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Leprosy, a disease once feared for its disfiguring effects, is completely curable today with 
modern drug therapy. Over 16 million people have been treated worldwide.
 
Early diagnosis and prompt treatment help prevent physical impairment.

Yet mistaken beliefs about the disease persist, perpetuating social and economic discrimination. 

In different parts of the world, people affected by leprosy and their family members can find 
themselves: 
・deprived of opportunities for education, employment, and marriage. 
・marginalized or rejected by society.
・stigmatized by outdated laws and practices based on discredited assumptions. 

We, the Inter-Parliamentary Union, firmly believe that solutions to the challenges facing persons 
affected by leprosy must be firmly embedded in human rights, as a key component of 
democracy and development. 

We condemn all forms of discrimination on the grounds that a person has or once had leprosy.

We recognize and support the 2010 United Nations General Assembly Resolution on the 
Elimination of Discrimination against Persons Affected by Leprosy and Their Family Members, 
and are committed to contributing to the implementation of its accompanying principles and 
guidelines. 

We urge all Parliaments to promote and enforce non-discriminatory laws and policies to end 
stigma and discrimination against persons affected by leprosy, and to ensure that: 
・Persons affected by leprosy and their family members are treated at all times with dignity and 
respect;
・Persons affected by leprosy and their family members are fully represented and involved in 
political discussions and decisions which affect them, and that they benefit from the full 
enjoyment of their human rights;
・We help create a society in which every individual is free and equal in dignity and human 
rights. 

ハンセン病はかつて、身体に変形が生じることにより恐れられていましたが、現代では薬物療法により、
完治する病気となりました。これまでに、世界中で 1600 万人以上の患者が治療を受けています。

早期診断、早期治療は身体の障害の発生を防ぐことにつながります。

しかし、病気に対する誤った認識が今なお残っており、社会的、経済的な差別が続いています。

世界各地において、多くのハンセン病患者や回復者、その家族はさまざまな問題に直面しています。例えば、

・ 教育や就職、結婚の機会を奪われる。

・ 社会の一員として受け入れられず、不当な扱いを受ける。

・ 事実に基づかない認識による時代遅れの法や慣習によって、社会的烙印を押される。

私たち列国議会同盟は、民主主義や開発の重要な構成要素である人権という概念が、ハンセン病患者や回復者を
取り巻く問題の解決策と結びついていなければならないと固く信じています。

私たちは、ハンセン病患者あるいは回復者であることによって起こる、あらゆる差別に反対します。

私たちは、2010 年に国連総会で採択された、ハンセン病患者や回復者、その家族に対する差別撤廃決議を支持し、
これに付随する原則とガイドラインの履行に力を尽くすことを約束します。

私たちはすべての議会に対し、ハンセン病の患者、回復者とその家族に対するスティグマと差別をなくすための
非差別的な法律と政策の制定と施行を働きかけ、次のことを保証するよう求めます。

・ ハンセン病に苦しむ人々やその家族はいかなる時も尊厳と尊敬を持って扱われること。

・ ハンセン病患者や回復者、その家族は、自身に関わる政治的な議論や決定に参画する権利を有し、
  その人権を十分に享受すること。

・ すべての人が自由であり、かつ尊厳と人権について平等である社会作りを促進すること。
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