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◆肝臓医療講演会のお知らせ 

元気の出る肝臓医療講演 in 室蘭 白老 

9月 22日月 室蘭 午前 10時から 

場所 室蘭市市民会館 中会議室 

    住所 住所 室蘭市輪西町 2-5-1  

共催 肝がん検診団 肝炎友の会はるにれ会 

    後援 室蘭市 室蘭市医師会 北海道肝炎患者対策協議会  

 

9月 22日月 白老 午後 1時から 

場所 白老町総合保健福祉センター 

住所 白老郡白老町東町 4丁目 6-7 

共催 肝がん検診団 肝炎友の会はるにれ会 

    後援 白老町 北海道肝炎患者対策協議会 

演者 肝がん検診団団長   

           札幌緑愛病院肝臓センター所長 川西 輝明先生 

 

 

昭和 48年 1月 13 日第３種郵便物認可  

ＨＳＫ通巻 509 号 

はまなす通巻 66 号 

発行 平成 26年 8月 10日 

毎月１回 10 日発行 

編集人 北海道北斗市飯生 2丁目 9番 22号  

       はまなす肝友会 

発行人 北海道障害者団体 

定期刊行物協会（HSK） 

定価 一部 200 円（会費に含む） 
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請願項目の趣旨 

１「ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費の助成制度を創設して下さい」  

２ 「身体障害者柵祉法上の肝臓機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態

に応じた認定制度にして下さい。」 

 

＜国会請願活動状況＞ 

今国会へ提出された日肝協、Ｂ肝、薬害原告団の請願書は採択されませんでした。採択されずに

残念ですが、多くの肝炎患者、支援者の方々が請願にご協力して下さいました。地方議会からの意

見書提出はこれからも次々と続きます。国の過去の衛生行政の不作為を指摘し、何度でも何年かけ

ても肝炎患者の苦しみを訴え続けましょう。 

 

（全国 B型肝炎訴訟・奥泉事務局長談話） 

国会へ提出した肝硬変肝がん患者への医療費助成制度の創設と身体障害者手帳の認定基準緩和

を求める請願について、採択にならなかったことの案内がありました。 

 確かに今国会では請願採択にはなりませんでしたが、このことでこれまでの原告の皆さんの活動

が無駄になったわけでもありませんし、がっかりすることもないと思います。５０万筆以上の署名

が、２４０名を超える国会議員の紹介で国会に届けられたこと自体がとても大きな力になっていま

す。身障者手帳の認定基準見直しについては具体的に研究班での検討が始まることになっています

し、医療費助成制度についても厚労省の役人が検討をしている旨の発言をしています。原告の皆さ

んの活動が実際に国の政策を動かしつつあることは間違いないことです。 

 自治体での決議もさらに続々上がっていますし、これらの活動が、今後さらに強く私たちの求め

る制度実現に向けての力になっていくと思います。 

 今回の署名活動は、それ自体として原告団の皆さんの結びつきを強め、動けばできるという達成

感も生んできていると思います。これらを大切にして、今後もみなさんで頑張っていければと思い

ます。 

 

＜道内自治体意見書提出状況＞ 

北海道の「ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業」の基準を国に適用させるためには、限りな

く全道の自治体が意見書を国へ提出させる事が必要ですし、北海道の基準が守られることになりま

す。2014.08.26現在、道内自治体議決数は合計 102地方議会で意見書が採択されました。 

国会請願活動と自治体議会意見書提出状況 
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函館市民公開講座 肝臓医療講演会のお知らせ 

◆C型肝炎の経口２剤新薬ダクラタスビル＋アスナプレビルについての講演です◆ 

 

待望の経口２剤新薬ダクラタスビル＋アスナプレビルが 7月に承認されました。8～9月に

はいよいよ一般に治療が開始される運びになっています。この経口新薬に関する日本肝臓学

会の｢治療のガイドライン｣は、まだ発行されていませんが、現時点の最新情報をご参考まで

に追加記述します。 

この新薬については、肝臓専門医の指導的立場の先生が、留意すべきことがあるので、肝

臓専門医の診断・指導に基づいて、施療して欲しいと、云われています。 留意事項はいくつ

かありますが、一番大事なことは、薬剤耐性変異（薬が効かなくなる）があることです。事

前にウイルスの遺伝子検査をうけて、この薬が効きやすいのか、効きにくいのか、を専門医

の診断を基に施療することが求められております。よく効く新薬も、個人の事情、即ち、病

状や遺伝子の状況によって留意が必要です。 

 

