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コミュニティ振興学部紀要　第 23 号（2016 年 11 月）

研究ノート

1 村松晴嵐荘　元職員
2 常磐大学コミュニティ振興学部　准教授
3 第一の論点ついては、筆者は既に砂金祐年「茨城県村松村における結核療養所の受容と地域振興～『原子力の村』東

海村の原点～」『コミュニティ振興研究』第13号（2011年10月）にまとめた。

村松晴嵐荘の思い出

－村松晴嵐荘元職員の回顧録－

照　沼　勝　夫 1　　砂　金　祐　年 2

A Memoir of a Former Offi  cial in National Sanatorium Muramatsu Seiranso

解題

本稿は、結核療養所村松晴嵐荘（現国立病院機構茨城東病院）の元職員、照沼勝夫によ

る回顧録である。解題では村松晴嵐荘とその地域研究における重要性を概観する。

村松晴嵐荘は、1935（昭和）10 年に茨城県村松村（現東海村）に開設され、2 年後、

全国初の国立結核療養所となった。当時結核は日本人の死亡原因第一位であり「国民病」

と呼ばれていた。村松晴嵐荘はわが国における結核治療の拠点のひとつとして重要な役割

を担っていたのである。

また村松晴嵐荘は地域研究においても 、以下の 3 点において重要な事例である。

第一に地域振興研究の事例としての側面である。村松晴嵐荘は、それまで一寒村にすぎ

なかった村松村に、無医村の解消、雇用の創出、商業の発展、人口増加など様々な恩恵を

もたらした。戦後の村松晴嵐荘患者の減少と軌を一にするように、東海村（村松村と石神

村が合併して発足）は原子力研究所の誘致に成功し、「原子力の村」として生まれ変わる

ことでさらなる繁栄を遂げた。これらの経緯を研究することは、現代における地域振興に

ついても示唆を得ることができるはずである 3。

第二にコミュニティ研究の事例としての側面である。村松晴嵐荘において、比較的軽

度の患者は「外気小屋」と呼ばれる小さな小屋で生活していた。外気小屋は最盛期で

約 200 棟に及び、4 つの部落に分かれて自治が行われていた。戦後は患者自治会が形成

され、大きな力を持っていたとされている。これらに関する先行研究はなく、コミュニティ
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研究に新たな視点を提供できるはずである。

第三に政治史研究の事例としての側面である。村松晴嵐荘は戦前に一度、戦後に二度の

「患者紛争」が起きている。その背景には、入院生活に関する不満に当時の政治的状況が

複雑に絡み合っており、その解決にあたっては、GHQ や政党などが介入している。これ

らの経緯を明らかにすることで、これまで描かれてこなかった近現代史の一側面があきら

かになるはずである。

以上のような問題意識を持ち、筆者（砂金）は 2010 年ごろから村松晴嵐荘に関する調

査を行い、元職員、元看護師、元患者らに対するヒアリングを進めてきた。その過程で出

会ったのが、照沼勝夫氏であった。

照沼氏は、1925（大正 14）年生まれ。御尊父の所有する土地が村松晴嵐荘拡張の際に

買収されたことをきっかけとして、1941（昭和 16）年 7 月に村松晴嵐荘に就職後、召集

による一時離職を挟むものの、（昭和 61）に会計課歳入係主任として定年退職を迎えるま

で、44 年間にわたって村松晴嵐荘に勤務されてきた。その時期は村松晴嵐荘開荘直後か

ら最盛期、衰退期までにわたる。91 歳の現在も東海村にご健在である。

照沼氏は筆者の調査のために、ヒアリング先の紹介や資料提供など多大なご尽力をいた

だいた。また、自身の経験を元に手記を執筆してくださった。この手記は村松晴嵐荘の

盛衰が内部から描かれており、極めて貴重な資料である。

そこで、照沼氏のご許可を得、ここに手記の全文を掲載することとする。なお、見出し

や注は砂金が適宜付したほか、文中に登場する人物のうち、役職者（村長、荘長、課長な

ど）以外はプライバシーに配慮し仮名とした。その他、明らかな誤字は修正したほかは原

文のまま掲載する。

（砂金祐年）

１　晴嵐荘と私の思い出

志田先生の『東海村の今昔』4 は当時を真実に語り立派な作でした。拝読して、私の記憶

している思い出を補足文とします。

１－１　民有地買収の経緯

当時の人々の話では、用地買収 5 の金額は全部で 3 万円にも満たないものであり、その

4 志田諄一『東海村の今昔－村人の信仰と生活』（崙書房、1981 年）92－106 ページに晴嵐荘についての記述がある。
5 村松晴嵐荘は 1935（昭和 10）年 10 月 17 日に、日本結核予防協会が設置・運営する療養所として開設されたが、
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内訳は大小合わせた地主は 20 名位と言われていました。又、山と畑地を合わせて買収地

