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ハンセン病について

ハンセン病はらい菌の感染を受けた個体の一部が、
長年月にわたる不顕性感染の後に発症する慢性細菌
感染症で、主に末梢神経と皮膚が冒され種々の程度
の知覚麻痺や運動麻痺によって身体障害を起こす特
徴があります。ハンセン病は、1873 年にノルウェー
のアルマウェル・ハンセン医師により、らい菌による
細菌性感染症の一部であることが発見されました。
かつて日本では「らい病」と呼ばれていましたが、ハ
ンセン医師の名前をとり、現在は「ハンセン病」と
呼ばれています。
感染を防ぐため、国では隔離政策をとってきましたが、
らい菌は感染力が弱いことから、感染する可能性が
低いうえ、感染しても発病するのは非常に稀な病気
です。また、ハンセン病治療に有効な治療薬が開発
されたことにより、その治療法が確立され、現在では、
早期発見と適切な治療で、後遺症を残さずに治すこ
とができるようになっています。なお、最近の我が国
での新規患者数は毎年数名程度にすぎません。

国立ハンセン病療養所とは

国立ハンセン病療養所は、国立の医療機関として、北

は青森県から南は沖縄県宮古島まで全国（青森県、

宮城県、群馬県、東京都、静岡県、岡山県、香川県、

熊本県、鹿児島県、沖縄県）に 13 施設あり、入所

者の方々に対して、それぞれの地域に根ざした医療を

提供しています。
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始業。
幹部ミーティング。副園長、看護部長、事務部
長と。
木曜日は回診、病棟やセンターで診療。
火曜日は外来診療。

高度な技術ではなく
心を磨ける場所
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始業。
昨夜の申し送りなど。

昼食。
園内外のメールのチェックをしながら。
zoom講演会など聴取しながら。

退所。
自家用車で約１時間半。通勤時間は、唯一のひ
とりの時間。一日の反省や明日の予定の確認、
夕食の献立など考える。

病棟、センターの回診と診療。研修、委員会や
会議。ICT 委員会や医療安全管理会議など。そ
の他、職員健診や人事評価など診療以外の仕事
も。合間に急患対応も行う。

火、金曜日の午前中は外来診療。

正しい選択を
後押ししてくれる職場環境

17:15
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生きていく場所としての
奄美大島

profile

馬場 まゆみ  ばば・まゆみ
長野県生まれ
浜松医科大学医学部卒業

皮膚科専門医、フットケア指導士、弾性ストッ
キング・圧迫療法コンダクター・摂食嚥下リ
ハビリテーション学会認定士

昼食
午後の診療の準備。休憩時間が十分とれず、スタッフに心
配されることもしばしば

月・火・金曜日は外来診療（１日平均３０人）
水・木曜日は外来の予約処置、検査、手術、自費診療
入所者の診療
会議
皮膚科専門医としての診療の他、感染症や高齢者医療（認
知症、摂食嚥下、終末期ケア）の勉強や対策、副園長とし
ての書類作成や確認作業（決裁）など、業務が多岐に渡
り、終わるまで帰れません

帰宅
敷地内に官舎があるので通勤時間は３０秒ですが、ハブ
に注意！

始業
メールや書類の確認
１日のスケジュール確認と調整

幹部ミーティング

治療棟、病棟、不自由者棟を回り、診療や処置にあたる
当直に備えて全入所者の体調変化や治療内容の把握
主治医として担当入所者の全身管理
皮膚科医として全入所者の皮膚トラブルに対応
NST、褥瘡、感染対策など、各委員長として対策や指示
会議

13:00

8:30

XX:00

12:00

8:45

9:30
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「南の地」への移住の夢と奄美和光園との出会い

長野県で生まれた私は、隣県である静岡の浜松医大を卒
業し、関連病院での研修を経て皮膚科専門医を取得した
のち、結婚しました。今は主人の希望で移住した奄美大
島にある奄美和光園で勤務をしています。医員、医長、
そして今は副園長となりました。
私が奄美和光園で仕事をすることになった経緯は、もし
かしたら少し変わっているかもしれません。ただ、人生
の岐路においてこのような選択もあるということを、少
しでも参考にしていただければ嬉しく思います。
学生の時は漠然としたイメージでしたが、皮膚科を専門
に決めたころから少しずつ「患者さんに近いところで働
きたい」と思うようになりました。また、将来的には南
の方に移住したいとも思っていましたので、夏休みのた
びにあちこちの「南の地」を旅行しては、住むところを
探していました。ある年、奄美大島に遊びに来て風土や
料理に接し、馴染めそうだと直感しました。それは主人

急性期病院では、治療して笑顔で玄関から退院することが
目標です。でも、この施設の目標は、穏やかに生きていく
ことであり、変わらない日常そのものです。ガイドライン
に基づく効率的な治療を受け入れていただけないことに、
もどかしさを感じることもあるかもしれません。しかし、
一つひとつ解決しながら、自分なりの医療を見つけること
は、大いに意義があると思います。
一方で、時代に乗り遅れないため、治療についての理解を
深めるため、ハンセン病の啓発のため、理由は様々ですが、
可能な限り学会発表や論文作成することを自分に課してい
ます。また、その時、その時で必要な勉強を怠らないよう
にし、その理解度を図るため、認定試験を受けるようにし
ています。奄美大島に来てから、新たに３つの資格を取得
するなど、知識の向上・維持にも努めています。

