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第 127 回 東村山市の大谷藤郎像と林芳信像 

        筆者：林 久治（記載：2020 年７月９日、加筆：７月 15 日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

一方、私は日本の銅像探偵団（１）のサイト/）の銅像探索に参加している。私は
珍しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけること
を目標としている。ここで「珍しい」とは、「➀見つけ難い場所に隠れている有名
人の銅像。②市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではない人物の銅像」と言
う意味である。私は自宅が東京にあり、孫達が大阪にいるので、主として東京近郊
と近畿地方で銅像探索を行っている。最近、私はネット記事を丹念に調査し、その
ような「スクープ銅像」の候補を多数見つけている。 
 

 

図１．西武池袋線清瀬駅周辺の交通地図 本図は、２）のサイト/より借用。 

① ハンセン病資料館、②東星学園、③伊藤記念公園台田の杜。 

① 

② 

③ 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.seibubus.co.jp/rosen/rosenzu/
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私は武漢肺炎が流行し外出を自粛していたが、流行が少し下火になったので、銅

像探索を再開している。本年に入ってからは、主として大田区や中野区で銅像探索

を行いその探索記を書いてきた（123 回の記事/f、124 回の記事/f、125 回の記事/f、

及び前回の記事/f）。私は118 回の記事/fで、中野区のフロジャック神父像の探索

記を書いた。この時、清瀬市の東星学園にも神父の銅像があることを見つけた。こ

の像は、１）のサイト/に収録されていないので、ぜひ探索しようと思っていた。そ

の際、清瀬駅周辺の未収録銅像を調べてみると、ハンセン病資料館（住所は東村山

市）に大谷藤郎像や、台田の杜に伊藤ヨシ像があることが分かった。 

今回は、７月３日に西武池袋線清瀬駅周辺で上記３体の銅像探索を行った。本稿

はハンセン病資料館の探索記である。次稿に他の２体の探索記を書く予定である。

図１は西武池袋線清瀬駅周辺の交通地図である。清瀬駅からはバス路線が多く（東

京都シルバーパスで無料で乗車出来る）、今回はそれらを利用して探索を行った。 

なお、本稿においては、資料の記述を緑文字で、私（林）の意見や説明を青文字

で記載する。 
 

（２）日本におけるハンセン病の現状 

私は清瀬駅周辺の３像をまとめて探索しようと思っていた。丁度その頃に武漢肺

炎の緊急事態宣言が発令され、ハンセン病資料館が臨時閉館になってしまった。緊

急事態宣言解除後も、本館は暫く開館準備中であったが、６月 23 日からやっと一部

開館になった。図２に、国立ハンセン病資料館（図１の①地点）の周辺地図を示す。

本図より、本館のそばに「国立療養所多摩全生園」の広大な敷地があることが分か

る。現在でも、多数のハンセン病患者の方々がここに入院しているのであろうか？ 

 

図２．国立ハンセン病資料館の周辺地図 本図は、３）のサイト/より借用。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-123.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-124.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-125.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-126.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-118.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51010/13213/119318723_ipcbl/
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４）のサイト/eによれば、来館希望者は次の規則で予約をする必要がある。 

①十分な距離を保っていただくこと、消毒時間の確保、および隣接して高齢者が居住する

医療施設があることなどを鑑み、当分のあいだ、入館はご予約いただいたお客様のみとい

たします。 

②開館時間およびご利用については、午前の部は 10:00-11:30（90 分）上限 10 人の事前

申し込みのお客様のみ。午後の部は 13:30-15:00（90 分）上限 10 人の事前申し込みのお

客様のみ。 

③予約方法：当館ホームページの来館予約システムより、必要事項をご記入のうえお申込

みください。 

私は７月１日に、ハンセン病資料館入館（３日の午前の部）をネットで予約した。

本館を紹介する前に、日本におけるハンセン病の現状を、以下に簡潔に記載する。 

①５）のサイト/lには、次のように書かれている。らい予防法の廃止（1996 年）に伴い届

け出制度はなくなったが、ハンセン病研究センターなどが新規患者の調査を行っている。

日本の新規患者は毎年、日本人は数名、在日外国人は約 4 名である。日本人では沖縄県出

身者が半数を占めているものの、新規患者の減少が著しく、かつ高齢化している（図３）。

一方、在日外国人患者についてはブラジルなどの患者の多い国からの出身者が目立つ。な

お、日本は衛生環境や栄養、経済などの向上により、日本国内で新たに感染・発病する心

配はない。一方、世界では年間約 22 万人の新規患者がいる。インド、ブラジル、インド

ネシア、ナイジェリア、エチオピアなどに多くの患者がいる。 

 