は 20 町歩（一反歩は 300 坪で一町歩は 3000 坪）であるから、実に 6 万坪であったわ

けです。買収額はすべて公定価格であって、一反歩あたりで平坦地の畑地は 100 円、斜

面の畑地は 80 円、山林は 50 円と決定されておりました。

その時 6、すでに菅谷警察署長から召喚状が各地主に届いて居りました。それには日時と

場所が指定されており、場所は旧本館事務所内でした。そこには偉い役人が居て、机の上

には沢山のご馳走があり、それを食しながら地主の協力を仰ぎつつ、強制買収の話は始

まったのでした。正に監禁状態で、外には警官が数人警戒に当たっておりました。

その場には、地元の照沼信忠村長も在席しておりました。村長は、水戸藩時代には山横

目7 を務めた家柄の大地主で、また熱烈な愛国心を持ち村長を何期も歴任された偉大な人

格者でした。しかしながら、買収の価格面では国と地主の間で板挟みになり、大変にご苦

労をされた様子だったと、当時の人々と父親から聞かされておりました。

その時は、昭和 12 年 7 月頃で私は 12 才でした。一般取引価格と違い、非常に安値だ

と皆口々に言っておりました事は今でも覚えております。幼い私の記憶では、その頃の貨

幣価値は米を主とした統制価格で、籾一俵（16 貫匁 60㎏）が 10 円でした。又、米一升

は 50 銭で高価なものでした。

その当時は、支那事変が勃発して、軍国主義は益々色濃くなるばかりで統制経済でした。

国の方針に反対すればもっと不利になると言われて、20 名ほどの地主たちは否応なしに

その提示価格に応じるよりほかにありませんでした。

その頃、人の話では、土地は国家国有のもので、地主は国から借りているようなものと

言われていた事もありました。それを聞いた父親は、この地に生まれ育って農業一途に働

きづめに働き、土地への愛着は人一倍でしたから、この話を聞いて途方に暮れたのでしょ

う。其の時、これからの家族の生活を考えたか、囲炉裏端で一人でお茶を飲みながら「も

う…どうにもならない」と呟き、泣いていたことがありました。それは、6 人の子供の事

はもちろん、自分（父親）が数年前からの脳卒中症で、寝たり起きたりの状態。もちろん

労働も出来ないので、ある農家に数反歩を貸付けていた様でした。また、母親は既に昭和

2 年後に国立結核療養所となり、拡張のため民有地の買収が行われた。詳しくは砂金前掲書 6－10 ページを参照。
6 1937（昭和 12）年 5 月 10 日未明、村松村（当時）地主一同に召集令が出され、村松晴嵐荘拡張のために所有地

を国に売り渡すよう伝えられた。地主たちにとってはまったく「寝耳に水」であった。詳細は砂金前掲書を参照。
7 「横目付」とは農村支配のための水戸藩独自の役職で、庄屋や組頭、一般農民の生活ぶりを監視する任務を持って

いた。照沼家は横目付を代々世襲して 10 か村を支配したという。
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11 年の初夏に急性肺炎で 48 才にして他界しておりました。私は 10 才でしたが、姉２人

兄１人と弟２人で、私を入れて７人家族でした。そのために長女は 19 才で母親の役を果

たすようになったのです。

父親は、２代目の農業を受け継ぎ、若い頃から暇なく朝早くから夜遅くまで（暗いうち

から暗くなるまで）働いて買い求めた宅地と農地は二町一反歩と山林が数反歩、合わせて

三町歩弱と言われておりました。

買収地には、永年住み慣れた住宅・倉庫・物置棟もすべて含まれておりました。また、

他の３軒も同様で敷地内にありました。そうした４軒は、期限付きの強制的な移転が余儀

なくされたのです。建て家の数大小なく 1 軒につき移転費は 500 円位でした。移転先が

決まらずいろいろと苦労もあったようでした。

しかし、ようやく私達は叔父の友達の土地に移転が決まったのでした。父親は一安心

した様子でした。その頃私は 13 才でした。こうした不幸の渦中にも、幸い、近くに叔父

と叔母、また親戚があったのが、生活と心の支えとなっておりました。叔母は父親の妹

でしたが心配まめで、朝な夕なに折を見て来ては「今日は食べたか ?」「何食べた ?」…と

声を掛けてもらったあの昔が、今脳裏に浮かんできます。

１－２　晴嵐荘への就職の斡旋

その当時に、晴嵐荘からの朗報がありました。それは、土地を提供した方々を優先的に

職員として採用するとの知らせがあり、早速、兄は昭和 13 年 7 月 1 日に炊事助手職員と

して働くようになりましたが、その 2 年半後に徴兵として、千葉県佐倉陸軍歩兵連隊に

入隊したのです。私は既に尋常小学校を卒業して、叔父の農業を手伝っていたのです。そ

の頃、村役場職員 A さん、そして数日後に晴嵐荘職員 B さん両者に就職を勧められたが、

二者択一で心は迷っていた時に、土地を買収されて就職した兄の代りにと言われ心を決め

て、私は昭和 16 年 7 月 1 日に同じ職場に就いたのです。その時の就職辞令は、月給では

なく日給で 65 銭、休日は指定された公休日が月に 2 日でした。

第二次世界戦争も末期になると、徴兵検査は 20 才であったのが 19 才となり、私は 19

才で昭和 20 年 3 月に水戸 37 部隊に入営し、5 日後中国へ出発したのです。

２　晴嵐荘の盛衰

２－１　晴嵐荘発足前の村松村の暮らし

晴嵐荘の命名の由来は、有名な村松晴嵐の碑から名付けられたのであります。昔、虚空
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蔵尊・大神宮の裏山から北を眺めれば、阿武隈山系からなる真弓山、久慈港（今は日立港）、