チーム医療を大切にした診療を目指す方へ

遠く離れた場所で新たな人生を過ごそうという決断は、簡
単なものではありませんが、最後に、この施設での仕事に
大切なことをお伝えした
いと思います。それは、
「チーム医療を大事にする
こと」です。最近は、い
ずれの医療現場でも言わ
れていることですが、あ
えて強調いたします。
職員数の少ない奄美和光園では、それぞれに高い専門性が
求められます。しかし、リーダーたる医師が治療という専
門性だけを追い求めてしまうと、うまくいきません。歴史
も踏まえた入所者の背景、倫理観、宗教観を熟知している
のはスタッフです。当園の基本理念である「生命の尊厳と
人権を守り、穏やかで心豊かな療養生活と、安全で安心で
きる医療の提供」のためには、スタッフの意見を尊重する
こと。それが求められるリーダーのあり方だと思います。
また、奄美和光園では入所者の希望により皮膚科に限り
地域の方の診察もしています。奄美大島には皮膚科医が
少なく、病診連携における重要な医療資源という側面も
あります。生活の場として、奄美大島という土地と切り
離すことができない施設だといえます。
生きていく場所は、自分で決めることができる。そして

そこで送る日々は充実したものになる、私はそう思って
います。

も同じでした。それから 4 回、5 回と遊びに来るたび、移住
したいという気持ちが固まっていきました。
当時、主人は柔道整復師と鍼灸師の勉強中で、卒業後は移住
した土地で開業するという
プランを持っており、それ
も移住が現実的なものにな
る要因の一つだったともい
えます。
2010 年９月の旅行の際に、
奄美大島の中核病院の皮膚
科医に相談すると、奄美和光園で募集していると教えてく
ださいました。問い合わせたところ、翌日に園長と面談す
ることになりました。そしてとんとん拍子に話は進み、そ
の日のうちに「すぐに来られる？」と尋ねられましたが、
医局への義理もあり、翌年の 4月から勤務を始めました。

治療だけでなく、生きていくことのための医療を　

私はこのように、生活する場所を決めてから職場を決めまし
た。生き方とその場所は、密接に繋がっていると思います。
入所者の方にとって療養所は生活の場であり、終の棲家であ
り、後遺症などの治療を受ける場でもあります。ですから、
効率的な治療よりも、「その人らしい生活を送るためのお手伝
い」が重要だと強く感じています。

皮膚科処置を必要とする方が入院している場合は休日出勤
もあります。また平日に完遂しなかった業務をすることも
あります。ノルマが終われば、主人と港でお弁当を食べたり、
家で論文を読んだり、一息つきます。

「〇〇をしたい」と始めからビ
ジョンを固めてしまうと、かえっ
て上手くいかないかもしれませ
ん。視野を広げ、入所者のため
に何ができるのかを考えて動い
ているうちに、自然と居場所が
できると思います。



先輩の声かけから社会貢献の一つとしての決断

私は 2015 年に、園長としてここ栗生楽泉園に着任しま
した。いままでと違った、新しい環境で働く「新人」の
立場と、施設運営という「園長」の立場、その両方から
お話ができればと思います。
富山医科薬科大学（現・富山大学）医学部を卒業した後、
群馬大学病院で第二内科（現・臓器病態内科学）に入局し、
高血圧や心臓病などを
専門としてきました。
群馬大学医学部附属病
院総合診療部、高崎健
康福祉大学看護学部の
教授などを経て、群馬
大学大学院医学教育セ
ンターの副センター長・准教授として働いてきました。
園長就任の直接のきっかけは、前園長の定年に伴って後
任を探していると、先輩から声をかけていただいたこと
です。また、看護学部の学生たちと何度も見学に来てい
たので、思うところもありました。ご縁があるなら、社

職員と入所者が車の両輪となって運営する施設です

医学教育に携わっている中で、学生たちに口を酸っぱく
指導していたことの一つに、「医師と患者の良好な関係構
築が重要だ」ということがあります。ここでは患者とい
わず、入所者とお呼びするのですが、関係構築の重要性
は同じです。ですから、自分でもそれを実践しようと心
に決めていました。
園長であり新人である私ですから、まず着任してすぐに
看護部長とスタッフと一
緒に全員の居室を訪問し
ました。これは看護部長
の発案でした。
みなさんとても暖かく迎
え入れてくださり、「園
長が挨拶に来たのは初め
てだよ」と喜んでくれました。誕生月には手書きのバー
スデーカードを渡したりもしています。
入所者の皆さんは、若い時期に筆舌に尽くせないご苦労
をなさってきた方たちです。これまでの長い歴史の中で、
職員たちと必ずしも円満ではなかった時期もありました。
だからこそ対立の構図を描かず、職員と入所者が車の両
輪となって「施設を運営していく」ことが必要だと考え
ています。そう、入所者も施設を形作っているのだとい
うことを、忘れてはいけないのです。
療養する側も働く側も、施設の存在意義を感じてもらい
たい。そう思って仕事をしています。

