
 

 101 

No. ご意見、ご感想 回答内容分類 

36 今年 6 月下旬に脳幹梗塞で現在入院中です。話すことも体も自分の意志で動かしたりでき

ません。家族として、いつ死亡するか心配する日々が続いています。あとどのくらい生き

ることができるか分かりませんが、苦しむことがないよう願っています。大変お世話にな

りました。 

1.治療,医療内容,

病状 

37 本人（39 才）は生後 7 ヶ月で大手術。脳に障害が残り、知的障害者になり、20 才から授

産施設でお世話になっております。本人はよく理解できていないので、この質問票は親か

ら見た目で書かせていただきました。親亡き後が心配です。現在、ハスミワクチン（免疫

療法）と田七酵素（活理株）を服用中。民間療法でもウィルス減少の効果があったなどの

データがあれば、情報として流してほしい。本人がインターフェロン治療が理解できない

ため。 

1.治療,医療内容,

病状 

38 地域に治療できる医者も病院も、支援してくれる看護師もヘルパーも不足している。せっ

かく法案ができても、治療できる患者はごくわずかだ。今の医療体制が改善、向上するま

で恒久対策として、命を助けてほしい。治療に携わる医者も限界だ。 

1.治療,医療内容,

病状 

39 肝炎から肝硬変、肝臓ガンに移行することは聞いていたが、腎臓も肺も内臓全部、それに

目まで影響されるとは思わなかった。改めて肝臓は大事だと思った。肝炎は恐ろしいとい

うのが実感です。弁護団、原告団のみなさん、大変だしお世話になりますが、がんばって

下さい。 

1.治療,医療内容,

病状 

40 脳性マヒと肝炎と重複しているので、このアンケートは難しかったです。今、内科系は調

子もよく元気ですが、足の調子が悪く、車いすを使ったり送迎したりの状態です。 
1.治療,医療内容,

病状 

41 ・医療費について、愛知県で肝炎に感染し慢性肝炎になり、特定疾患として自己負担がな

く助かったが、転居してから負担が大変になった。 
・インターフェロン治療をしていないのは、IB 型で効きにくい型であることと、良い状

態が続いているので、副作用が強いため、良い治療ができるのを待っている。 

2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

42 インターフェロンを失敗しているため、他の治療法もぜひ見つけてほしいです。この先状

態が悪くなれば、自分だけではなく、家族にも迷惑をかける事になる。ぜひ減免、給付等

生活の保障をしてほしい。肝炎患者皆への偏見、差別をなくしてほしい。 

2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

43 所得に応じて、医療費の負担が違うのは残念です。都（国？）の難病補助も受けられませ

ん。もう少し検査費用、投薬料が安くなれば助かります。 
2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

44 C 型肝炎感染を知ってから、治療まで年数がかかった理由は、治療費の高いこと、生活の

ために仕事を辞められなかったことです。治療費と、治療後のある程度の期間の生活費の

確保なしでは、治療は難しいです。慢性肝炎ぎりぎりのところで退職し、治療に専念しま

した。病気に理解も協力も得られない夫とは離婚し、現在の所に転居し、子供と 2 人で生

活しています。先々の生活と健康に、大変不安を持っています。血小板の数値も低いため、

わずかな切り傷が、5～6 日間も治りません。 

2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

45 再発時の救済を完全にすることと、生活支援も、以前の生活水準にできるように、お願い

致します。 
2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

46 23 年間ずっと病気と闘いながら生きてきました。やっと昨年国の補償金が入りましたが、

これまでの借金に消えました。助けていただいた親兄弟、姉妹に、やっと人間扱いしても

らい、ほっとしました。でも、この身体では働くこともできず、肝癌の治療費も、年金だ

けではどうすることもできません。国保代や治療費の不安を抱え、毎日地獄です。国の救

済が、早く実現することを願います。 

2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

47 助成制度ができたとはいえ、副作用がきつく、パートも休みがちになり、収入は激減して

いる。治療費もかかります。せめて、治療費だけでも無料になってほしい。薬害肝炎患者

だけではなく、すべての肝炎患者に対して、安心して治療が受けられるように、1 日も早

くお願いしたい。私の周りにも沢山いらっしゃいます。 

2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

48 肝硬変、肝ガンになった時点で、障害手帳を交付してほしかった。インターフェロンを打

てない患者には、せめて医療費の負担をお願いし、このストレスを軽減させてほしいです。

現在非課税で、1 回で 4～6 万円は大きなストレスです。 

2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

49 自分の事で良かったと思っています。家族や子供だったら、もっと悲しくて苦しいだろう

と思います。健康の有り難さを感じておりますが、毎日飲んでいるサプリメント（免疫力

を上げる）代がかかるのが不安です。飲めばとても元気でうれしいのですが・・・。 

2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 
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No. ご意見、ご感想 回答内容分類 

50 11 月上旬に、ニュースジャパンで、北海道の女性（56 才）の方を放映されていました。

驚いたのは、腰の上に 2 ヶ所穴を開けて、画面を見ながら抗ガン剤を注入していたのです。

今まで私が見たことのない原始的なやり方だと思いました。どうしてこの女性は、この方

法を選んだのかと、なぜか悲しくて一晩中眠れませんでした。最新医療を受けるためには、

治療費が高いのです。先月、「粒子線の治療」の講演に行ってきましたが、ワンクール 300
万円かかるそうです。ワンクールで済む人はいいのですが、やはり、お金がないと死んで

しまうのかなぁと、痛感しているところです。 

2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

51 インターフェロンを打ちに行く時は毎日だったので、バスで行って、帰りは具合が悪い時

はタクシーで帰っていたので、交通費がかかりました。 
2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

52 36 才で肝炎と診断され、それから入退院を繰り返し、23 年が過ぎて現在 59 才です。や

がて 60 才になりますが、この先仕事もできないし、毎日が不安です（肝硬変から肝ガン）。

体は弱くなる一方です。医療費の自己負担をなくしてほしい。障害者手帳を交付してほし

い。 

2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

53 なかなか日常生活では肝炎の方と話す場面がなく、医師からの話しか聞くことができませ

ん。この 20 年でも治療方法がずい分進歩し、これから先も日々医学が進み、より効果的

な治療ができるのではないかと思っていますが、助成制度は 7 年間という期限付きで、と

ても疑問を感じています。子供がまだ中学生なので、家庭生活に支障のないように生活し

たいと思っています。副作用のことを考えると、インターフェロンを受けた方がいいのか

どうか、とても悩みます。ウィルス IＡ型はデータも少なく、なかなか勇気もでません。 

2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

54 障害者年金を給付してほしい。身体手帳を交付してほしい。 2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

55 たまたま私は和解し、決着がつきましたが、その他の方々にも、早く治療体制の充実を図

ってほしい。そして、障害給付（年金）をするべきだと思います。 
2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

