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「ウイルス性肝炎患者さんに役立つ制度」リーフレットを改訂します！ 

北陸原告団・弁護団では、ウイルス性肝炎患者のみなさま

を支えるための様々な制度を 1 冊にまとめた「肝炎患者支援

ハンドブック」（2020 年版）を作成・配布しています。「肝炎患

者 1人に1冊」を合い言葉に、専門医療機関や保健所等でも

配布しておりますが、まだお手元にない方は、ぜひ、担当弁

護士にお問い合わせください。 

ハンドブックは、みなさまから大変好評をいただいているの

ですが、様々な制度を網羅的かつ詳細に記載していることか

ら、医師が診療の際に患者さんに手渡したりするにはやや大

きすぎるなどの難点がありました。そこで、北陸原告団・弁護

団では、手軽に手渡したり、手に取ってもらうことができるよう

に小型で薄いリーフレットも作成・配布しています。リーフレッ

トのタイトルは、「ウイルス性肝炎患者さんに役立つ制度」。 

初版のリーフレットは 2019 年に作成・配布していたのですが、その後の制度改正等を踏まえ、2022 年版

リーフレットの作成を開始しています。今年の 5 月末ころには、専門医療機関や保健所等への配布を開始

できるよう、現在、原告のみなさまのご意見もうかがいながら作業を進めているところです。 

2022 年版は、専門医療機関や保健所等だけでなく、よりみなさんの生活に密着した施設等で配布できる

よう準備を進めています。 

リーフレットやハンドブックを通じて、「利用できる制度があるのに、制度を知らないため利用できない」と

いう患者さんを一人でも多くなくしたいと考えています。今後も、給付金請求だけでなく、全てのウイルス性

肝炎患者さんを支えるための活動を行っていきたいと考えています。    【 弁護士 西山 貞義 】 

石川県肝炎対策協議会に参加しました！ 

 令和 3 年度石川県肝炎対策協議会が令和 4 年 2 月 15 日オンライン開催されました。私は委員として

参加し、原告 2名、弁護士 1 名が傍聴しました。 

石川県肝炎対策の指針に基づいて様々な活動報告がありました。中でも気になったのは、「ID-Link」と

いう仕組みを利用した「仮想医療機関」です。仮想医療機関による診療情報共有は、肝炎対策でも、病院

間の連携を促進したり、患者のフォローアップに繋げたりすることに役に立つとのことでした。 

患者委員として、オレンジ通信のことも報告しました。また、2022 年版リーフレットの配布へ

の協力依頼や厚労省が作成した中学 3年生向け副読本「B型肝炎いのちの教育」の普及活

動なども報告しました。毎年、患者委員として、活動報告などの時間をいただけていることに

感謝し、今後も県と協力しながら活動を行っていきたいです。     【川上 ゆきえ 】  

http://Bkan-hokuriku.info/ 
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肝炎等克服実用化研究事業公開報告会(主催：AMED)に参加しました 

