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保 坂 虞 志

はじめに

米軍は､日本国領土内で戦われる沖縄戦の開始に際 し､作戦時の気象状

況や日本軍の戦備､さらには特異な歴史体験を有する沖縄県民の特質に関

する調査を行う等､万全の態勢でもって上陸作戦を敢行 した｡それから46

年が経過した現在､沖縄戦に関する多くの記録 ･証言が発刊されている｡

とりわけ､米国内の戦時資料の解禁が進むに従い､米軍の戦闘に関わる上①
陸前計画 ･作戦行動全般がさらに解明されるようになってきた｡ただし､

研究者の関心領域や､解禁資料の時期的制約もあり､未だ手っかずの領域

も残されている｡その顕著な例が､公衆衛生や医療救助等の人の生命に関

わる分野である｡そこで本論文では､沖縄占碩研究の一環として沖縄戦中･

戦後史の中で研究蓄積が脆弱と思われる公衆衛生 ･医療救助活動等につき､

米国で保管されている戦時 ･戦後記録をもとに考察を加えてみたい｡ なお､

本研究は､沖縄県生活福祉部援護課への報告書の一部であり､ここに記 し

て感謝申し上げます｡さらに､本研究にスタッフとして携った琉球大学宮城

悦二郎教授､同崎原盛造教授に謝意を表します｡
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Ⅰ 米軍の上陸前計画 (公衆衛生 ･医療救助活動)

沖縄侵攻作戦の主力として､新たに創設された米第十陸軍の医療局 (THE

MEDICALSECTION)は､1944年10月14日､上陸作戦に伴い起こり得る米

軍将兵の損失について机上既数を明らかにした｡それによると､米軍が最

も損害を被るのは沖縄上陸から6日以内で､病気 ･作戦以外の負傷者が約

4万人､さらに戦闘に起因する負傷者が3万人の合計約 7万人を見込んで

いた｡この負傷者概数は､日本軍の大平洋地域での戦闘､一般に "水際作

戟 "と呼ばれる戦術を考慮してのものだった｡こうしたおびただしい数に

のぼる負傷者の救出作戦の準備のため､医療専門家がサイパ ン､グアム､

ペレリュ､レイテの各島々に派遣された｡その結果､救助船や海岸線から

上陸用舟艇 (LandingShipTank-LST)を使用しての病院船への移送等@
が､新たに追加計画された｡
沖縄上陸前の計画で､米軍を悩ませたもう一つの問題は､各種の伝染病

の発生である｡沖縄には､マラリア､デング熱､フィラリア､チフス (scrub

typhusFever)､住血吸虫等があることが調査の結果明らかにされた｡関係

機関と協議の結果､その予防策として編み出されたのが､DDT油剤の空中

散布と飲料水の浄化であった｡このため､上陸前の計画段階で､医療監察

郡の中の3つの科に､3人のマラリア専門家､ 1人の昆虫学者､さらに南

太平洋で医療作戦を展開している部隊 (Unit)から1人の衛生技術者が配

置されf_9.-万､この時点で上陸後の医療サービスについても､協議がな

されている｡ちなみに上陸時点での医療従事者は1,700人を予定､さらに特

殊な任務を帯びた医療ユニットは､第十陸軍傘下の各部隊に配属されるこ

とに決定された｡これらユニットのうち､マラリア部隊は､第二四師団の

傘下に入り､第七､第七七､および第九六師B]には､野戦病院が入ること
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になった｡

さて､米軍の戟場での医療活動は､軍政チームのG-10が従事する事になっ

ていた｡同チームは､24床の移動式病院 (MOBILED】SPENSARY)を一

医療ユニット(MILITARYGOVERNMENTMEDICALUNITS)として

計画され､1人の将校と約6人の兵士が従事することになっていた｡同ユ

ニットは､沖縄上陸の初日の45年 4月 1日にさっそく行動を開始 したが､

医療YF朝のピークは沖縄戦が終蔦し､やや平静さを取 り戻 した同年 7月で
④

あったといわれている｡この時､直接医療に関わったG-10も含めると98人

の医師､6人の歯科医､18人の病院付き将校､さらに815人の兵士が作戦に

参加しているOこれらユニットは､作戦地域のA,B,C,D地域に各々に設けら

れ､戦時行政と連携 し､機能的な活動を行う事になっていた｡米軍の医療

活動の基本は､自軍の将兵の健康の維持管理にあったのはもちろんの事だ

が､これ以外にもヒューマニズムの精神から地元民への最小限の救助活動

を行うことを含んでいた｡それについては､次のように記されている0

Thereweretwo distinctphasesofmedlClne involved ln

MllitaryGovernmentPublicHealthProblems;thetreatment

o r b attlecasua lties and a public health program among

c IVIlians desig ned sp ec ifically to pr o te c t the health of

AmerlCantroops.

SufficientmedlCalsupplleSandpersonnelwerefurnlShed

topreventinterferencewith military operationsand meet

mi｡ユmum humanitarlaM e｡dse)

こうした米軍による戦場での民間人捕虜の処遇の基本となったのは､1929
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年 7月27日､スイスのジュネーブにて29カ国が調印 した ｢戦時捕虜の処遇

を巡る国際協定｣(TheInternationalConventionRelativetotheTreat一

meれtorPrisonersofWar)に基づくものであることは言をまたない｡ち

なみに､一般にジュネ-プ協定といわれている中で､公衆衛生関係につい

てはこう書かれている｡

Article 13:Belligerents shall be requierd to take all

necessary hyglne measures tO ensure the cleanliness and

salubrityofcampandto preventepidemics.They (PWs)

ShallhaveFacilitiesforengaglnginphysicalexercisesand

o btainlng the ben ef it of beingo ut or do ors.