56 子供に感染していないか心配です。もし、子供が C 型肝炎に感染していた場合、その子供

の医療の助成も考えていただきたい。又、私は専業主婦（時々パート、アルバイト）です

が、収入がほとんどなく、働きたくても、体力の低下が著しく、金銭面でも非常に不安が

あります。できれば早期に、障害年金の給付を実現してほしいてす。 

2.医療費,交通費,

福祉の充実,生活

保障を 

57 本当に当時の事を思い出すと、毎日泣いてばかりいた。20 年後には、肝硬変で死んでし

まうんだと、暗い日々を送っていた。幸い、当時の内科の主治医が、肝炎発症から半年後

に、インターフェロンの治療を始めてくれて治癒した。今回の肝炎立法では、インターフ

ェロンの自己負担の軽減を、強く願う。少しでも多くの人が、インターフェロンの治療を

開始できますように。 

3.薬の効果と副作

用 

58 22 年間肝炎と闘ってきましたが、インターフェロンが（2 度目）効いて、ウィルスがなく

なりました。辛い副作用は大変なものでしたが、現在は病状も安定しています。今までよ

り、少しは元気に精神的に楽になりました。このままの状態で生きていけたら、本当にう

れしいのですが・・・。検査はこれからもしていきます。 

3.薬の効果と副作

用 

59 20 年も前の事なので、忘れている事が多いです。今は、インターフェロン治療のおかげ

で、何ともないですが、今後に多少の不安はあります。でも、毎日前を向いて歩いていき

たいと思っています。病気になってから、1 日の大切さを改めて感じたので、後悔のない

日々を過ごしていきたいとは思っています。 

3.薬の効果と副作

用 

60 私は 2 型で、24 週で終わりと言われている。4 本投与した時、ウィルスは消えていた。現

在 18 週目。ウィルスは消えました。詳しい病名も分からず、医療講演会でよく理解でき

た。今年の 8 月から●●●●●へ通院しています。担当医が専門医で、説明も分かりやす

く好感が持てます。良かったです。 

3.薬の効果と副作

用 

61 私は 1b、2 回目のインターフェロン治療をしています。1 回目は 5 年前で 1 年間 48 週。

インターフェロン（ベグとリベトール）終了後、ウィルス復活。2 回目は昨年の 7 月末よ

り、ペガシスとコペガスを週 1 回 180 を投与しています。48 週でウィルス 1.2 復活して

しまい、72 週になり、終了間際にまた 1.2 ウィルス復活になり、抗体検査をすると主治

医に言われ、主治医との信頼関係を 2、3 度なくしそうになります。今は、ペガシスだけ

を投与してほしいと、ひたすらお願いしている。1.2 ウィルスが消えるまで、2 年間でも

やってほしいのですが、20 年のお付き合いの主治医は、何か問題が起きれば「がんと」

するので、しばしば疲れてしまいます。精神的に参っています。病院を変えたい気持ちも

あります。 

3.薬の効果と副作

用 
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62 3 回目のインターフェロン治療（レベトール使用）を開始したが、2 回目の時（中断）と

同じく、ひどいうつ病になり、うつ病の治療中です。肝炎治療も中断して、経過観察中。

前回も、回復に 1 年以上かかりました。現在 4 ヶ月目です。インターフェロン治療ができ

ない患者もいることを、知ってほしい。 

3.薬の効果と副作

用 

63 ・インターフェロン＋レベトール治療の副作用としてのアレルギー症状をやわらげるため

に、漢方薬を処方してもらっていますが、健康保険から漢方薬が外されたら困ります。 
・インターフェロン治療をする時、アレルギーのある患者（特に食物アレルギー）には、

副作用の事をよく説明して行ってほしい。私は大豆と乳製品のアレルギーがあり、肝炎発

生後の静注、錠剤を止めてから、肝機能が下がり、長時間の労働ができるようになったの

で、それ以降、肝臓病に処方するという薬を断っていました。インターフェロン治療する

時も、アレルギーに関する話はなく、2 回目の診療時、食物アレルギーが疑われ、インタ

ーフェロンとレベトールの成分を調べてもらったところ、レベトールのカプセルにゼラチ

ンが使われていることが分かりました。乳製品アレルギーの私には、毎日 3 錠飲み続ける

と、白血球が減少しすぎて、インターフェロンが打てない時が何回もあり、76 本で中止

した後も、なかなか白血球の値が回復しなかったせいとで、過度の食物アレルギーになっ

たのではないかと思っています。本当の原因を知りたいと思います。 

3.薬の効果と副作

用 

64 インターフェロン治療するにあたり、必ず肝精検は必要なのでしょうか？医者はタイプ、

ウィルス量、現在の治療が分かっていれば、肝精栓はしなくても良いと言いましたが、実

際はどうなのでしょうか。 

3.薬の効果と副作

用 

65 フィブリノゲンもインターフェロンも両方使いました。今は手も足もふるえます。それに

うつ病のようです。悔しいです。地元の新聞に出てから、病院の先生が、私にフィブリノ

ゲンを使ったと言いました。 

3.薬の効果と副作

用 

66 IFN 治療中ですので、その日の体調により、気分の浮き沈みがあるかもしれません。 3.薬の効果と副作

用 

67 インターフェロン治療を 1 年 8 ヶ月経っていますけれど、ウィルスが出ていないので、今

は、とても良かったと思っています。 
3.薬の効果と副作

用 

68 肝炎を発症してから 6 年後に、最初のインターフェロン治療を受けましたが、ウィルスは

消えず、肝硬変、肝癌への不安を抱えながら、自分で体力をつける努力をするしかないと

思って過ごしてきました。しかし、原告団に加えていただくことで、再度病院で診察を受

け、昨年 10 月より 2 度目のインターフェロン治療を開始。24 週で終了しました。その後、

ウィルスの検出はなく、今のところ順調です。 

3.薬の効果と副作

用 

69 同じ原告の方でも、現在の症状が重い方や軽い方がいると思われます。自分の場合、手術

によって肝炎になってから、インターフェロンを受けるまでは、日常生活を自分でコント

ロールしていたので、非常に苦痛なことでした。インターフェロン後は、おかげさまで数

値も全く問題ありませんし、ウィルスも検出されていません。ここ最近は、ジムに通って

体を鍛えていて、かなり激しいトレーニングを行って、スポーツに取り組んでいます。普

通の人よりは、はるかに体力があると思います。これからの人生も、このままいけら良い

なと思っています。 

3.薬の効果と副作

用 

70 弁護団の皆さまご苦労様です。いろいろ有り難うございます。42 才肝臓ガン告知。肝臓

2/3 切除。誤診血管腫肝炎、C 型肝炎告知。インターフェロン治療の副作用による苦痛。6
ヶ月目に副作用による I 型糖尿病を発症し、毎日 4 回インシュリン。肝炎継続。しかし、

頑張って生きなければ・・・。 

3.薬の効果と副作

用 

71 昨年 1 年間（48 週）のインターフェロン治療により、ウィルスが消えましたが、その間

副作用の苦しみは大変なもので、二度と体験したくありません。一生半年ずつの検査を受

けなければならず、初回の検査が 1 月末にありますが、結果が心配で、いつもどきどきし

た生活ですが、他の皆さまの事を思うと、何も不満を言うことはできません。 

3.薬の効果と副作

用 

72 ずっと健康だった体が C 型肝炎に感染してから、一生病院と付き合っていかなければなら

なくなり、大変です。インターフェロンをして、大丈夫と言われ安心していたら、エコー

で病気になる所があると言われ、不安も命がなくなるまで続くのかと思うと、とても辛い

し、精神的にもまいります。どうか、1 日でも早く完全に治る薬ができることを、祈るば

かりです。 

3.薬の効果と副作

用 

73 私は H20 年 5 月からインターフェロン治療を始め、72 回の注射を終えましたが、仕事も

休み、H21 年 12 月から仕事にも復帰できます。皆さんの協力があって治療もできました

が、副作用も残り、完治もせず、この先の不安もありますが、普通の生活の有り難みがよ

く分かり、がんばって病気と向き合い生きています。前向きに考えていますが、いつまで

仕事ができるか、少し不安です。 

3.薬の効果と副作

用 
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74 フィブリノゲン等の薬害のために闘ってくださった人達に感謝します。20 年にわたり、

自覚症状なしに健康に過ごしてきました。しかし、病気は静かに進行していたのですね。

慢性肝炎と診断され、現在インターフェロン治療をしていますが、菌の多いタイプなので、

もし菌が撲滅しなければ、これから先一生付き合わなければなりません。 

3.薬の効果と副作

用 

75 私の病状は、現在ウィルスが消え、経過を見る段階にある。従来の飲み薬と併用するイン

ターフェロンではなく、一世代前の 2 日に 1 回の注射で効果を得た。完治かどうかは 2010
年 3 月に分かるのだが、完治すれば全国的に希有な例であるため、他の患者さんの治療の