真下を見れば波打ち際と小松原と青い海、を絶景として、水戸藩主第 13 代の徳川国順公

が水戸八景として村松晴嵐の碑が建立されました。

昔は、村松村（今は東海村）には他に産業はなく、農業を主とした寒村の地で、当時の情

景は殆ど、農家は茅葺屋根で疎らに建てられて、農道は細くて外灯は無く、自転車も無く、

ラジオも無く、所によっては電気も無く、ランプの灯で生活の家もあり、夜になると寂寞

とした村で、勿論、無医村で病気になると大変なところで、集落地と言えば村松宿でした。

斯様な村にも、春・夏・秋・冬の村民には楽しみがあったのです。正月と節分の神社参り、

３月から４月にかけては虚空蔵尊に厄払いの十三詣り、そして様々な店が立ち並び、夜は

ガス灯で、又色々と催しが何日か続いたのでした。村は松林と田園地帯であって村松小学

校（校歌）の一句「松は緑に砂白く」の如く、松林と海岸が阿字ヶ浦まで続き、広大な地

帯で、初夏には山の幸、ワラビ・ゼンマイ・山グミ・アケビ等、又海辺にはハマザクがあり、

茎が白く長いのが喜ばれ、香り高いのが食膳を楽しませていたのです。また、海は、春か

ら夏にかけて、波は穏やかで、真夏は遠浅になるのを見ては、子供や大人が海水浴を楽し

み、又夜は釣り人、それに８月の夜は…。各部落で櫓の上で笛や太鼓の盆踊り大会、又こ

の時とばかりと楽しく踊る人、そして仮装踊りで賞を競う人もあり夏の夜は楽しみでした。

秋になると、松林には種類豊富な茸があり、中でも、採れて美味しい、ハツタケ・シメ

ジ・アミタケ等があり、山を楽しませて呉れたのです。しかし、茸採りは数人で出掛けて

も、単独行動するのですから、突然曇ったりすると、東か西か、方角が解らず山で迷って

途方に暮れる人もありました。

秋が深まると、農家は忙しいため、青少年の運動会は 10 月末の晩秋に行われ、各部落

の全種目の試合が楽しみでした。そうして 1 年の楽しみが終わったのです。このように

自然豊かな村でした。（私の６才の思い出）

その当時は、働くのは何よりも健康の素になるとされ、休息・栄養・衛生等は余り考え

ない頃でした。

２－２　戦時下の村松晴嵐荘

この様な時代に、昭和 6 年 9 月 18 日に満州事変が勃発。国を挙げての愛国心に燃え、

軍国主義に益々拍車がかかっておりました。軍隊の服役中に過労のため肺結核になった除

役軍人が多く、また一般の人々にも発病が目立つようになり社会に大きな波紋を投げかけ

ました。
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その頃の世間の話では、結核は不治の病で、遺伝性のもの・血統によるものと言われて

おりました。世界中（国内外）にはびこっていたのは主として肺結核患者でありましたが、

これは怖しい病菌で空気伝染して体内外すべて侵されるとの風評、罹らないのは毛髪だけ

と言われておりました。

その頃既に、1882 年にドイツの細菌学者コッホ氏によって結核菌が発見されておりま

した。世界中の学者が色々と予防法と特効薬の研究に勤しんでいたにも拘らず、猛威を奮

い世界中に蔓延しておりました。

又、その時代には、国民病・亡国病とも言われ難病で不治の病とされておりました。そ

こで、結核菌撲滅運動の一環として、三井報恩会が寄付をして財団法人結核予防協会が発

足したのである。その目的は主として除役結核軍人としたのです。それは、帰国後に家族

に感染して困った時代であったからです。

その時に土地の確保を考え、いくつかの候補地の中から村松の国有林が選ばれました。

試験的に、昭和 10 年 10 月 17 日にいくつかの病室棟や外気小家が創立されました。そ

の時に、病院名ではなく長い療養生活に相応しい名をと考えられ、『村松晴嵐荘』と命名

されたわけです。また、それに加えて病棟名ではなく宿舎と名付けられました。そのうえ

で、必要に応じて国有林も解放されたのでした。

これは、国が運営する施設と考えられ療養所拡張計画の始まりでした。そこで日本結核

予防協会が事業のすべてを国（内務省）に寄付したのです。国は、一般会計から支出して

『国立結核療養所　村松晴嵐荘』となったわけです。

その頃、昭和 12 年 7 月 7 日に支那事変が勃発したのです。年々肺結核で除役軍人が多

くなり、昭和 13 年 1 月 11 日に内務省から厚生省に移管されましたが、多くの入荘者の

ため宿舎の増設も考えられ、それが敷地拡張の始まりでした。

そこで以前から目を付けられたのが高台の農地で、鹿島灘の眺めは素晴らしく環境も良

い畑地と山林が選ばれ買収となったのです。その面積は 6 万坪と言われていました。そ

の頃すでに、下地区の国有林は全面開放されていました。最終的には国有地と民有地を合

わせて 13 万 2 千坪とも言われておりました。

その広い敷地を必要としたのは、結核患者は長期療養生活のために、宿舎は平家で、各

宿舎が廊下伝いに行き来出来るように連ねて建てるためでした。歩行療養のためには歩行

道を必要とし、それに伴って必要な治療棟、医局、事務管理棟、看護婦寄宿舎、准看護婦

養成所、給食棟、機関棟、洗濯棟、職員官舎等、また次々に必要に応じて建てられていき
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ました。

また、下地区の一帯は松林で白砂青松と言われておりました。海からの風は、松林で清

浄される地です。そこに程好く点在的に外気小家は建てられたのです。その建屋の大きさ

は4畳半で、屋根は杉皮葺と板蔀戸の窓、出入口は両開き引戸、ガラスの入った木枠の戸で、

表には名札をかけ２人小家でした。また、外気大食堂は集会場を兼用し、洗面場、風呂場、

便所等はすべて共同使用でした。外気小家の目的は、環境は勿論ですが、社会復帰のため

自活の道を開く第一歩と考えられておりました。また、この時代には、結核には特効薬は

なく自然療法を第一と考えられたのです。第一、第二、第三外気小家を合わせて 200 棟

位で、又物置もありました。

松林は、適度なオゾン・大気・安静の地であり、それに栄養が自然治療と考えられてお

りました。しかしながら、永い療養生活には体力低下も問題視されておりました。これに

ついては、以前から体力増進には作業療法と考え、いくつか実施もしていたのです。

この様な時に（昭和 16 年 12 月 8 日）第二次世界戦争が発生。年を追って戦争は益々

激しくなり、毎日、ラジオから流れるのは、大本営発表のニュースと軍歌（軍艦マーチ）

でした。

既に、軍事保護院が設置されていたが、其の後『傷痍軍人療養所　村松晴嵐荘』と改称

されたのである。

入荘患者はすべて軍人であり、中には軍律の厳しさが無く自由の身と考えて療養規律を

守らず自分の発想から暴徒化する者もありました。その頃、退役した三輪大佐が厚生省か

ら派遣され、軍服姿で腰にサーベルを付け、カチ・カチ…と音をたてながら、患者の教育・

指導にあたったのでした。偉大な三輪指導官と言われておりました。外気小家と大部屋の

軽症患者を寿康館や外気大食堂に集めては療養生活の心得、作業療法の心得、社会復帰の

心得と又いろいろと訓辞をされておりました。これが功を奏して、療養生活の紀律も良く

なったと言われ、非常に貢献をされたと思われます。

そこで更に、作業療法に重点的に考えられたのが、患者は若い陸・海・空の軍人で色々

な教育を受けた豊富な経験と技術を持っており、それを活かしながら、色々な部が設置さ

れたのです。仕事につく時には作業衣を着用、農作業は作業衣・地下足袋・巻脚絆の格好

で作業に出るのです。主な作業部は、清掃、農園芸、養鶏、養豚、縫工、竹工、木工、理髪、

売店、時計、ラジオ、事務、とあらゆる部が設けられたのです。その一部を明かせば、時

計は修理、ラジオは組立て修理、そして農作物は本荘の炊事部に納入されたのでした。半
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自給自足の始まりでした。その売上金は作業特別会計とされたのである。

