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基本合意 10 周年記念事業【YouTube 配信も！】 

10年前、2011年 6月 28日、国と全国 B型肝炎訴訟原告団・弁護団が基本合意を締結しました。 

今年は基本合意締結から 10周年となりました。基本合意締結時の原告数は 727名。原告数は、この 10

年で、32,525名（2021年 4月 21日現在）と約 45倍となりました。基本合意を根拠に提訴されている皆さん

は、この基本合意に基づき和解による解決ができています。基本合意に至るまで約 20 年に及ぶ裁判を闘

い、同じ B型肝炎患者の原告たちが闘病しながら、街宣、座り込み等を行って国へ訴え続けてくれました。 

このようにして締結に至った基本合意。このたび、基本合意10周年集会がＷＥＢ開催されました。この集

会で配信された動画など関連動画が YouTubeでも配信されています。ぜひ、ご覧ください！ 

You Tubeで「Ｂ型肝炎 基本合意 10周年」と検索していただくと関連動画が見つかります！  

 

オレンジ通信でも様々な取り組みをご紹介しています。仲間と一緒に、今後も、様々な取り組みを行って

いきたいです。一緒に活動してみませんか？ぜひ、お気軽に担当弁護士までお声かけください！ 

【北陸原告団共同代表 川上ゆきえ】 

参加原告の感想 

10 年前、一緒に活動した当時の懐かしい顔を見て、今、どうしているのだろうか、元気で

いるだろうか。と思いを馳せると涙が出ました。当時は国との基本合意を目指していまし

たが、今は新たな目標を目指しています。全国原告団代表以下、各支部の代表の方も

代替わりしました。今後も皆さんの力を合わせて頑張ってください。 

【北陸原告団前代表 岡村浩一】 

 

オンラインミーティングで全国の皆さんの活動の様子を拝見し、当初の頃のご苦労などを少しは知る１人と

して、情報発信力の向上や世間の肝炎への理解度の向上、原告者数の増加といった活動の成果を知り、

隔世の感を強くしました。お世話になった先生方に感謝するとともに今後とも皆様のご健康とご活躍を祈念

いたします。【石川県 原告】 

 

http://Bkan-hokuriku.info/ 



全国 B 型肝炎訴訟北陸原告団・弁護団ニュース第 23 号 コロナ禍の最前線で働く方へ感謝！一人一人の感染予防が恩返し！ -2- 

 

金沢市教育長に中学生向け副読本活用をお願いしました！ 

私たちは、集団予防接種における注射器等の連続使用によって、

B型肝炎ウイルスに感染してしまい、命や健康への被害はもちろんの

こと、偏見・差別、経済的な負担など、たくさんの被害を受け、この苦し

みは今もなお続いています。このような被害を皆さんに知ってもらい、

二度とこのような被害を起こして欲しくない、偏見や差別のない社会を

作るために活かして欲しい、と考えています。 

そのための活動の一環として、厚生労働省と共に作成した中学 3年

生向け副読本「B型肝炎 いのちの教育」が、本年度、教師の皆さん

へ配布されました。ぜひ生徒の皆さんにも読んでいただきたく、本年 

１１月１７日、金沢市教育委員会へお願いに行って参りました。 

今回は、野口弘教育長(中核市教育長会会長)と面談させていただ

くことができ、教育長に直接、副読本を手渡し、お話しさせていただく 

ことができました。 

 野口教育長にＢ型肝炎のことをご存知か尋ねると、野口教育長も集

団予防接種のことを覚えていらっしゃり、また、小学校校長時代に、Ｂ

型肝炎訴訟のために卒業証明書を発行したこともあるとのことで、この

問題に関心を持っていただけているようでした。 

 また、野口教育長は、新型コロナウイルス感染症での誹謗中傷、差

別偏見が問題となっている状況もあり、感染症への正しい知識・理解

を広めることはとても大切だと話してくださいました。 

 引き続き、北陸の各市町村の教育委員会を訪問するなどして、副読

本の活用をお願いしていきたいと考えています。 

             【北陸原告団共同代表川上ゆきえ、袋井隆光】 

 

 

 

 

 

 

全国Ｂ型肝炎訴訟北陸原告団弁護団・ＬＩＮＥ公式アカウントを開設！ 

  原告の皆さまにＬＩＮＥを使って、原告団交流会の開催案内など原告団活動等に関する 

情報を提供する取組みを始めます！詳しくは、同封の案内文をご覧下さい！ 

右の登録用ＱＲコードを読み込んでいただいてご登録いただき、ＬＩＮＥの  

「トーク」画面から、「Ｂ肝北陸原告団弁護団」をタップし、お名前、お住まい  

の県名を入力し、送信してください。 

 

 

野口教育長(左)と袋井共同代表 

中学生向け副読本 
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金沢医療技術専門学校の学生から患者講義の感想をいただきました 

