
はじめに

　本稿は、ハンセン病を念頭に置きつつ、日本における
医療アーカイブズの保存と活用の課題に関して、歴史学
とアーカイブズ学の立場から、なるべく実践的な提言を
行うことを目的とする。
　一般的に「アーカイブズ」には、歴史資料そのものと、
それを整理して保管する資料所蔵機関（文書館）の二つ
の意味がある。「医療記録」やそれを体系的に整理した「医
療アーカイブズ」には、医学・医療・疾病に関する公文
書や病院の運営に関わる記録、医療記録、患者自身によ
る記録など多様なものが含まれうる。そしてそれらの記
録にはしばしば、故人も含めた個人の医療情報（personal	
health	information）が含まれ、これが医療アーカイブ
ズを特徴付けるものとなっている。日本では、医療アー
カイブズに関する議論は緒に就いたばかりで、研究蓄積
は少ない。そこで、以下ではこれをふまえて、まずハン
セン病療養所の歴史資料保存の議論の前提となる「アー
カイブズ」の基本的な考え方を紹介し、次に医学史にお
ける研究動向と医療記録の関係について述べ、今後のハ
ンセン病史研究と療養所の資料保存の課題を展望する。

1．アーカイブズの役割とハンセン病療養所

（1）国際標準としての「組織アーカイブズ」
　アーカイブズ機関の国際標準モデルは、文書の作成元
である親組織との関係で成り立つ「組織アーカイブズ」
であるとされる。2009 年に制定された「公文書等の管
理に関する法律（公文書管理法）」（国の行政文書、独法
の法人文書が対象）もこの考え方に立っている。「組織
アーカイブズ」は、ある資料を生み出す「組織」（国家、
地方自治体、独立行政法人、学校、企業など）に、資料
の作成段階から密接に関わって管理し（レコード・マネ
ジメント）、永久保存すべき文書の「移管」を受けてそ
れらを確実に残すしくみと、不要な文書を確実に廃棄す
るしくみを機能させ、その組織の資料を体系的に残す役
割を担う。アーカイブズの資料は、博物館や図書館の資
料が主に「収集」によって獲得されるのに対し、親組織
からの「移管」によって獲得されるという違いがある。

（2）組織アーカイブズと収集アーカイブズ
　「組織アーカイブズ」がアーカイブズの標準モデルと
される一方で、アーカイブズ機関は、その地域固有の資
料や組織に関係する資料の「収集」も並行して行うこと
が多い。その際、その地域になるべく密着したアーカイ
ブズが資料の受け皿になるのが望ましいとされる。これ
は、アーカイブズの保存と活用において、過去の文化収
奪的な資料収集のなされ方への反省もあり、「現地保存
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の法則」が重視されるからである。地域固有の資料は、
その地域にあってこそ意味を持ち、地域の歴史遺産とし
て活用される可能性も高くなる。「収集」を主体とする
アーカイブズ機関は、「組織アーカイブズ」に対して「収
集アーカイブズ」と呼ばれたりもする。実際には、都道
府県立の文書館などは両者の性格を併せ持つことが多
い。

（3）国立ハンセン病療養所の記録・資料の行き先
　ここで、ハンセン病療養所の所蔵資料について考えて
みよう。現状では、「公文書管理法」の下で、国立の機
関である国立療養所の行政文書は、他の国立病院や独法
医療機関の文書と同様に、「公文書管理法」で定められ
た文書管理規則等の手順に従って国立公文書館へ移管さ
れることになっているはずである。このシステム下で、
ハンセン病療養所で作成・保存された公文書はごく限ら
れたものだけが国立公文書館に移管されている。しかし、
これまで療養所に蓄積されてきた創設以来の多種多様な
歴史的な記録が急に整理されたり、永続的な保存場所が
確保できたりするわけではない（原田報告参照）。しか
し、それぞれのハンセン病療養所が独自に「公文書管理
法」に則った「組織アーカイブズ」を整備し、療養所の
公文書等の継続的な「移管」の受け皿となるという方向
性は、現時点では現実的ではなさそうである。
　しかし、各ハンセン病療養所で現在整備が進んでいる
資料館、社会交流会館等が前述したような療養所の古い
記録や物品を収集し、整理して利用に供する「収集アー
カイブズ」として担うべき役割は大きい。療養所の資料
館等が担うのは、展示・啓発施設としての「博物館」の
機能だけではない。これらが実質的に療養所のさまざま
な記録の受け皿となり、「収集アーカイブズ」として資
料の収集・保存を行い、組織として最終的にどのような
形になるにせよ、次世代に資料を残していくためにはど
うすべきかを、実践的に考えていきたい。

