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江草安彦先生は昭和 年、川 祐宣先生のもとで
総合医療福祉施設「旭川荘」の設立に参画し、昭和
年には中四国で最初の重症心身障害児施設「旭川

児童院」を開設するなど、乳幼児から高齢者まで幅広い
施設の建設と運営に、先頭に立って努力してこられました。
川 先生から受け継いだ「敬天愛人」人間尊重の

理念のもと、医療と福祉が融合した支援に率先垂範して
取り組まれました。
医療福祉に携わる人材育成にも邁進し、日本で初めて

「医療福祉」の名を冠した川崎医療福祉大学の初代
学長を務め、学校法人旭川荘も開設されました。また
中央児童福祉審議会の委員長を務めるなど、我が国の
医療福祉をリードする存在でもありました。
満面の笑顔、やさしくていたずらっぽい眼差し、厳しくも

温かい言葉の数 に々、多くの人々が救われ、励まされ、
学ばせていただきました。
ノーマライゼーション理念の普及に加え、上海市栄誉
市民の称号を授与された中国をはじめ、韓国やタイ国
ほかアジア諸国との国際交流など、医療福祉の世界で

新たな地平を切り開いてきたその生涯は、我が国の医療
福祉分野の誇りでもあります。
江草先生は、去る 月 日に心臓の手術を受ける決
断をされました。ご本人は、元気になって少なくともあと
､年は、障害者の文化・芸術活動など新しい課題に
チャレンジしようと考えておられました。
ところが 月 日午前 時 分、この世を去られました。
このような事態を予想だにしていなかった私どもは、
今後について十分伺うことなく逝かれたことが残念で
なりません。
しかし、亡くなる直前に江草先生が監修された書籍

「果てしなく続く医療福祉の道」の印刷が完了していました。

古い言葉に「鳥の将に死なんとする、其の鳴くや哀し
まさ そ かな

人の将に死なんとする、其の言や善し」があります。
まさ そ げん よ

残された私どもは、この本に込められた先生の言葉や
思いを、先生のありし日のお姿を偲びつつ拳々服膺し、

けんけんふくよう

日々精励して参る所存です。

江草安彦先生を偲んで 理事長 末光 茂

発行／社会福祉法人 旭川荘
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「江草先生 お別れの会」
多くの方々が参列

「江草安彦先生 お別れの会」が、月 日に岡山プラザホテルで開催されました。
会場には国内外から約 , 人が参列し先生との別れを惜しみました。

お別れの会は、江草先生が代表を務めた社会福祉法人・学校法人旭川荘、学校法人川崎学園
川崎医療福祉大学、社会福祉法人みその・みその児童福祉会、社会福祉法人敬業会、株式会社
トモニー･ネットワークが主催。ホテル 階のメイン会場と 階のサブ会場に祭壇が設けられ、献花が行われ
ました。祭壇には江草先生の写真が置かれ、先生が拝受した瑞宝重光章や従四位も飾られました。
全員で黙とうの後、主催団体を代表して末光茂理事長があいさつ。江草先生の様 な々場面の写真が

スライドで映される中、各界を代表する参列者がお別れの言葉を述べました。要旨は次のとおりです。

お別れの言葉を述べる
村木事務次官

岡山プラザホテルで開催された「江草安彦先生お別れの会」の会場

岡山県
伊原木隆太知事

先生の人生は岡山県の保健福祉の歴史そのもの
であり、日本にとってもかけがえのない人。弱者への
慈しみを常に持っておられた。知事に就任する
前も就任後も、大所高所から医療福祉の課題と
今後の方向性、福祉の心を教えてくださった。その
心を今後も県民に伝えていきたい。

厚生労働省
村木厚子事務次官

重症心身障害分野における功績は計り知れず、
長く第一人者であり続けた。医療と福祉の連携にも
早い時期から取り組み、政策立案をリードしてきた。
個人的にも遠距離介護の相談に乗ってくださった。
先生に報いるためにも、お世話になった職員一同
さらなる福祉の充実に努めたい。