選択肢の 1 つとなるので、私が完治して患者さんの治療の道標になりたいです。 

3.薬の効果と副作

用 

76 慢性 C 型肝炎と知るまで、手術より 20 年近く経過していたため、家族への感染を心配し

たが、幸いなことに、感染はありませんでした。本当に安心しました。まさか自分が C 型

肝炎になるとは。知った当時は原因も分からず、ただただあ然。インターフェロン治療も

持病の MDS のため、主治医も二の足を踏んでいる状態。いつかはインターフェロン治療

をやりたいと思う反面、その苦しさを思うと、もうこのままでいいと諦めの気持ちもあり、

複雑です。カルテがないため、証明ができない感染者の方々を思うと、切ないです。何と

かならないでしょうか。 

3.薬の効果と副作

用 

77 私は現在、助成制度は使っていません。今の制度で私の負担は月 5 万円ですが、インター

フェロンの注射の量が通常より少ないため、1 ヶ月 45,000 円位です（血小板が少なくな

りすぎるため）。やはり、1 ヶ月 5 万円の医療費は大変です。治療費は肝炎治療だけでは

ありません。なるべく自己負担を少なくと切に願います。収入はあっても、支出も多い年

代です。又、現在治療中ですが、完全に治るかどうか不安です。ウィルスが完全に消滅す

るまで、治療費の自己負担を軽減してほしいです（本当はなくしてほしい気持ち）。 
私は、27 年前に非 A 非 B 型肝炎になり、その時肝臓病の本当の恐ろしさを学びました。

その頃の治療は安静第一でしたので、食べたら横になり肝臓を修復し、余ったエネルギー

で生活をする時代でした。本当は、働かなければならなかったのですが、家族の理解で、

1 日 2～3 時間のパートで生活費の足しにしてきました。8 年前に C 型肝炎と分かり、医

師に相談したとところ、インターフェロン治療をしても治癒率 50%と言われ、治療する勇

気もなく、経済的にも無理なため、採血検査の数値を見ながら、不安な生活をしてきまし

た。昨年、国で認めていただき和解し、給付金をいただいた時には、「これで安心して治

療が受けられる、家族にも安心してもらえる」と本当に嬉しく思いました。しかし、私の

ように訴訟して和解できたのは、ほんの一部の人達だけと分かりました。カルテのない肝

炎患者がほとんどで、苦しんでおられる方々が大勢いることを知りました。2 度目、3 度

目のインターフェロン治療でも治らないため、一生、インターフェロンを打ち続けなけれ

ばならない方もいます。助成金制度の 72 週目以降は実費です。1 ヶ月分 1 本 1 万円×4～5
回です。どうか助けて下さい。元の健康体に戻して下さい。それが無理なら、せめて治療

費を少なくしてほしいと思います。インターフェロン治療があるなどと、簡単に言ってほ

しくないです。これは、実際に体験した人でなければ分かりません。本当に苦しく苦痛で

す。副作用にも苦しみます。 

3.薬の効果と副作

用 

78 友人がインターフェロン治療を始め、副作用により転倒し、肋骨を折り、ますます体調が

悪くなってしまった印象を持っています。私の夫は現在単身赴任中で、1 人で生活してい

るので、家に戻ってきてくれたら、治療に入りたいと思っています。1 人では不安です。

薬害肝炎であるのを知らなかったとはいえ、毎年献血センターに行っていたことが、重く

心にのしかかっております。 

3.薬の効果と副作

用 

79 C 型肝炎の治療はインターフェロンしかないのですが、私は、インターフェロンに対して、

アレルギーが出てしまいます。他の治療法を開発してほしい。 
3.薬の効果と副作

用 

80 今は、肝機能等安定しているので、様子を見ている状態ですが、4 回目のインターフェロ

ン治療には、少しおじけづいています。また副作用の苦しみを味わなければならないと思

うと、このままでいたいと考えてしまいます。いつも前向きに生きていますが、本当にイ

ンターフェロンは嫌です。医学の進歩を望みつつ、薬害はこりごりです。 

3.薬の効果と副作

用 

81 心臓と肝臓の薬 7 種を、多年にわたり飲んだ故か、腎臓が次第に悪くなり、年中身体がだ

るく、長時間（3 時間以上）外出すると、口臭がひどくなり、疲れがひどく、人の集まり

や集合等には参加するのが苦手です。又、薬に関連があるのか、最近は腰痛があり、小用

が近くて困っております。 

3.薬の効果と副作

用 

82 副作用が軽い、医療費も安い、ウィルスが 100%近く除去できる薬ができることを、一番

望んでいます。 
3.薬の効果と副作

用 
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83 現在治療中であるが、副作用のため白血球、赤血球、ビリルビン等一気に下がり、しんど

い状態である。でも、たまに知人に会ったりすると、顔色はよさそうだと言われ、辛い事

が理解されない。そして、テレビで C 型肝炎の CM をよく見かけるが、レベトールはと

ても高く、私達薬害の患者によって儲けているイメージがあり、嫌な気持ちになる。C 型

肝炎撲滅を願う会社なら、薬価を下げてほしい。 

3.薬の効果と副作

用 

84 30 年以上、時限爆弾を抱えたような気持ちで、教師という激務をやってきました。退職

して、今やっとインターフェロン治療を受けていますが、副作用が厳しく、自分の人生は

一体何だったのかと考えます。原告団で闘う人達の姿勢に感銘を受け、今、がんばること

がやっとできています。 

3.薬の効果と副作

用 

85 医師よりインターフェロン治療を勧められていますが、副作用の事を思うと、まだ決心が

つきません。 
3.薬の効果と副作

用 

86 今年 2 月に入院で、ペグインターフェロンの治療をしました。今現在も 1 週間に一度注射、

血液検査、尿検査に通院しています。副作用で熱がでたり、頭が痛くなったり、体がかゆ

くなったり、筋肉痛や髪がすごく抜け、精神的にも肉体的にも金銭的にも不安な気持ちで、

毎日が憂鬱で、今が一番不安定な時期です。 

3.薬の効果と副作

用 

87 私は 14 年前に、インターフェロンの治療を受けましたが、ウィルスが残っています。も

うインターフェロン治療は辛いのでこりごりと思っていましたが、もう一度受けたらウィ

ルスを取りきれるか聞いたところ、インターフェロンが効いているためか安定しているの

で、インターフェロンをすると、寝た子を起こすようなことになり、かえって悪くなるこ

とがあるので、様子を見て悪くなってから治療をした方がいいと言われました。このまま

の状態だといいのですが、年を重ねて免疫が悪くなり、インターフェロンも体力的に無理

にならないか心配です。主治医の先生も肝臓の専門ではないと思うので、確実にウィルス

が取れるようならば、もう一度インターフェロンをやってみたいと思いますが、判断がで

きません。 

3.薬の効果と副作

用 

88 主治医からは、そろそろ治療をと勧められているが、副作用の事を考えると、このまま仕

事が続けられるか、職場に病気の事を言わないとけいないなどを思い、なかなか踏み出す

ことができずにいます。 

3.薬の効果と副作

用 

89 インターフェロンを投与していましたが、黄疸のため治療を中止したまま、現在に至って

います。早く完治できる新薬を希望致します。 
3.薬の効果と副作

用 

90 今後、インターフェロンの治療をしたいと思います。 3.薬の効果と副作

用 

91 最近、テレビ等でインターフェロンと飲み薬で C 型肝炎が治るという番組を見たのです

が、本当なのでしょうか。型により、治るものと治らないものがあると聞いていますが、

データがあれば知りたいです。 

3.薬の効果と副作

用 

92 37 年前に 2 人目を出産。出血多量で輸血、止血剤の投与を受け、何の説明もなく、8 年位

前に C 型肝炎と言われましたが、6 年位は 3 ヶ月に 1 回の診察を受けるだけでした。64
才にインターフェロンを受け始め、今日に至っています。途中 10 ヶ月中断しました。副