図３．日本のハンセン病新規患者 本図は、５）のサイト/lより借用。 

②６）のサイト/lには、次のように書かれている。日本のハンセン病療養所には患者さん

ほとんどいません。ハンセン病は治っています。現在日本には 14 のハンセン病療養所が

あり、約 1,450 人の元患者さんが生活しています。平均年齢は 85 歳ですが、後遺症によ

る身体障害や加齢も加わって、介護を必要とする人が多くいます。ハンセン病研究センタ

ーの仕事は、研究の他、全国の医師から依頼されるハンセン病検査（行政検査）、アジア

のハンセン病研究者の研修、広く医療関係者を対象としたハンセン病医学夏期大学講座の

開催などです。 

（本文は、５ページに続く。） 

http://www.hansen-dis.jp/07gid/guide
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/468-leprosy-info.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/468-leprosy-info.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/leprosy-m/1841-lrc/1693-general.html
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図４．上：納骨堂の入口、下：納骨堂前の説明碑 
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（３）国立療養所多摩全生園 

私は、７月３日に西武池袋線清瀬駅南口から西武バスに乗り、午前 10 時前にハン

セン病資料館に到着した。入館時間の 10 時には少し時間があったので、私は本館周

辺を少し散策した。図２に示すように本館は国立療養所多摩全生園の敷地内にあり、

全生園には多数の施設が武蔵野の面影を残す広大な森の中に建設されていた。全生

園の施設の説明は、７）のサイト/pが詳しい。ハンセン病資料館の横には立派な納

骨堂があり、その写真を図４上に示す。納骨堂前には説明碑があり、その写真を図

４下に示す。 

納骨堂前の説明碑には、次のように書かれていた。 

納骨堂建立のことば 

国立療養所多摩全生園は 1909 年に浮浪らい患者の隔離収容施設として開設された。 

1931 年以後は自宅患者をも収容したが、一度収容された者は二度と社会の土を踏むことが

できず、家族との絆も絶たれ、死後ふるさとの骨を納めることさえ出来なかった。 

1935 年、私達の先輩はこの地に納骨堂を建立し、創立以来の物故者の遺骨を納め諸霊を慰

めた。 

1985 年、私たちは納骨堂内部の痛みがひどくなったので、入園者の寄付金によって納骨堂

を再建し、3493 名の諸霊の遺骨を納めた。我が国の偏見と差別のルーツはこの所にある。

私たちは納骨堂墓碑銘「倶会一処」を題名として、70 年の全生園史をあらわし、この一書

を諸霊に捧げた。 

1986 年 3 月吉日 入園者自治会 

ウィキペディア（国立療養所多磨全生園）より、本園の略歴は次の通りである。 

1909 年 9 月 28 日：連合府県立療養所として現在地に創立 

1941 年 7 月 1 日：厚生省に移管、国立療養所多磨全生園として発足 

1993 年 6 月 25 日；国立療養所多磨全生園内に旧高松宮記念ハンセン病資料館が開館 

1997 年 4 月：全生園内に国立感染症研究所ハンセン病研究センターが開館 

2001 年 1 月 6 日：省庁再編により厚生労働省所管となる 

2009 年 9 月 28 日：創立 100 周年を迎え、東村山市として「いのちとこころの人権の森」

宣言を行う 

 