「グラチア音楽賞」受賞・受賞予定の吉田誠氏（クラリネット）、
佐野隆哉氏（ピアノ）、竹山愛氏（フルート）の演奏が捧げられた 中国駐大阪総領事館

孫忠宝副総領事
年にわたり上海のみならず中国全土の社会

福祉に積極的に協力してくださった。上海市と
江西省で介護人材を養成し、日本の障害者雇用の
方法も広めてくださった。先生への思いは末長く
続いていく。上海市と旭川荘の協力関係を引き続き
推進していきたい。
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つづいて安部晋三内閣総理大臣の「障害児に光を当て、
岡山そして日本の医療福祉に大きく貢献された。上海市
栄誉市民にもなられた。先見性とリーダーシップ、そして
笑顔に多くの人が感銘を受けた」との弔電をはじめ、元
上海市民政局長の馬伊里氏など多くの方々からの弔電が
紹介され、奉呈されました。
その後学校法人旭川荘の仁木壯副理事長が謝辞を述べ、
ご長男の江草明彦氏も「父は『 世紀は障害者が平穏に
生活するだけでなく、芸術や音楽に触れられる環境が大切。
あと 年か 年はやるぞ』と言っていた。天国から色々な
アイデアを提供するのではないか」と挨拶しました。

最後に参列者による献花が行われ、村木事務次官らに
続いて、学校法人川崎学園の川 明 名誉理事長、
聖心の布教姉妹会の後藤澄子総長、日本重症心身福祉
協会の岡田喜篤理事長ほか、地元国会議員、財界・ロー
タリークラブ、報道機関、厚生労働省、福祉団体、大学・
教育機関、県議会や関係市町長、中国･韓国･タイの
関係者、そのほか主催団体の役職員や一般市民の方 が々、
一人ひとり白いバラの花を手向けました。参列者には、
先生の最後の書「果てしなく続く医療福祉の道」が配布
されました（ 面に紹介）。
多くの方 に々お越しいただき、心から御礼申し上げます。

参列者による献花

写真コーナーには幼少期から最近までの約50枚の写真が展示された

黒住教
黒住宗晴教主

年前に中四国をともに走り回り、重症心身
障害児施設の設立に奮闘したことが昨日のことの
ように思い出される。施設の必要性を熱く語り、
そして施設ができてからも、先生は笑顔の奥で
自分の非力さを嘆いておられた。走り貫かれた一生
だった。お見事な人生だった。

ノートルダム清心学園
渡辺和子理事長

いつも適切で温かいアドバイスをくださった。
「この世に一人でも不幸な人がいる限り医者の
仕事は終わらない」という先生の言葉は、私が
お仕えしたマザーテレサの「世界に一人でも見捨て
られた人がいる限り修道院の仕事は続く」という
言葉に通じる。無私の愛の人だった。

川崎医療福祉大学
椿原彰夫学長

月の理事会で 歳まで現役教員でいると
約束されたのに、果たされなかった。若輩者にも
偉ぶらず、話を聞いた上で多くの見識をくださった。
川 祐宣先生とは一心同体で、立ち止まることは
後退の始まりという川 先生の言葉は、江草先生の
信念でもあった。偉大な存在だった。

全国重症心身障害児(者)を守る会
北浦雅子会長

重症心身障害児者の福祉に原点があるとの
思いで深い愛をそそぎ、その医療福祉をけん引し、
親に寄り添い、緊密な関係を築き、共に闘ってくだ
さった。難関も多かったが、車の両輪となって乗り
越えてくださったことに感謝している。
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略歴
大正 年 岡山県笠岡町（現・笠岡市）に生まれる
昭和 年 岡山医科大学附属医学専門部

（現・岡山大学医学部）卒業 医学博士
昭和 年 岡山大学医学部小児科学教室勤務
昭和 年 総合医療福祉施設旭川荘の創設に参画
昭和 年 社会福祉法人 旭川荘 理事長
昭和 年 重度障害者雇用事業所