さて､米軍の対住民医療救助活動の目的がいかに"meetminimumhuma-

nitarianneeds"と設定されたところで､実際の戦闘が開始されたあかつき

にはこうした原則は無力であった｡というのも､米軍医療従事者は､敵味

方の別なく戦場に於いて医療救助活動を行ったからである｡事実､米軍当

局でも､後になって"Themedicalstarrwasfrequentlyoverworked,but

itruHiHed thehighexpectationgenerallycredited to membersoF
⑥

itsprofession"というように､戦場の負傷者や疾病者に最善の努力を払 っ

たことが知られている｡

米軍医療従事者が民間人負傷者を治療するさいに困難でやっかいな問題

は､戦前の日本軍による占領軍プロパガンダの影響の大きさであった｡一

般に､これらは､"鬼畜米英"とも称される米英人に対する日本人のイメー

ジから派生 しているもので､捕虜になると男は戦車に磯にされ､女は強姦

され､殺致されるという頬のものだった｡これについて米軍報告書では､
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次のように言及している｡

Morethan otherslngleactivlty,it Overcame the fear

instilledintothemindsoftheOkinawansbytheJapanese

propagandists.TheamazementofOklnaWaSWasProfoundat

theextentofpreparationsto relievethesuffering Ofthe
(9

1nJured

傷病者に対する彼我の別なく展開される医療救助活動に対 し､地元住民

が驚嘆の念で米軍人を受け入れたのは､理解できるところである｡

Ⅱ 戦時下での医療 ･救助活動

1.沖縄本島のマラリア作戦

沖縄作戦に参加した米軍総数は約60万人であるが､その内約2,800人は占

領下での戦時軍政に関わる要員であった (内訳は､海軍将校338人､同兵士

2,270人､陸軍将校160人､同兵士119人一数字は､1945年 7月現在)｡この内､
⑧

医療関係に従事した将兵は約800人程度である｡しかしこれらの内､陸軍軍

政要員は､1945年 9月､作戦命令の変更にともない朝鮮に配属され､その

ため当面は､海軍軍政要員が対沖縄軍政を司ることになった｡1946年 7月､

軍政は､海軍から再び陸軍に移管されたが､その時､軍政に関わった人数

は､将兵合せて200人弱にまで著しく減少していた｡

さて､医療従事者の活動内容については､米第十軍の ｢月間報告 (MILト

TARY GOVERNMENT OKINAWA,MONTHLY REPORT)｣､及 び

｢第十陸軍活動報告 (TENTH ARMY ACTION REPORT)｣等により窺知
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ることができる｡それらによると､米軍は､沖縄に上陸してから12日目に､

地元の小さな飛行場を使い､C-47型機を用いたDDTの空中散布作戟を開始

している｡この作戦に直接従事したのは､7つのマラリア調査班 (そのう

ち1つは､伊江島に派遁)､3つのマラリア防遥班､3つの公衆衛生部隊で

あった｡

これは､兵士の健康管理や､チフス･コレラ･マラリア等の伝染病を予

防するとともに､蚊やネズミ等の病原菌を運ぶ生物の事前封 じ込めの目的

が込められていた｡そのため､米軍は､必要に応 じて民間人の健康チェッ

クや血液検査を実施した｡これらの対策が効を奏 したのか､沖縄本島のマ

ラリアはめっきり減少し､代わりにフィラリアや象皮病が急速に増加 した
⑨

ことが報告されている｡しかし､1945年10月､再度マラリアの擢患者が増

加した｡この原因として､蚊の増殖と天候の影響が十分考えられる｡ しか

し､それも束の間､翌46年 2月に入ると前年12月の低温のため､マラリア

の発生はごく小さなものになったと言われている｡

2.先島の医療状況

さて､45年9月7日､米第十陸軍と現地日本軍との間で正式な降伏文書が取り

交わされ､ここに沖縄戦は終蔦を逐げた｡この降伏調印式の直前､米軍は

参謀長フランク･D･メリール (MajorGeneral,ChiefoFStaff,Frank

D.Merrill)准将の名 (第十陸軍司令官ジョセフW スチルウエル大将 -Gene-

ral,JosephW,Stilwellの代理として)でもって同月4日 ｢琉球諸島内の⑩
日本軍司令官に対する命令｣を発している｡

同命令書は､直接には､琉球諸島内の日本海軍に宛てた命令書の形をとっ

ているが､日本陸軍も同文書に拘束されるものだった｡命令書は､前文と
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4つの項目からなっており､項目の内容は詳細にわたっている｡その主な

ものをとり上げてみると次のようなものがある｡

司令官の代理として私は､貴軍の海軍大尉のティロ 佐藤 (TEIROSATO)

を通わし先島諸島の領域を支配下におく日本海軍の責任ある司令官に次の

命令を申し渡す｡海軍司令官は､本官の命令が十分効力あらしめることを

保証するため､同地域の上級の日本陸軍司令官と協力すべきものなり｡

1 後述の命令に従い9月7日､本官の前に出頭すべし

2 以下に関し特別な行動を取るべきこと

a.武装解除

小火器､機雷､弾薬､航空機､海軍船舶 ･民間船舶の保存等

b.通信

C.民間人

官吏の公務の継続

d,部隊配備

現状位置のまま､12時間以内に全将兵の召集､露営

e.記録頬

あらゆる種類の記録頬の破壊の禁止 (繰り返すが禁止)､常備の言讃 類-

イロ-名簿､現在高一覧表､証悉記録類 (Materialhandbooks)

F.一般条項

各種の兵器庫､記録類の現状保管､土地､水､運輸､通信施設の

維持 ･管理

3 現在の下記の情報について本官に即座に､詳細に提出せよ

日本陸軍 ･海軍の組織､将校の氏名､位階､梅軍司令官の位階､
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地上 ･空域 ･対空砲の位置を記 したリスト､全航空機のリスト､

海軍船舶のリスト､軍徴発の全民間船舶のリスト (百 トン以上)､

全火器類の詳細かっ完全情報､軍事施設の位置､地図､スケッチ

等､捕虜の氏名､通信施設の概要

4 即座に現在の海図､地図､およびその他の情報を本官に提出せよ

全ての港､船舶補修所､航空機格納庫の地図､図表､防空壕､潮

流 ･海流 ･気象および気象台の位置､各種兵器の数量 ･位置､民

間人の人口､行政組織 (各島の長の氏名を含む)､軍事目的のため

撮影された写真､住民全体に影響を及ぼす医薬品 ･食糧状態の要

約｡特に､各島での医薬品 ･食糧の数及び各島での流行病の要約

等 (下線部分は筆者)

以上から勘案すると､米軍の ｢武装解除｣は､文字どおり軍隊組織に関

わるものであり､一部官吏の継続登用を除き民間への措置を講 じたもので

はなかった｡本論文との関係からすると､前引の ｢各島での流行病の要約｣

しか散見できない｡しかし､第十陸軍司令部が出した､ 9月8日付けの宮

古島･徳之島への偵察部隊命令書 (MEMORANDUM :ForColonelMile

V.Buchanan,HEADQUARTERS TENTH ARMY Office of the

CommandingGeneral,8 September1945)では､3.Mission:a.To

consultwithJapanesemedicalOfficersanddeterminediseasesand

sanitationproblemsexistinginthelocality.とあり､この後に占領軍の

上陸地点､航空機滑走路の確保等の指示がなされている｡偵察隊にとり､

もっとも必要な情報は､当該地域での流行病､衛生状態の程度にあったこ

とは間違いないだろう｡こうして､宮古島偵察部隊は､9月10日､マイル

V.バッカナン陸軍大佐 (Colonel,MileV.Buchanan)を長として､医
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療将校を含む7人の将校､11人の下士官 (2台のジープを含む)が午前8

