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最新医療としてのウジ虫治療(ﾏｺﾞｯﾄ･ｾﾗﾋﾟｰ)
 しかし、1990年代になり、抗生物質の乱用により抗生  こんな恥さらし二度とするものか！ 固く誓いました。

　　　　　　　　　　南風原文化センター　　古賀　徳子　  物質に耐性のある感染症潰瘍が出現したことで､この  　それなのにそれから１０年たった今日、たくさんの人と

 ｢治療をしていると、包帯やガーゼの中からよくウジ虫が  治療法が再び注目されています。  の出会いに励まされ、南風原のガイドまでしているわけ

 ノコノコと這い出してきました。 それを取り除いていると、   糖尿病などによって壊疽を起こし、 ｢足の切断しかな  です。 人ってわからないものですね。

 軍医が一、二匹は残しておけ、と言われました。 なぜな  い」 と診断された患者が切断を免れる例があります。  　ただね、怖くて泣いてばかりいた最初を今も覚えてい

 らウジ虫が膿の部分をきれいに吸い取っていくのです｡｣ 　ウジ虫治療の意外な話でした。  ます。暗闇の恐怖、戦争の醜さに震えるばかりの頃。

　　　　       （第一外科看護婦 ・ 照屋とみ『閃光の中で』 (http://www.icn-jp.com/～maggot/what/index.html)  それは忘れてはならない、決して慣れてはいけないと

 私はこの｢ウジ虫治療｣を陸軍病院壕の不衛生さを表す  思うの。なぜなら、それこそが戦争の正体と思うのです。

 ものと理解しましたが、長田紀春先生によると確かに傷
『なんで平和ガイドになったの？』

  それはさておき、これからもどうぞ

 口がきれいになっていたとのことでした。    　　　　　　　　　　　ゆたしく　うにげーさびら ＜(- -)＞

 　実は現在、このウジ虫を使った治療法（マゴット・セラ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮川　光世（一期生）

 ピー）が注目されています。 ウジ虫が傷の治療に有効  　修学旅行生のための平和ガイドを養成しようと、コン  ８月３１日　真嘉比壕の発掘体験を行いました。

 であることは古くから知られ､オーストラリアやアメリカの  ベンションビューローが  「ボランティアガイド講座」 を  10名の参加で午後１時から５時まで、壕内や壕の周辺

 先住民、ビルマなどの伝統的な治療に使用されてき  開催したのは13年前。私は沖縄に来て間もない頃で、 の発掘を行いました。　ご苦労様でした。

 ました。近代になると、 負傷した兵士の傷がウジ虫に  尚氏が二つある ！  とビックリする程度の知識でした。

 よって早く治癒することが判明し、米国の医療機関で  だからガイドなどとんでもなかった。ただ 『歴史勉強の

 広く実践されていました。ところが、1940年代以降は  いい機会だわ』 と､受講したのですから、超いい加減

 抗生物質と外科治療の進歩によって廃れていきました。  な動機だったのです。

 　米軍基地、沖縄戦跡は初めて知ることばかりで楽し

 みでした。かつフィールドワークは興味津々。誘われ

 るまま修了生 「ガイドの会」のメンバーになりました。

 でもガイドをするのは絶対不可能！もちろん知識も不

 足でしたが、実はかなりなナチブー(;-;)。 糸数壕に何

 度入っても毎回涙目、資料館の証言を冷静に読める

 るようになったのはどのくらい後だったか・・・・・・・と

 いう私。 壕の周辺を発掘する平和ガイドの参加者

 　なのに半年後、強制的に糸数壕ガイドを割り当てら 壕の内部に溜まった土砂を取り除く参加者と作業員

 れてしまいました。

 引き受けたけれど、前夜は悲愴でした。 下書きを何

 度も読み返して夜が過ぎ、朝になり、生徒達の前に

 立つと10分で私の沖縄戦の知識は終わって、頭の

 中は真っ白。先輩に助けてもらいなんとか終了。

 これが私のガイドデビューだったのです。
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図（2007年9月14日　読売新聞） 　　　　　　　　　　　　　　　 長田 紀春著『福木の白花』　2003年、ニライ社