日時；2014年 9月 27日(土) 15:00～16:15 

会場；サン・リフレ函館  

住所；函館市大森町 2番 14号    電話；0138-23-2556 

座長；市立函館病院 消化器病センター  

    消化器内科 主任医長 山本 義也先生  

演者；JA北海道厚生連 札幌厚生病院  

    第 3消化器内科 主任部長 髭 修平先生  

 

演題； 「 B型肝炎・C型肝炎の最新の治療  

”ウイルスゼロ”時代のカウントダウンが始まりました！″」  

 

主催 ブリストル・マイヤーズ株式会社 

後援 はまなす肝友会 

 

｢肝がん撲滅に向けて C型肝炎を飲み薬で治す時代が到来｣～肝硬変の人も高齢者も治療可

能に～ です。今回の講演は、この７月に認可されたインターフェロンを使わない経口新薬

のお話が盛り込まれております。是非ご参加下さい。 
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本年度も道南地区の肝炎ウイルス検査陽性者を中心とした肝がん検診を実施いたします。 

特に、厚生労働省はこの４月から「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施」を開始

いたしました。多くの肝炎患者さんが感染が判明した後もきちんとした肝炎治療をなさらず、肝硬

変、肝がんへ移行した後、初めて医療機関へ治療に掛かるケースが相次いでおります。 

肝炎ウイルス検査陽性判明後のフォローアップが大切 

広島大学 大学院疫学科の調査では・・・ 

「私たちの研究班では 1991～2001年に広島県で献血を契機に発見されたC型肝炎ウイルス（HCV） 

感染者 3377人を追跡しています（観察期間は平均 7.1年、最長 18年）。この調査における肝臓専

門外来の受診率は 32.5％でしたが、これらの患者のうち 25％が初診後 1 年未満に通院を中止して

いたことが分かりました。」 

 

◆ 桧山地区 せたな肝がん検診 8月 21日木から受付開始 

  せたなの受付は TEL 0137-84-5984になります。 

○検診日時 2014年 9月 20日(土)午前 9時～午後 2時 受診者数により変動します。 

○検診場所 せたな町健康センターせたな町北檜山区徳島６３番地１ 

   TEL 0137-84-5984 

 ○検診費用 対象者 6000円 瀬棚町民の方は実質 4000円で受診可能です。 

○検診内容 問診、採血、腹部エコー、肝臓専門医による療養相談 

 申し込み締め切り 2014年 9月 3日(水）（締め切り後は要電話） 

○お問い合わせ 申込先 せたな町健康センターせたな町北檜山区徳島６３番地１ 

   TEL 0137-84-5984 

折り返し受診時刻などの記載した予約票を発送します。万が一 9月 18日木までに届かない場合に

は事務局に再度お電話ください。 

 

 

◆渡島桧山地区 厚沢部肝がん検診  9月 11日木から受付開始 

○検診日 2014年 10月 11日(土)午前 9時～午後 2時まで 

○検診場所 厚沢部町保健福祉センター 

 住所 桧山郡厚沢部町新町 181ー6 

 電話 0139-64-3311 

肝がん検診のお知らせ 
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○検診費用 対象者 6000円 当日承ります。 

 厚沢部町民の方は 3000円の助成が実現、実質 3000円で受診可能です。 

○検診内容 問診、採血、腹部エコー、肝臓専門医による療養相談 

○予約が必要です。先着 50人 

 申し込み締め切り 2014年 10月 4日(土）（締め切り後は要電話） 

 受診のお勧めの封書が送られた方は返信ハガキで、そうでない方はお電話にてご連 

絡ください。留守電にて対応しています、平日の日中に連絡の取れる電話番号とお 

名前を録音下さい。のちほどこちらからご連絡いたします。 

 お問い合わせ先 肝がん検診団 事務局 

  電話番号 011-350-1008 

  受付時間 午前 9時～午後 5時 留守番電話対応（月土日祝日休み）  

 折り返し受診時刻などの記載した予約票を発送します。万が一 10月 9日木までに届か 

ない場合には事務局に再度お電話ください 

 

 