時､C-47機に搭乗して牧港飛行場から宮古島に飛び立った｡沖縄戦終了後

の初の作戦行動としてあったためか､この日の飛行は､輸送機 3機を含め

戦闘機8機､PBY機 1機の合計12機編成であった｡現地偵察は3日間に渡

り展開され､13日午後には沖縄本島に帰還する事になっていた｡偵察隊は

戻り次第､短いが､しかし詳細な偵察報告書-結論 ･勧告を含む-を参謀

部を通して第十陸軍に提出することになっていた｡

こうして宮古島での武装解除のための日米交渉が開始されることになっ

た｡第十陸軍は､偵察隊が出発するその日､宮古島に駐屯する日本軍高級

司令官あてに電文を送付したが､現地日本軍がそれを受領 したのは､12日

の午後の1時30分であった｡そのため､日本軍側では､米軍への対応が遅

れ､交渉は当初から困難が予想された｡武装解除の先遣隊として宮古島偵

察に入った米軍と､現地日本軍との主な交渉のやりとりを抜粋 してみよう｡

なお､本資料は､バッカナン大佐へのメモランダムの中に付帯文書として

入っており､交渉の日時や場所等の記載はない｡また､米軍と直接交渉し

た日本側代表の氏名がLTColMatsuro(まつろう中佐)としてのみ記載さ

れ､これが姓名なのかどうか判然としない｡記録から判断すると､日米の

交渉は9月12日の午後と推測される｡

まつろう少佐 ;この手紙は今日受取り､この電報の中で要求 している全て

の回答をすることはかなり難かしい｡

バッカナン大佐 ;どの部分が難しいのか｡

まつろう少佐 ;いま我々は､宮古に関するあらゆる記録を集めることに最

善の努力を注いでいるところだ｡ しかし､石垣や大東島の

ような他の島からの情報を入手するのは現在のところ非常
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に難しい｡もちろん､資料は到着するだろうが､これらの

島からもっかのところ完全な情報を得ることは困難だ｡

バッカナン大佐 ;それらの島々とどのような情報手段で交信を行っている

のか｡

まっろう少佐 ;大部分は､無線である｡

バッカナン大佐 ;この中で､準備できないのはどれか｡(と言いつつ､ 9月

4日付の命令書を日本側に提示する一筆者注)宮古島で

は､これら全てを準備できるか｡

まつろう少佐 ;我々が､現在持っている情報は､全て日本文である｡その

ため､これら全てを英語に翻訳 しなければならない ｡司令

部内で翻訳の作業をしており､また兵舎の隣､司令部の右

隣だが､7人の翻訳出来る者を連れてきている｡今晩仕事

を続けたら､完全に全部出来るだろう｡

バッカナン大佐 ;宮古は完全に (命令書の一等者)準備ができるのか｡

まつろう少佐 ;最善を尽くす積もりだし､翻訳にそう多くの時間はかから

ないだろう｡全ての情報は､日本語で持っており､ポイン

トは英語で翻訳するから｡

バッカナン大佐 ;石垣島と大東島については､どの程度 (情戟を)持って

いるのか｡

まつろう少佐 ;もしできたら､これらの項目について説明したい ｡(といっ

て､日本側が準備できた石垣､大東島分の資料を見せる｡一筆

者注)

この後､武装解除命令書の中で､宮古､石垣､大東の各島に駐留 してい

る日本軍が準備できた資料について､逐一米軍側と交渉が続く｡米軍側は､
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沖縄占領研究一米軍の対沖縄公衆衛生 ･医療救助活動に関する一考察 (保坂)

｢3aは? 3bは? 3fは?｣というように質問 し､その都度日本側

が返答する形式をとっていく｡問答のやり取りを見る限り､日本側は丁寧

にしかも事前に準備が取り揃わなかったケースについては事情説明をして

いる｡ここまでは順調に流れた交渉も ｢3fは?｣という質問から､事態

は一転し､日本側が命令書の提出日を延期する作戦に出た.ちなみに命令

書の ｢3f｣とは､次の用になっている｡｢全ての地雷､機雷源､および､

当該地域内の地上､海上､空中に移動可能なその他の障害物の位置を記 し

た地図､概略図を添付した完全かつ詳細な情報｡その情報の中には､障害

物に対して安全なコース､航海への援助､船舶への安全な接近､航空機の

着陸を含めよ｡上陸に適した海岸､及び投錨地､埠頭､さらに他の上陸地､

その中でも最適な場所について含めよ｣と｡この命令書に対 し､日本軍は

｢宮古島については､英語で完全に出来ている｡大東島､石垣島は､その資

料が無い｣と返答した｡これに対しバッカナン大佐は､｢それは (命令を完

全なものとするのに-筆者注)どの程度時間がかかるか｣と糾 したのに対

し､日本側は ｢完全にするには､15日までかかる｣と述べ､暗に延期作戟

に出る｡米軍側は､これには答えず､さらに ｢3gは?｣とたたみかける｡

｢3g｣とは､｢当該地域内にある全ての軍事施設､建物の位置説明､およ

び地図､概略図､これには飛行場､海上航空基地､対空防衛､港湾､さら

に海軍基地､物資集積所､永代および租借地､また沿岸築城､要塞､さら

にその他の要塞を含めるものなり｣と命令書では述べられている｡これに

ついては日本側では､｢日本語の方は完全である｡大東島は､もっか翻訳中

である｡今晩には､完全に出来る｡石垣島は､もっか調べている最中であ

る｣と返答している｡パッカナン大佐は､日本側の準備に不備が目立つと

判断したのか､質問の矛先を変え ｢通信 (Signal)についてはまだ分からな

いのか｣と詰問している｡日本側は､この質問についても､｢15日ぐらいま
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で｣と返答している｡これは､米軍側が既に取り決めてある米一日間の無