又、地元からの職員が多いので海には詳しく、海の色を見ては舟を漕ぎ出して地引網漁

です。休日の人・看護婦・作業患者・子供たちまでも手伝ってくれました。大漁の時には

お礼としてその魚を分け与えた事もありました。また、新鮮魚として、患者や職員の食膳

に並ぶこともありました。又、食糧増産のため真崎浦の深い水田を臍まで泥につかり職員

看護婦までが協力しながら耕作し、田植えから稲刈り脱穀までしたものです。それが食糧

難の一助となりました。その頃は、休日は出来れば何日か返上。土曜日は無くなり、月月

火水木金金の時代でした。

この時に国家総動員法に基づき国民徴用令や船員徴用令が発布されて、若者の男女は軍

需工場や農村へと、又、他の仕事に駆り出されたのである。

昭和 18 年初めの頃より、戦況は年々熾烈化して食糧難が始まり、北の島、アッツ島の

玉砕を初め、其の後ガタルカナル島、硫黄島、サイパン島、ペリリュウ島等、次々と同じ

運命を辿ったのである。この年の、10 月 21 日に徴兵検査を前にして、東京神宮競技場

で文部省主催の学徒出陣壮行会が開かれ、各大学高専の在学生、77 校 3 万数千の学徒が

雨の中、分列行進が行われ、悲惨な情景であった。この国難にと志願兵として、特攻隊と

なり、南の海に祖国のために華と散ったのである。昭和 19 年半ば頃から日本本土に頻繁

に来襲して空爆と機銃掃射。晴嵐荘内にも無差別に弾丸が撃ち込まれた時、私は炊事棟の

片隅で米磨ぎをしていた時に、機銃掃射で屋根瓦数枚が飛び散り、窓ガラスが割られ、そ

の時私は 5 メートルのところに居たが体に被害はなかったが、しかし、その恐怖が何時

までも心に残っておりました。

しかし、荘内には爆弾の投下は無いが、空襲警報のサイレンと半鐘が鳴り響くとまもな

く艦載機グラマンが飛来、無差別に機銃掃射をされたが、狙いは馬渡の飛行場でした。待

ち受けていた日本機と空中戦でした。それを見ていた私は、燃え落ちるのを見てグラマン

機と思い喜んで手を叩いたが、落ちたのは実は日本機でした。我が空軍力では世界に誇っ

ていましたが、何故弱いのかと思いました。戦闘機は、エンジンを目掛けて相手を撃墜さ

せるのが目的であるが、一機も落とせず航空母艦に帰艦していたのでした。その時の話で

は、日本機のガソリンタンクは鉄板だけで、グラマン機はタンクに厚い生ゴムで囲み張り

してあり、油漏れがなく墜落もしにくいためであったそうです。

又、毎日の様に執拗に来襲のため身を守るための訓練は避難所、防空壕、大松の陰、平

地では身の伏せ方等であった。又、地方では銃後の守りとして女性は大日本国防婦人会と
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書かれたのを肩から胸に掛けモンペ姿で出征兵士を送り、又、襷掛けで竹槍の訓練、実に

一億火の玉、国民皆兵の時代であったのです。又、戦争初めの頃から 100 年戦争と言わ

れ、ガソリンの一滴は血の一滴と叫ばれ、木炭車が開発使用されるようになりました

が、暫くするとその木炭車も故障があり、又少しの燃料が必要のためか廃車となったので

ある。すべての運搬車が無くなり、一日３回の配食車はリヤカーになり、高台までは数百

メートルが曲がりくねった坂道で、ヨイシャ・ヨイシャの掛け声をかけながらの運搬でし

た。又、下地区は枕木と垂木（鉄製でなく）で作ったレールでトロッコの配食で雨の日は

大変な苦労でした。また鉄、銅等などの金属類、不用になった鍋・釜、寺院の梵鐘まで軍

事用に献納され、晴嵐荘正門の鉄製扉まで木製になったのです。また食糧難も更に深刻と

なり一日３度の食事は米飯ではなく米と芋が半分混じった主食、また味噌汁の具もお粗末

なものでした。又、主食は芋又はスイトン汁の時もありました。

この様な生活困窮に喘ぐ中、戦局は益々悪化を辿り、大都市を目掛けてＢ 29 爆撃機延

べ数十機が編隊を組んで不気味な音をたてながら晴天の時は飛行機雲を作り、高度約２万

メートルから爆弾投下され、これを反撃の高射砲弾は届かず炸裂の破片が落下し更なる被

害を受けるのであった。このように、来襲のたびに損害と犠牲者も甚大となり、益々敗色

も濃くなり、昭和 19 年 4 月頃から兵員増強をと考えられ、国の徴兵制度が 20 才から 19

才となったのである。

２－３　戦地での生活

私は昭和 19 年 10 月頃、徴兵検査で合格になり昭和 20 年 3 月 12 日に水戸 37 部隊に

19 才で入営。その時、外地出兵と言われ、５日後には水戸駅夜８時、軍服姿で藁を敷い

た貨物列車で出発。翌朝に下関港、そして船で釜山港に着き、朝鮮半島から満州を経由し

て、北支内陸部の坊子に着いたのです。見渡す限り平地、この地で軍隊教育でしたが言葉

では表せないほど過酷でした。戦陣訓の教え、上官の命は（朕の命令）と言いながら、公

的より私的制裁が多く、毎日、素手でなく物で叩かれ、人間無視の教育でした。毎夜悲愴

な消灯喇叭で床に付いては故郷を思い出し泣いた日々でした。

そして３か月の教育が終わった。6 月半ば過ぎ、大陸の炎天下 38 度の中を坊子から青

島まで数百キロを、完全武装（約 50 キロ）を身に付けて二昼夜の強行軍（45 分歩いて

15 分休憩）。露営しながら出発して約 50 時間後、山東省の青島近くの仮兵舎についたの

ですが、これを目前に見た途端、この辛苦から解放される、心の安堵か、又、体力の限界

を超えたのか、私は着く 3 分前に日射病による意識消失で倒れたのです。そこは山間の
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道路で渓流があり、私は全裸にされ、数人の兵士が布製のバケツでリレー式に水を掛けて

