
長い間、偏見や差別に苦しんでいる人たちがいる。

ハンセン病問題は、決して特別な問題じゃない。

それは、私たちの姿を映し出す鏡だと思う。

この問題を、どうやって乗り越えていけばいいのだろう。

厚生労働省（ハンセン病に関する情報ページ）
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/hansen/index.html

国立ハンセン病療養所（各療養所にリンクしています）
https://www.mhlw.go.jp/www1/link/link_hosp_12/hosplist/nc.html

国立感染症研究所「ハンセン病」
日弁連法務研究財団（ハンセン病事実検証調査事業）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/leprosy.html
https://www.jlf.or.jp/work/hansen/

法務省「ハンセン病への偏見や差別をなくしましょう」 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00151.html

日本ハンセン病学会 http://www.hansen-gakkai.jp/

・・・・・ ハンセン病をもっと知ろう ・・・・・

「ハンセン病の向こう側」　発行日／令和3年8月　発行／厚生労働省
〒100-8916　東京都千代田区霞が関1-2-2　電話（03）5253-1111　URL：https://www.mhlw.go.jp/

ハンセン病の基礎研究・臨床研究のほか、ハンセン病の検査やハンセン病に関する相談、診療支援などを行っています。
また、市民公開講座や医療関係の学生や職員対象のハンセン病医学夏期大学講座などに参画して、ハンセン病に関する
啓発活動を行っています。

国立ハンセン病資料館

全国のハンセン病療養所や国内外の関係機関から収集した資料が数多く
展示されています。ハンセン病に関する約30,000冊の図書を収蔵した
図書閲覧室もあります。

昔の療養所の暮らしが再現されています

ウェブサイト

〒189-0002
東京都東村山市青葉町4-1-13 
電話 042-396-2909 
URL http://www.hansen-dis.jp/

国立感染症研究所ハンセン病研究センター

〒189-0002　東京都東村山市青葉町4-2-1  電話　042-391-8211（代表）
URL https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-lab/489-lrc/9558-lrc-top.html

き

こう

こく

にち

りつ

べん

かん

れん

せん

ほう

しょう

む

けん

けん

きゅう

きゅう

しょ

りょうよう じょ

ざい だん びょう じ じつ けんしょうちょう さ じ ぎょう

こう せい ろう どう しょう

せい ろう どうしょう

こう ざ い りょうかん けい しょくいん たいしょう い がく か き だい がく こう さん かく

けい はつ かつ どう

ざ

そ けんきゅう けんきゅう けん さ だんそう しんりょう し えん

し みん こう かい

りんしょう

りょうようじょ さいげん

こく りつ かん せん しょう けん きゅう しょ

し りょう かん

重監房資料館

かつてハンセン病患者の懲罰施設として使われた「特別病室」は、通称「重監
房」と呼ばれています。
今は建物の基礎しか残っていませんが、わずかに残された資料や発掘調査の
出土遺物等から推定される形を実寸大で部分再現し、その過酷さを体感でき
るように展示しています。
また、ガイダンス映像や証言ビデオなどの映像が見られるほか、歴史パネルや
実物資料を展示したコーナーなどがあります。

縮尺1/20の模型(手前)と実寸大で部分再現された重監房
〒377-1711
群馬県吾妻郡草津町草津白根４６４－１５３３
電話 0279-88-1550 
URL http://sjpm.hansen-dis.jp/
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