線交信のことをいっているわけだが､日本軍側は､調査を継続すると言う

程度にとどめている｡さらに､日本側は､交渉を後に持ち越すべく交渉を

開始するしまつである｡米軍側の ｢4C?(全ての潮流､海流､気象デー

ター情報､及び気象台の建物､位置の情報)｣と言われた日本軍は､｢宮古

島は､完全に出来ているが､その他の島は15日までまたねばならない｣と

はっきりと15日と述べ期限を明言した｡ここでバッカナン大佐は､米第十

陸軍総司令官のスチルウェル将軍の威光を持ち出し､日本軍側が提出期限

を厳守するよう説得に入る｡｢スチルウェル将軍は､明日の午後までに､我々

が､それら (命令書の内容)を持ち帰らねば怒ってしまうに違いない｡貴

官は全てが15日迄と言うのだな｡将軍は､それを喜ばないだろう｡貴官が

そうするとなると､本官はまた (宮古島に-筆者注)戻らねばならぬ｣と｡

ここで､米軍側は､初めて､日本軍に対し ｢何かとりはからってやる｣と

下手に出てきた｡そこで､日本側は､幾つかの要求をぶつけている｡その

1つは､日本側には､翻訳を出来るものが少ないので､出来たら提出する

文書は日本語にさせて欲しいであった｡それに対 し､バッカナン大佐は

｢命令書では､なんと書いてあるか｣と糾したのに対して､日本側は ｢英語

でと書いてあるように思う｣と返答している｡｢それでは､本官も変更でき

ない｣｡ここで米軍側は､これ以上日本側と交渉しても､交渉の進展は見ら

れないと判断したのか､ついには日本側の意向を受け､最終的な返答を15

日迄に延期することにはぼ決定 した｡この決定を見透かしたかのように､

日本側はさらに回答日を17日まで延期するよう交渉を開始 した｡ ｢もし17

日まで延期できたら､さらに完全な報告書ができるだろう｣というのが米

軍に対する説得であった｡米軍側でも､再延期も仕方ないと当初から見て

いたのか､すんなりと日本側の申し出を認めている｡ しかし米軍は､くど
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沖縄占領研究一米軍の対沖縄公衆衛生･医療救助活動に関する一考察 (保坂)

いぐらい再三再四にわたり､17日迄には命令書の完全な報告ができるよう

指示している｡(1945年9月9日付､宮古島偵察隊指示書に添付された日本

側との交渉文書から抜粋)

さて､沖縄本島に戻った米偵察隊は同年9月15日付けで第十陸軍に対 し､

その時の報告書を提出しtPo報告書によると､偵察隊は､宮古島に上陸後

直ちに現地調査を開始し､第二八師団の納見中将を始め､宮古支庁長､平

良町長､警察署長､精糖工場長等と会見している｡さらに､偵察隊の一部

は､13日に航空機を使用して宮古島以外の島々を空中偵察 した｡一方､同

月に予定されている正式な宮古島の武装解除のための作戦基地となるべき

海岸線の確保も同時に行われた｡偵察隊の報告は､メモランダムとは別に､

医療 ･技術 ･司令部 ･交通 ･諜報部がそれぞれ提出している｡ちなみに､

メモランダムの中で総合的結論と勧告は､以下のように記載されている｡

Generalconclusions

(1) TheJapaneseorricersmadeanhonestandactive effortto

supplyanyallinformationcalledFor.Therewasnoevidenceof

anywithholdingorareasorinformation and membersofthe

groupmovedabouttheislandswithouthindrancerestraint.

(2) Japaneseorricersandmenondutywereinexcellentphysical

conditions.TheMedicalorricerhasdata,however,whichshows

thatthesickrateisorseriousconcernandthatthedeathrate

from diseasesisextremelyhigh.Lackofmedicalsuppliesisone

contributingfactortothisconditionand anotheristheshort

rationorricenow available,Evenatreducedrations,thereis
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nee for 60 days only In the military stock and the civilian

reserve IS 30 days.

(rp~)

(7) There IS no disease or sanitation problem in MIYAKO which

prohibits a short stay (under 1 month) of U.S. troops on the

islands. There is a long range problem there, however, among

civilians and the mili tary which deserves some consideration by

controlling authorities. (See Col Martin's Report) There IS a

shortage of medical supplies and a diminishing store of food

which will increase the already alarming rate of death and

disability from malaria, paratyphoid and other diseases.

Recommendations.

a. Troops of the SOUTHERN RYUKYUS TASK GROUP begin

the suppressive use of atabrine immediately and that all

bivouac areas by sprayed with DDT.

b. A representaive of the Military Government Section

accompany the TASK GROUP who will collect data and make

recommendations concerning future action in matters of health,

sanitation and food for civilians. That this work will be In

collaboration with the Quatermaster and Medical officers of

the TASK GROUP who will be charged with same responsibili

ties in connection with Japanese troops.
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さて､この報告書に基づき､陸 ･海 ･空の3軍を繰り出し､機動部隊が､

9月17日宮古島に上陸することになった｡総指揮官は､キャノン准将 (Bring

Gen,氏.M.Cannon)と決まり､先に行った 偵察隊にたいする指示よりもっ

と具体的な任務があたえられた｡とりわけ注目すべき項目は､戦場で行方

不明になった将兵の調査がその中に含まれていたことである｡その他には

｢派遣に割り当てられた目的を果たすに必要な以外は､村落や日本人占領地

に入ってはならない｣という指示が個々人や派遣部隊に出されf=QDo確かに､

米軍の機動部隊は､宮古島に駐屯する日本軍の武装解除を主目的としてお

り､住民との直接的な接触は当初から計画には入っていなかった｡ちなみ

に､出発当日の午後､宮古島には台風が到来しており､機動部隊の出発は､

18日に順延された｡その後､キャノン准将を指揮者とする機動部隊は予定

通り18日には宮古島に到着､直ちに武装解除の行動を開始､その全行程が

完了したのは､10月6日である｡その後､同部隊は､宮古島から直ちに石

垣島に入り､日本軍の武装解除にあたるとともに､この日から八重山群島⑬
も正式に米軍の占領下に入った旨宣言している｡

Ⅲ 米軍による先島住民への医療救護活動

1 先島諸島への救護活動

さて､前述したように､45年 9月､宮古島に派遣された機動部隊は､宮

古島島民の健康状態を調査､爾後の救済計画を軍政本部に提出したが､米

軍政府要員の大幅な減少と､命令系統の相次ぐ変更のため､先島群島への

救済活動が忘れられてしまった｡この時期､先島群島内に住む住民は､外

部との一切の交渉 ･交易を遮断され､ほとんどの住民は､飢えと生活難に

苛まれていた｡窮状を見かねた石原雅太郎平良町長は､アメリカ軍司令官
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あてに､宮古島住民の救済を英文にしたため提出した (HTSEXCELLENCY,