閉じていく施設である一方、重要な教育資源の場所

先進国ではハンセン病は過去の病気であり、教科書には
文字が載るだけとなっています。
そういう意味では、実際の症状・後遺症に接し、ハンセ
ン病に携わること、そして回復者の声を実際に聞けると
いうことは、医師として大きな財産になると思います。
開発途上国の医療を志している人であれば、東南アジア
などでは、まだまだハンセン病は現在の病気ですから、
その価値はいうまでもありません。患者の「気持ち」の
理解は、診療する上で必要不可欠なことなのです。
ここで、1人の入所者にたっぷりと時間をかけて診察する
ことが、医療面接のスキル向上につながることでしょう。
国立ハンセン病療養所とは、教育、研究、啓発、ボランティ

アなど、諸々の活動の前線でもあります。
これから活躍しくれるであろう、若い人材の教育資源と
しても重要な場所なのだと確信しています。

会貢献の一つとして引き受けよう、そう思い至りました。

社会性や地域性と関わり、貢献できる仕事

私は後年、医学教育に携わってきました。学生たちに伝えな
くてはならないことを整理し言語化する中で、「社会貢献・
地域貢献」の重要性を強く感じるようになりました。大学病
院の医師に求められていることは、診療と研究、そして教育
です。近年では社会貢献・地域貢献が加わり、4本の柱となっ
ていると思います。
県域での活動が基礎となる国立大学医局の医師だからこそ、
仕事をしていくうえで、社会性や地域性を無視できません。
もう一歩踏み込んで言うと「社会に貢献できないのは少し恥
ずかしいことだな」と感じていたのです。
自宅のある埼玉県の深谷から草津まで車で通勤すると、片道
2 時間半ほどかかります。なので、現在は月曜日の朝に来所
して、平日は草津町のリゾートマンションに宿泊しています。
金曜日は群馬大学病院で医学生の実習指導や、医師の人材確
保のため指導医らと情報交
換をしています。
また、全国の療養所の園長
が集まる会議などが定期的
に開かれるので、月に数度
は必ず出張をします。

profile
坂本  浩之助  さかもと・ひろのすけ
1960年埼玉県生まれ
富山医科薬科大学医学部医学科卒業

医学博士（群馬大学）
群馬大学医学部客員教授
臨床研修指導医

MY LIFE STYLE

お城が好きで、鉄道も好きな
坂本医師。温泉巡りも含め、
これからもっと活動的に過ご
したいとのこと。

草津温泉からほど近い山間にある栗生楽泉園に、
新任の園長として赴任してきた坂本医師。医療教
育に携わる中で感じた、地域貢献と人間関係の重
要さを実践しながら、日々を過ごしています。

自然環境に恵まれ、施設内には
草津の源泉から引いた温泉もあ
ります。ウィンタースポーツを
満喫している職員もたくさんい
ますよ。

13:00

18:00
以降

8:30

12:00

始業。
事務長補佐と一日のスケジュール確認。  
医局長から夜間の入所者の状況報告。  
園内巡視。   

昼食。
コンビニの移動販売車で買った弁当など。
園長室でテレビを見ながらくつろぐことも。

会議。特に火、木曜日に多い。
園内巡視、入所者の居室訪問、来園者や職員と 
の面談、書類作成、読書など。
病棟回診。

帰宅。退勤時刻は不規則。
平日は草津温泉のリゾートマンションへ。
週末は退勤後に深谷市内の自宅へ。

月曜日は幹部ミーテイング。   
（事務長、総看護師長と園内の日々の出来事  
について情報共有し、対応策を検討。）
事務室での決裁書類のチェック。 
火、水曜日は外来診療（内科・循環器科）。 

9:30

坂本 浩之助坂本 浩之助栗生楽泉園  園長栗生楽泉園  園長

入所者とともに施設を
運営していくということ

voice 
先輩からの声04

休日の過ごし方

国立ハンセン病療養所 医師募集
Guide Book

09 10

栗生楽泉園についてはP17 ページ参照



家族と時間を過ごすのがメイン。趣味はハイブリッドカー
の燃費運転。データを蓄積するのが楽しい。現在自動車
メーカー主催の燃費選手権でディフェンディングチャン
ピオン。

休日の過ごし方

医師たちに、働き続けたいと思っ
てもらえるような支援を惜しま
ないことを約束します。チーム
での医療、水平的な働き方をし
たい人なら、きっと楽しく有意
義な時間になることと思います。

沖縄愛楽園についてはP26 ページ参照

profile

野村 謙  のむら・けん
1961年沖縄県生まれ
琉球大学医学部医学科、同大学医学部医学科大学院卒業

医学博士
日本外科学会認定医／日本外科学会認定登録医／日本消化器
外科学会認定医／日本胸部外科学会認定医／消化器内視鏡専
門医／乳腺認定医

野村 謙野村 謙沖縄愛楽園  園長 沖縄愛楽園  園長 voice 
先輩からの声05

11 12

標に対しても、継続的なアプローチがなされていると思
います。医師にとって愛楽園での勤務は、近未来の理想
的な地域医療を模索する一手になるのではないか、そう
思っています。

