の決断が個人の人生を変えてしまうことの多い事を知った。教会の

中でもカミングアウトできない現実に悲しい問題を感じた。今後自分が何をできるのか考えま

す。 

  ・ 素直な気持ちを聞けてよかった。自分のような障害者も地域で生きていける。年を取る事を恐

れないでほしい。 
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70 代 

  ・ 感動した。生き抜くことの大切さ尊さを教えていただいた。 

  ・ 何事も立ち上がって協力していくことが大事だと思いました 

  ・ 保養園に入所している人と話が重なって考えさせられた。これから社会で生活出来るように訴

えていくことが大事です。お金で解決するものではない。 

  ・ 耳が悪くほとんど話が聞けなかった。残念です。 

  ・ ショージさんが話してくださったのは人生の一部だと思います。それでも話は悲しいものでし

た。同じ日本の中でこんな寂しい思いをしている方がいるのかと心が痛みました。これからも

関心を持っていきたい。 

  ・ 阻害され続けているお方の心いたみます。 

  ・ 貴重な話ありがとうございました。どんなに苦しい体験だったかを自分も痛くなるほど感じまし

た。 

  ・ ショージさんの本名を明かされた真実に真心を受けた。子どものときから今までの生活を話し

ていただきよく分かりました。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンセン病問題から学ぶ集い記録集 

～ ハンセン病回復者が社会で生きること ～ 

 

発行： 2019 年 3 月 31 日 

編集・発行：ハンセン病問題を考える市民のつどい・みやぎ 

共同代表：園部 英俊 (カトリック仙台教区人権を考える委員会) 

関口 真爾（真宗大谷派仙台教区） 

熊谷 信裕（全医労東北新生園支部） 

桶谷  努 （全日本国立医療労働組合） 

                                                 

事 務 局：〒983-0045 

            仙台市宮城野区宮城野 1-26-21 

            全日本国立医療労働組合東北協議会    

星   圭 

電話：(022)295-7393  0989 

Mail:z.tohoku@zen-iro.jp 

 