全身の熱をとった後に、衛生兵に運ばれ治療を受けましたが、後になって死の一歩手前と

言われたのです。千数百人の兵員ですから、多数の落後者があったようでした。

青島は、ドイツ領であったが、1914年第一次大戦で日本が占領して統治し、在留邦人

が居るので町にはドイツ風、日本風の建屋があり、又あらゆる産業の拠点であり、米軍の

上陸地点とされていたのです。それで青島からはるか彼方の・山を陣地にして、ゲリラ戦

の展開を目的に、洞窟を作るのに、昼夜、掘削工事のため（一小隊15人）は、テント生

活でした。広大な石山であり、また、食糧難のため、山のもの、川のもの、毒さないもの

をすべて食べたのでした。又、他の数十か所も同じ状態でダイナマイトで掘削工事でした。

ところが、私達の場所から、約 800ｍ位離れた一小隊が睡眠中の真夜中、八路軍の手榴

弾による奇襲攻撃で全滅、悲惨な最期でした。この山中で８月 15 日の終戦を迎えたので

ある。

その頃、兄はビルマ戦線、弟は少年航空兵として中国の海南島に居た様でした。日本国

内の情報は何にもなく、唯だ、軍律を守り続けたのです。

中国との戦争は、三つ巴の戦いで二つはいつも敵、又相手も同じ状態で、終戦になった

のです。そのためか、武装解除は無く日本軍は共産軍（八路軍）と昭和 20 年 10 月末日

の帰国まで戦っていたのです。それは政府（蒋介石）軍だけでは到底無理と考え日本軍の

助けが欲しかったからです。それは、北の脅威（ソ連軍）と八路軍でした。しかし、中国

から日本軍が引き揚げ完了した数年後、ソ連の援助もあってか共産（八路軍）は益々勢力

を増して来たのです。その頃に蒋介石は日本軍には勝ちたくも負けたくもないとの言でし

た。昭和 20 年 10 月末に帰国の際には、兵員は身体検査があり、私は（左頚部慢性琳巴腺

炎）で青島陸軍病院に数カ月入院、そして佐世保港に帰国して国立久留米病院そして国立

栃木病院と国立水戸病院と転院して全治と判断され退院となりました。部隊の皆さんから

数カ月遅れの昭和 21 年 3 月末の復員でした。

２－４　患者紛争

そして、昭和 21 年 4 月 1 日に私は晴嵐荘に籍があるので事務助手として復職したので

す。一年間の空白でしたがあの戦時の恐怖は無くなり、当時一緒に働いた友が数人転職し

ておりました。しかし、食糧と物資不足は戦中と変わらず依然として深刻な筍生活の渦中

に、大陸や南方からの復員軍人、軍属の帰国者は衣食住で苦労したようでした。また、晴

嵐荘の各部での作業療法は従前の通りでありましたが、永く健康で働いた人が作業指導員
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となっておりました。この食糧難に広い敷地をもっと有効に活用をと考え、健康で働く意

欲のある青年を地方から募りました。それが功を奏して食糧難の一助となり、また作業特

別会計も良くなったのでした。

また、既に昭和 20 年 12 月 1 日、一般患者（男女）入荘のために『国立療養所　村松晴

嵐荘』と改称されて、入荘患者も多くなり、復員兵の入荘者も増え、最高 780 床と言わ

れておりました。患者数の増大に伴って職員の増員を考えられ、そこで作業療法患者から

良くなられた人が作業指導員になり、また、事務員・レントゲン技師・検査技師・機関士・

調理士等いろいろ特技の持った人を採用としたが、独身寮が無いので第三外気小家を使用

することになりました。其の後、一般の採用者も外気小家生活をしたのでした。私もその

一人でありますが、当時は、夜になると物音は何もなく潮騒と松風で、朝早くから小鳥の

囀る声で目覚め、誰からの束縛もなく自由で楽しい生活でした。又、いろいろと勉強も出

来たのは人生の宝でした。

しかし、世の中は依然として物資不足と食糧難で物価統制・配給制があり、制度を破り

主食品米等の高値売買の闇取引（闇商売）が横行しておりました。昭和 22 年半ば、私は

補給係でしたが、米国の数団体からララ物資（生活必要援助物資）を、第二次世界大戦で

生活困窮の国、日本、朝鮮等に送られたのです。市町村は県から送られ、晴嵐荘は厚生省

から送られたのです。その物資は患者の給食用は調理、職員（男女）用と区別されており

ました。又、患者用は自治会に渡し、しかし職員全員には到底行き渡らず、送られる度に

抽選となっておりました。そのため各部の人数に応じて数量を渡して、抽選とさせたので

す。品揃えしていた時は、５月半ば 10 時頃、庶務班長の井坂さんが突然来て、ストップ

を掛けられたのです。私は今更それは出来ないと言って…一時…無言…庶務課の方から

口出しをしないで、私は補給係です、責任を以て通達の通り適正に処理してると言って、

外で二人が立った儘…口論…では聞くが、この物資を…どうするのですか…と、質問する

と…答えは…こちらで考えていると言って何にも具体性は無く、又無言の儘物別れに終わ

り、結局仕事は元の通りでした。その数日後、時が解決したのか、互いに平常心になり、

会えば笑顔もあり二人芝居が終わった様でした。しかし、他の人はそうは見ていませんで

した。其の後、役は変わり、ララ物資については一切解りませんでした。また、その時

代には大量に取引や大量に扱う場所に横領や横流し等があり、ララ物資にもありました。

国民は皆生活困窮のさなか、新憲法による労働基本権と生活改善を国または会社に要求す

るストライキがあちこちでありました。これに端を発して晴嵐荘にも飛び火し、昭和 22
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年頃より患者自治会には不穏な空気が漂っていました。