（４）国立ハンセン病資料館の大谷藤郎像 

 ハンセン病資料館の玄関前には、「母娘遍路像」があった。その像を次ページの

図５左に示す。本像の横には、「母娘遍路像」建立碑があった。その写真を、図５

右に示す。建立碑には、次のように書かれていた。 

「母娘遍路像」建立碑 

野の花を摘みて子遍路路おくれけり （宗子） 

お遍路は信仰の旅であると同時に、職を奪われ、故郷を追われた人々の生活を支える旅で

もあった。 

江戸時代以来、ハンセン病患者の多くが、遍路となって四国へ渡った。四国には、お遍路

を温かく持て成す〈お接待〉の風習があり、病者達は、これに残る命の糧を求めたのであ

る。 

http://www.hansen-dis.jp/06vst/tamazenshoen_map
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しかし、不自由な躰に八十八ケの札所の旅は遙けく遠い。あるいは遭難により、あるいは

病の進昂により、道半ばに斃れた遍路も少なくなかった。遍路墓には、今もそうした人々

の悲しい歴史が埋もれている。 

平成二年、わが国のハンセン病患者が辿った苦難の人生を、歴史の事実として世に遺すた

め、多摩全生園大師講を中心に、「母子遍路像建立委員会」を結成、同年十一月、全国の

人々から寄せられた善意をもとに、この「母娘遍路像」は建立された。 

 安んじて親族と暮らせるその日まで、 

 隔てなく命深くその日まで、 

 母娘遍路の旅は果てない。 

   平成五年十一月吉日 

   母子遍路像建立委員会（なお、平成五年は本館設立の 1993 年である。） 

 

  

図５．左：ハンセン病資料館の玄関前に設置された「母娘遍路像」、 

右：「母娘遍路像」建立碑。 

 

 午前 10 時になり、私は本館への入場を許可された。他に入館を待っている人は居

なかった。コロナ禍が未だ十分には終息していない現在、わざわざネット予約まで

してこんな不便な所まで見学に来る酔狂人は、私以外は居ないのであろう。私は
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「館内は撮影禁止なのだが、銅像撮影は頼めば可能」との情報を得ていた。そこで、

入館後に折りを見て、館員のオバサンに銅像撮影を打診した。「あまり近くから撮

影しない」ことを条件に、撮影の許可を頂いた。銅像の現場は逆光で、撮影条件が

悪く、あまり執拗に撮影できなかった。従って、あまり鮮明な写真は撮れなかった。

１階ロビーの大谷藤郎像とその周辺の写真を図６に示す。 

 

 

図６．上：ハンセン病資

料館１階ロビーの大谷藤

郎像周辺、 

下：大谷藤郎先生像 
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図７．台座の銘文 

 

 図７に台座の銘文を示す。そこには次のように書かれていた。 

大谷藤郎先生（1924-2010） 

滋賀県に生まれる。1952 年京都大学医学部卒。学生時代に同大皮膚科特別研究室の小笠原

登助教授のもとでハンセン病患者と触合う。1959 年厚生省入省、1981 年同医務局長、

1983 年退官。1988 年藤楓協会（現・社会福祉法人ふれあい福祉協会）理事長、1993 年藤

楓協会創立 40 周年記念事業として高松宮記念ハンセン病資料館を開設、初代館長。1994

年に提示した「らい予防法」廃止についての私見（大谷見解）は、1996 年「らい予防法の

廃止に関する法律」制定の契機とまる。誤った隔離対策と、患者の苦難の歴史を後世に伝

え、偏見・差別の解消と社会との共存を目指した。1993 年レオン・ベルナール賞、2007

年東京弁護士会人権賞受賞。 

2013 年 6 月 25 日 

国立療養所多摩全生園入居者自治会 

制作 澄川喜一 

８）のサイト/yに、本像の除幕式に関して、次のような記事がある。 

6 月 25 日（火）、当館映像ホールにて 1993 年の開館の日に合わせ「開館 20 周年記念式

典」が開催されました。20 周年記念式典に引き続き「大谷藤郎初代館長胸像除幕式」が当

館ロビーにて開催されました。この胸像は、ハンセン病政策における大谷初代館長の功績

を称えるために澄川喜一氏（元東京芸大学長）によって制作され当館が多磨全生園入所者

自治会から借り受けロビーにて展示することになったものです。 

 以上の資料より、本像の概要は次のようになる。 

大谷藤郎先生像 

場所：東京都東村山市 青葉町四丁目 1-13 国立ハンセン病資料館１階ロビー 

https://www.hansen-dis.jp/pastevents/20th_anniversary
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建立時期：2013 年 6 月 25 日（開館 20 周年記念） 