（有）トモニーを設立
平成 年 川崎医療福祉大学 学長
平成 年 社会福祉法人 旭川荘 名誉理事長

（現在に至る）
平成 年 学校法人 旭川荘 理事長

（現在に至る）
平成 年 月 日逝去（満 歳）

主な表彰歴
昭和 年 藍綬褒章受章
平成 年 三木記念賞受賞
平成 年 中国・上海市栄誉市民称号を受ける
平成 年 日本医師会最高優功章受章
平成 年 保健文化賞受賞
平成 年 瑞宝重光章受章
平成 年 従四位拝受

主な公職歴
社団法人日本介護福祉士養成施設協会会長（歴任）
社団法人 日本重症児福祉協会理事長（歴任）
岡山県保健福祉学会会長（歴任）
岡山県社会福祉審議会委員長（歴任）
中央児童福祉審議会委員長（歴任）
中央社会福祉審議会委員（歴任）
環境福祉学会会長



主な著書
ノーマリゼーションへの道（全社協）
医療福祉への道（山陽新聞社）
重い障害児と生きる（ぶどう社）
高齢化時代の医療福祉（山陽新聞社）
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謹んで深く哀悼の意を表します。
多くの方から頼られ、慕われ、尊敬された江草先生は、

多彩な面をお持ちでした。障害児らの医療と福祉の一体
化を生涯推進され、さらに高齢者問題、教育にも力を
注がれた、非常に優れた実務家であられました。「人づくり」
にも熱心で、教育を語られる先生の目は輝いていました。
全国的な役職も多く務め、海外でも活躍されました。
上海市で、看護と介護は異なると原理原則から熱心に
教えられていたお姿は忘れられません。

戦後日本で障害児のために立ち上がり、いつも笑顔を
絶やさぬ先生の根底には、キリスト教への信仰もありま
した。先生が旭川荘に設けられた「ゆずり葉の森」。若葉が
出ると古い葉が譲るように落葉して交代する「ゆずり葉」に、
純粋な親子の姿、先生の教えを感じます。
偉大なる指導者を失ったことは痛恨の極みであります。

ありがとうございました。どうかはるか空の上から私たちを
お守りください。

私が社会部記者だった 年、 歳の時です。翌年の
国際障害者年に合わせ、長期連載記事「あすの障害者
福祉」の取材で、江草さんとご一緒にデンマークを訪れま
した。ノーマライゼーションの提唱者バンク・ミケルセンに
インタビューをし、紙面で紹介することができました。

年後の 年。山陽新聞社会事業団の理事長として、

再び江草さんとともにデンマークを訪れ、バンク・ミケルセン
記念財団と連携協力協定を結ぶことができました。
石井十次、留岡幸助らを輩出した「福祉県」岡山で、
江草さんは正統な継承者でした。信仰に裏打ちされた
他者への奉仕精神を貫かれた。業績の大きさ、幅広さ、
先見性に深く敬服し、感謝の思いでいっぱいです。

旭川荘理事
（山陽新聞社代表取締役会長） 越宗 孝昌

江草先生が 月 日に逝去される直前に監修され旭川荘に
届けられた書籍「果てしなく続く医療福祉の道 川 祐宣の思想に
学ぶ」（発行 日本医療企画）。
「医師は職業ではなく、生き方である」「現状維持は退歩である」
など、江草先生が「生涯の師」と慕われた川 祐宣先生の言動が、
以上のエピソードで紹介されています。その中には江草先生の

言葉も随所に紹介され、川 先生とともに江草先生のお考えも
読み解くことができる内容となっています。
江草先生は「本書はとりわけ、若い医師や医学生、福祉に携わる
若い職員に読んでいただきたい」としています。そして「あとがき」の
中で、次のように述べています。
「現在の状況が旭川荘のたどり着くべき終着点だとはまったく
考えていない。『道、終わりなし』である」
「私が旭川荘をやっているのも、「川 イズム」の実践にほかなら
ない。いい世の中をつくるために、その手段として旭川荘をやって
いるのであって、旭川荘の発展のためではないのだ」