◆渡島桧山地区 函館肝がん検診 9月 11日木から受付開始 

○検診日 2014年 10月 12日(日)午前 9時～午後 1時まで 

○検診場所 函館市総合福祉センター 

 住所 北海道函館市若松町 33番 6号 

 電話 0138-22-6262 

○検診費用 対象者 6000円 当日承ります。 

○検診内容 問診、採血、腹部エコー、肝臓専門医による療養相談 

○予約が必要です。先着 50人  

 申し込み締め切り 2014年 10月 4日(土）（締め切り後は要電話） 

  受診のお勧めの封書が送られた方は返信ハガキで、そうでない方はお電話にてご 

連絡ください。留守電にて対応しています、平日の日中に連絡の取れる電話番号と 

お名前を録音下さい。 

のちほどこちらからご連絡いたします。 

 お問い合わせ先 肝がん検診団 事務局 

  電話番号 011-350-1008 

  受付時間 午前 9時～午後 5時 留守番電話対応（月土日祝日休み） 

 折り返し受診時刻などの記載した予約票はがきを発送します。万が一 10月 9日木まで 

に届かない場合には事務局に再度お電話ください。 
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◆胆振地区 苫小牧肝がん検診 10月 16日木から受付開始 

○検診日 2014年 11月 15日(土)午前 8時半～午後 11時まで 

○検診場所 苫小牧市労働福祉センター １階ではなく 

 苫小牧市民会館 201号室 202号室 

  住所 苫小牧市旭町 3丁目 2番 2号 

  電話 0144-33-7191（場所の確認用のものです、問合せには使用しないで下さい） 

○検診費用 対象者 6000円 当日承ります。 

○検診内容 問診、採血、腹部エコー、肝臓専門医による療養相談 

○予約が必要です。先着 30人  

  申し込み締め切り 2014年 10月 29日(水） 

   受診のお勧めの封書が送られた方は返信ハガキで、そうでない方はお電話にてご連絡くださ

い。留守電にて対応しています、平日の日中に連絡の取れる電話番号とお名前を録音下さい。 

のちほどこちらからご連絡いたします。 

  お問い合わせ先 肝がん検診団 事務局 

   電話番号 011-350-1008 

  受付時間 午前 9時～午後 5時 留守番電話対応（月土日祝日休み） 

  折り返し受診時刻などの記載した予約票はがきを発送します。万が一 11月 13日木までに届か

ない場合には事務局に再度お電話ください。 

 

 

 

 

 “ ”

2014/7/10     日経メディカルより 

日本肝臓学会が今年 6 月、「B 型肝炎治療ガイ

ドライン」（第2版）を公開した。5月に発売された

テノホビル（商品名テノゼット）に関する記載が追

加され、核酸アナログ製剤は短期の治療効果に

よって薬を見直す方針が示された。さらに、核酸

アナログ製剤中止後の肝炎の再燃を抑えるた

めに行われている「シーケンシャル療法」は、記

載がより踏み込んだものとなった。B 型肝炎でも

“ドラッグフリー”が近づきつつある現状をリポート

する。 

Ｂ型、Ｃ型肝炎 新 薬 情 報 
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ガイドライン第 2版の主な変更点として、核酸ア

ナログ製剤は短期の治療目標の達成度によっ

て治療戦略を見直す方針が新たに示された。提

唱されたフローを図 1に示す。           

図 1 治療効果による核酸アナログ製剤の選

択（出典：日本肝臓学会「B型肝炎治療ガイ

ドライン」（第 2版）」） 
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薬剤の主な特徴は、ガイドラインを基に編集

部でまとめた。 

B型肝炎ウイルス（HBV）-DNA が陰性化してい

る患者は「治療反応良好」と見なし、エンテ

カビル（バラクルード）単剤の場合はそのま

ま継続する。ラミブジン（ゼフィックス）単

剤の場合は、耐性変異出現の可能性を考慮し

てエンテカビルに切り替える。ラミブジン/

アデホビル（ヘプセラ）を併用、エンテカビ

ル/アデホビルを併用している場合は、そのま

ま継続するか、アデホビルの副作用出現の可

能性を考慮してアデホビルをテノホビルに置

き換えることも可能とされた。アデホビルは

腎機能障害や低リン血症などの副作用が知ら

れており、4～5年間の投与でクレアチニンが

0.5mg/dL 以上増加した症例が 3～9％あった

と報告されている。 

 HBV-DNA が陰性化していない患者は「治療

反応不良」と見なし、薬の切り替えや追加を

検討する。ラミブジン単剤、エンテカビル単

剤、ラミブジン/アデホビル併用、エンテカビ

ル/アデホビル併用のいずれの場合も、投与開

始から 6～12カ月時点で HBV-DNAが 4.0logコ

ピー/mL以上の場合はラミブジン/テノホビル

併用またはエンテカビル/テノホビル併用へ

の切り替えが推奨された。 

 