国立療養所は医師にとってまだ終わらない場所

まず最初にお伝えしておきたいことがあります。それは、
国立療養所という施設が「まだ役目を終えていない」施
設だということです。全国にあるどの施設も、入所者の
高齢化などで、その役目を終えつつあることは確かです。
しかし、そのときまではまだ数十年の時間があります。
さらに、施設の現在運営されている実態を知れば、国立
療養所が多くの医師にとって仕事をする場としていかに
成熟した施設であることがわかってくれると思うのです。

医師に対する支援システムも成熟している

現在、沖縄愛楽園には園長の私と副園長、歯科医師、そ
して内科医師の４名が常勤というかたちになっています。
そのほかには、９ 名の医師がローテーションで勤務し、
大学院生も数年間のスパンで診療にあたっています。彼
らは常に新しい知見をもたらしてくれ、お互いの交流も
豊かです。
大学院生時代にこの施設で勤務をして、その後就職をす
ることとなった医師もいます。2021 年９月から勤めて

務してみると、先ほど触れたように勉強をする時間も取れ、
一方で急性期医療からも遠ざかることもなく、自分にあっ
た働き方なのかもしれない、と思うようになりました。
入所者のみなさんと触れ合う中で、私の考え方は次第
に変わっていきました。初めは、大変なご苦労をなさっ
てきた特別な人たち、という頭でっかちな先入観があ
りました。でも、おじぃ、おばぁはこの施設で普通に
暮らしています。おじぃ、おばぁの望みは普通に楽し
く暮らしていくことで
あり、それは多くの人
たちと何の違いもあり
ません。だったら、私に
できることは、最後の最
後まで一緒に健やかに暮
らしていけるような環境
をつくることなのだ、と思うようになったのです。

理想的な地域医療のモデルケース

急性期医療の現場では、１分でも１秒でも命を永らえさ
せることが目的になりがちです。私もそう思っていまし
た。そうすると、どうしても苦しい表情で最期を迎える
患者さんをたくさん見ることになります。人の最期の顔
が苦しい表情であるということは、とても辛いことです。
住人の入れ替わることのないこの施設で、見知った人た
ちが笑顔のまま最期を迎えてくれるようにするにはどう
したらいいのか。長く勤めていく中で、そう考えるよう
になりました。
それぞれの人にとっての最善の最期はどういうかたちな
のかを知りたくて「人工呼吸はしますか」、「胃ろうはど
うしますか」と問いかけるところから始めたのですが、「治
療してくれないつもりか」と、最初は叱られてしまいま
した。しかし、私が園長になってじっくりと話をする機
会を増やし、また穏やかに亡くなっていく人を見送るよ
うな機会が増えてくると、入所者のみなさんの意識も少
しずつ変わってきました。
キリスト教徒の入所者たちに見守られて、賛美歌が歌わ
れるなかで亡くなった方がいました。その姿を見て、同
席したおばぁが「先生、よかったねえ、怖くないねえ。
あんな（ふうに逝ける）ならいいね」と言ってくれました。
当施設には近隣の小中学生たちが年間を通して多数見学
に訪れる機会もあり、地域包括ケアという国が掲げる目

くださっているこの医師は、救命救急が専門で、現在もドク
ターヘリに搭乗しながら当施設でも勤務しています。
この施設が医師にとって有益である大きな側面は、勤務する
医師をサポートするシステムが成熟している、というところ
です。私の場合は国立病院の臨床医として働きながら、この
施設で勤務しつつ臨床例をまとめ、研究を進めることができ
ました。呼吸器外科が専門でしたが、この施設に来てから８
つの専門医の資格を得ました。
海外留学に関しても、支援するシステムも確立していて、来
年度から１名の留学を計画しています。医師のキャリアを確
立するためには、長い時間が必要です。30 代 40 代でこの施
設を選ぶという選択肢は、とてもメリットのあることではな
いか、と思います。数年間だけと期間を区切って勤務する、
そういう選択も可能です。

キャリアを積みながら人生の目的を見つける

私は今年で勤務24年を数えます。勤務医から始まり、副園長
となり、現在は園長に奉職して 7 年ほどになります。勤務を
始めた頃は、500 人弱いた入所者も、最近は 4 分の１ほどに
まで減っています。思えばかなり長い間この施設で過ごして
きました。
この施設に来たきっかけは、単なる大学医局人事でした。毎
日の激務で体が悲鳴をあげてきたというタイミングでもあり、
とりあえずは働いてみようか、というような感じでした。勤