THEHIGHESTAMERICAN COMMAND,NOVEMBER 1945)｡その中

で石原平良町長は､この間の米軍による宮古住民への援助に対する感謝の

気持ちを伝えるとともに､米軍に対し｢十年来の知己のように感じる｣と

最大限の賛辞をおこなっている｡その後で､｢ところで､宮古島は穀物生産

が少ないため､戦前から食物や主食の米等は台湾から輸入していた｡(輸入

が停止された現在一引用者注)人々は､食糧不足にある｡ある者は､代用

食糧として野菜や果物を食べており､ある者は､飢餓に苛まれている0 1

日に3度食事をとるものさえ､野菜や､海草を混ぜておかゆにして食べて

いる｡またある者は､代用食糧として､キャッサバや蘇鉄の秦を食べ､毒

にあたってしまった｡こうした状態が､既に2､3カ月続いている｡私は､

恐ろしく､重大な結果がやって来ることを懸念する｣｡こうして､石原町長

は､米軍に対し3つの要求を出す｡1つは､宮古住民の窮状を救済する手

だてを考慮して欲しい､2つは､現在台湾にいる8,000人の地元出身疎開者

を宮古まで大型船舶で運んで欲しい｡｢特に､台湾の基隆に残っている多く

の人々は､家を焼き出され､あたかも乞食のような生活を強いられている｣

と哀訴している｡さらに､3つめの要求として､宮古島に駐屯している日

本軍の帰還を望んでいる｡その理由は､｢日本軍の帰還は､当地の食糧問題

と近接 (closeconnection)しているからだ｣と主張している｡恐らく､ 3

つめの要求は､人道的配慮から成されたと言 うよりは､近い将来懸念され

る住民と日本軍との食糧をめぐるトラブルの回避をもくろんだものと思わ

れる｡

さて､この ｢高級米軍司令官､閣下殿｣という宮古島からの要求を受領し

た軍政長官のジョン D.プライス海軍少将 (RealAdmiral,JohnD.Price)

は､同副官のチャールズ I.ムーレイ大佐 (Colonel,CharlesI.Murray)
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に指示し､沖縄本島内の軍政本部に所属する軍政将校を完壁な調査のため

同島に派遣することを下令した｡そのさい､特に注意すべき事として､次

のような指示がなされている｡

Thepurposeorthemissions,inadditiontoestablishing military

government,istoarrangethatminimum humanitarianneedsofthe

civilianpopulationforfood,medicalsuppliseandcare.clothing,hou-

slngandpoliceprotectionaremadeavailabletoanextentconsistent

withU.S.policyl｡dealingwith｡｡nq｡ered｡｡untriesP

本文書には含まれていないが､先に武装解除のため宮古島に駐屯した米

軍は､軍政本部に ｢医療活動｣についての報告書を提出している｡それに

よれば､｢マラリア､赤痢､フィラリアのような伝染病が (吉古の)島々の

ほとんどで流行している.何等の医療救助活動もなされていない｣と述べ

られていると言う｡一方､こうした窮状を米軍政府は既に知りつつも､基

本的には先島住民は自活の道を歩むべきという考え方が多分に込められて

いたようだ｡事実､本文書のなかにも､Itisplannedeventuallytomake

theislandsselfsufficientand thelocalgovernmentofficials will

beinstructedtorestoreessentiallocalindustriesandagrlCulture,uslng

nativelaborpartiestodoso,と同種の考え方が披渥されている｡とも

あれ､この ｢宮古郡の官吏の要請に基づき､英語の基礎的な知識のある学

校教師が書いた (文法上の一筆者注)おかしな､しかも哀れっぽい嘆願書

(acuriousandpatheticpetition)｣(同前引書)は､確実に米軍政府の目

にとまり､米軍の調査､正式な軍政施行､医療を含む各種の救助活動への

急転回となったことは事実である｡
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さて､石原平良町長の要請を受け､米海軍軍政府は､1945年11月23日､

ジェ-ムス アレン チェース海軍少佐 (LieutenantCommander,James

AllenChase)に先島に関する作戦命令 (OperationOrderNo.2-45)を

下した｡命令書によれば､機動部隊は､最小限の人道的援助を行なうとと

もに､新たに機動部隊の責任に於て軍政府の確立 (toestablishMilltary

Governmentonthoseislands)､及び軍事法廷の設置が認められた｡具体

的にその条項は次のようになっている｡

TASK ORGANIZATION

(d) Military Government will be established by approved

proclamationsthatmaybepostedfrom timetotimeandby

oralinstructionorlocalcivilianleaderswhowillbeordered

to maitainessentialgovernmentalservicesand to distribute

equitablythesuppliesofmedicine,foodandtoclothingthat

areleftwithintheirrespectiveJurisdictions.

(e)MHitarycourtsforthetrialofoffendersmaybeestablished

withinthelimitati.ns.fapplicabledi,ectivesP

さて､海軍政府の命令書に基づき､日系通訳 2人を含め10人の派遣団が

正式に決定された｡この間､軍政府は､太平洋地域陸軍司令官を経由して､

太平洋地域司令官に対し調査団派遣の許可を申請するとともに､同地域で

の軍政施行についての許可を求めている｡これにたいし､太平洋地域司令
⑯

官は､申請を許可する旨の電信を送っている｡ただし､先島調査と平行し

て実施される予定だった奄美大島調査の中で､同地域に対しては日本政府との
⑰

調整が済んでいないとして､軍政施行を見合わせるよう命令が出されている｡
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2 民間医療実態調査の実施と南部琉球政府の発足

米軍政府の正式な政策として､先島群島の住民に救助の手が差 し伸べら

れたのは､1945年12月3日の南部琉球軍政府遠征隊 (theSouthernRyukyu

IslandsMilitaryGovernmentExpedition)の派遣からである｡同遠征隊

は､同日より翌年の1月19日までの7週間に延べ28の島を訪問 し､軍政に

関わる多くの調査を実施した｡その中でとりわけ興味を覚えるのは､先島

群島内の各町村の行政､経済､産業､教育､新聞等を詳細に調査するのみ

ならず､医療 ･救助関係について独立した調査項目を設け､精力的に住民

接触を行い､多くの関連資料を収集したことである｡もちろん､これは実

際の軍政の開始に向けての準備としてあったことは否めないが､当時の関

係資料 (邦文)が確認できない現在､この時期の米軍報告書は､一級の基

礎資料といえるだろう｡

さて､先島群島内での住民の医療の実態について南部琉球政府遠征隊は､

1946年 1月19日､米軍政府副司令官に対 して調査活動について最終報告書
⑬

を提出している｡

ここでは､医療関係､とりわけマラリアに関係 した報告書部分を抽出し

ておこう｡

米海軍軍政府

医療 ･救助派遣団報告書

南部琉球政府遠征隊 司令官 レオン ルイス海軍中佐 (医療担当)