 投与開始から 12カ月以降の時点で HBV-DNA

が 4.0logコピー/mL 未満だが陽性の場合、ラ

ミブジン/テノホビル併用またはエンテカビ

ル/テノホビル併用に変更することも可能と

された。 
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シーケンシャル療法で核酸アナログ製剤を安全に中止できる可能性 

 

核酸アナログ製剤は、服用している間は高率

で HBV-DNA 陰性となるが、中止するとウイル

スの複製が再開されて肝炎が再燃する。だが、

若年層の患者が生涯にわたって服薬すること

を希望しなかったり、副作用の発現や経済的

な事情などのために服用を続けられなくなる

ケースがある。こうした場合に核酸アナログ

製剤を中止した後の肝炎再燃を抑える手段と

して注目されているのが、「シーケンシャル療

法」だ。 

シーケンシャル療法は、核酸アナログ製剤

を服用中にインターフェロン（IFN）を一定期

間併用し、その後 IFN 単独に切り替えて核酸

アナログ製剤を中止する治療法だ。核酸アナ

ログと IFN を併用せず、IFN 単独に切り替え

ることもある。 

 改訂前のガイドラインでは、「シーケンシャ

ル療法は現状では主に核酸アナログ治療で

HBe 抗原が陰性化した症例あるいは HBe 抗原

陰性症例が対象となっている」と記載されて

いたが、改訂後はシーケンシャル療法を推奨

する明確な基準はないが、少なくとも HBe 抗

原が陰性化した症例または陰性例かつ

HBV-DNAが持続陰性の症例に対して、HBs抗原

陰性化を目指して行われることが望ましい」

と示され、対象となる患者像や治療目標がよ

り明確に記載された。 

 「B型肝炎治療において、IFN はまだメイン

の治療ではないが、ドラッグフリーに向けて

IFN をどう使えばよいかが徐々に分かってき

た」とガイドラインの作成委員を務めた信州

大内科学第二講座教授の田中榮司氏は話す。 

 

（図 2 sequential 療法によるドラッグフリ

ー達成率（提供：玉城氏、全国赤十字肝疾患

ネットワークによる） 

 既に国内でのシーケンシャル療法の成績に

関する発表も出てきている。武蔵野赤十字病

院（東京都武蔵野市）消化器科の玉城信治氏

は、シーケンシャル療法の治療効果を検討し

た多施設共同研究の結果を今年 6 月の日本肝

臓学会総会で発表した。 

 核酸アナログ製剤を 1 年以上服用した患者

52人に対し、PEG-IFNα-2aを 4週併用し、そ

の後 PEG-IFNα-2a を 44 週単独投与したとこ

ろ、54％が AST30 IU/L 未満、HBV-DNA4.0log

コピー/mL 未満となり、ドラッグフリーを達

成した（図 2）。また、13％の患者は、HBs 抗

原も陰性化した。再燃により核酸アナログ製

剤を再開したのは 16％だった。 
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効きやすい患者像を明らかにする

ことが課題 

 シーケンシャル療法の問題点は、どのよう

な患者で奏効するか明らかになっていないこ

とだ。「HBs抗原が元々少ない患者や HBe抗原

陰性の患者は、シーケンシャル療法が効きや

すい印象だった。ただ、HBs 抗原が陰性化し

た患者の中には、治療前の HBs 抗原が多い患

者もいた」と玉城氏は説明する。 

 

 帝京大の田中氏は「現状では、シーケンシ

ャル療法はまだエビデンスが十分ではない。

ただ、症例が集積され、治療対象が明確にな

れば、核酸アナログ製剤の中止成功例が増え

る可能性はあるだろう」と話す。 

 

 

 

 