15:00

8:30

19:00

13:00

9:30

始業。
医師、看護部、事務部の幹部４人でミーティン
グ。園の将来構想の検討や、ハンセン病問題啓発
活動の講演準備

外来診察のある日以外は、園
内を巡視。入所者のおじぃ、
おばぁと立ち話をしたり、触
れ合ったり。

昼食後、医療安全、感染症対策、ライフサポー
トなど、連日さまざまな議題の会議。

会議終了次第、園内巡視。自転車も使う。絶景
の中、風に吹かれながら思索。

帰宅。片道60キロを運転して70分ほど。

入所者の夕食時間。日中顔を合わせられなかっ
た人たちと会話をする機会。現在の入所者はお
よそ110人。

17:30

一般の医師として赴任後、長い間愛楽園とともに
過ごし、所長となった野村医師。療養所のすべて
を知悉しているからこそ、ここが医師としての有
意義な人生を送る一助になると語ってくれました。

医師にとって積極的な
選択肢となりうる施設
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国立療養所 松丘保養園
〒038-0003　青森県青森市大字石江字平山19
tel 017-788-0145

国立療養所 東北新生園
〒989-4692　宮城県登米市迫町新田字上葉ノ木沢 1
tel 0228-38-2121

国立療養所 栗生楽泉園
〒377-1711　群馬県吾妻郡草津町大字草津乙647
tel 0279-88-3030

国立療養所 多磨全生園
〒189-8550　東京都東村山市青葉町 4-1-1
tel 042-395-1101

国立 駿河療養所
〒412-8512　静岡県御殿場市神山1915 
tel 0550-87-1711

国立療養所 長島愛生園
〒701-4592　岡山県瀬戸内市邑久町虫明 653
tel 0869-25-0321

国立療養所 邑久光明園
〒701-4593　岡山県瀬戸内市邑久町虫明 6253
tel 0869-25-0011
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7

国立療養所 大島青松園
〒761-0198　香川県高松市庵治町 6034-1
tel 087-871-3131

国立療養所 菊池恵楓園
〒861-1113　熊本県合志市栄 3796
tel 096-248-1131

国立療養所 星塚敬愛園
〒893-8502　鹿児島県鹿屋市星塚町 4204
tel 0994-49-2500

国立療養所 奄美和光園
〒894-0007　鹿児島県奄美市名瀬和光町 1700
tel 0997-52-6311

国立療養所 沖縄愛楽園
〒905-1635　沖縄県名護市字済井出1192
tel 0980-52-8331

国立療養所 宮古南静園
〒906-0003　沖縄県宮古島市平良字島尻 888
tel 0980-72-5321
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13 国立 駿河療養所

国立療養所 長島愛生園

国立療養所 大島青松園

国立療養所 菊池恵楓園

国立療養所 星塚敬愛園

国立療養所 奄美和光園

国立療養所 沖縄愛楽園

国立療養所 宮古南静園

国立療養所 松丘保養園

国立療養所 東北新生園

国立療養所 多磨全生園

国立療養所 栗生楽泉園国立療養所 邑久光明園
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国 立 ハンセン 病 療 養 所 一 覧



地域に開かれた
医療福祉施設を目指して

入所者の人権を尊重し、
安全・安心な医療を提供します。
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明治 42 年に東北 6 県及び北海道の連合立として北部保養院