  連載『南風原が語る沖縄戦』  出征した息子たちからは、手紙が途絶えた。  また､南風原でも与那覇の子どもたちの間で､このような

その４.　思想の統制と戦時標語  沖縄の年老いた母親達はユタを訪ねることがあった。  まりつき歌が歌われていた。　戦争で日本が勝つことを

 戦地から家族に送られる手紙や、逆に家族から戦地に  特高警察はこれを許さなかった。  ありえないことに例えている。

 送る手紙は  ｢軍事郵便｣  と呼ばれたが、これに対して  ｢流言蜚語・デマを流す者｣として、ユタを弾圧した。 　　むしろわが日本が勝ったなら　ひゃいと魚がおよぎだす

 は必ず検閲が行われ、 検閲済のスタンプが押された。  戦意高揚を目的とした戦時標語が、庶民生活のすみ 　　絵にかいたダルマが動き出す　電信柱に花が咲く

 当時 ｢要塞地帯法｣(ようさいちたいほう) 「軍機保護法」  ずみに浸透した。初めの頃は ｢挙国一致」（きょこくい 　　夏の真昼に雪がふる　太陽西へと落ちていく

 （ぐんきほごほう)  ｢国防保安法｣（こくぼうほあんほう） と  っち） ｢尽忠報告｣（じんちゅうほうこく）｢堅忍持久」（け  検閲　　手紙や出版物などの内容を検査し、取り締まる

 いった法律があって、情報・通信はきびしく管理統制さ  んにんじきゅう）｢消費節約｣(しょうひせつやく）のような 　 　　　　こと。

 れていた。　特高警察は ｢防諜週間」を設けて、スパイ  抽象的なものだったが、のちには、より具体的に庶民  特高警察　　特別高等警察。思想、政治、言論出版を

 取りしまりを徹底させようとした。  の生活を規制する標語が登場した。1942 (昭和１７年) 　 　　　　　　　 とりしまるためにつくられた。

 ｢軍機を語るな｣  ｢壁に耳あり｣ などのポスターを役場や  に大政翼賛会が募集した ｢国民決意の標語」 には次

 学校にはり出し、住民の言動を相互に監視させた。  沖  のような応募作品があった。

 縄では、ウチナーグチ（沖縄口）とユタとキリスト教が､防  　　　さあ二年目も勝ち抜くぞ 頑張れ！敵も必死だ

 諜対策の上で常に攻撃された。  　 　その手ゆるめば戦力にぶる 今日も決戦明日も決戦

 沖縄戦のとき、沖縄守備軍の ｢球軍会報｣（1,945年4月 　　 ｢足らぬ足らぬ｣は工夫が足らぬ　欲しがりません勝つまでは

 9日付）で｢軍人軍属ヲ問ハス標準語以外ノ使用ヲ禁ズ､  このなかの ｢足らぬ足らぬは工夫が足らぬ｣と「欲しが

 沖縄語ヲ以テ談話シアル者ハ間諜 （スパイ） トミナシテ  りません勝つまでは｣ はポスターになって全国に貼り

 処分ス｣としている。　また、国家神道を国民に強制して　 出された。　しかし、戦争末期には厭戦（えんせん）気

 いた当時、西欧のキリスト教を信仰する者はスパイその  分も全国に広まった。｢足らぬ足らぬは工夫がたらぬ」

 ものとして弾圧された。　 ハワイなどへの移民経験者も  をもじり、兵隊に取られて「足らないのは夫だ」と言い、 高津嘉山の御嶽　　津嘉山

 同様にスパイ扱いされたのである。  米を食うことがゼイタクなら 「ゼイタクは素敵だ」と密か  　　　　　１９３０（昭和５）年に在郷軍人が改修しま

 大本営は連戦連勝を宣伝しているのに 、 南方戦線に  につぶやいた主婦もいた。  　　　　　した。中に鳥居がまつられています。
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沖縄県南城市の久高中学校の皆さんが壕を平和学習で訪問されました。その時の印象を『南風原壕

群20号壕を見学して』いう感想文で、寄せていただきました。今回は特集として掲載をいたします｡

 南風原文化センター職員のみなさま  兵におくまで見られないようにするためと、雨が降った  さにおどろきました。

 南風原壕平和ガイドのみなさま  時に下に流れるためにできている事。 などたくさんの  当時は、それに悪臭と湿度が重なると聞き、私はそこ

 　大変遅くなりましたが、先月の平和学習会では、本当  事を学びました。私は戦争はみんなを巻き込んでしま  にいたらどうなるか考えました。　２０号壕を通して、命

 にお世話になりました。 今年度、久高中では私が南風  うし 、関係のない人達まで、傷つけてしまうから良くな  の尊さ、戦争は二度としてはいけないと感じました。

 原出身ということもあり、ぜひ南風原壕で平和学習を行  いと改めて実感しました。  ありがとうございました。

 いたいと 、 ひめゆり学徒隊にしぼっての学習となりまし  南風原壕群２０号壕を見学させてくれて、 ありがとうご 　　　　　　　　　　　　　　　３年　　　　安里　さん