江草先生
最後のメッセージ

旭川荘友の会 会長 旭川荘理事
（丸新運輸株式会社代表取締役会長） 延原 正

追悼メッセー
ジ

「果てしなく続く医療福祉の道」（A5版208ページ）
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江草安彦名誉理事長が帰天されて カ月になる。誠に
哀惜の念に堪えない。亡くなる 週間前に病院の集中
治療室に見舞うと、これから執筆する予定の著書の内容に
ついて話された。そのような状況にあっても新たな構想が
湧き上がってくる様子に驚かされた。先生にとって医療
福祉は生き方そのものであるのだから、その道は果てし
なく続き、終わることはなかったのだろう。ふり返ると、
先生は人 に々全てを惜しみなく与える方であった。困難な

問題に直面して相談に伺うと、いつも知恵と勇気を与えら
れた。「一生を終えて後に残るのは、われわれが集めた
ものでなくて、われわれが与えたものである」という言葉が
あるが、医療・福祉・介護・教育のみならず幅広い領域で
私たちに残されたものの大きさに圧倒される。いま、私たち
には先生の思い、願い、祈りを伝え、実践し、発展させる
ことが求められている。

旭川荘常務理事 菅原 英次

江草先生がお仕事を進められる上で、私に役に立てる
ことがあればしたいという思いで仕事をさせていただいて
きました。先生から多くのことを教えていただきました。
私に先生の教えを吸収する能力があれば､折 に々大学院の
講義を受けているようなものでしたから、今よりましな人間
になっていたと思います。
先生は百科事典のような方だなあといつも思っていま

した。博学であらゆる分野のことを専門家以上に詳しく、

人間愛に満ちた厳しいけれど温かい人柄の方で、医師で
あり、医療福祉の父であり、弁護士であり､思想家であり、
文学者であり、政治家でもあったと思います。私が長年
先生の近くで仕事ができたのは､その先生が私を信頼して
くださっていたからです。その信頼に応えようという思いも
いつも根底にありました。先生への感謝の言葉は表しきれ
ません。
先生安らかにお休みください。

旭川荘理事 板野 美佐子

江草先生が、各種の中央審議会の会長等をなさって
おられた平成10年に、障害福祉を担当する課で初めて
先生とご縁をいただきました。会長として見事なさばきで
事務局は大いに助けられました。先生は福祉サービスの
充実のみならず国家資格の障害に係る欠格条項の撤廃、
自閉症等の発達障害に係る支援や教育の推進にも尽力
され、国の政策・制度の歯車を大きく回して下さいました。
旭川荘では、まず先生のご指導のもと療育アカデミーの

設立運営に関わらせていただいたことが印象深い思い出
です。先生が初代会長を務められた環境福祉学会では
岡山大会等のお手伝いをさせていただきましたが、福祉
と環境の融合を説かれた先生は自ら旭川荘の緑豊かな
環境を創られました。先生が残して下さった「よいもの」
「美しいもの」をしっかりと受け継ぎ、更に育て発展させて
いくことが先生へのご恩に報いる道だと信じます。先生
どうか天国でお見守りください。

旭川荘副理事長 仁木 壯

江草先生のご冥福を心よりお祈りいたします。
先生は、昭和 年児童院開設当初の初代院長で

いらっしゃり、語りつくせないほどの思い出がございます。
私たち親にとりましては何かにつけ心配してくださり指導して
くださいました。何時も笑顔で「子どもたちのためには親が
元気でいつまでも見守っていかなければいけないよ」と、
おっしゃっておられました。また施設と保護者は子どもを