2．歴史学研究における医療記録の位置づけ

（1）1980 年代以降の医学に関する歴史研究
　1980 年代以降、日本における医学についての歴史研
究は、医学上の重要な発見や医療の諸制度の歴史にとど
まらない、「患者の歴史」、なかでも医療による「被害
者」の歴史に注目するようになった。この流れの中で、
1990 年代以降のハンセン病史研究は、その代表的な存
在となった。そこでは、国家によるハンセン病政策の問
題点や人権侵害が鋭く告発された。そのような歴史研究
は、特にハンセン病国賠訴訟以降、ハンセン病療養所と

いう場にとどまらず、社会的にも大きな影響を与え、ハ
ンセン病問題を現代日本の人権問題の主要なカテゴリの
ひとつにまで押し上げた。
　しかし、その後の 2000 年代の人文・社会科学系のハ
ンセン病問題研究の展開のなかでは、国家の政策による
人権侵害のみを強調するとか、患者を受け身の「被害
者」として位置づけるだけではない研究が現れた。ハン
セン病の「病い」の経験の聞き取りから再構成される病
者の生の世界［蘭 2004 → 2017］や、ハンセン病療養
所内での自治を求める入所者自身の主体的な行動［松岡
2011 ほか］、療養所内外の人々とつながる生活実践［坂
田 2012］など、病者の「生存の場」としてのハンセン
病療養所への関心も高まっている。こうした研究動向も、
明らかにしている内容は異なるが、大きく見れば「患者
の歴史」の視点に立つ研究潮流であるといえる。

（2）歴史研究と資料との関係
　しかし、ハンセン病の歴史研究には、療養所側の所蔵
する医療記録はこれまでほとんど利用されてこなかっ
た。ハンセン病療養所での資料保存は、古くから入所者
自身の手で行われてきたことが知られている（長島愛生
園の宇佐見治氏、多磨全生園の山下道輔氏など）。1990
年代の歴史研究は、入所者によって描かれた自治会史や、
入所者の手で集められた生活史資料をベースに始められ
たが、それは、療養所側の資料の利用というハードルを
越えることが、療養所の外部の歴史研究者には難しかっ
たからである。
　しかし、先にみたような「患者の歴史」への関心の高
まりによって、医学の歴史研究（医学史）の分野では、
これまで人文・社会科学系の歴史研究にはあまり用いら
れてこなかったような記録、すなわち医療現場で生成さ
れる医療に関わる諸記録（医療記録）が、歴史研究の素
材として注目されるようになった。例えば、精神医学史
の分野では、診療録や病床日誌などを用いて、医師・患
者・疾病の三者が作り出す「医療の場」のあり方が明ら
かにされつつある（鈴木報告参照）。
　療養所側が所蔵する資料にも、一般公開への道が開か
れた例がすでにある。『邑久町史』編纂［邑久町史編纂
委員会 2009］や岡山県のハンセン病史編さん［岡山県
ハンセン病問題関連史料調査委員会編 2007 ～ 2009］
には、長島愛生園・邑久光明園の療養所側所蔵資料が提
供されている。医療記録の利用に関しても、療養所の医
師らによる研究によって行われ、患者処遇の一端などが
示されてきた。
　今後は、これまでの人文・社会科学系の研究で洗練さ
れてきた「患者の歴史」の方法論も生かしながら、療養
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所側の資料をも用いて、より本格的にハンセン病の「医
療の場」に関する調査研究が進展することが期待される。
それによって、より多面的で立体的なハンセン病の歴史
が描けるのではないだろうか。