とても勉強になるご講演をありがとうございます。 

なぜ、B 型肝炎が広まった原因が集団予防接種に

よる回し打ちだと知り驚きました。 

集団予防接種の動画を見て、今では絶対にない事

なので動画を見れて勉強になりました。 

また、肝硬変や肝がんの原因がほとんどウイルスに

よる病気と知り、アルコールが原因というイメージが変

わりました。私のようにアルコールと思っている人が多

いを思うので、もっと理解が深まれば患者さんも自分

の病気を公表しやすいと思いました。 

B 型肝炎患者である川上さんのお話を実際に聴いて、自分が思っているよりも日常生活に B 型肝炎患

者であることが影響していると思いました。また、感染症である事や周りにうつしてしまう可能性があることに

ついて患者さんの立場になり、考えたいと思いました。 

私は今、歯科衛生士になるために勉強をしています。患者さんや周りの人のためにも、自分が正しい知

識を持ち正しい判断を行いたいです。そのためにも今正しい知識が身につけられるように勉強したいと思

いました。 

今、勉強していることが、とても現場においてすごく繋がるこ

とだと実感しました。川上さんからのもう一つの御願いにあった

「目を見て語って下さい。」 

私はあまり得意ではありませんが、それが患者さんの不安を

少しでも取り除く切っ掛けであれば、これから意識していきたい

です。これから医療現場にたずさわる者として、正しい知識を

持ち歯科衛生士として、その知識を自信持って提供したいで

す。 

とても勉強になるご講演ありがとうございました。 

【金沢医療技術専門学校・歯科衛生学科 2年】 

 

 

 

■B 型肝炎訴訟の提訴者数・和解者数 

 （2022（令和 4）年 1 月 17 日現在） 

【全国】提訴者数 33790 人 

（被害者数 30738 人） 

和解者数 29515 人 

(被害者数 26417 人) 

【北陸】提訴者数 905 人 

(被害者数 812 人) 

和解者数 739 人 

(被害者数 644 人) 

我らの！弁護団員のご紹介 

弁護士 石井
い し い

 翔
しょう

大
た

 石井翔大法律事務所(石川県) 
 

北陸弁護団での役割は？･･･ 患者講義関係をよく取り扱ってます！ 

好きな食べ物は？･･･焼肉、寿司、ラーメン。世の中の美味しいもの全て 

趣味は？･･･魚を釣って、さばいて、調理して、食べる（食べさせる）こと 

今までで 1番嬉しかったことは？･･司法試験の合格と弁護士バッジを手中に入れた時 

一目惚れをしたことは？･･たくさんあります。すぐ人に惚れます。 

弁護士になろうと思った理由は？･･･社会にある笑顔の数を増やすため 

最後に一言･･･原告弁護士関係なく、一緒に、できるだけ楽しく頑張りましょう！ 

NO.15 
我らの弁護団員のご紹介をいたします。 

弁護士の意外な一面を知ってより一層親しみ 

をもっていただければと思います。 
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今後の主なスケジュール 

【 裁判期日 】  

 

※いずれの裁判所についても、現在、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のために、傍聴者の人数が制限

されるなどの措置が取られており、今後、期日が取

り消されることもあり得ます。 

そのため、傍聴を希望される場合には、事前に担当

弁護士など弁護団にご連絡をお願いいたします。 

 

金沢地裁 

日 時：次回 2 月 25 日(金)午後 1 時半～   

次々回 5 月 27 日(金)午後 1 時半～ 

場 所：金沢地方裁判所 202 号法廷 

 

富山地裁 

日 時：次回 3 月 23 日(水)午後 1 時半～ 

次々回 6 月 27 日(月)午後 1 時半～ 

場 所：富山地方裁判所 2 号法廷 

 

 

【連載企画】各地原告団代表の紹介 

北陸原告団共同代表 川上ゆきえ 

①病態：慢性肝炎 

②ご当地のお勧め：治部煮（父が元

旦に作ってくれます。） 

③趣味：オンラインゲーム 1 年目

（DBDで人助けが趣味）    

④一目惚れしたことは？：一目惚れ

だけ♪失敗するけど… 

⑤Ｂ肝活動へ一言：笑顔で活動続けたい！ 

⑥北陸原告へ一言：仲間になってください！ 

 

北陸原告団共同代表 袋井隆光 

①病態：軽度肝硬変（代償性肝硬変） 

②ご当地のお勧め：温泉と海の幸 

③趣味：カメラ 

④一目惚れしたこと：パグ（以前飼

っていたワンちゃん）、つぶらな瞳に

一目ぼれでした。 

⑤Ｂ肝活動へ一言：もう、私たちのような被害をださな

いために頑張ります！ 

⑥北陸原告へ一言：患者のみなさんが、何の不安もな

く暮らせるように頑張りましょう！ 

 

編集後記 

 

1445ｇで産れた娘が 20

歳を迎えました。1 ヶ月

毎日母乳を絞り、バスで

ＮＩＣＵにいる娘に会

いに行っていた頃を思

い出し、改めて一日一日

大切に生きる事に努め

たいです。【川上】 

昨年末転んで足首を

骨折してしまいまし

た。健康であることの

ありがたさを身をも

って体験しています。

只今絶賛リハビリ中、

春までには普通に歩

けるようにしたいで

す。【藤田】 

今号から、原告団代表

の「横顔」をご紹介す

る企画を開始。早速、

代表の意外な横顔を

知ることができまし

たね（笑）良い企画だ

と改めて実感。【西山】 

 コロナ感染が急に

拡大してきたのでま

た外出を控えていま

す。そこでネットフリ

ックスに加入しまし

た。おもしろいコンテ

ンツがたくさんあっ

て便利だけど、町のレ

ンタル屋は大変だろ

うなあ。【村上】 

2 年間にわたりテレビ会議

で準備を進めたイベントの

終了後、反省会では直接顔

を合わせる会議の重要性を

訴える意見がちらほら。コ

ロナ禍の様式と従来の様

式、良いところ取りの新し

い様式を模索する一年とな

るでしょうか。【中澤】 