作用がひどく、家族の手助けで頑張っています。何もお手伝いできずにすみません。どう

ぞよろしくお願いします。 

3.薬の効果と副作

用 

93 せっかくのインターフェロン治療の機会も、現在治療にあたっている病院（指定）では、

高齢、心疾患、ウィルス数が多いとの理由で、拒否されている。又、現在の状況について

の説明をぼかしており、将来が不安である。いつも肝硬変→肝ガンへの進行に怯えている。 

3.薬の効果と副作

用 

94 今 CM で、インターフェロンの事をしきりに言っているが、どのような副作用があるか、

しっかりと伝えてほしい。 
3.薬の効果と副作

用 

95 私個人は、1 年間のインターフェロン治療終了後、6 ヶ月が経過し、SVR の状態だと言わ

れた直後のため、質問に答える時、迷う事が多くて、20 年間の慢性肝炎で、常に安静を

心掛けていた時の気持ちと今現在の気持ちを、質問によって混同して答えている所があり

ます。元気いっぱいで、何の苦痛もない肝炎患者はいないのではないでしょうか？今 CM
で、インターフェロン治療について、頻繁に流れているが、製薬会社の利益のために利用

された身としては、あまり良い気がしない。やるのであれば、国がやることだと思う。 

3.薬の効果と副作

用 

96 2006 年秋より、インターフェロン治療をしました。72 週しましたが、2 ヶ月後に＋にな

りました。その後、肝機能が上がり始めました。リバウンドと言われました。グリチロン

を処方され、現在は安定しています。私のように、治療を受けたがうまくいかなかった者

の調査が、このアンケートでは分からないのではと思います。 

3.薬の効果と副作

用 

97 約 15 年前に、インターフェロンによる治療をし、ウィルスは－になり、今現在は普通の

生活を送っていますが、今後、大丈夫か不安になることもあります。 
3.薬の効果と副作

用 
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98 私はインターフェロン治療を 9 ヶ月受けたところで、リウマチの症状が出てしまった。こ

れから先、インターフェロン治療はできないと、医師から言われている。このような者は、

どうしたらいいのか。 

3.薬の効果と副作

用 

99 こういう形で私達にアンケートを提供していただき、病気で闘っている私にとって、とて

も嬉しく感謝しています。病院でよく耳にするのですが、1 年～1 年半位で注射を終えた

と思ったら、3～6 ヶ月過ぎたらまたウィルスが出たと。人間としてショックです。あの

副作用を知る人々は、もっと良いインターフェロンはないのかと。私は肝機能、ウィルス

も良いのですが。 

3.薬の効果と副作

用 

100 ・このアンケートが、望みどおりの方向に役立てることを願います 
・インターフェロン治療でウィルスが消えてはいますが、いつまた再発するのでは？と毎

日おびえています。 

3.薬の効果と副作

用 

101 4 年前にインターフェロン治療が終わり、ウィルスがなくなりましたが、体調はいまだに

スッキリしません。疲れやすく無理はあまりできません。でも、病気の事がテレビでよく

取り上げられはじめ、家族も少しずつ理解してくれるようになりました。来年は孫も生ま

れ、これからは、楽しい生活が待っているような気がします。 

3.薬の効果と副作

用 

102 インターフェロンの治療でウィルスは消えたものの、この時同時に甲状腺の異状、自律神

経失調症なと、今も尚病気と闘っています。ほんとうにつらいです。今後、このように苦

しむ人が出ないように願います。 

3.薬の効果と副作

用 

103 C 型肝炎で入院した時、インターフェロンの治療中、臀部に注射されたインターフェロン

の筋注が、筋肉ではない部位、神経に打たれシコリとなり、椅子にも畳にも床にも座るこ

とさえできなくなり、毎日辛い思いをしております。リハビリもずっと続けていますが、

いまだに治らず、痛みがひどくなり、なんとか楽になればと願っているのですが・・・。

主治医にも、痛くなった時に話をしたのですが、「もうそれは治らないよ」とひとこと言

われただけ。がっかりしたし、誠意も何もない言い方でビックリしました。C 型肝炎にな

っていなければと思いました。 

3.薬の効果と副作

用 

104 2 回目のインターフェロンの治療が 8 月に終わり、今のところは落ち着いています。この

まま治ることを祈るだけです。 
3.薬の効果と副作

用 

105 肝炎基本法が成立したこと。弁護団の先生方、薬害肝炎原告団代表の方、本当にお疲れさ

までした。体調不良で入院し、今現在インターフェロン治療中で、薬の副作用で体がだる

く、1 日 1 日を頑張って生活しています。これからは、薬害被害者が安心して暮らせるよ

うフォローして下さいますようお願い致します。 

3.薬の効果と副作

用 

106 知人がインターフェロンを 1 年打って終了した後に、わずか 3 ヶ月でまたウィルスが見つ

かりました。治療補助は受けられず、自己負担でまた始めるとのこと。絶対におかしいで

す。治癒率がまだ 6 割程度しかないのに、1 回のインターフェロンで完治するとは思えま

せん。肝臓専門の医師団で、声をあげてもらうことはできないものでしょうか？ 

3.薬の効果と副作

用 

107 私はインターフェロン、ペガシスと 3 年間にわたり治療してきて、この 3 月に一応終了し

ておりますが、治療中もまったくそれまで通りの生活ができました。言われている副作用

もほとんどなく、好きなスポーツもできました。治療には、体質的なものもあるかと思い

ますが、あまり考えすぎずに、まず始めてみたらいいのではないかと思います。しかし、

医療費の負担はここ最近補助があるといえども、負担に感じます。前向きに考えて生活す

るのが一番かと思います。 

3.薬の効果と副作

用 

108 人の命は地球より重いと、臨床や看護学校で何度となく言われてきました。その通りだと

思います。人間は健康であれば、色々な道が開ける。健康であることが一番の宝です。肝

炎以外に、どうしようもなく、何の罪もなく、難病等で入院生活を余儀なくされ、亡くな

っていかれる人も沢山いらっしゃいます。薬は「人の命を救うもの、疾患を快方へ向かう

お手伝いをするもの」です。その薬が人の人生を狂わすものには、絶対になってほしくな

い。なってはいけない。 

3.薬の効果と副作

用 

109 11 月にインターフェロン治療が終わったばかりです。昭和 61年出産 1ヶ月後に急性肝炎。

その後 C 型肝炎と診断され、20 数年病院にて経過観察したきました。肝機能は特に悪く

はなかったが、将来、肝ガン、肝硬変になる可能性を考えた時、怖くなり、毎年おびえな

がら年をとっていくより、1 年間のインターフェロン治療に専念しようと思い治療しまし

た。とてもきつかったです。もともと元気だったので、思うように日常生活ができなくて、

とても辛かったです。何度も止めようかと思いましたが、C 型肝炎ウィルスに負けてたま

るかと思い、頑張り無事治療が終わりました。肝炎患者の人達は皆とても辛く、治療も大

変です。ぜひ、医療体制、治療休暇制度を確立してほしいです。 

3.薬の効果と副作

用 
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110 8 年前のインターフェロン治療の時、うつ状態になりました。その時から安定剤を使用し

ていました。今現在も、朝起きて安定剤を飲まなければ、1 日が始まらない状態です。 
3.薬の効果と副作

用 

111 平成 20 年 8 月から、インターフェロン治療を 1 年間、副作用に耐え終了しましたが、ウ

ィルスがまた見つかりました。会社を退職して受けた治療だったため、今現在、再発のシ

ョックから立ち上がれない状態です。 

3.薬の効果と副作

用 

112 インターフェロンの治療も終わったのですが、1 年 6 ヶ月治療しても全く治らず、効果が

ありませんでした。治るまで治療していくべきだとは思っているのですが、経済的、精神

的にまいってしまいます。もっと 100%治る薬品があればと思っています。もう疲れまし

た。病気の事から離れたいです。 

3.薬の効果と副作

用 

113 一年前、父はうつと診断されました。今、入退院を繰り返し、治療を行っております。 
毎日、非常に苦しんでおります。肝炎で体を動かすこともできず、気分転換をすることも