現在、信州大の田中氏が中心となり、厚生労

働省研究班による「B 型肝炎の核酸アナログ

薬治療における drug free を目指したインタ

ーフェロン治療の有用性に関する研究」が進

行中だ。田中氏は「元々の HBs 抗原が少ない

とより効果的な印象だが、それ以外にも治療

効果を予測できる可能性のある複数のパラメ

ーターについて検討している」と話す。 

 シーケンシャル療法が効きやすい患者像が

明確になれば、核酸アナログ製剤を中止でき

る患者が増える可能性がある。C 型肝炎治療

では、新規の直接作用型抗ウイルス薬（DAAs）

の登場により、多くの患者がウイルス学的著

効（SVR）を達成できるようになってきた。一

方、B型肝炎治療は「HBs抗原の陰性化」が長

期目標であることは変わらないものの、

HBV-DNA が陰性化し、肝炎が鎮静化している

患者などではドラッグフリーを目指せる可能

性が開けてきたと言えそうだ。 
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 2014年 7月 4日、抗ウイルス薬ダクラタス

ビル塩酸塩（商品名ダクルインザ錠 60mg）、

アスナプレビル（商品名スンベプラカプセル

100mg）の製造販売が承認された。適応は「セ

ログループ 1（ジェノタイプ 1）の C型慢性肝

炎または C型代償性肝硬変における（1）イン

ターフェロンを含む治療法に不適格の未治療

あるいは不耐容の患者（2）インターフェロン

を含む治療法で無効となった患者のウイルス

血症の改善」。成人にダクラタスビル 1回 60mg

を 1 日 1 回、アスナプレビル 1 回 100mg を 1

日 2回、両薬剤を併用で 24週間経口投与する。 

 

 現在、C型肝炎ウイルス（HCV）に感染して

いる患者は世界で 1億 7000万人、日本では約

120 万人いると推定される。日本の C 型肝炎

患者の約 70％が、既存の治療法では効果が得

られにくいジェノタイプ 1bの HCVに感染して

いることが判明している。また、多くは 65歳

以上であり合併症を有しているため、現在の

中心的治療法であるインターフェロン（IFN）

を含む治療が困難、または忍容性が低いこと

が問題となっていた。 

 ダクラタスビル（DCV）とアスナプレビル

（ASV）は共に HCVに対して抗ウイルス作用を

有する、低分子の直接作用型抗ウイルス薬。

DCVは、HCVの複製や細胞内シグナル伝達経路

の調節に関与する非構造蛋白質 5A（NS5A）を

阻害することで抗ウイルス作用を発揮する、

世界初の HCV NS5A複製複合体阻害薬である。 

 

 ASV は、NS5A と同様 HCV の複製に必須の非

構造蛋白質 3/4A（NS3/4A）プロテアーゼを阻

害することで抗ウイルス作用を発揮する、

NS3/4Aプロテアーゼ阻害薬。NS3/4Aプロテア

ーゼ阻害薬には、第一世代のテラプレビル（商

品名テラビック）と、2013 年 12 月に発売さ

れた第二世代のシメプレビル（商品名ソブリ

アード）がある。ASV は、シメプレビルと同

じ第二世代に位置づけられている。 

 

 今回承認された CDV/ASV 併用療法は、IFN

を使用せず経口薬のみで C 型肝炎を治療する

日本初の治療法である。DCV/ASV 併用による

国内第 3相臨床試験では、ジェノタイプ 1bの

C 型慢性肝炎患者または C 型代償性肝硬変患

者において、優れた有効性が確認された。な

お、併用による拮抗作用、細胞毒性の著明な

増強、および交差耐性は認められなかった。 

薬剤使用に際しては承認時までの国内臨床試

験から、62.0％に副作用が認められているこ

とに十分注意する必要がある。主な副作用は、

ALT増加（17.6％）、AST増加（14.1％）、頭痛

（12.9％）、発熱（11.8％）など。重大な副作

用は ALT 増加（8.2％）、AST 増加（5.9％）、

血中ビリルビン増加（0.8％）の肝機能障害が

報告されている。 
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◇ ◇ ◇ 

 

3 剤 併 用 治 療 を 受 け て                

はまなす肝友会 川村 トモ子 

 