石垣島 (1945年12月23日)

病院

石垣島には､現在6つの小さな個人病院があり､平均5床のベッドをもっ
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ている｡吉野博士の病院は日本軍に接収され､(医療機器等も)接収されて

しまった｡正式なマラリア防退所の建物があったが､接収され顕微鏡を除

いてほとんどの医療機器は､破壊されてしまった｡多くの医者達は､(現在

では-筆者注)かなり満足のいく量の医療機器と道具を持っている｡

伝染病

マラリア一人口の90パーセントのものが､臨床場の立場から感染してい

ると推測される｡

日本軍の医療施設

ほとんどの医療機器は､日本軍の復員とともに､船に積まれ運ばれてし

まった｡

総合的討議

町からの疎開と､マラリア防過の崩壊の結果､激 しいマラリアの流行が

起こったが､それ以外には､住民の健康はかなり満足出来る状態だ｡

西表島 (1946年1月6日)

伝染病

現在､95パーセントの者が､マラリアに確患している｡(これは風土病で

あるが一訳者注)10年前は､人口の6パーセントであった｡1935年には､0.8

パーセントまで減少していた｡南風見崎には､波照間島の住民が疎開 して

いたが､そこは常にマラリアが娼探しており､村が全滅した (ところであっ

た)｡沖縄県は､マラリア専門家を45年 1月その地域に送ったが､爆撃のた

め部隊は破壊されてしまい､専門家は､沖縄にもどった｡マラリアの約 3

分の2が悪性の3日熱で (malignanttertian)､4日熟 (quartanmalaria)
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は､まれにしかいない｡

衛生関係-マラリア専門家の指揮監督下にある｡常時､家畜用として､

エサはバケツに集められる｡豚がいる便所 (フールー筆者注)は無 し｡豚

がいない｡日本軍がすべて喰い尽くしてしまった｡人口の3分の 2が悪性

のマラリアにかかっている｡

与那国島

現在の人口

およそ3,800人である｡戦前には4,800人の人口がいたが､その内800人が

マラリアで死亡､200人は､軍属として徴用されていた｡

流行病

3,000人の者がマラリアに雁思しており､その内500人は病床に伏せているO

大抵は､3日熱 (tertian)で､主として悪性である｡現在でも1か月あた

り10人の者がこの病気のため死亡している｡

栄養状態

栄養不足のため､40-50人の人々が､飢餓とマラリアのため亡 くなって

いる｡蘇鉄を食する者はいない｡

マラリア防退

なんらの便宜も共されてない｡もし医薬品が供給できるならば､防過機

関を設立すべし｡

宮古島 (1946年 1月19日)

病院

宮古島には､戦前10の小さな個人病院があった｡現在残っているのは､
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高原博士のもの1つだけであり､それも (かなり)痛んでいる｡

流行病

マラリアが､最も緊急を要する問題である｡およそ2,500人の住民が､治

療を必要とする状態にある｡今まで接触 した調査では､マラリアに羅患 し

た70から80パーセントの者が､悪性の3日熱 (malignanttertian)に雁患

している｡

日本軍の医療施設

そこには4つの病院がある｡ 1つは､陸軍総合病院で､残りの3つは､

野戦病院である｡･--ウッズ陸軍大佐を通 して､日本軍が最終復員のため

拘束されている間に軍が必要なものを除いて､全ての医療機器､および提

供品は現地に残置するよう命令が下された｡

総合的討論

比較して言うならば､宮古島の医療状況は､先島群島の中ではかなりい

いほうである｡しかし､農業従事者の多 くの者が､マラリアに羅患 してお

り､その症状は､かなり広範巨削こ見られる (体の)衰弱である｡-･･･マラ

リア防過は､医薬品の不足と作業員への給料が払えないため破産 している｡

勧告

マラリア防過のためには､噴霧が効果的である｡例えば､DDT油剤を使

用して､肩から吊したスプレイ噴霧を行うことがよい ｡これは､宮古島だ

けではなく､その他の先島群島でも健康状態を維持するために効力を発揮

するだろう｡

以上が､45年12月から46年 1月にかけ､先島を調査 した医療調査団の報

告書の中身である｡17にも及ぶ現地調査を行った医療調査団は､米軍政府

に対し最終勧告を行っている｡そこには､次のように書かれている｡
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RECOMMENDATION

2.ThemostImportantSlnglemeasurewhichcanbeundertakento

promotethehealthandthusencouragetheeconomicindependence

oftheSouthernRyukyuswillbetheprovisionofDDT inoiland

knapsacktypesprayers.Irasanitaryofficercanbesenton the

nextMilitaryGovernmentcruisehewould beable to glVe the

necessary instruction since there are malaria control personnal

availableinlllOStOfthemalariouszones.

ここには､｢最も重要で唯一の手段は､健康を助長する事である｣として､

それは南部琉球の経済的自立を力づけることにもなると指摘する｡そのた

めには､最大の悪要因となっているマラリア駆除のため､｢次回に軍政要因

が送られる時､衛生将校を送るべき｣であり､彼らは､マラリアの最 も激

しい娼櫛地域において現地のマラリア防過関係者に必要な資材を提供する

だろうと勧告している｡この勧告を受け､沖縄本島の軍政本部は､45年 2

月末､沖縄島司令部のマラリア調査隊を宮古島に派遣､マラリアの状況に

ついて調査させている (ReportorMilitaryGovernmentActivitiesfor

February1946,p.20参照)｡

結局､この時期の米軍の先島への医療援助は､沖縄本島のように､組織

的 ･計画的援助をなしたと言うよりは､対処的な対策を講 じることに終始

したといえよう｡先島を訪問した医療調査団は､当該地域の住民の80パ ー

セントがマラリアに雁患している現状に鑑み､｢緊急食糧､医療機器 ･医薬

品は､地方の医者や行政人の貴任に於て病人に配給すべく現地に存置 した｣

(ReportofMilitaryActivitiesforJanuary1946,P.25)｡さらに､その

際には ｢薬品名､使用量､副作用等につき､十分な説明がなされた｣(idib.
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P.26)｡同時期､沖縄本島では､諮諭会の中に衛生部が米軍の肝入りで作ら