できません。うつになったのも、C 型肝炎の治療や薬害肝炎の訴訟が原因とのことです。

毎日、きついきついと言って泣いている父を見るのが、とても辛いです。 

3.薬の効果と副作

用 

114 昨年 5 月から 1 年間、ペグインターフェロンとレベトールの併用で治療しましたが、一度

だけウィルスが陰性になり、喜んだのも束の間、すぐに再度陽性になり、今年の 5 月で治

療終了。その後 8 月の検査では、GOT、GPT、ウィルスの量はもちろん高くなっていま

した。10 月からは、早期に肝癌を発見できる「ソナゾイド」という薬剤を用いた造影エ

コーを 3 ヶ月に 1回と週 2 回のインターフェロン 600、強ミノの点滴注射を受けています。

1 回の治療費が 14,950 円と高額で、今後いつまでこのような生活を続けなければいけな

いのか、とても不安です。 

3.薬の効果と副作

用 

115 インターフェロンの治療を始める前、ネットで検索すると、治療時の悪い事ばかりの書き

込みです。まぁ本当の事だと思いますが、良かったという書き込みは、少ないと思います。

私は、軽かったこともありますが、3 ヶ月で注射も終わり、現在は、経過を見ている段階

です。千葉大でも 2 ヶ月で終了した方もいると、先生から伺いました。情報が片寄ってい

るように思います。悩んでいる方に、いろいろな情報を教えられたらと思います。 

3.薬の効果と副作

用 

116 ・世の中に、C 型肝炎や止血剤等の問題が取り上げられた最中に、疑いを持ち問い合わせ

た私に、「何も使っていません」と、口答で告げた当時の医師に、腹が立ちます。同席し

ていた職員と医師と、病院の管理責任者に、目の前で謝罪を望みます。 
・75 才の義母に、とても迷惑をかけました。義母を看取るまでは死ねません。 

4.医師・医療従事

者への思い,意見 

117 命は助けられました。当時、肝臓は二の次でした。医者に文句は言えません。患者はみな

泣きました。どうしても患者の立場は弱いです。自然そうなります。医者も、命を助けた

というプライドがあります。それは分かるのですが、強い立場と弱い立場（患者）がある

のは明白であります。本当に辛いところです。 

4.医師・医療従事

者への思い,意見 

118 昨年（73 才）、何としてもインターフェロン治療を受けてみたいと思い、主治医は今まで

もあまり積極的ではなかったけれど、もうこれが最後のチャンスと、専門医を紹介してい

ただき、実現に至りました。血小板は 8 万を切るくらいどんどん下がるし、このまま死ぬ

にしても、ウィルスなど余分なものを持って死にたくないと思ったのです。消化器の医師

にかかっていたのですが、C 型肝炎の専門医がいることなど、知りませんでした。20 年

以上も診てもらっている間に、専門医の診察を勧めてもらいたかったです。 

4.医師・医療従事

者への思い,意見 

119 肝炎の検査を受けるように言われていますが、専門医が少ないため、予約していても 2 時

間待ちでの 2～3 分診療です。先生もとても忙しく大変そうです。是非医療体制を何とか

してほしいです。特に、地方には専門の先生が少ないです。 

4.医師・医療従事

者への思い,意見 

120 歯科医師には肝炎患者への偏見があり、治療を拒まれたことは、過去に数回経験していま

す。こんなことはどうしようもないことなのでしょうか。 
4.医師・医療従事

者への思い,意見 

121 なぜ、フィブリノゲンを使ったのですかと、先生に聞きました。親子両方危ない状態だっ

た。それに、フィブリノゲンのこともよく分からなかった。こんなことになると分かって

いたら、使わなかったとの返事でした。病院の先生が悪いのか、それともやはり出した国

が悪いのか、病気にされた私達は・・・。 

4.医師・医療従事

者への思い,意見 

122 認定されるまでの道のりは長く、苦痛でした。病院でのカルテ保存年限を見直していただ

きたい。 
4.医師・医療従事

者への思い,意見 

123 C 型慢性肝炎（薬害肝炎）を発症して、23 年目になろうとしている。次男が高 1 の時、「俺

が生まれたせいで、母さんは病気になり、離婚したんだろう。俺なんか生まれてこなけれ

ばよかったんだ」と言った時、子供には何の罪もないのに、次男の心の中は辛く、苦しく、

淋しい思いをしながら、小さい頃から口には出さず、生きてきたんだと思った。本当に子

供達には辛く、苦しく、淋しく、可哀相な思いをさせてしまったと、申し訳なく思う。 

5.家族への思い,

家計,就労 
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124 一人暮らしではどうにもならないと思いますが、家族が一緒なので、生活できると思う。