 た。 ひめゆり祈念資料館見学後、南風原文化センター  ざいました。

 見学、 ２０号壕見学でひめゆり学徒隊が実際いた場所 　　　　　　　　　　　　　　　　１年　　　宮原　さん  本当にきちょうなたいけんありがとうございました。

 や当時の様子を知ることにより、生徒たちの中の｢戦争｣  かんがえていたよりも少し小さかったから、その中に何

 「平和」 に対する考え方が、 より深いものになったので  ぼくは２０号壕を見学した時に、 とてもさみしくなりまし  人も入ったことにビックリしました。

 は､と思います。また､私自身も、生まれ育った南風原で  た。でもこのためすべてを知れたので良かったと思い 　　　　　　　　　　　　　　　３年　　　　山崎　さん

 どのようなことが行われていたのかを知る、よい機会とな  ます。　　本日は、まことにありがとうございます。

 ったと同時に、今まで知らなかったということに恥ずかし  ひめゆりの人は 、 今のぼくたちをみるととてもうらやま  南風原壕群２０号壕に初めて入りました。　壕はとても

 さを感じました。  しく思います。でも戦争の世界の時代に生まれてかわ  暗くて何も見えませんでした。　壕の中にたくさんの人

 これから二度と戦争が起きないよう、世界が平和になる  いそう、ぼくは戦争のない国をつくりたいです。  がねとまりをしていたと聞いてびっくりしました。　壕の

 ように、私たちができることを少しずつやっていきたいな                         　　　　    １年　　　吉村　さん  中はしっけがすごくて入って、だんだんじめじめしてい

 と思います。　　本当にありがとうございました。  くことがわかりました。　やっぱり戦争は、やってはいけ

　　　７月２４日　久高中学校　　大城　清香　先生  ガイドさんへ  ないと改めておもいました。

 ２０号壕は、せまくて、暗くて、怖かったです。 　　　　　　　　　　　　　　　３年　　　　坂井　さん

 南風原の壕を見学して、 壕の中はまっくらでとてもこわ  でも昔は、そこがみんなの身を守る所で、治療をする

 かったです。  戦争の時に、この壕の中に人がたくさん  所でたくさんの人々がくらしていたと思うと 、すごいと  壕の中に入ったのは初めてでしたが、入った時の率直

 入っていたと聞いてびっくりしました。  思いました。  な感想は、じめじめした所だと思いました。

 壕のなかはぐにゃぐにゃになっていて、 たまがとどかな  この前は２０号壕でのガイドありがとうございました。  中心部まで行くと、大きい広場に出た時、寒いと感じま

 いように作られている事が、はじめて分かりました。  勉強になりました。平和がイチバンだと思った。  した､こんな所で死んでいった兵隊達の事を思うと残念

 これから、いかせるようにしていきたいです。 　　　　　　　　　　　　　　　　２年　　　三好　さん  でなりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　１年　　　糸数　さん 　　　　　　　　　　　　　　　３年　　　　村上　さん

 長そうでした。しかもせまかったデｽ。暗くて・・・・・・・

 南風原壕の中はとってもくらかったです。 こんな所に人  なんかふんいきが怖くて、最後までいくコトができなか  ２０号壕を見学して、初めて思ったのは、あんなせまい

 が入っていたなんて信じられません。  ったケド、大変だったというコトはわかりました。  中に何人もの人々が苦しんでいたという事でした。

 私だったら、たぶん泣いていると思います。戦争の時だ  あと、お話の中で、牛乳に薬（毒）を入れてまだ生きて  見学をして、壕の中で苦しんでいた人々の気持ちが

 ったのでとてもきつく、つらかったと思います。  いる人達を殺したという話は、本当にびっくりしたとい  少し分かりました。

 『すごい』 という言葉しか思いつきません。  うかいらいらしました。  戦争は二度とくり返しては、いけないと思いました。

 また､この経験を生かしていけたらいいな､と思いました。  今回の体験は色々なコトを知らされました。 沖縄戦は 　　　　　　　　　　　　　　　３年　　　　中島　さん