制作者：澄川喜一（1931- ：元東京芸術大学学長） 

設置経緯：大谷藤郎先生（1924-2010）は滋賀県に生まれる。1952 年京都大学医学部卒。

学生時代に同大皮膚科特別研究室の小笠原登助教授のもとでハンセン病患者と触合う。

1959 年厚生省入省、1981 年同医務局長、1983 年退官。1988 年藤楓協会（現・社会福祉法

人ふれあい福祉協会）理事長、1993 年藤楓協会創立 40 周年記念事業として高松宮記念ハ

ンセン病資料館を開設、初代館長。1994 年に提示した「らい予防法」廃止についての私見

（大谷見解）は、1996 年「らい予防法の廃止に関する法律」制定の契機となる。誤った隔

離対策と、患者の苦難の歴史を後世に伝え、偏見・差別の解消と社会との共存を目指した。

1993 年レオン・ベルナール賞、2007 年東京弁護士会人権賞受賞。 

 なお、ウィキペディアによれば、本像の制作者である澄川喜一氏の略歴は次の通

りである。 

1931 年、島根県六日市町（現・吉賀町）生まれ。山口県立岩国工業高等学校機械科卒業。

東京芸術大学美術学部彫刻科卒業。大学卒業後に助手として採用され、同大学専任講師、

助教授を経て教授。 東京芸術大学学長を歴任。 「そりのあるかたち」シリーズで知られ

る作家。新制作協会会員。1998 年に紫綬褒章、その他紺綬褒章、日本芸術院賞、日本芸術

院恩賜賞（2003 年）などを受賞。文化功労者（2008 年）。安藤忠雄と共に、東京スカイ

ツリーのデザイン監修を務める。 

 

（５）全生園の林芳信像 

 本稿を書いている途中、７）のサイト/pに掲載されている全生園構内図をよく見てい

ると、本園の治療棟前に林芳信像があることを発見した。７）のサイト/p以外には、林

芳信先生の銅像や経歴に関するネット記事は皆無であるので、本像は大変珍しい。そこで、

私は７月 15 日に全生園を再訪して、林像を探索した。（本文は、11 ページに続く。） 

 

図８．全生園正門前案内板の一部 

http://www.hansen-dis.jp/06vst/tamazenshoen_map
http://www.hansen-dis.jp/06vst/tamazenshoen_map
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図９．上：林芳信像の周辺、下：林芳信像 
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 図８に、全生園正門前案内板の一部を示す。本図には確かに、治療棟前に林芳信胸像が

記載されていた。図９上には林芳信像の周辺を、図９下には林芳信像を示す。台座正面に

は「林芳信之像」との銘板があった。台座背面には「顕彰記」が貼付されていた。その写

真を図 10 に示す。 

 

図 10．林芳信像台座背面の顕彰記 

 

 「顕彰記」には、次のように書かれていた。 

顕彰記 

先生林芳信は 1890 年 4 月岡山県に生る。1912 年 10 月医術開業試験合格。1914 年 5 月第

一区府県立全生病院医員拝命。1931 年 5 月同病院長に補せらる。1941 年 7 月厚生省移管

にともない国立療養所多摩全生園長となる。1963 年 7 月これを辞し 1964 年 5 月名誉所長

となる。この間 50 年の長期にわたり、らいの治療ならび研究に専念す。その人格見識と

もに卓越し人々より深く畏敬さる。その業績をたたえ、われら職員患者相議り広く有志の

浄財を募りここに記念像を建立す。 

1964 年 6 月 25 日  国立療養所多摩全生園長 矢嶋良一 謹記 

 「先生林芳信」という書き出しは奇妙である。何かの謂れがありそうである。ま

た、９）のサイト/7には、次のような記載がある。 

一九五一年八月、第一二回国会参議院厚生委員会において参考人五人が発言したうち、林

芳信（多摩全生園長）、光田健輔（愛生園長）、宮崎松記（恵楓園長）ら三園長の発言が、

ハンセン病患者の強制収容や断種の励行、患者逃亡防止のための罰則強化等を内容とする

ものであったことから患者の中で大問題になった。光田愛生園園長は「今度は刑務所もで
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きたのでありますから、逃走罪というような罰則が一つほしいのであります」と述べてい