れ､46年 1月から活動を開始していたが､先島には､ようやく救援物資

(医療機器､医薬品を含む)が届いた程度であった｡すなわち､先島群島に

あっては､沖縄島司令部 (OBSCOM)の分遣隊である軍政官府 (OBSCOM

LiaisenDetachment)が直接軍政を開始する46年 3月まで､ほとんど軍政

の恩恵にあずからなかったというのが､実際のところであった｡

米軍の､先島住民にたいする援助の遅れの最大理由は､幸か不幸か米軍

との直接交戦がなかったため､米軍自体が将兵の健康を維持 ･管理する措

置を取らなかったことが大きい｡さらに､当初から先島群島を直接米軍政

を敷かない ｢外郭の島々｣と考えていたことも上げられよう｡そのため､

該地に於ける日本軍の武装解除後は､駐留米軍としては連絡要員しかおら

ず､何等の対策も講じられず､野放図の状態に置かれてしまった｡その上､

本土はもちろんのこと､沖縄本島や台湾との交流も遮断され､先島住民は､

孤立無援の環境下に置かれ､食糧危機とマラリア苦に苛まれる過酷な生活

を強いられた｡米軍の先島住民への対策は､ "遅さに失 した "と言えるだ

ろう｡もっとも､米軍の判断としては､地元住民の要望があって初めて対

策をとるということもあり､結果的に先島住民のマラリア禍をくい止める

ことが出来なかったといえよう｡これについて､海軍軍政府の最終報告書

には､次のように記されている｡

It was unnecesary to take such extensive Public Health

programs in the Northern and Southern Ryukyus,not only

becausethedestructionwasnotasgreat,butthere wereno

American troops present. Essential Medical supplies and

equlPmentWereSenttObothareasasa resultorexamin】ng
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theirneedsP

先島や奄美群島にあっては､戦争被害は小さく､さらに米軍部隊がいな

いため公衆衛生計画は不必要であったというのが結論である｡ところが実

際にはこれら ｢その他の島々｣には､10万人余の人々が孤立 した社会状況

下に置かれており､これもまた戦争が侵した人災だと言えよう｡ちなみに､

米海軍政府の最終報告書には､先島と軍政との関わりが次のように記され

ている｡

37.AREAOFRESPONSIBILITY.

A. Expanding Area.During1945 the Military Government

responsibilitylnitsgarrisonphasewasconfinedtoOkinawaGunto一

〇kinawalslalldsandthesmallerislandsasFarwestasKume.Early

in November CinCPac was queried as to Military Government

authorityovertheNorthernandSouthernRyukyus･Onreceivlng a

replythatauthoritycoveredexeredexerciseofMilitaryGovernment

functions in these areas,two LST'S were Fitted out to make

reconnaisance of the islands.The northern survey was made 28

Novemberto28December1945,whilethesouthernsurvey,whichdid

notgetunderwayuntil3December,wascompleted19January.It

wason19JanuarythatComNOB wasformallydirectedtoextend

Military Government operations so as to include the Northern

Ryukyussouthorthe30thparallelNorth andtoincludeSakishima

Gunto.whichcomprisesalltheislandsortheRyukyussouthofOki-
⑳

naWa.
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Ⅳ 戦後の米軍によるマラリア対策

資料に見る限り､戦後になって米軍政府が配下の将兵に対 しマラリア対

策を講じるように指示したのは､1946年7月31日のことであった｡この日

軍政府は､｢司令部に3人のマラリア患者の報告がなされた｣として､アタ

プリンの服用を初め､蚊取線香 (mosquitobar)､殺虫剤の携帯を義務づけ
⑳

る命令を発した｡詳しい背景説明文書が入手出来ていないので､なぜこの

指示がなされたかについては不明であるが､翌47年 8月25日付に出された

米軍司令部の ｢医療サービス及び便宜に関する報告書一連合委員会､琉球

司令部｣を見るとマラリア防過のための調査部隊は､依然として蚊の種類

の特定やその発生地等の調査活動を行っていることが報告されてい農

こうした背景には､1947年に米軍内に発生 したマラリアが大きく関係し

ているものと思われる｡この年マラリアが再流行 し､これを重 くみた米本

国の陸軍省軍医総監府は､極東軍司令官に対 し､琉球諸島におけるマラリ

アの発生に対する報告を求める文書を出している｡同文書の中で､総監肘

は､昆虫学者を沖縄に派遣すべきか､もしくはその派遣時期はいっがいい

のかを照会していP.マラリアの発生は､自国将兵の生命に関わることだ

けに､米本国でも最大限の配慮を講じたものとおもわれる｡1948年4月に

は､極東軍司令官のマッカーサ将軍は､アジア ･太平洋地域で作戦を展開

する自国軍隊に害虫とげっ歯動物駆除を呼びかける注意書を出したが､そ

の中で次のように述べている｡

4.Itisdesiredthataffirmativecommandactionbetakento

assureaneffectiveinsectandrodentcontroleprogram whichis
⑳

Sovitaltothehealthandwelfareofeverycommand.
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本文書は､直接マラリア防過を指したものではないが､これら害虫及び

げっ歯動物､とりわけネズミの駆除は ｢非常に重大なもので､健康と福利

に関わるものである｣という言垂は､たいへん興味をそそられる｡

さて､1949年10月になると､米軍蜘符は､医療部の部隊再編成を行った｡従来

の第十医療マラリア防退隊 (ThelothMedicalMalariaControlDetachment)

は､第十七医療マラリア調査隊に吸収合併され､それに伴い人員も将校が

2人から3人に､兵士は22人から40人へとそれぞれ増員された (HEAD-

QUATERSRYUKYUSCOMMANDSUBJECY:EssentialTechnicalMedi-

calData.10October1949)｡同文書には､付帯文書が付いており､その

中でマラリアについてつぎの様に記載されている｡

2.EPidemiologyandControl

a.Malaria-Elven(ll)casesorprimarymalariawereadmittedto

thehospltaldurlngthemonthorSeptemberglV】nga malaria rate

of6/1000/annum fortheCommand.Larvalcollectionsindicate

a verydefiniterisein theanopheleneincidenceduring September.