それは晴嵐荘には入荘患者も多いから何か大量の隠匿物資があるとの疑惑を招いたの

です。そこで患者自治会委員長林氏から強い抗議や要求があり、昭和 23年 1月 14日に

全物品倉庫の検分に応じたが、結局不正はありませんでした。それでも疑惑は晴れません

でした。これは時代の流れか患者自治会が晴嵐荘の経営参加、また色々と過剰な要求等が

あったのでした。それに応ずる事は出来ず、紛争は更に拡大。患者自治会による木村猛明

荘長の排斥運動に発展し、要求貫徹のため怒号や歌声が荘内に響き騒然たる日々が続いた

のでした。ハンガーストライキやデモも絶えませんでした。紛争は半年も続いたのでした。

これを解決のため進駐軍の軍医大尉ポイナー氏が来荘し、外気大食堂で即時解散を命じ

たのですが納得できず、そこで患者自治会は社会党に陳情し、この問題を直接調査のため

に飯村、松谷、石野氏が来荘。３日間調査に当たりましたが、真相究明の結果結論は出さ

れませんでした。また東京での厚生委員会でも不問に終わりました。これは長い療養生活

からの不平不満から発生したものと私は思います。

２－５　人事異動と英語の勉強

３月頃になると荘内は患者の紛争はなく平穏になり、今村庶務課長と井坂庶務班長を中

心とした人事異動があり、その時私は降格人事にされたのです。それは２年前のララ物資

で二人の口論を取り上げられ、白羽の矢が立ったのです。

上司に従わないあの奴を事務職から外せの声があった様でした。その結果、昭和 24 年

４月１日（24 才弱）に配置換えの辞令は門衛兼巡視部でした。

その時、小松会計班長は人事異動を不思議に思ったのか、私に何かあったのかと…色々

問われたが、上の方がやる事ですから、私はただ辞令に従うだけですとだけ答えておりま

した。又、ある人は、現場から事務職は昇格、事務職から現場は今まで聞いたことが無い、

何か悪い事でもしたんだろうと、何人かに不快な眼差しで見詰められ、私は辞意も考えた

が、又、ある上司から人生にはいろいろあるよ、職業（仕事）には貴賤が無い、一生懸命

やる事だ、何時か明るさがやって来る。何か職に就くのか…よく考えろ。又、兄貴からも

叱られ、心は泣いていたのです。

その頃、門の職員は 40 才以上の方が４人でした。それに私が加わったのでした。門衛、

巡視部長は伊東さんで 50 才位で、荘立の頃に内務省から転勤された方で私を若いな…と

歓迎してくれた温厚な人柄で色々と教えられたが、反面、部内の１人 C さんは私を横目

で見ては何か粗探しをしては、上に告げ口したり、又ある人には、あれは事務職から左遷
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された奴だと言い散らすのでした。門衛の任務は、正門と通用門２か所あり、制服・制帽

で出入監視、面会人の受付と案内、午前・午後・宿直者には消灯後に門を閉め、荘内巡視、

夜勤１人で翌朝に勤務明けでした。小屋にはラジオは無く、何事もない時は、絶好の読書

の場と思い、色々読んだり書いたりしたが、その時に英語の勉強をと考え、通信教育（発

音は SP レコード）に走ったのです。正に独学、その時でした。

第二外気を巡視中に外気小屋で声、高々に英字新聞を読んでいたのが患者の D さんで

した。聞く言によると、元英語教師との話でした。私は第三外気に住んでいるんです。今

勉強中なんです。是非お願いしますと頭を下げ、其の後、私の小屋に週３回位来て呉れた

のが、一層学力が増したのです。いつもポケットに英語辞典を携え、寝ても起きても英語

に特訓、２年半で毎日の英字新聞を読む事が出来るまでに至ったのです。毎日正門を出入

りの木村荘長先生は誰かに聞いたのか私に英語の本を、これを読んで、と呉れたのです。

その後、二人の面談…なんだ…そんな事があったのか、今村庶務課長に照沼君を事務職に

戻せの鶴の一声で数日後に元の職に就いたのです。私は長らく事務職を離れていたので仕

事が忙しく感じたのです。又、数年後には更に忙しい医療事務に異動、仕事の勉強で英語

力は低下、既に教師柳橋さんは退荘、又残業も多くなり、日を追って英字は忘れ、次第に

読めなくなり今は書棚に眠って居ます。

２－６　晴嵐荘における職員・患者の生活

斯様な時代に米国の援助によって日本の復興も着々と進み、昭和 22 年頃より医薬品の

研究・開発も進み、また国産品ペニシリンも発売されるようになり、又、次々に新薬も発

売されるようになりパス、ストレプトマイシン、ヒドラジット等抗結核剤が使用され、以

前よりも胸部外科療法の技術も進んで化学療法と外科治療と相俟って、結核患者には大き

な朗報になったのでした。

昭和 24 年頃になると食料事情は次第に改善されて来たが、衣・住はまだ改善されてい

ない時で洋服姿は少なく、冠婚葬祭は勿論自宅で行われていたが、普段着の姿で出席する

人が多い時代でした。晴嵐荘官舎は 50 軒位で新婚者は入れられず地方の住宅を借りた人

もありました。

その頃、各民間会社は増産体制に走り残業が多くなり、生活改善のため賃上げ要求で労

働組合が各社で活発化してきておりました。晴嵐荘職員にも組合員と非組合員が有り、職

員会議では、荘の運営方針と待遇改善等で対立、激しい論争でした。また、組合の一部に

は患者自治会との共闘を考えた人も居たようでした。しかしその頃に、職員には生活の楽
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しみの施設が有り、夜になると寿康館に集まって、ダンスの練習・素人演芸会・映画会。