　　　　　　　　　　　　　　　　１年　　　内間　さん  怖いし、 戦争は一生してはいけないものだと思いまし

 た。　今、平和でよかったです。  南風原壕群２０号壕では、 五つの器官を通して目で見

 最初､入った時はとてもあつくて苦しかったです。 また、 　　　　　　　　　　　　　　　２年　　　　村山　さん  て、肌で感じて、すごく狭い所だと思いました。

 その先に行くと、すずしかったです。でも､戦争のときは  壕の中で、あんな小さく細長い場所で､人が生きていた

 もっとあつかったと思うとかわいそうだなぁと思いました｡  僕は２０号壕に入って、色々なことを学ばせてもらいま  なんて信じられません。

 私なら、絶対たえきれないと思います。せまい苦しい中  した。事前学習で沖縄戦のことを色々と学びましたが、 また、重傷で身動きがとれない状態の人達が、ミルクに

 で戦争中は、がんばっていたので、すごいなぁと思いま  実際に行ってみるということで、 また、 色々なことを知  毒を入れられて死んでいったなんて、 とても悔しくて痛

 した。  れました。  戦争は二度とおこしてはいけないと思いま  々しいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　１年　　　内間　さん  す。　今回は僕達のため、色々と教えてくださって、  これから、私達にできることを探して、戦争反対の気持

 ありがとうございます。  ち平和の大切さなどを伝えていきたいです。

 私は壕の中に入っていろいろな事を学びました。壕は、 　　　　　　　　　　　　　　　２年　　　　大泉　さん  私にできることは､詩を書いて､その言葉を歌うことです。

 Ｓ字形になっていて、米軍が先まで見えないようにした  これくらいしかないのですが、頑張っていきたいです。

 り、水はけをよくするためにくだり坂になっていて、昔の  僕たちに色々と教えてくださって有難うございました｡ 　　　　　　　　　　　　　　　３年　　　　上原　さん

 人はアイディアがいいなと思いました。  僕は戦争は体験したことはないけど、話しを聞いて、

 色々な事を教えてくださって、ありがとうございました。  とてもこわいなと、思いました。もし僕が戦争中にいた  南城市立久高小中学校

　　　　　　　　　　　　　　　　１年　　　平山　さん  なら絶対最後まであきらめないで生きたいと思ったは 　中学校がある久高島は、昔から｢神の島｣として知られ

 ずです。もう絶対戦争はあってほしくないと思います。 　南城市唯一の離島で、知念岬の東方6kmの海上に浮

 ２０号にはいって、めっちゃくらかったです。 ゆうれいを 　　　　　　　　　　　　　　　２年　　　　福治　さん 　かぶ細長い島です。

 見ると思いました。 なにもさわれなかったからざんねん 　児童生徒数は、小学校25名（複式３学級）、中学校は

 でしたが、２０号は外よりすずしかったです。  ぼくは、南風原ごうを見学して、戦争のつらさや、こわ 　２１名の小中併置校。

 ２０号は 思ったよりみじかかったです。  さを改めてしりました。 　久高島には、｢久高島留学センター｣があり、生徒の７

 もっとはいりたかったです。  もう、二度と同じことをしたくないので、これから平和を 　割は県外の子どもたちです。

 らい年は糸数壕に行きたいです。  大切にしていく事を大切にしたいです。 　　　　　　　　2008.7.13　生徒達が平

　　　　　　　　　　　　　　　　１年　　　フォート　さん 　　　　　　　　　　　　　　　３年　　　　上原　さん 　　　　　　　　和の願いを込めて折鶴

　　　　　　　　で製作をした作品。

 私は、南風原壕群２０号壕を見学して、色々な事を学  案内の人はとても親切で、分かりやすかったです。 　　　　　　　　慰霊祈和の塔の前で平

 びました。　まず、たくさんの人達が命をおとした事。  壕の中から発見されたものはリアルで心が重くなりま 　　　　　　　　和集会を行いました。

 ２０号壕はカーブになっていてなぜかというと、アメリカ  した!!　幅がせまく長い壕は初めて入って酸素のうす

　　沢山のご意見をいただき有難うございました。今回は特集を組みましたので、他のご意見は来月掲載いたします。
　　ご意見を参考にさせていただき、今後もガイドに励んで行きますので宜しくお願いいたします。　(編集者)
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