 Ｃ型肝炎に感染して 21年、自分が肝炎患者

と知って 7 年目の平成 24 年 1 月より治療を

受けました。新薬テラビックとペグインター

フェロン、レべトールの 3剤併用治療です。 

 高ウイルス以外に症状もなく生活していた

私にとって仕事を辞めて治療をしようと決心

できたのは、新薬テラビックが承認され肝臓

専門医である主治医の山本先生のもとで治療

できるからでした。治療の半年間は、自分が

想像していたより副作用が強く、過酷なもの

でした。貧血・吐き気・だるさ・脱毛と後半

は精神的に不安定になり死んだ方が楽かなと

思う事もありました。 

私を支えてくれたのは、夫と友人でした。そ

して何より、治療を終えて元の生活に戻りた

い、社会復帰をしたいという一念で耐えたと

思います。 

 これからは、飲み薬のみの新薬の認可も見

込まれています。インターフェロン注射がな

いだけでも身体への負担は少ないはずです。

治療を考えている方やあきらめかけている方

はどうか、多くの肝炎患者を診ている先生を

受診して新薬治療について相談してほしいで

す。私の遺伝子検査の結果は治りにくいタイ

プでしたが、治療の結果はウイルス検出せず

にて、治りました。 

 秋に、はまなす肝友会の交流会を予定して

いるそうです。同じ肝炎の仲間としてぜひ一

緒にお食事しながらお話ししましょう！  

大丈夫と思って居る方へ、是非「肝炎検査」

を受けてください。 
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はまなす肝友会の活動                       

●肝がん検診の助成周知のお願い。檜山地区・渡島地区 

 

５月２９、３０日にかけて川西先生と一緒にウイルス検査の啓蒙と肝がん検診の助成周知のお願

いに自治体廻りをしてきました。 

全体を通じて肝臓専門医である川西先生からは「肝炎はもう治る時代に入っている」という言葉

は、各自治体の担当者にとっては衝撃的なようで驚いた様子で聞き入っていました。 

肝炎ウイルス検査率が伸び悩んでいる

状態の要因はどこにあるのか、各自治体

も共通の悩みなのですが、検査の無料ク

ーポン券の配布などの小手先だけの施策

だけではなく、肝炎の恐ろしさを啓蒙す

ると共にきちんとした治療をすることで、

新薬を上手に活用ことで、完治する時代

に入ったことも周知する必要性も感じま

した。 

また感染している陽性者も治療、検査

を中断している患者さんも多いようです。

治療を中断している間に肝硬変、肝がん

へ移行してしまった患者さんもたくさんおります。肝がん検診などを活用して、少しでも早く自分

の肝炎の状態を正確に把握して、治療に結びつけてもらいたいと各担当者へお願いしてきました。 

 

●函館医療講演会・はまなす肝友会総会終了しました 

 

６月１日、函館市亀田福祉センターセンターで行われた肝臓医療講演会・はまなす肝友会総会終

了しました。同日、Ｂ型肝炎訴訟説明会も開催されました。 

講演会は３０名ほどの参加でしたが、斎藤佐知子函館市議会副議長の「肝炎にめげず頑張って治

療に励みましょう」とのご挨拶を頂きました。また函館市立保健所、道立渡島保健所からも５人の

肝炎担当者の方々が傍聴に参加され、これからの函館地区の患者さん対応に弾みがつく感じです。

行政との連携は大切です。 

講師の川西先生からは新薬の情報を中心に、日頃の肝炎患者としての積極的な気持ちを維持しな

がら療養に励むようお話されました。 
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午後からは１０名ほど参加して

の総会を行いました。年々退会者が

出て、会員の住む範囲が函館地域以

外の方が多くなり、参加数の少ない

総会となりましたが、肝炎患者さん

がいる限り、縮小しても肝炎患者会

を維持していこうと皆さんで話し

合いました。 

 

 

●街頭署名活動 in 函館市 

函館では 7月 28日の世界・日本肝炎

デーに合わせての街頭啓発活動を行

いました。原告団から３名、（川上を

含む）はまなす肝友会から４名、計７

名でウイルス検査啓発パンフを配布

しました。炎天下の元、参加された肝

炎患者の皆さんありがとうございま

した。保健所、原告団両方 280部ずつ

の配布となりました。パンフ 2部の配

布は受け取り手も難儀でしょうが、炎天下で具合を悪くされ

る患者さんもおり、1 時間程にて終了しました。その後に交

流会、また再度の啓発活動に繋げたいですね。 

 

●肝がん、肝硬変の医療補助の意見書を北斗市議会にて採択

されました。 

 

◆編集後記◆８月１日の田村厚労大臣との協議へ傍聴参加し

ましたが、肝炎蔓延が過去の衛生行政からくる医原病である

事を協議の筋からはぐらかす大臣のお話には、不信感を感じ

得ない気持ちでした。マスコミ報道の５年以内の肝硬変、肝

がん患者への医療補助情報も、弁護団サイドの期待、請願が

記事化された感じがした。 
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