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まだまだ暑い日が続きますが、みなさまお元気ですか！ 

今年度も早、半分が過ぎようとしていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などもあり、なかなか、みなさまと直接

お会いできる機会を準備できなくて心苦しく思っておりますなか、10月 23日（日）には、金沢で医療講 

演会、個別相談会、給付金などに関する説明会、患者交流会を開催させていただく予定ですので、 

みなさまのご参加をお待ちしております。 

また、12月 4日（日）には、Youtubeからご視聴いただけるシンポジウムやインターネットを使った全国 

の原告みなさまとの交流会を企画しておりますので、併せてご参加下さいますようお願い致します。 

みなさまとお会いできること、楽しみにしていますね！   【共同代表 袋井 隆光】 

2022 年北陸原告団総会・交流会のご報告 

7月 24日、ＷＥB会議形式で、総会・交流会を開催しました。参加原告 8名、委任状 270名の合計 278

名参加により定足数を満たし無事開催することができました。議案は全て承認可決いただきました。詳細

は、別途報告書をご覧ください。総会終了後には交流会を開催し、原告と弁護士合計 18 名と自己紹介を

しながら楽しい時間を過ごすことができました。皆様の症状をお聞きして、重い病態で闘病しながらも、「元

気です！」というお話しを聞くと、慢性肝炎の私は、「肝炎のひよっ子だ！」と思いました。 

ただ、定期検診は絶対に行った方が良い教えていただきました。 

総会では、活動報告・計画、決算・予算の説明等を行います。これらは、肝炎患者の 

皆様が暮らしやすい社会を目指すためのものです。引き続き活動へのご協力とご理解を 

お願いいたします。      【共同代表 川上ゆきえ】 

全国 B 型肝炎訴訟代議員総会 

6月 19日、全国代議員総会がWEB会議形式で開催されました。全国代議員 79名中 75名の参加があ

り、議案は全て承認可決されました。各地や各委員会等の活動報告で北陸での活動に参考となる活動が

ありました。 

北陸は原告数が少ない地域で

すが、原告団活動は活発です。

少しずつではありますが、コロナ

禍前のような原告団活動を再開

していきますので、みなさま、ぜ

ひ、積極的にご参加ください！  

http://Bkan-hokuriku.info/ 

■B 型肝炎訴訟の提訴者数・和解者数 

 （2022（令和 4）年 7 月 1 日現在） 

【全国】提訴者数 34456 人 

（被害者数 31341 人） 

和解者数 30295 人 

(被害者数 27115 人) 

【北陸】提訴者数 929 人 

(被害者数 837 人) 

和解者数 759 人 

(被害者数 663 人) 
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院内集会・国会請願署名のご報告  

 

5月 31日、第 2 衆議院第 2議員会館において、日本肝臓病患者団体協議会主催の院内集会と国会要

請行動が行われました。今回の院内集会等の目的は、ウイルス性の肝がん・重度肝硬変治療研究事業に

おける対象患者の一層の救済を求めるための請願を行うというものでした。 

2018年 12月から、治療研究事業として、ウイルス性の肝がん・重度肝硬変患者に対する医療費助成が

開始されていましたが、対象患者の範囲や条件等に問題があるため、利用が広がっていませんでした。そ

こで、この助成制度を利用しやすいものに変えるため、今回の請願を実施することになりました。 

院内集会には全国から約 70人（うち約 40人は B肝原告団・弁護団でした）が参加しました。また、基本

合意を締結した当時、首相だった菅直人議員など 12人の国会議員の先生方に

もご参加いただくことができ、先生方から請願内容の実現向けた力強い励ましの

お言葉をいただくこともできました。 

皆様のご協力のおかげもありまして、合計で約 2 万 8千人分（うち石川県が 385

人、富山県が 167人、福井県が 88人）の請願署名が集まりました。この請願署名

については、院内集会にご参加いただいた国会議員の先生方と肝議連や厚労

委員会に所属されている 40名の国会議員の先生方にお渡しさせていただきまし

た。ご協力、大変ありがとうございました。  【弁護士 中村万喜夫】 

今回の国会請願署名について、衆議院、参議院では全会一致の賛成を得ることができず、不採択となってしまいまし

た。ご尽力いただいたみなさま方、心より感謝申し上げます。しかし、長く苦しんでいられる患者みなさまのことを

思えば、ここで挫ける訳には参りません。これからも、みなさま、力を合わせて頑張りましょう！【袋井 隆光】 

  

我らの！弁護団員のご紹介 

弁護士 園山
そのやま

 達
たつ

紀
のり

 ふくい総合法律事務所(福井県) 

 