もう 90 才を過ぎているので、いろいろ考えなくても・・・。 
5.家族への思い,

家計,就労 

125 親兄弟を悲しませたくはありませんので、告知しておりません。 5.家族への思い,

家計,就労 

126 私の場合、産科の医師にしても、かかりつけの医師にしても、人間性が良い方々に恵まれ

ました。きっとフィブリノゲンを使用しなければ、命がなかったのかも知れません。肝炎

と分かった時は、自暴自棄にもなりましたが、早くから分かっていたので、24 年間検査

を受けられました。ただ、これから段々年もとります。肝炎も進行します。医療費も高く

なり、支払えるか不安です。今は主人がいますので、心配はありませんが、これからは不

安です。私の母のデイサービスでも、うつる病気に肝炎が出てきています。実際、私がデ

イサービスに行くようになると、もし拒否されたら、そのような施設に入ることもできま

せん。近い将来、それが現実になります。 

5.家族への思い,

家計,就労 

127 私がこの病気になったため、家族に経済的なしわ寄せが行き、申し訳なかったと思う。家

族が協力してくれるので、治療ができて、幸せだと思っている。元の元気な体だったら、

人生が変わっていただろうと思うと、悔しい思いです。 

5.家族への思い,

家計,就労 

128 肝炎患者の食器類は紙を使用して、全部捨てていた時代もあったと、医療機関の人から知

らされ（伝染病と扱ったため）、当時を過ごした人々の多くは、いまだに誤った認識の人

も多いのではないかと思う。肝炎患者と知られるのが恐ろしく（私と接することが、不愉

快に思う人もいるのではないかと）、子供、孫に、何らかの影響がなければいいと願って

います。 

5.家族への思い,

家計,就労 

129 まだまだ世間の C 型肝炎に対する偏見、差別は根強く、私も自分が C 型肝炎と判るまで、

普通に接してもうつる病気だと思っていました。ですから、仕方のない事だと思っていま

す。息子夫婦にも未だに言えなくて、それが何よりも心苦しいです。 

5.家族への思い,

家計,就労 

130 私は今、おかげさまで元気に過ごしております。私がこのような状態だという事は、成人

した 2 人の子供には話しておりません。主人だけです。主人は、昔から病気に理解をして

くれております。何故子供達に話さないのか、私にも理由ははっきりしません。原告団の

方々には本当に感謝しておりますが、この報告書も、子供達に気付かれないようにと記入

しております。私の現在の心境としましては、もうこれ以上放っておいていただきたいと

いうのが、正直な気持ちでございます。自分勝手な意見ですが、静かに見守っていただき

たく思います。 

5.家族への思い,

家計,就労 

131 和解は先生方のおかげで、今から 1 年前に終わりましたが、大切な治療費なのに、家の連

帯保証人になっており、実際にはローンの支払いに使用していて、心が痛いです。原告に

もなれない人が 350 万人いるというのに。肝炎のこと、娘 1 人にしか話しておりませんが、

出血の止まらない鼻血で顔も服も赤いのに、夫は救急車も呼ばない冷たい人間に。これ以

上私が責任を負うのは辛いから、考えております。色々なことを。 

5.家族への思い,

家計,就労 

132 四男は、現在マイナスになって産まれた時からの体調が、今と全然違うので、そのことが

不思議でしかたがないと言っています。体重も 10kg 以上太っています。 
5.家族への思い,

家計,就労 

133 今回このアンケートを受け、当時の事を思い出し、3 人の子供達が精神的なショックを受

けていたことを、改めて感じた。長女は小学校へ入学して 3、4 日後での入院で、母親が

死ぬかも知れないと周りから言われて、泣いて帰って来たらしいことを、最近になって主

人から聞かされた。下の 4 才と 2 才の子供らも、入院中私のベッドに乗って、不安そうな

顔を浮かべていたあの頃を思い出す。日々医療は進歩しているが、二度と薬害を出さない

でもらいたい。 

5.家族への思い,

家計,就労 

134 今年 8 月自主退社をしました。この不況で次の派遣先が見つからなかったため、上の人か

ら言われたそうです。私が手続きしなければ・・・振込先を給与振込先と同じにしなけれ

ば・・・もしかしたら・・・なんて、思ってみたりもしました。息子も会社の方にどこま

で話したか分かりませんが、書類のやりとり等話していたみたいで・・・。今、ハローワ

ークに通い、仕事を探しています。皆様の活動をメールやテレビ、新聞等で拝見し、勇気

づけられます。すごいなぁと思います。そして、ありがたいなぁと思います。皆様が、全

員幸せになれますように！！ 

5.家族への思い,

家計,就労 

135 私は赤ちゃんの頃に感染し、今はウィルスも検出されていないため、いたって健康です（別

の病気があるので、身体に不安がない訳ではないですが）。そのため、薬害肝炎と言われ

ても、正直ピンときません。でも、母は自分のせいで私を肝炎にしてしまったと思い込み、

自分を責めています。私は、母のせいとはまったく思っていないので、謝られるたびに辛

いです。このような交流を通じて、肝炎患者だけではなく、その家族の心の負担が少しで

も軽くなれば、嬉しいです。 

5.家族への思い,

家計,就労 
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136 私は肝炎に感染させられたために、大切な娘を救うことができなかった。このつらくて悔

しい思いで、一生過ごすのでしょう。この思いは、国や製薬会社には分からないでしょう。 
5.家族への思い,

家計,就労 

137 私は、無症候性キャリアで、普段の生活をするには何の不便もありませんが、未だ治療し

ている人、進行してしまった人など、何と言ったらいいのか分からないほど、気の毒でな

りません。カルテがなくて訴訟できない人など、何とかしてやれたらと思います。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

138 今は経過観察ですが、今後進行していくことがあれば、とても今のような気持ちではいら

れないかも知れません。今苦しんでいる他の患者さんにとって、少しでも良い方向にいく

ことがあれば、協力したいと思っています。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

139 まだ和解していない人達が、みんな早く話し合いができますよう、応援しないといけない

と思います。 
6.同じ被害者の人

たちへの思い 

140 いつもいろいろな事に参加できなく、心苦しく思っています。今は、割り切るほか生きる

ことができない。うつなどにならないために、できることなら色々な同病の方々と、意見

交換、情報交換等したいのですが、ストレスを感じることが心配で、なかなか実行てきな

いでいます（過去に 6 回、十二指腸潰瘍による下血体験があり、入院しました）。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

141 私のような不幸な人間を出さないように、これからの医療体制について、十分な配慮を願

いたいです。現在、訴訟中の人全員が、和解できることを、心より願っています。 
6.同じ被害者の人

たちへの思い 

142 和解金をいただきましたので、将来の進行に合わせて治療が受けられます。まだ救済され

ない方もいるので、自分だけ先に申し訳なく思っております。新薬が開発されることを願

っています（3 回目挑戦）。今、国会で肝炎対策が進んでいること、嬉しく思っています。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

143 薬害肝炎被害者の方全員が、1 日でも早く、救済されることを願っています。 6.同じ被害者の人

たちへの思い 

144 治療したくても、いろいろな事情で受けられない人がたくさんいます。体の不安を抱えな

がら、毎日過ごすのは、本当に精神的にまいっているはずです。どうか、すべての人が安

心して治療できるように、1 日も早く願っております。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

145 インターフェロン助成が始まり、ウィルス消失する人が増え、本当に良かったと思います。

しかし一方では、インターフェロン治療の効果なく、肝ガンから肝移植にまで進行する人

もいます。医療体制や生活支援、すべての原告が安心して暮らせる日が 1 日も早く来るこ

とを、切に願っています。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

146 体調不良が続き、原告団行事に参加できず、申し訳ありません。 6.同じ被害者の人

たちへの思い 

147 20 年間、長い間苦しんできた。原告に加わり救済されました。同じ苦しみを持ち、病気

と闘っている多くの方がおられます。肝炎患者支援を、患者のためになる法律に設定して

ほしい。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

148 私は、他の人と比べれば、肝炎の肉体的苦しみはありません。その事が申し訳なく、原告

団に入っても良かったのか悩みました。これから自分のできる事は、協力していこうと思

っています。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

149 今までも少しずつですが、原告団として行動してきましたが、現在、仕事が忙しく、仕事

だけで体が精一杯のため、活動に参加することができず、皆様には大変申し訳ないのです

が、今後共よろしくお願い致します。仕事の都合上、返事が大変遅くなり、申し訳ありま

せんでした。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

150 今も肝炎で苦しみ、死んでいく人がいることに、辛い思いをします。結果として、周りの

人々に助けられ、幸せになったことへの強運を思い、支えられて今日があると感謝せざる

を得ません。でも、肝炎への感染がなければ、私には違った人生が待っていたはずです。

若い頃の夢と、夢へ向かって積み上げてきた努力を奪った薬害を、許す気持ちにはなりま

せん。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

151 幾度となくお便りをいただきながら、集会にも参加できず、申し訳なく思っております。

深夜のドキュメンタリーでも見ましたが、同じ立場にありながら、カルテや関係者の協力

が得られず苦しんでいる方が、1 日も早く救済されますことを祈っております。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

152 私がかかっている病院は、20 年のカルテが残っていたので、フィブリノゲンを使用され

たことが分かりました。カルテの残っていない人達もいると思いますが、その人達も何と

かしていただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

153 私は幸運にも、インターフェロンによって治癒しましたが、そうではない方へのできうる

かぎりの保障、制度の改善をして、決して薬害を風化させることなく、救済を続けていた

だきたいと思います。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 
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154 肝炎対策基本法が成立した事を大変嬉しく思います。原告団の方々のこれまでの努力に感

謝致します。ありがとうございます。今後、肝炎患者の方々すべてが、何からの形で救わ

れる事を願います。私自身、娘の命が肝炎によって、短命にならない事を願うばかりです。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