休日は、野球・テニス・卓球・バレーボール等、私はテニス部員で…暇を見ては練習でした。

それは、村内や各団体の試合、又、年一回の国立 3 病院（水戸・霞ヶ浦・晴嵐荘）の職

員の試合でした。優勝すれば関東大会に出場となるのが夢と楽しみでした。又、荘内には

海を眺める展望台があり、そこから桜並木があり、春には職員で花見会を催し、秋には一

泊旅行の楽しい時代でありましたが、昭和 27 年 11 月 11 日の夜９時、下地区の宿舎の

間にある研究・検査棟が火災にあい、過去の研究・検査の記録、解剖・保存臓器、標本諸

記録等が全焼で甚大なる損失になったのである。その時の事務当直者は、E・F の両氏で

した。電話で火事だと聞くや、本館３階にある半鐘を叩くと…各地からサイレンと半鐘が

鳴り響き、私は外を見ると、検査棟から黒い煙と火柱が立ち上り、当直の両氏が必死の覚

悟で消防ポンプ車で駆け付けたが火の勢いは激しく、到底鎮火には及ばず、その時、那珂

湊・勝田の消防車の応援によって他への類焼は免れたのです。その頃、村内も荘内にも人

力車の手押消防ポンプしかない時代でした。

その頃、地方は次第に物資も豊富になっていたが、村内には個人商店でスーパー店等は

なく、また荘内には個人営業の照山売店だけで、多数の患者を満たす事は出来ず脱柵買い

物する患者、又荘内に色々な行商人が来て困った時でした。そこで晴嵐荘互助会売店（独

立採算制）で五人を雇って営業を始めたのでした。

２－７　原子力研究所の誘致

昭和 30 年３月には石神村と村松村が合併して東海村が誕生した年でした。そして翌年

の１月頃から、村の発展を考えた川崎村長は…原子力研究所の誘致会議を何度か開き、反

対もなく、県と国に要請の結果…誘致運動が成功…国は昭和 31 年 4 月 6 日、４候補地の

中から東海村海岸に決定し数か月後に着工したのです。

日本最初の原子力研究所、核燃料公社、その数年後には原子力発電所が創設され、全国

から脚光を浴びる村となったのです。村は大変遷でした。又、晴嵐荘では肺の外科治療と

化学療法の進歩によって年々結核患者の減少に相俟って、作業療法患者も少なくなり、各

作業部の縮小を余儀なくされたのでした。又、作業員も解雇の状態に至ったのでありまし

たが、晴嵐荘職員希望者は優先的に採用され、又、原研・会社・自営業等の職に就いた人

もおりました。

２－８　歴代荘長の思い出

国立結核療養所に昭和 12 年 6 月 23 日、官制公布されて初代荘長に（元皇室医務主管）
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西野重孝先生が任命されたのです。しかし、その 1 年 9 ケ月後、昭和 14 年 3 月 23 日、

外気患者が何かの事で看護婦を殴打したので強制退荘されたのですが、その噂が拡大して

暴動が発生、木刀や凶器を持って、旧本館事務所に押し掛け、村松駐在・巡査までも、流

血の惨事で責任を取って２年の短期間で退官したのです。職員の皆さんから非常に残念が

られたのでした。そこで後任に同じ東大卒業で親友の木村猛明先生が荘長に発令されたの

です。身の丈は大きいが持病のため体は丈夫でなく、又戦中戦後そうして荘内の患者紛争

と幾多の苦難は心に山積みされた事と存じます。

荘長先生は、亡くなる数か月前から入退院を繰返していたが（腎機能不全）は悪化し、

職員・患者達からの快復の願いも空しく（在職 23 年）昭和 37 年 1 月 28 日（享年 61 才）

で帰らぬ旅となったのです。

故木村猛明先生の厚生省（葬）は、２月２日に営まれたのです。聞く言によると、経歴は、

東大医学部卒の秀才で、スポーツはカヌーの選手で厚生省に就職したのですが、体の不調

のため、環境の良い晴嵐荘に赴任したとのことです。そこで熱心に取り組んだのは、医療

は勿論ですが、歩行・作業療法でした。外気小屋と大部屋の軽症患者を対象に、農作業又

色々と部を設けたのです。それは体を鍛えて、退院後、自分に適う（仕事）社会復帰を目

的のためでした。

又、先生は患者に対して家族の事を聞いては心配もして呉れたり、又、病棟回診の帰り

には職場を歩き回りご苦労さんと静かな声で頭を下げて呉れたのです。公私に渉って家族

の事や、結婚までも相談にのったのです。そのため何組か結ばれたのです。

又、人の幸せを心から喜び不幸は慰め、何となく心が通う先生でした。誰からも畏敬の

念を抱かれた存在でした。そして後任として、荘立頃に赴任された加納保之先生が荘長に

発令されたのです。永年医務課長を歴任し、全国に肺の外科医として名高く、度々外国へ

出張、又昭和 38 年 2 月 13 日には国際胸部疾患学会総会に出席、そしてアジアの数ヶ国

に医療事情調査のため出張等、国内外又荘の発展にも意欲的に取り組まれたのです。

２－９　患者数の減少と晴嵐荘の転換

昭和38年頃より、入荘結核患者が減少し非結核患者が多くなる医療の転換期に立ち到っ

たのでした。戦中・戦後と医療に貢献した晴嵐荘ですが結核病の斜陽化で、これからの荘

の運営、又、将来の医療方針等討議された結果、総合病院を考えましたが、すでに水戸・

勝田・日立に在り、東海村は人口から見て県から許可されなかったのです。

昭和 39 年 10 月 10 日、日本初東京オリンピックが開催され全国で祝賀ムードで溢れ
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ていました。また一段と日本は高度成長期に入り、物は出回り豊かさを実感する時代に入っ