北陸弁護団での役割は？･･･教育啓発班 主に患者講義を担当しています 

好きな食べ物は？･･･あじの南蛮漬け お酒にもよく合いますね 

趣味は？･･･野球と将棋 現在は野球熱の方が高めです 

今までで 1番嬉しかったことは？･･レフトスタンドへの本塁打 

一目惚れをしたことは？･･人にも物にもあります 

弁護士になろうと思った理由は？･･･人の役に立つかっこいい職業だと思っていたか

らです 

最後に一言･･･患者講義の担い手、募集中です。大変な役割ですがやりがいはあります。

お問い合わせは私まで 

NO.17 
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。 

杉本昌隆八段（左）と 

田中全国原告団代表 
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「世界肝炎デー」とは？ 

世界保健機関（WHO）は、2010年に世界的レベルでのウイルス性肝炎のまん延防止と患者・感染者

に対する差別・偏見の解消や感染予防の推進を図ることを目的として、7月 28日を「世界肝炎デー」と

定め、肝炎に関する啓発活動等の実施を提唱しました。7月28日が「世界肝炎デー」に選ばれた理由

は、B型肝炎ウイルスの発見者であり 1976年に「感染症の起源と伝播の新しい機構に関する発見」でノーベル生理学・医

学賞を受賞したアメリカの医学者バルーク・サミュエル・ブランバーグの誕生日が 7月 28日であることにちなんでいます。 

日本でもこれに呼応し、7 月 28 日を「日本肝炎デー」と制定。国や地方公共団体、医療機関などが協力し、肝炎の病

態や知識、予防、治療に係る正しい理解が進むよう普及・啓発を行い、肝炎ウイルス検査の受検を促進しており、7月 28 

日（日本肝炎デー）を含む 1 週間を「肝臓週間」として、各地域で啓発イベントを実施しています。 

今年は、日本肝臓学会主催の市民公開講座が、7 月 31 日に金沢大学附属病院で開催されました。（他、全国 4 か所

にて開催）。また、日本肝臓病患者団体協議会(日肝協)主催の第 10回世界・日本肝炎デーフォーラムは 7月 24日開催

予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大により延期となりました。 

【連載企画】各地原告団代表の紹介 

北海道代表 小川 ルリ子 

①病態：慢性肝炎 

②ご当地のお勧め：ひろ～い大地に 179

の市町村（日本一）・ 123 の道の駅（日

本一） そして日本一小さい道の駅（江

差）もあります。 

③趣味：2 匹の老犬と過ごすこと・コロナ禍でできません

が、ひとりカラオケ 

④一目惚れしたことは？：残念ながらありません 

⑤B 肝活動へ一言：これまでも、これからもコツコツと活

動を継続しながら、繋がりを大切に楽しいことも見つけて

いきましょう。 

⑥北陸原告へ一言：川上代表は全国役員会のみんな

から頼りにされている存在で大きな役割を担っていただ

いて大変お世話になっています。共同代表となった袋

井さんと 2 人 3 脚でますます活動の幅を広げていらっし

ゃって！北陸原告団の皆さんの支えが頑張りの源だと

思います。北陸の原告のみなさんに感謝いたします。 

 

北海道代表 清本 大以知 

①病態：肝硬変 

②ご当地のお勧め：日勝峠と中山峠の

景色  

③趣味：音楽ライブ鑑賞（ロックが好きです）  

④一目惚れしたことは？：三度目あたり

から好きになるのが多いです  

⑤B肝活動へ一言：悲劇が喜劇になりますように  

⑥北陸原告へ一言：北陸には行ったことがないので、い

つか金沢？で皆様とお会いしたいです 

「ウイルス性肝炎患者さんに役立つ制度」リーフレット配布開始！ 

前号でもご紹介しましたが、北陸原告団・弁護団では、ウイルス性肝炎

患者のみなさんに役立つ情報を簡潔に記載した「ウイルス性肝炎患者

さんに役立つ制度」というリーフレットを作成、配布しています。 

このたび、2022年改訂版が完成し、専門医療機関や保健所等への郵

送配布を開始しました。リーフレット等を通じて、「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」という患者さんを無くしたいと

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】 
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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    ※詳細は別添の案内で！ 

●10 月 23 日（日）午後 2 時～4 時半 

医療講演会・医療と給付金の相談会、交流会 

場所：金沢歌劇座 

 ●11 月 12 日（土）午後 1 時～3 時 

 医療講演会、富山原告団交流会 

 場所：富山県民会館 704 号室(オンライン併用) 

 

全国の予定 

●12 月 4 日（日）午後 2 時～4 時 

全国原告団交流集会＠WEB開催 

金沢地裁 

日 時：次回 9 月 16 日(金)午後 1 時半～   

次々回 12 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 9 月 26 日(月)午後 1 時半～ 

次々回 12 月 26 日(月)午後 1 時半～ 

場 所：富山地方裁判所 

 

 

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、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（QR 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」（10 月 1 日以降は、「【LINE 版】オレンジ通信」）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） 

なお、10 月 1 日から、LINE 公式アカウントの名称を「【LINE 版】オレンジ通信」に変更いたします。この

変更は、原告であることを知られたくない場合があることに配慮するためですので、ご理解ください。 

 

編集後記 

 

手相占いで両手に“仏眼相”

“ますかけ線”、左に“ソロ

モンの輪”があるそうです。

私は人より出来ない精神な

ので、可能な限り全力で挑む

ように心掛けています。日々

変わる手相なので、これから

も傾聴の心を持ち続ける努

力をしていきます。【川上】 

北アルプスの燕岳に

一泊二日で登山して

きました。暑さと疲れ

でバテバテでしたが

山頂からの景色は絶

景でなんと生ビール

の美味しいこと！こ

れだから登山はやめ

られない。。【藤田】 

美味しい和菓子・ス

イーツを探し歩いて

います。和菓子部門

暫定 1 位は、彦根の

「埋れ木」。これか

らも探求を続けま

す。みなさんのお勧

めも教えてくださ

い！【西山】 

本号から新しく編集チ

ームに加わりました福

井弁護団の西尾です。本

紙を読まれている皆様

には、これから有益な情

報をたくさん提供でき

ればなと思いますので、

よろしくお願いいたし

ます。【西尾】 

先日、友人に誘われイ

カ釣りに行きました。

聞けば今年 1、2 を争

う不漁の日だったよ

うですが、オケラを覚

悟していたので、4 ハ

イ釣れて大満足して

帰ってきました。 

【中澤】 

ご登録用二次元バーコード 