の名称で設立し、昭和 16 年に国立に移管され、国立療養所

松丘保養園と改称し、この間 112 年に渡ってハンセン病医

療を担ってきました。

当園は青森市西部の市街地の中にあり、近隣の小中学校や地

域の町内会など地元住民との交流も活発です。また、入所者

の遺志を継いで創立以来亡くなられた入所者を記念して

1600 本の苗木を植える「松丘の森プロジェクト」が地域住

民等の協力により進行しています。新幹線の新青森駅から１

km 青森空港から車で 20 分の至便の地にあり、東に八甲田

山、北に陸奥湾を望み、三内丸山遺跡もほど近く豊かな自然

に恵まれています。入所者一人一人が歩んできた道のりと生

命の尊さを深く認識し、地域の人々と共に歩む、豊かでここ

ろ安らかな療養環境に勤めております。

松丘保養園の魅力は何といってもハンセン病から回復した入

所者の存在です。現在ここに暮らしている入所者の方々は、

かつてハンセン病を理由に隔離収容され治療により治癒した

後も「らい予防法」の下、様々の要因で社会復帰できず園に

留まり、今日まで平均 64 年を超える歳月を過ごした方々で

す。出身は北東北３県と北海道を中心に 11 都道府県に及び、

それぞれ筆舌に尽くしがたい経験をお持ちです。日常的な交

流の中で医療者としてより以前に人間として人生の大先輩で

ある彼らから学べることは得難い機会です。

医学的には末梢神経障害、視覚障害などハンセン病後遺症に

よる機能障害に加えて加齢による全身的合併症を持つ高齢の

患者さんに対する総合内科的、全人的アプローチを心がけて

います。幸い弘前大学医学部各科から医師派遣によるサポー

トと、入所者数を優に超える看護師・介護員らスタッフによ

る手厚いケアが可能な体制があります。平成 30 年から導入

を始めたユマニチュードの技法によりケアの質も変わりつつ

あります。既に運用されている保険診療病床を活用し、入所

者だけでなく地域の高齢者にも開かれた医療福祉施設を目指

している松丘保養園で一緒に働きませんか。



国立療養所栗生楽泉園について 国立療養所多磨全生園について

不自由者棟（センター）

　　治癒していても、ハンセン病によるさまざまな障害や、

国の施策により被った社会的・精神的苦痛により、園外で生

活困難な方々が療養されています。入所者の平均年齢は 87

歳を超えましたが、急性期医療は近隣の医療機関の助けを借

りながら、入所者の一人ひとりが健康で平安、生きがいのあ

る生活を送れるように、医療の提供をしています。

全生園の中では時間が比較的ゆっくり流れているように感じ

られます。子育て中や家族介護の方でも、医師としてのキャ

リアを中断せずにその後の飛躍に備えるには魅力的な環境と

考えています。

正門

17 18

開所年月日 昭和 7年 11月 16日
敷地面積 742,257 ㎡
所在地 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙 647
電話番号 0279-88-3030
診療科目 内科、外科、整形外科、皮膚科、眼科、
 耳鼻咽喉科、歯科

制を構築するための多職種チーム「支援の会」を中心に全職

員が一丸となって入所者の療養生活を支えています。

診療は時間に追われることなく、じっくりと入所者一人ひと

りと向き合うことができますし、年次休暇も取得できますの

で、ワークライフバランスを重視する医師にも最適の職場で

す。園内には草津温泉から直接お湯を引いた源泉掛け流し風

呂があります。夏には草津音楽の森でクラシックコンサート

を、冬には草津国際スキー場でスキーやスノーボードを楽し

めます。大河ドラマ「真田丸」に登場する上田城、岩櫃城、

沼田城などの歴史観光スポットも近場にあります。

また、当園では地元住民と入所者との交流を促進するための

園内行事を開催するとともに、ハンセン病問題について理解

を深めていただくため、当園の歴史資料館ともいうべき社会交

流会館の見学や、国立ハンセン病資料館の別館にあたる「重

監房資料館」の見学も受け付けております。

あなたも魅力あふれる当園で私たちと一緒に働いてみませんか。

当園のある群馬県の草津温泉は、古くから万病に効果のある

薬湯として全国に名高く、全盛期の街道筋の賑わいは、また

格別のものがあったと語り伝えられています。

ハンセン病を病む湯治客も相次いで集まり、「湯之澤」と称す

るハンセン病者の集落が形成されていたため、ハンセン病予防

上放置できないと、昭和５年に全国２番目の国立療養所とし

て当園の設置が決定されました。

開園当初 115 人だった収容定数は、湯之澤からの移転希望

者を 10 年間にわたり徐々に受け入れるとともに増え続け、

昭和 17 年 12 月、当初の目的であった湯之澤のハンセン病

者の移転業務を完了しました。

その結果、入所者数は昭和 19 年には 1,335 人となりました

が、新規発生患者の減少、社会復帰及び高齢化等により年々

入所者数は減少しております。

当園では高齢化の進む入所者が最期までその人らしく生きら

れるように、入所者一人ひとりの意向を尊重した生活支援体



地域と共生し、また貢献し、
良質な医療を提供する施設を目指して 長島愛生園とその歴史

19 20

として、開所からまもなく 80年を迎えようとしています。

介護ケア棟があります。治療棟では常勤医師（内科、外科、歯科）

に加え、非常勤医師による眼科、耳鼻科、心療内科、整形外

科等を加えて総合的な医療を行います。コメディカル部門は

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などからなり、入所者

に対して、適切な治療・ケア、検査が実施できる体制であり、

看護課は看護師、介護員が日常の治療・ケアにあたっていま

す。放射線科ではマルチスライス CT などが備わり、検査科

は一般臨床検査に加え、高齢者に多く見られる感染症対策に力

を入れています。呼吸器疾患、消化器疾患にはＰＣＲを導入し、

急性・慢性期疾患や年度健診に対応しています。

現在４７名、平均年齢８６ .５歳の高齢の入所者が安心して療養

生活ができるよう職員一同入所者の皆さまの人格を尊重し、安

心して受けることのできる医療を提供するよう努めています。富

士山、箱根などの観光地を背景にした駿河療養所で、志を同

じくして医療やケアを行う仲間を歓迎します。

施設内には、治療棟（外来部門）、病棟に加えて４つの居室・



入所者が受けた
被害の回復をめざして

入所者が与えられた命を肯定し
輝かせるために支えたい
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完成しています。現在はそのシステムの質の向上を目指して