今回の国立研究開発法人・日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）の公開報告会は、 

⚫ B型肝炎について（2件） 

➢ 【B型肝炎の免疫は、善玉か悪玉か？】 

➢ 【B型肝炎ウイルスのポリメラーゼ蛋白の新規発現系の開発と薬剤開発への応用】 

⚫ C型肝炎について（2件） 

➢ 【C型非代償性肝硬変の治療】 

➢ 【C型肝炎ウイルス排除後の肝細胞の内部構造に観察】 

⚫ 肝臓の再生医療について（1件） 

➢ 【肝硬変症に対する次世代治療の開発～間葉系幹細胞投与からエクソソーム治療の開発へ～】 

⚫ 経口感染する肝炎ウイルスについて（1件） 

➢ 【ご存じですか？経口感染する肝炎ウイルスと感染予防】 

合わせて 6件の研究についてご報告がありました。いずれも Youtubeで配信されていますので、関心が

ある方はぜひ、ご覧ください！「AMEDチャンネル」もあります。 

数年来このような報告会を聴く度に思うことがあります。それは、「研究をしているのはわかったが、結果は

いつでるのか。新しい薬や治療法はいつできるのか。一体、患者はいつまで待てばいいのか、このまま、

諦めるしかないのか。」ということです。 

その一方で、毎年新しい報告が出てくるということは、国や大学、研究機関のみなさまが、それだけ頑張

っていらっしゃるという表れだとも思いますし、なにより、私たちは、予防接種という医療行為によって、B型

肝炎ウイルスに感染してしまったので、まず医療の「安全・安心」が最優先であることも理解しております。 

では、私たちはどうすればいいのでしょうか。 

それは、患者自身が勉強することだと思います。インターネットなどでは、怪しげな情報な

ども見受けられますが、このような報告会などで、正しい知識、新しい情報に接して下さい。

そして、新しい薬や治療法の効果をご自身の身体で実感できるその日まで、みなさま、どう

か、病気に負けないで長生きして下さい。     【 袋井 隆光 】 

富山大学で患者講義を行いました！ 

今年の 1月 18日、富山大学で患者講義をしてきました。富山大学では講義を一般教養で行うため、幅広

い学部の学生に受講してもらえました。学生は、患者さんのお話も私の話も熱心に聞いてくれ、アンケート

からは「病気のことを知っているか知らないかで、患者への接し方や考え方が大きく変わると分かった。」、 

「今回の講義での学びを忘れず、不安や悩みに寄り添える医師になりたい。」など、やりがいを感じる感想

をいただきました。患者さんが講義をしている様子、学生の皆さんが講義を聞いている様子などをご覧にな

ると感じるものがあると思いますので、皆さんもぜひ一度傍聴にお越しください。 【弁護士 園山 達紀 】 

【傍聴原告の感想】 

興味深く拝聴させていただきました。驚いたのは、平成元年から闘っていた初期の裁判では、「注射器の

使いまわしによって感染した」ことを証明するのにとても苦労されたということです。また、患者の方が会社

を辞めさせられ、生活に苦労されたという話は学生も熱心に聞いていました。 【北陸原告】  
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ＬＩＮＥ公式アカウント 
ＬＩＮＥ公式アカウント運用中です！ 

 
「B肝北陸原告団・弁護団」のＬＩＮＥ公式アカウントを運用中です。原告の

みなさま限定で、交流集会・医療講演会等のご案内、裁判概要のご報告

等ＬＩＮＥを使って直接、みなさまに情報をお届けします。 

ご登録は簡単。右上の登録用二次元バーコードを読み込んで、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。（お名

前等の情報は全体には共有されませんのでご安心ください） 

詳しくは、23 号に同封した案内文や担当弁護士にお尋ねください。ぜひ、みなさまご登録くだ

さい！ 

 

【連載企画】各地原告団代表のご紹介 

全国原告団代表 田中 義信（たなか よしのぶ） 

①病態：現在、慢性肝炎。2009 年肝臓がん、2020年大腸がん 

②ご当地のお勧め：東京 浅草と六義園 

③趣味：以前はスキューバダイビング、現在はボウリング 

④一目惚れしたことは？：100万回 

⑤B肝活動へ一言：元気に明るく楽しく活動しましょう！ 

⑥北陸原告へ一言：コロナ禍が過ぎたら、北陸原告団総会に行きますね！ 

 

 

 
我らの！弁護団員のご紹介 

弁護士 中澤
なかざわ

 彰
あき

孝
たか

 中澤法律事務所(石川県) 
 

北陸弁護団での役割は？･･･ホームページ担当、オレンジ通信編集チーム 

好きな食べ物は？･･･お寿司、中華（特に点心）、チーズ、ジビエ料理 

趣味は？･･･スポーツ観戦、TV ゲーム、家族旅行 

今までで 1 番嬉しかったことは？･･15 年来のファンだった芸人さんの結婚式に出席

できたこと！ 

一目惚れをしたことは？･･ありますが、そういう場合は成就せず・・・ 

弁護士になろうと思った理由は？･･･高校時代に講演を聞いた弁護士の、おもねらな

い姿勢に憧れて 

最後に一言･･･ホームページ活用のアイデアがありましたら、是非ご連絡ください！ 

NO.16 
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。 

ご登録用二次元バーコード 
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今後の主なスケジュール 

【 裁判期日 】 その他の予定 

北陸の予定 

●7 月 24 日（日）午後 1 時～3 時 

北陸原告団総会（Web 開催の予定） 

金沢地裁 

日 時：次回 5 月 27 日(金)午後 1 時半～   

次々回 9 月 16 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 6 月 27 日(月)午後 1 時半～ 

次々回 9 月 26 日(月)午後 1 時半～ 

場 所：富山地方裁判所 1 号法廷 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 

大学卒業できた息子が祖父の跡

継ぎを目指す覚悟を決めまし

た。16 年続けた武道の世界から

別世界へ飛び込む志に尊敬して

います。親として何事にも一生

懸命取り組む姿勢を見せ続けた

いです。【川上】 

一人息子が今春から県外の大

学へ進学しました。少しさみし

くもなりつつ、子育ても一段落

ついたので今からは自分の時

間を大事に楽しんでいこうと

思います。 

【藤田】 

記事にも書きましたが「お役立ち

リーフ」の改訂・配布作業を進め

ています。今回は、医療機関等だ

けでなく、薬局等への配布も目指

します。1 人でも多くの患者さんが

必要な制度に結びつくよう取り組

み続けます。せひ、ご協力くださ

い！【西山】 

最近、ドライフルーツにハマっ

ています。定番のレーズンやマ

ンゴーも良いのですが、オレン

ジが特にお気に入り。当編集部

を担当しているご縁でしょう

か。 

【中澤】 

メンタルヘルス相談 

■B 型肝炎訴訟の提訴者数・和解者数 

 （2022（令和 4）年 3 月 23 日現在） 

【全国】提訴者数 34183 人 

（被害者数 31093 人） 

和解者数 30045 人 

(被害者数 26886 人) 

【北陸】提訴者数 911 人 

(被害者数 818 人) 

和解者数 753 人 

(被害者数 657 人) 

 