MalariadiscIPlinecontinuestobelax.Doorsandunscreenedwindows

are permitted to remain open.Many units have done little to

replacethescreensdamagedduringrecenttyphoons.Theuseofinsect

repellantatopen airtheaters,nightgames,etc.,is not rigidly

enforced.Announcementscontinuetobemadeseveraltimesaday

overthelocalradiostationwarningOfprevalenceofmalaria and

thenecessity｡findividualprotectivemeth｡dsP

さて､本報告の最後に米軍のマラリア防過作戦が､従来の空中散布方式
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から地上での防過作戦に変更になった経緯について触れてみよう｡

1952年2月20日､工兵隊内の害虫及びげっ歯目防適所部隊は､琉球司令

部に対し ｢沖縄に於ける害虫とげっ歯目の防過について｣と言うメモラン

ダムを出した｡そこには､沖縄に於ける戦後のマラリア防過の小史が記載

されている｡それによると､沖縄では､1946年から同47年にかけ､陸上で

の害虫駆除はほとんどなされていなかったと言う｡反面､陸､海､空の三

軍によるDDT油剤による大がかりな空中散布が行われた｡この結果､

Thistypeorlarge scale indiscriminate air spraylng and the

abandonmentandsubsequentre一〇penlngOfnumerousricepaddiesled

toupsetinthebalanceofnature.A falsesenseofsecuritycreated

inthebeliefthatthelargescaleairsprayprogram wasacureall,

resulted in lax enforcement of military regulations governing

,ers.nnelpr.tectiveandsanitati.ningeneralP

空中散布は､マラリアの駆除に絶大な効果があると信奉 しすぎたのか､

陸上での対策がなおざりにされてしまったようだ｡ところが､47年夏､民

間人に急激なマラリア雁患者が出るとともに､日本脳炎が大流行 し､つい

には米軍内にも死者が出るにいたった｡そのため､米本国の陸軍省軍医総

監肘では､緊急のメッセージを出し､またフーパー及びロックフェラー財Eflの

援助により､日本本土とフィリピンから複数の医痕昆虫将校 (MedicalEntomo-

logicalOfficers)と将校が沖縄に派遣された｡その時に現地に赴任したマ

ラリア専門家と論議の結果､従来の航空機使用により空中散布で地上を覆っ

てしまおうとする防遥作戦は､中止されることになった｡その代わり陸上

での防過の計画と､害虫の発生する地域に対 し､小型の飛行機による空中
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散布を行うことが決められた｡さらに､空中散布に際 しては､司令部の昆

虫学者と生態学者とが決定した後でなくてはならなくなった｡こうした地

上での作戦が功を奏するのは､1948年以後だという｡もっとも､米軍が､

このような大々的な防遥作戦をとったのは､Okinawaisa permanentin-

stallationandcannnotbeconsideredtemporaryorasacombatarea.

と言う判断があったからに他ならない㌘ ところで､DDT油剤の空中散布に

は､戦後の早い時期から生鮮野菜や米生産者の間から危供の念が表明され

ていた｡その理由の一つは､広範囲なDDTの散布は､人休はもちろんのこ

と､他の動植物に害を及ぼすこと､二つ目は､特に稲の茎の成育が最 も活

発な時期にDDTを散布すると､その後の成長に大きな弊害を与えることが

分かったためである｡ここから､米軍政府では､1949年10月7日付で､マ

ラリア覧区除のための航空機の飛行高度の制限 (50フィート以上､後に空中

散布は､高度150フィート以上､風速12マイル以下に制限された)やDDTの

一定期間の使用禁止措置が講じられた讐

ちなみに､この時期のマラリア防退作戦は､依然として航空機使用による空

からのDDT散布が中心であった｡これに対し､52年 2月25日､琉球司令部内

の第8116陸醐 ち隊 (HEADQUARTERSRYUKYUSCOMMANDSPECIAL

TROOPS8116thARMYUNIT)が､明らかに不同意を示 した｡同隊は､

｢この情報は､単に世間の風評であり､情報のみを言ったまで｣としながら

も､従来の方式ではマラリア防遇は困難であるとして､陸上でのマラリア

防過を提唱している管 もっとも､こうした指摘は40年代後半頃から再三な

されていたものだった｡とくにDDT油剤の噴霧は､天候や地勢､噴霧装置

の種類等によっても大小の差があり､マラリアを媒介する蚊に対 しても必

ずしも絶対というものでもなかった｡米軍が､本格的に地上でのマラリア

防過に着手したのは､1952年以後になってからである｡
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結 論

各種の資料から判断すると､戦時から戦後にかけての米軍によるマラリ

ア対策は､豊富な資金力と機能的な指示系統のもと､十分な効果を遂げた｡

現在ではある種の伝染病は予防できるものとなっているが､戦後の社会状

況を考慮する時､米軍はその理由の如何を問わず､最善の努力を払ったと

いえるだろう｡もっとも､宮古 ･八重山の両群島は米軍の計画当初から

｢外郭の島々 (theoutlyingislands)｣に含まれており､占領政策の出発に

際し対住民政策-軍政は考慮されていなかった｡それだけに､戦後沖縄本

島の住民が享受できた各種の援助は､該地では全く受けることが出来なかっ

た｡とりわけマラリアに雁患した多くの島民は､病気と飢餓に苛まれ､孤

立無縁のなかに生命を失ってしまった｡ある意味で米軍の宮古 ･八重山上

陸は､遅さに失したといって過言ではないだろう｡更に八重山群島の場合､

旧日本軍が復員の際､多くの医薬品 ･医療機器を持ち帰ったことも手伝い､

その後の住民の医療救助態勢の立て直 しが絶対的に遅延 してしまったこと

も大きな原因とも考えられる｡これは､宮古島の場合､米軍が直接日本軍

に指示し､日本軍の管轄下にあった多くの医薬品を住民用として残置させ

たことからも言える｡戦争は､人とものとの動員であるといわれているが､

こと医療に関してそれは的を射た表現である｡該地での数少ない医療従事

者が戦争にとられ､その上さらに個人病院の医療機器 ･薬品に至るまです

べて現地日本軍が接取してしまった｡しかも､戦争は負け戦のため､戦後

の救済手段が何等講じられぬままに､文字通り戦後が開始されてしまった｡

最後になったが､沖縄戦で派生した戦争マラリア問題を考える時､先島

の戦後の特殊な状況一米軍の戦時行政の欠落及び遅延､米軍の命令による

外部社会との隔絶､更に日本軍による医療関係者の動員､医薬品 ･医療機

器の接取等-を考慮する必要がある｡戦争と言う冷厳な事実を見つめると
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き､国家の恩恵の乏しい地域の人々ほど､人間の尊厳や生命が非情にも剥

奪されていくということを戦争マラリアは実証 している｡米軍による沖縄

に対する医療 ･公衆衛生活動の基本は､自国将兵の生命と安全を保証する

一環としてなされたわけだが､結果的にはそれが県民を助け､宿櫛の風土

病を制圧する結果となった｡もちろん､それには県民のマラリア防過にか

ける長く､困難な戦いがあったことも見落としてはならない事実である｡
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