いるところです。高度医療の必要な患者さんは他施設に紹介

しており、概ね二次救急程度の急性期対応も出来る慢性期あ

るいは高齢者医療を行っています。しかしながら、患者が、

基本、園内に限定されており、療養型の病院ですのでほぼ定

時の勤務が可能です。当直は約 2 回で救急車も来ません。そ

して、ワークライフバランスへの配慮も十分できるため、女

性医師にもやさしい職場となっていて、産休・育休をとった

医師や趣味の書道や音楽活動などをしている医師もいます。

園内に社会福祉法人のこども園も誘致運営しており、社会開

放も進めています。在院日数や保険診療に縛られたくない患

者中心の医療を望んでおられる医師、ハンセン病療養所やそ

の歴史、高齢者医療や終末期医療、ハンセン病後遺症などに

興味のある医師はまずは一度見学に来て下さい。お待ちして

います。

施設概要

開所年月日 明治 42年 4月 1日
敷地面積 589,520 ㎡
所在地 熊本県合志市栄 3796番地
電話番号 096-248-1131
診療科目 内科、精神科、皮膚科、外科、整形外科、眼科、
 耳鼻咽喉科、歯科

本園は熊本県の北部に位置する合志市のほぼ中心部にあり、

熊本市中心部より約 12 ㎞と至便な立地です。明治 42 年に

全国 5 カ所に公立療養所が開設され、そのうちの一つが当園

でした。その後、昭和 16 年に国に移管され、平成 27 年 4

月からは退所したハンセン病回復者のための入院保険診療が

可能となりました。当園では、ハンセン病後遺症の治療、人

工透析等の診療等や、身体障害者認定、人権教育のための啓

発・研修受入も可能です。また、当園にある社会交流会館は

当園・ハンセン病の歴史を後世に伝えるために、平成 18 年

に設置され令和 3 年現在ニューリアル中で、新たに建設した

新歴史資料館とともに展示内容など大きな変更が加えられ、

令和４年５月にグラントオープンします。

当園ではハンセン病回復者の療養生活を支えていますが、高

齢化にハンセン病後遺症が加わって、不自由な方ばかりです。

過去に隔離されていた関係で昔から園内包括ケアシステムが

星塚敬愛囲は昭和 10 年 10 月 28 日に開設されました。後

に鹿屋市長になる永田良吉氏による誘致運動のもと、開設

された施設です。園名は、西郷隆盛が好んだ「敬天愛人」

に由来します。鹿児島県大隅半島の中心部、鹿屋市の中心

部から約８㎞南に位置し、周囲はのどかな農地に囲まれて

います。当園の近くには日本最大規模を誇る「かのやバラ園」

があります。春と秋には「かのやばら祭り」が開催され、様々

なバラを鑑賞することができます。その景観は圧巻です。

敬愛園の理念は「おだやかで やすらぎのある ほしづか」で

す。家族や社会から引き離され、これまで長期間に及ぶ療

養所生活を余儀なくされた入所者の方々ですが、それでも

「敬愛園で生活してよかった」、「あなたに会えてよかった」

と思っていただけるように、職員ひとり一人、日々の業務

に努めています。また、園内には様々な職種の職員が一緒

に勤務していますが、常に「入所者のために！」を忘れず

に協力しながら取り組んでいます。

　現在、当園は平均年齢 88 歳の高齢施設ですが、医療の原

点があります。ハンセン病の後遺症以外に、加齢による心

身の衰えを抱える入所者の方々への医療の提供は、まさに

全人的医療と言えます。一方、より専門的、より高度な診

療が必要な場合は、近隣の医療機関との協力連携が確立さ

れております。

当園では周囲に左右されずに自分のペースにあった診療業

務が可能です。そして自分の時間もしっかりと確保されて

います。ぜひ、私たちと一緒に働きませんか。

入所者満足度と職員満足度の
さらなる向上を目指して 明るい敬愛園を共に築きましょう
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かのやバラ園 夕暮れの給水塔

御歌碑全景

基本理念

～おだやかで　やすらぎのある　ほしづか～

私たちは、入所者の心に届く医療・看護介護・福祉を目指し、

地域社会にとけこみ、ボランティアの連携など、

明るい施設づくりに努めます。



自然に囲まれた環境で仕事をする
ライフサポート
～こころ豊かな人生を応援する～
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国立療養所 宮古南静園
施  設  紹  介

こくりつりょうようじょ　みやこなんせいえん

施設概要
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沖縄県

開所年月日 昭和 6年 3月 7日
敷地面積 154,670 ㎡
所在地 沖縄県宮古島市平良島尻 888
電話番号 0980-72-5321
診療科目 内科、外科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科