155 6 年程前、新聞で公表された病院名の中に、出産時の病院名があり、出産時の状態がよく

あてはまったので、半信半疑で C 型肝炎の検査をして分かりました。出産して 20 年近く

たってからです。ふつうの検査ではずっと分からなかったのです。他にもそういう方が、

たくさんいらっしゃると思います。検査と治療を充実してもらい、肝炎法案を早く成立さ

れるように願います。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

156 私は幸いなことに、原告団に加わることができましたが、私のような人がもっといると思

うと、何とか手助けする方法を見つけ、いろいろ協力していきたいと思う。50 年生きて

きて、身体の不調が出てきてもおかしくないと思っています。ですから、病気と向き合い

ながら、明るく前向きに日々過ごせたらいいなぁと、つくづく感じています。働けること、

生きていられることに感謝。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

157 私は幸運にもカルテが見つかり、和解することができましたが、カルテが見つからず、和

解できなかった人の分まで、何かで役に立つことがあれば、微力ながら協力していきたい

と思います。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

158 肝炎の状態のデータを現在確認できませんでした。今回のアンケートで、何か少しでも役

に立てたなら、治療のつらさに耐えた甲斐があります。これ以上薬害で苦しみ、悲しむ人

が出ないよう、願ってやみません。 

6.同じ被害者の人

たちへの思い 

159 現在は自覚症状がないのに、補償金をいただき、申し訳ない気持ちが半分ある。しかし、

訴訟期間が限られているので、将来のことは分からないので、集団訴訟に参加した。補償

金は、症状が出た時のために貯金してある。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

160 体調が悪く、何事にも参加、出席できず、案内が届くたびに、心苦しく思うばかりです。

本当に申し訳ございません。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

161 いつもお世話になっています。何も協力できず、いつも申し訳なく思っています。これか

らも、どうぞよろしくお願いいたします。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

162 原告団の活動には頭が下がります。第一線で動くことができず、申し訳なく思っています

が、陰ながらエールを送っています。しかし、治療に関しての情報交換できる場が近くに

なくて、今の原告団の活動を知る場所を、保健所などが積極的に作ってほしいと思ってい

ます。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

163 闘病中は泣いている余裕もなく、ただ前を向いて頑張ってきました。アンケートに答えな

がら、いろいろ思い出されて、涙が溢れてしまいました。辛かったことばかりではなく、

よくここまでたどり着けたなぁという思いや、子供達が一人前になり、社会人として、親

として育ってくれたことなど、幸せと思える現在にもです。今後の生活は、不安も残りま

したが、何とかなるだろうと思っていた時、何げに見ていたテレビのニュースで、原告団

のことを知りました。原告団の方々の大変なご苦労と闘いのおかげで、私達の生活にも光

が見えました。諦めていた治療にも、この年齢になりトライ中です。生きていて良かった。

本当に有り難うございました。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

164 弁護団の皆様、原告団のお世話係の皆様には、いつも感謝申し上げます。家庭の事情で、

何の協力もできないまま、今日まできております。本当に心苦しく思っております。今後

とも宜しくお願い致します。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

165 今回の訴訟に関し、弁護団の各先生方の努力を評価して、厚く御礼申し上げます。今後益々

ご活躍されることを、期待しております。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

166 肝炎は感染症であり、ウィルスがいなくなった現在でも、周囲には話していません。誰で

も、うつる病気は怖いものだと思います。今までにも、そのことを話した友人は疎遠にな

ったりしました。友人が悪いわけではなく、感染症だから、仕方がないことだと思います。

薬害肝炎原告団の方々や弁護団の方々の活動により、それ程感染させる病気ではないこと

を、社会に知ってもらい、気持ちも少し楽になり、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

しかし、私の病状から、なかなかお手伝いなどできなくて、大変申し訳なく思っています。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

167 今朝、被害の実態調査を書いている途中、テレビのニュースで、衆議院の法案で、救済法

が可決されたこと、本当に良かったです。皆が地道に努力することが、世間を徐々に変え

ていく力になるということが、よく分かりました。山口代表初め弁護士達、原告団の地道

な闘いが実を結び、本当に良かったと思います。落ち込んでいた気持ちに、光明が見えて

きたように思います。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 
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168 今現在は、通院しながらでも普通の生活ができていますが、検査のたびに不安になります。

一日でも長く、今の生活ができるように願っています。日々の弁護団の方々の支援、ご協

力には、とても感謝しています。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

169 原告として、会合に出席できず、申し訳ございません。国から出たお金は、お父さんが入

院した時のお金だよと、長男にも言ってあります。弁護団の方々頑張って下さい。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

170 医療問題は大変難しいと思う。特に、製薬会社、国を相手にひとつひとつ問題を掘り起こ

し、解決していくのは時間がかかり、精神的に前向きな気持ちを持ち続けていくのは大変

なことだと思うが、「言っても無駄。国が相手じゃ分かってくれない」と、後ろ向きな気

持ちになるような大きな問題にもかかわらず、中心になっている弁護団の姿勢、結果がし

っかりしているので、時間がかかっても、地道にやっていけていることに感謝しています。

ひとつの目標に向かって解決していく難しさは考えている以上に大変。一人の力は小さい

が、志を持った人々の集まりが、大きな力になっていくという証明だと思う。諦めずに前

に向かっていく姿勢に、本当に感心し、感謝しています。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

171 薬害肝炎全国原告団及び弁護団の方々に感謝し、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

172 義父母介護のため、出席できませんが、原告団、弁護団の方々には、心から感謝していま

す。いつも応援させてもらっています。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

173 訴訟は和解し、本当にほっとしました。この陰には弁護団、原告団の支援の方々、どれだ

け多くの方々の努力があったことか。本当に感謝しております。又、それまで家族の中だ

けの苦しみとして暮らしておりましたが、支援し、理解して下さる人々と接することがで

き、本当に励みとなりました。ただ、病気との闘いは続きます。薬害は人の人生を変えま

す。薬害のない社会と、被害者に温かい社会になることを望みます。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

174 肝炎対策基本法成立、本当にお疲れさまです。このところ、家の事情で支援に何も参加で

きず、本当に申し訳なく思っています。皆様に対し、心より感謝申し上げます。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

175 担当弁護士の先生、弁護団の方々、今回は大変お世話になりました。感染原因もはっきり

分かり、救済までしていただき、何とお礼を申し上げたらいいか分かりません。本当に有

り難うございました。担当弁護士の先生も、とても親切で心強かったです。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

176 この病気がニュースや新聞で取り上げられ、毎日のように流れているのを聞きながら、自

分も明らかにそうなのに・・・と思いながら聞いていても、仕事をしている自分が、原告

団に入り、裁判に参加できない自分が、歯がゆい思いでいっぱいでした（闘ってくれてい

る、原告団の皆さんの頑張りを見ながら）。自分の通院している病院の担当医、医療相談

員が窓口となってくれ、地元の弁護士の先生も窓口となってくれたお陰で、訴訟までこぎ

着けることができました。自分 1 人では、あきらめていたと思います。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

177 H19 年、薬害肝炎訴訟問題が大きく報道されるまで、私は、薬と肝炎の関係も分かりませ

んでした。情報が大きくなるにつれて、内容に驚きと怒りを感じました。今、全面解決し、

和解し、正式に肝炎法案も成立しました。ここまで活動し続けてきた原告団や弁護士の

方々に、深い敬意と感謝の気持ちでいっぱいです。まだ救済されていない方々も沢山いる

ので、私も微力ながら、少しでもお役に立ちたいと思います。 
今、●●県には「肝臓病友の会」がないということで、私がお世話になっている●●県

●●●●●町の●クリニックの●●先生が中心となって、「C 型肝炎患者の会設立」に向

かって、活動を進めているところです。第 1 回目の集まりは、H21.9.24 で、●先生より

肝臓病の話がありました。第 2 回目の集まりは、H21.11.26 で、●●市の●●●●クリニ

ックの●●●先生の話があり、2 つの病院の患者 20 人が集まり、勉強会交流をしました。

患者の会は、まだ始まったばかりですが、立ち上げに先生方がとても熱心で、難しい病気

ですが、有り難いと思います。肝臓病の原因、症状は 1 人 1 人違いますが、「同じ境遇の

患者が体験を語り、不安を解消し、治癒につなげたい」というのが目標です。今後、会員

も増え、活動も患者中心になってくると思いますが、私も、少しでも活動に協力したいと

思っています。原告団や弁護士の方々の力で、ここまで国を大きく動かし、肝炎法案の成

立までもっていかれた姿に、大きな勇気をもらいました。本当にありがとうございました。

又、一般の方々に C 型肝炎という病気を理解して、考えていただく大きな一歩になったと

思います。今後は、1 人でも多くの患者が、適切な治療を受けられるような、体制作りを

お願いします。そして、C 型肝炎の治療の研究に、より一層力を入れてほしいと願ってい

ます。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

178 原告団の方、いつもご苦労様です。私は何もできないので、ただ感謝しております。何も

せず、昔の人のように、自然に死んでいきたい。今は、緩和治療にだけ興味がある。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 
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179 親として、医学に関して無知だったことで、子供に不安、苦痛な思いをさせて、申し訳な