3．ハンセン病医療記録の利用の可能性

（1）ハンセン病医療記録の今後
　以上から明らかなように、これからの歴史研究の進展
には不可欠なハンセン病の医療記録であるが、その保存
と活用には多くの課題がある。日本では、ハンセン病に
限らず医療記録をアーカイブズ等へ移管する実例はまだ
多くなく、医療記録は作成された医療機関等において保
存の根拠が曖昧なまま保管され続けていることが多い。
ハンセン病療養所の医療記録にも同様のことが言えるだ
ろう。しかし新規入所者が原則として発生しないハンセ
ン病療養所の場合、いずれ入所者がいなくなり、親組織
としての療養所が廃止され、療養所内で保管されている
患者記録などの資料だけが残される時が来る。そのとき
に、それらの資料はどうなるのか、誰がどう扱うべきな
のかを、施設の行く末と合わせて考えねばならない。
　ここで焦点となるのは、そのような医療記録等を各療
養所内の「収集アーカイブズ」的な部門に集約し、アー
カイブズとして適切な整理を行い、明確な基準をもっ
て、公開・非公開を判断し、利用に供する体制を作れる
のかどうかである。菊池恵楓園では、社会交流会館が明
確にそのような「収集アーカイブズ機能」の獲得を目指
し、他の療養所に先駆けたモデルとなる可能性を持って
おり、大いに期待される。
　しかし、すべての園でそれができるかというとそうで
はないだろう。将来の選択肢の例として、①国立ハンセ
ン病資料館に各療養所に残された資料を集約する、②療
養所所在地の自治体のアーカイブズ機関に移管する、
③国立公文書館に移管する、④厚生労働省の組織アーカ
イブズを設立し（防衛省、外務省などの例を参照）そこ
に移管する、といったことが考えられる。ただし資料の

「現地保存の原則」からいえば、できる限りその地域に
残し、地域の記憶と歴史の一部としてハンセン病療養所
の資料が利用され、継承されていくことが望ましい。
　ハンセン病の「歴史・記憶の継承」において、各園で
園側に所蔵されている療養所運営記録・医療記録、およ
び自治会所蔵資料をアーカイブズとして体系的に残すこ
とは決定的に重要な意味を持っている。にもかかわらず、
現在のハンセン病関連の運動や、各園の資料館の取り組
みの中ではさほど重視されているようには見えないの
が、憂慮されるところである。各療養所に資料館ができ

つつある今、それらの組織にはぜひ、療養所と入所者と
の間をつなぎ、歴史研究とアーカイビングの専門家とし
て、資料の保存と活用機能を担っていただきたいと願っ
ている。

（2）医療アーカイブズの保存と活用にむけてなすべき
こと

　一般的に、過去の医療記録の利用には、当然ながら個
人の医療情報の保護や医療倫理、死者の尊厳、そして医
療情報に関する社会的通念等の観点から、様々な制約が
課される。ただし、アーカイブズを整備したからといっ
て、あらゆる資料をいきなり一般に公開しなければいけ
ないわけではまったくない。アーカイブズの公開には

「時の経過」を考慮するという考え方がある。公開でき
る日に備えて、資料を整理してできるかぎり良好な環境
で保存し、目録（リスト）を整備しておくことが、地味
ではあるがもっとも重要なことのように思われる。資料
と照合できるリストを用意しておくことは、保管場所や
移管先の検討などにおいて、決定的な威力を発揮する。
療養所内の職員の方々自身が、資料所蔵者としての自覚
を持って、資料の今後を決める主体として動き、アーキ
ビストや歴史家と共同しこうした作業を進めていくこと
が、後世に歴史遺産を伝える重要な鍵になる。
　もちろん、現代においては、医療記録は医療者だけの
ものではなく、患者自身のものであるという考え方が確
立されているため、故人の記録も含めて、入所者自治会
等を交えた合意形成が不可欠である。通常、多数の個人
の情報を含む医療記録の保存と公開には、各個人や遺族
の合意の取り付けなどに最も大きな困難が伴うが、ハン
セン病療養所の場合、対話の相手としての自治会が機能
しており、前向きな対処が望めるであろう。