たのでした。その頃、晴嵐荘互助会売店では、患者数も多く、又、売上も多いのであるの

に 300 万円の赤字決算とされ水戸の G 会計士から指摘されて店員を解雇して、患者への

配達をなくして、新女店員 2 人にした後に売店係を任命されたのです。私は、商人の経

験もなく、又、膨大な赤字を考え一時悩んだが、時と共に…業者と…お客さんのアドバイ

スと知恵を活かしながら互助会売店の存在を考え、患者・職員に市価より安く良い品を売

らなければならない。労多く、利少なく（薄利多売）を考えられたが、お客のサービスに

なるが、赤字解消にはならない。如何に利益を上げるか考えたあげく、ある業者から聞い

たのが、利益は仕入れにあると言われたのが（仕入れが７＋売りが３）＝ 10 が儲けと聞

き、そこで当店で一番売れて無駄の出ない品物を選んで大量に仕入れたのです。その一例

は森永ミルクキャラメルでした。大量に仕入れたので 13 円で買い 16 円で売ったのです。

その頃、一般商店では仕入れは 18 円で売り値が 20 円でした。今、100 円位で売られて

います。又、何品か大量に仕入れて安く売ったのが当店のイメージを更に変え、地方から

買いに来る人もあり、今迄売れない商品までも売れ、利益もアップしたのです。これはお

客さんと業者の協力があったからと思って居ます。お客さんには出来るだけ当店で買って

もらい、又、当店は多額の赤字で支払い不能になった分を各業者に税務署に申告して貰

い、貸倒引当金等、税の減免処置等に依り、その分だけ支払いを少なくしてもらい赤字解

消に繋げたのです。この様に私は微力ながらも、何かと努力した結果…2 年半で黒字に転

換して元の職に就いたのです。後になって横領と杜撰な経営と指摘されたのでありました。

又、晴嵐荘の木造建家は戦中からであり老朽化が進み、そこで高台地区に全面的に鉄筋

コンクリートで建て替えが計画され、高台の管理棟は下地区の旧事務所に数年間移転した

のでした。その頃、核燃料公社（動燃）は拡張工事で晴嵐荘下地区の不用地は、逐次引き

渡したのです。

昭和 42 年頃より、一般会計から特別会計に移行が叫ばれましたが、労働組合・患者自

治会から、これから不利に落ちるのではと騒然とした空気がありました。しかし、争議に

までは至りませんでした。しかし、昭和 43 年 5 月 1 日に、3 基準の導入が県から承認さ

れました。そこで患者自治会と全医労支部が、その内容不備を理由に承認書の撤回を要求

で座り込み闘争が何日も続いたのでした。又、県保険課に承認書の撤回のため大型バス 3

台で県に乗り付け、患者自治会委員長 H 氏と県の役員との論争になったのです。この問

題の解決のため国会議員の仲介、そして本省並びに地方医務局の部課長の指導に依って
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85 日間で終結したのでした。

また、その頃に特別会計にしないと借入金は出来ないし、又、近代的な病院も出来ない、

老朽化した旧態依然の病院と見られ経営は成り立たないと言われ、そこで、高台地区に病

院機能集約の計画で、昭和42年からの整地も逐次進み、昭和43年には鉄筋2階建病棟と

重心病棟の建設を始めて居りましたが、次々と建てられ昭和44年初めに県の要請に応えて

重心障害児を40名を収容したのでした。この様に整備も着々と進む最中に加納保之荘長

先生は４月１日に国立霞ヶ浦病院に配置換えとなったのです。後任には、久保宗人先生が

荘長に発令されたのでした。斯様に晴嵐荘は荘立以来次々と有名な先生に恵まれたのです。

晴嵐荘の将来について考えた医療別患者数は、結核 200 床、非結核 200 床、重心障害

児 120 床でした。又、鉄筋二階建てが完成、又、年々病棟が完成して、昔の名残りの宿

舎名は次第に病棟名になったのです。下地区の患者は殆ど高台の新病棟に入床となり、ま

た高台の旧宿舎の患者も新病棟に入床になったのです。それに伴って、管理棟・治療棟・

その他の建家が完成して、下地区は閑散地帯になり、核燃料公社（動燃）に次々と引き

渡し、又、国道 245 号の拡張工事、汚水処理場・村松コミュニティセンター・幼稚園、

それに伴って離れ地になった不用地は東海村に売り渡しとなり、創立当時は敷地 13 万 2

千坪と言われましたが、今はかなり縮小されたものと思われます。晴嵐荘の昭和 42 年か

らの建て替え工事も、昭和 48 年頃までに概ね完成されたのです。

ここで昔と今を追想すると、昔は各宿舎の屋根はスレート瓦で木造平家で木枠の窓ガラ

ス、又、外来棟、治療棟、管理棟、現場作業棟は隔てた木造建家であって、下地区から

高台までは曲がりくねった坂道で、荘内の外灯は 30 メートルから 50 メートルの間隔に

あり、夜間は懐中電灯を携える歩行者もあり、消灯前には当直医師と看護師長は各宿舎を

回診のため同行、急変患者の時は駆け付けるのが大変の様でした。各現場棟は下地区で 3

度の配食、又、洗濯物等はトラックの運搬でした。今は集約建家になったので各病棟、各

棟は廊下伝いになり、医療活動・諸運搬等が効率的になり、昔と今は天と地の差と考えら

れるのです。そして結びに、東海村は国立結核療養所そして日本原子力研究所等の日本二

大発祥地となったのです。これは私の昭和 50 年までの想い出を綴ってみたのです。

其の後は、医療体制の充実に伴って建家増築、又、准看護学校、看護師寮、又、下地区

にある老朽化した木造官舎を鉄筋３階建てに建て替え等、又必要に応じて建てられていっ

たのです。

（照沼勝夫）
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この回顧録の著者、照沼勝夫におかれましては、本稿入稿後の 2016 年９月に逝去され

ました。生前に完成した紀要をお渡しできなかったことが悔やまれてなりません。謹んで

ご冥福をお祈りいたします。

（砂金祐年）