周辺の風景

待合室

正門園内風景

園から望む日出シーサー

ハンセン病後遺症や高齢化による身体機能の低下が目立って

きておりまして、日々の生活支援が大切です。その対応策と

して、生活支援チームを立ち上げて多角的な入所者支援を

行っております。認知症対策も、その一環として行なってお

ります。

健康な人にとってはちょっとした事でも入所者にとっては困

難な事。そのような事を支援して喜んで頂く。日々の目配り、

気配りを密にして入所者の皆様に安心して暮らしていただく

ように努めております。

このように宮古南静園は高齢者医療が主な業務です。

元ハンセン病患者様や高齢化した入所者に生き甲斐を持って

生活して頂く事に貢献して頂ける意欲ある医師を募集してお

ります。

国立ハンセン病療養所の現状

国立ハンセン病療養所の入所者の方々は、ほとんどがハンセン病そのものは治癒している

ものの、視覚障害や手足の神経障害等の後遺障害を有しています。また、入所者の高齢

化が進んでおり、生活習慣病などの合併症を有する他、身体機能や視覚機能の低下が進

んでいます。さらに、長期にわたる療養所生活を送っていることなど、歴史的・社会的な

特殊性を有しています。

そのため、療養所では、プライマリケアやリハビリテーション機能の充実を図っています。

また、療養所内で対応できない専門的な医療を行う必要がある場合には、療養所外の医

療機関と連携して行う委託治療を行うなど医療の充実に努めています。

また、国立ハンセン病療養所で提供される医療のほとんどが入所者の方々に対して行われ

ていますが、近年、地域開放の観点から、地域住民の方々に対する外来を設けている施設

もあります。

療養所はプライマリケアが主体で勤務は概ね規則的となっており、研究などの時間をとり

やすい特徴があります。また臨床から離れており現場への復帰を希望される医師にも向い

ています。
より良い医療、介護、福祉を
目指して



国立ハンセン病療養所  施設見学・医師募集要項のご案内

国立ハンセン病療養所  施設見学

国立ハンセン病療養所施設見学とは、国立ハンセン病療養所での勤務に関心のある医師の方々に対して、国立ハンセン

病療養所を見学し、入所者が必要とする医療の内容やハンセン病等の歴史的背景、へき地・離島ならではの地域の特性

などをみていただくものです。

見学は国立ハンセン病療養所での勤務に関心のある医師お一人からでも受け入れており、ご本人及びその家族の旅費を

各国立ハンセン病療養所にて負担しております。

皆さまのご希望を伺った上で日程及び行程等を調整しますので、詳しくは、見学希望先の各国立ハンセン病療養所に直

接お問い合わせください。

星塚敬愛園（鹿児島県鹿屋市）
１日目：鹿屋市内のホテルにて星塚敬愛園園長と懇談
２日目：星塚敬愛園にて施設の概況説明及び施設見学
３日目：鹿屋市内見学

［過去の見学例］ 

見学の希望・お問い合わせ先： 各施設へ直接お問わせください。
※連絡先は「国立ハンセン病療養所一覧」（P13）をご覧ください。　

29 30

何歳まで勤めることができますか。

国家公務員の医師の定年は65歳です。
※例外的に68歳まで勤務することも可能。

給与はどのくらいですか。

医師の年収（見込み） は約 1,000～1,800 万円です。
※勤務地、手当の支給状況によって変動があります。

勤務地は選べますか。

勤務を希望する園で面接等を受けていただくことができます。
※希望する園が定数を充足している等の理由により、応募を行っていない場合があります。

育児・介護をしながら勤務することは可能ですか。

国家公務員として様々な両立支援制度を利用することができます（産前・産後休暇、育児休
業、子の看護休暇、介護休暇、早出・遅出勤務　等）。また、職員が利用できる園内保育
所のある施設もあります。

どのような福利厚生がありますか。

厚生労働省第二共済組合に加入することとなり、組合員として各種の給付を受けることがで
きます（出産時、災害時 等）。その他、組合員とその家族の方々のための、様々な制度・事
業があります（宿泊施設利用割引、引越割引 等）。

兼業をすることは可能ですか。

ハンセン病療養所の医師は特例により「兼業」が可能です。 正規の勤務時間内に、ハンセン
病療養所以外の医療機関等において、報酬を得て、診療を行うことが可能になりました。

宿舎はありますか。

各施設の宿舎に入居できます。（無料）

国立ハンセン病療養所　医師募集について

よくあるご質問

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

入所者の診療は、園内の医師ですべて行うのでしょうか。

ご専門外の医療が必要な場合は、外部の医師に来園してもらうことや提携先の医療機関への
入院などの対応をとることとなります。

Q
A

国立ハンセン病療養所　医師募集要項

 勤務地 国立ハンセン病療養所（13施設）のうち希望する施設

 勤務条件 1日7時間 45分、週 38時間 45分勤務、原則土・日曜日及び祝日は休み、
  年次休暇 20日（最大 40日）、特別休暇（夏季休暇 3日等）、宿日直業務あり

 給与 「一般職の職員の給与に関する法律」における医療職俸給表（一）を適用し経験
  等を考慮の上で決定する。その他同法の規定による諸手当（初任給調整手当、
  通勤手当、宿日直手当、特地勤務手当　等）を支給

 退職金 国家公務員退職手当法により支給

 社会保険 厚生労働省第二共済組合

 その他福利厚生 園内保育所（施設により異なる）、人間ドックの補助　等

応募資格 日本国の医師免許を取得している者

診 療 科  内科、精神科、外科、整形外科、皮膚科、眼科 等（施設紹介ページに掲載している診療科以外も募集しています。）

応募方法 詳細は各施設まで、直接お問い合わせください。 ※連絡先は「国立ハンセン病療養所一覧」（P13）をご覧ください。

勤務条件

 ※国家公務員法第 38条の規定により国家公務員となることができない者（以下のイ～ハに該当する者）は応募できません

 　イ　禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

 　ロ　懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

 　ハ　日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者