る。 

 特に、光田健輔（1876-1964）は上記三園長のリーダー格で、多摩全生園初代園長

（林芳信の前任者）であり、｢救癩の父｣と崇めらていた。光田は 1951 年には「ハン

セン病治療研究および患者救済における功績」により文化勲章を受章している。

10）のサイト/l（昭和 26 年 11 月 第 12 回国会 参議院厚生委員会会議録）で、光

田先生は次のような意見を述べている。 

未収容患者が二千人残っている厚生省の統計はいっておられますが、詮索すると余計にあ

るかも分かりません。その残っている患者を早く収容しなければなりませんけれども、こ

れに応じない者がたくさんあります。そのような者に強制的に、このらい患者を収容する

ということが、今のところでははなはだそのようなところまで至っていないのであります。

この点については特に法律の改正というようなことも必要でありましょう。強権を発動さ

せるということでなければ何年経っても、同じことを繰り返すようなことになって、家庭

内伝染は決してやまない。手錠でもはめてから捕らまえて強制的に入れればいいのですけ

れども、ちょっと知識階級になりますとなんとかかんとか逃げるのです。そのような者は

どうしても収容しなければならんという、強制のもう少し強い法律にして頂かんと駄目だ

と思います。  

 治療も必要でありますが、私どもまずその幼児の感染を防ぐためらい家族のステルザチ

ョンということも勧めてやらす方がよろしいと思います。らい予防のため優生手術という

ことは、保健所あたりにもう少し、しっかりやってもらいたいと考えております。 

それで患者の逃走ということですね。これは何ぼ入れてもですね。その網の目をくぐって

逃走するのでございますから、私どもは、逃走しないようにですね、長島というところは

海の中にあって、どこへでも船でゆかねばならんようにしている。ところが船を買収しま

して、今では千円、二千円ほど漁夫にやって向こうへ逃げていくようなわけです。そうい

うものはですね、逃走罪という一つの体刑を科するかですね。そういうようなことができ

れば他の患者の警戒にもなるのであるし、今度は刑務所もできたのでありますから、逃走

罪というような罰則が一つほしいのであります。これは一人を防いで多数の逃走者を改心

させるというようなことになるのですから、それができぬものでしょうか。 

 病名をハンセン氏病と日本で変えるということについては、子供みたいな話ではないか

と、私どもは考えるのであります。 

それからも一つ予防上から申しておくのは、所の中に民主主義を誤解して、患者が相互に

自分の党を増やすということで争っているところがありますし、それは遺憾なことで患者

が互いにいがみ合っているようなことになっております。これは患者の心得違いでありま

して、そのためにそこの従業員が落ち着いて仕事ができない。結局は患者の不幸になって

参ります。もう少し法を改正して逃走の防止ということにしなければ、不心得な分子が院

内の治安を乱しますから、十分法の改正すべきところはして頂きたいと、以上でございま

す。 

 以上の複雑な経緯により、光田初代園長の銅像は全生園にはなく（郷里の防府市

にはある）、２代目園長の林芳信氏の銅像が全生園に設置されたのであろう。なお、

ある人名事典によれば、林氏の没年は 1977 年である。また、11）のサイトによれば、

林像の除幕式は「1964 年７月７日」であった。以上の資料より、林像の概要は次の

通りである。 

林芳信之像 

場所：東京都東村山市 青葉町四丁目 1-1 国立療養所多摩全生園治療棟前庭 

https://www.pref.ehime.jp/h25500/4404/sanentyousyougen.html
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建立時期：1964 年７月７日、制作者：不明 

設置経緯：林芳信先生（1890-1977）は岡山県に生る。1912 年 10 月医術開業試験合格。

1914 年 5 月第一区府県立全生病院医員拝命。1931 年 5 月同病院長に補せらる。1941 年 7

月厚生省移管にともない国立療養所多摩全生園長となる。1963 年 7 月これを辞し 1964 年

5 月名誉所長となる。この間 50 年の長期にわたり、らいの治療ならび研究に専念す。その

人格見識ともに卓越し人々より深く畏敬さる。その業績をたたえ、全生園職員患者相議り

広く有志の浄財を募りここに記念像を建立す。 
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