（3）医療アーカイブズを用いた研究の実践にむけて
　欧米のアーカイブズ機関において、個人の医療情報
を含む資料の公開には、一定の制約が設けられている
が、アメリカ・イギリスに共通しているのは、作成から
100 年を経過した資料は原則としてすべて公開される
ということである。かつ、研究成果の公開等における個
人の医療情報の取扱いによって生じる結果は、利用者の
責任であることが明確にされている。また、精神疾患や
小児科医療等に関する情報は高度にセンシティブなもの
とされる一方、感染症に関しては、特記すべきセンシティ
ブ情報と見なされていない点で、日本とは異なる［廣川
2016］。この条件の下で、欧米では医療アーカイブズを
用いた研究が盛んに行われているわけである。
　日本でも、すでに精神医療の歴史に関しては、医療機
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関が所蔵する医療記録（病床日誌等）を用いた研究が行
われている例がある［後藤ほか 2016］。医療機関内の
研究者が、外部の歴史研究者と共同研究という形で研究
計画を立案し、その機関の倫理審査を受け、所属学協会
等の倫理指針に従って研究を遂行している。ハンセン病
史の場合も、療養所側所蔵資料のうち、個人の医療記録
を含む資料を用いた研究を行う場合、現時点では、この
ような形をとるのが現実的かもしれない。
　外部の研究者に対する医療アーカイブズの公開につい
ても、あらゆる可能性を想定した公開・非公開の基準を
明確にしておき、かつ資料利用者の利用責任を明確にす
ることで、落としどころを見いだすことが十分可能であ
る。
　個人の医療情報を用いた研究に十分な配慮が求められ
ることはいうまでもないことであるが、ハンセン病の医
療記録を過剰に封じ込めてしまえば、それによって別の
問題が生じる可能性もある。例えば、医療による被害者
を保護するという名目で資料が公開されないことによっ
て、深刻な被害の実態等が覆い隠されてしまうおそれが
あること、資料が過剰に覆い隠されていることで、その
病気へのスティグマがかえって強化されるおそれがある
ことなどである［Lawrence	2016］。「時の経過」、そし
て公開／非公開のメリット／デメリットのバランスを見
極める専門性が、ハンセン病療養所のアーカイブズには
求められる。

おわりに

　医療アーカイブズを用いたこれからの調査研究や実践
は、それを通じて疾病に対する社会通念を変革すること、
それによって、結果としてより多くの医療アーカイブズ
が社会に開かれていくことを目指すべきである。こうし
た研究は資料を残す主体としての医療機関や元患者の活
動との連携によって成りたつものであり、関係者間の丁

寧な意思疎通と信頼関係の構築が不可欠である。各地域
での建設的な議論と試行錯誤の中から、よりよい方向性
が見いだされていくことを期待したい。
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This paper explores the current status of preserving medical/patient records in Japan and providing them for public 
use, focusing in particular on issues relating to the medical records preserved in Hansen’s disease sanitaria, as per 
Japan’s present laws concerning official documents (in particular, the “Public Records Management Act” enacted in 
2009) and those on personal health information. First, I introduce the basic approach to archival practice developed 
as a global standard—including the difference between “institutional archives” and “collecting archives”—as a theo-
retical background for the preservation and application of the medical/patient records and materials kept in Hansen’s 
disease sanitaria in Japan. Second, I explain how around the world scholars of the social history of medicine increa-
singly recognize that the demand for medical/patient records and their value is both the basis for and evidence of the 
growing trend for research into the “history of patients”. Medical/patient records that have been made and stored in 
each sanitarium in Japan would have many potential users if they became properly available for historical research and 
other activities. Lastly, this paper proposes some solutions to the problematic points of using medical/personal records 
for historical research—issues concerning privacy, research ethics, and reproduction of stigma—that are applicable to 
medical/patient records of Hansen’s disease sanitaria in Japan.
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