真ん中に車の両輪でないと子どもたちは守れないとも話して
おられました。私たち重症心身障害児（者）を守る会の
活動には大変理解をしてくださり数限りないご指導をして
いただきました。岡山で平成 年全国大会をした時には
大変喜んでくださいました。今も半世紀に渡りご指導いた
だいたことが走馬灯のようによみがえってまいります。
先生ありがとうございました。

岡山県重症心身障害児（者）を守る会会長 佐藤 恵美子



8

江草先生には、昭和 年（ 年）に旭川児童院に
就職してから今日までの 年間、多方面にわたり指導して
いただきました。ありがとうございました。
教わった事項は次のとおり、枚挙にいとまがありません。
）直接的支援者として…重い障害の人のいのちを支え、

くらしを具体的に支えることが大切であること（衣食住と
健康、活動の支援）。 ）未知のことの探究者として…重い

障害の人の感覚（聴覚、視覚、味覚）と運動を探ること。
江草先生と一緒にアメリカの研究者の研究室を訪ねて
行ったこと。好奇心をもって未知のことを調べ、研究し、
具体的実践として生かすこと。 ）人材の育成にかかわる
こと…旭川荘医療福祉研究所（当時）、川崎医療福祉
大学、などを通しての人材育成に尽力すること。

旭川荘顧問 山村 健

ゆり病棟からさつき病棟へ異動になった年、利用者の
方が次 と々お亡くなりになりました。当時の院長であった
江草先生が、憔悴しきっていた私に、ご自分の体験談を
お話しになり、励まして下さいました。
江草先生が大学病院勤務の時、白血病の子どもさんが
最期の時を迎えられる前、思い余って恩師の浜本教授に
お電話されたそうです。浜本先生は「江草君、君はすべ
ての手は打っている、それ以上に出来ることは、側にいて

あげることです」と、言われたそうです。江草先生は子ども
さんに寄り添っておられたそうです。子どもさんは、安 の
表情で「月の砂漠」を歌いながら息を引き取ったそうです。
「人にはどんなに尽くしても救えない命がある」そして「あら
ゆる手を尽くした後は、利用者さんに寄り添うことが一番
である」ことを学び、今日までそれを心がけています。
このことは、江草先生から教わった大切なことの一つです。

旭川荘児童院 顧問 義村 禮子

元上海市民政局長の馬伊里さんをはじめ、栄誉市民であった江草先生
を慕う上海市の有志の方々約50人が、出国手続の都合から岡山での
「お別れの会」に出席がかなわず、現地で3月29日に追悼集会を開催。
その様子を追悼誌とDVDに収め、「お別れの会」に届けてくださいました。
追悼誌には、花とろうそくで飾られた遺影を前に、江草先生を偲び語り
合った追悼集会の様子のほか、元上海市副市長の張学兵さんらの追悼
文集も掲載。江草先生と上海市との交流の歴史も写真集としてまとめ
られ、100ページ以上の大作となっています。
このほか、江西省でも追悼集会が開かれました。

上海市でも江草先生を追悼

江草名誉理事長の訃報に接し、驚きと共に絶句致し
ました。想えば2月1日の「旭川荘療育・医療センター」
開所式のご挨拶が最後のお姿でした。「センター」開設は
先生の永年の夢でもありました。昭和32年総合医療福祉
施設旭川荘創立に参加。心身障害児から高齢者まで、
幅広く施設運営にあたり、医療福祉の充実、向上に全力を
傾けてこられました。更に人材育成、国際交流等 に々多くの
功績を残されました。

旭川荘60年の歴史が如実に物語っています。先生の
医療福祉に対する情熱と実践は「いまやらねばいつできる、
わしがやらねば…」という平 田中先生の名句を思い
出させます。
先生の燃えるような「使命感」を折にふれ、感じさせる

ものがありました。夢半ばにして倒れられたことは極めて
残念です。
謹んでご冥福をお祈りいたします。

旭川荘 監事 柴田 武男

上海市で作成された追悼誌とDVD