さでいっぱいです。親はいまだに立ち直れません。子供の人生を壊してしまったこと。弁

護団の先生方には感謝しています。原告団の方々にも、本当に有り難うございますの気持

ちでいっぱいです。皆様方に会えなければ、ずっと悩み苦しむ人生だったと思います（母

親）。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

180 いつもお世話になり、ありがとうございます。お手伝いできないこと、申し訳なく思って

います。これからも、よろしくお願い致します。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

181 声をあげて下さった方、そして、その周りの人達の力、凄い。国が動いた。私は、別の病

気で苦しんでいます（難治性疼痛）。それも含みの記入です。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

182 この病気になって、色々と勉強しました。医療の事、人の心の事、弁護士の事、原告団の

強さ。病気になって体は辛いけれど、得た事もありました。私は、カルテもあって助かり

ましたが、本当にこれからの事が不安でいっぱいです。肝炎患者全員が、国から保障して

もらえるようになってほしいです。インターフェロンは、思っていた以上に辛い時があり

ます。増えていくのは薬の量だけです。このたび送っていただいた本は、とても勉強にな

り、大変感謝しております。これからも、自分なりに頑張ろうと思っています。本をあり

がとうございました。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

183 先日の肝炎法案成立、本当に感激しました。国会議員の福田衣里子さんはじめ、皆様に感

謝したいと思います。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

184 薬害肝炎全国原告団代表、山口美智子さん他の方々の力でここまでの運びとなりました。

ありがとうございます。感謝感謝です。遠く離れていても、常に応援させていただいてい

ます。集会等の行事は、遠方に出かけたことがありませんので、失礼します。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

185 病気が進行していても、救済されない方が多く占める中、私はカルテが見つかり救済され

ましたが、健康が戻ったわけではありません。今後、絶対にこのようなことが起きないよ

うな社会にしてほしいと思います。活動されてきた原告団の皆様、今まで本当にご苦労様

でした。ありがとうございます。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

186 これからも、肝炎患者の救済のために尽力して下さいますよう、お願いいたします。 7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

187 過去の辛かった時期の事は思い出したくなく、「私の肝炎は血液製剤ではなく、命と引き

替えの輸血のせい」と思い込もうとしていました。でも、食品偽装や農薬漬けの野菜など、

命よりも儲けを追求する報道が続き、未来の子供達のためにも黙っていてはいけないと、

行動にうつすことを決心しました。過去の記録を見ると、当時の辛かった日々が思い起こ

され、胸がつまりました。その辛い過去から目をそむけず、さらけ出して闘ってこられた

原告団の方達、又、それを支えて下さった弁護団の方達のおかげで、私は幸運にも、和解

にまでたどり着くことができました。本当に有り難うございました。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

188 私は幸運にもカルテがあったので、給付金をいただくことができました。弁護士、担当医

師の力添えがあったからこそ、いただくことができ、感謝の気持ちで一杯です。肝炎と付

き合っていく上での不安はあるものの、一応は安堵することができました。これからも、

薬害救済に頑張っていただきたいと思います。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

189 平成 1 年 12 月に感染。20 年後、自分は肝ガンで死ぬと思っていた。双子を出産し、私が

死んでも立派な人間になるようにと、厳しく育てた。神様に「彼等の成人式まで生かせて

もらえませんか？その後は死んでも構いません」とお願いした。そして今、皆さんのおか

げで和解でき、22 年 1 月、あと約 1 ヶ月で成人した姿を見ることができる。弁護団の皆

さま、その他関係者の皆さま、本当に有り難うございます。感謝し足りない気持ちです。

あいにく、トラウマから不安神経症という別の病気になってしまいましたが、息子達の成

長を見ることができて、幸せです。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

190 職業上、あまり会合に参加できませんが、皆さんの活動に感謝しています。これからも活

動を応援しています。チャンスがあれば参加したいです。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

191 ここまで肝炎患者が救済されたのも、原告団の代表の方々や弁護団の方々や協力して下さ

っているみなさんのおかげであると、感謝しています。本当にありがとうございます。本

を読み、みなさんの努力の結果で、今があるのだと思いました。何も協力できていないこ

とに、反省するばかりです。みなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

192 何時も並々ならぬご盡力により、一時的に安心できた状況で暮らしています。お力添えに

感謝します。色々とお知らせをいただきながら、高齢のためあまり遠くに外出できず、不

義理をしています。今後共ご支援をお願いいたします。ありがとうございました。皆さま

のご発展をお祈りいたします。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 
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193 弁護団の方、私達薬害原告団のために、いろいろ活動していただき、ありがとうございま

した。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

194 私は、肝炎も感染の原因も、運良く判明し、補償も受けることができ、まだ幸せだと思っ

ています。ここにくるまでの先人の苦労を思うと、頭が下がります。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

195 薬害肝炎との闘いの本を送って下さり、有り難うございました。本を読ませてもらって、

私が病気になった時と、みんな同じ思いをしていたんだと感じました。病気になった時は、

C 型肝炎の事も全然知らなかったので、ただ、病気を治すのに必死だった。原告団の皆さ

ま、弁護団の方々、本当に有り難うございました。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

196 原告団の方、弁護団の方には、感謝の気持ちだけです。いつもありがとうございます。 7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

197 「薬害肝炎とのたたかい」をお送りいただきまして、ありがとうございました。弁護団、

原告団の方々の長きにわたる勇気ある闘いによって、ようやく肝炎対策法が成立したこと

に、感謝の気持ちでいっぱいです。ただただ、頭が下がります。捨てる神あれば拾う神あ

りですね。皆さまのおかげで、また少し前向きに生きていけそうです。本当にありがとう

ございました。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

198 いろいろお世話になり、ありがとうございます。死なずに生きてきて、弁護団の優しさを

味わえ、神様のように思えます。お身体に気を付けて、困っていらっしゃる方々を助けて

あげて下さい。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

199 薬害肝炎弁護団の先生方、スタッフの皆さまには、多大なご尽力をいただいておりますこ

と、心から感謝申し上げます。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

200 肝炎になり、鉛を埋め込まれたような身体の苦しさを味わった。ずっと、こんな身体にさ

れたことが悔しくてたまらず、被害者意識を持って生きてきたが、何人もの方が、長年国

と製薬会社を相手に闘って下さり、和解を勝ち取って下さった。給付金をいただいたこと

はもちろん有り難いけれど、それよりもこの訴訟と和解によって、私は精神的に救われた

と思う。これから前向きに生きていく気持ちにさせていただきました。感謝しています。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

201 弁護士さんや原告団の方、協力して下さっている方達に、感謝の気持ちでいっぱいです。

ありがとうございます。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

202 自分が薬害肝炎の被害者だと知ってから約 2 年。提訴してからも、「フィブリン糊」に関

しては、国、製薬会社ともなかなか和解に応じなかったが、弁護団の先生や原告団の仲間

のおかげで、今年 7 月和解。9 月に給付金もいただいた。ありがとうございました。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

203 なかなか都合がつかなくて、行動に参加できなく、申し訳なく思っています。 7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

204 インターフェロンのおかげで、元気を取り戻しました。でも、病気と闘っている人もたく

さんいます。私には今 8 才の女の子がいます。いろいろな事に参加はできませんが、頑張

って下さい。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

205 肝炎に感染して 15 年経って、自分のせいでこんな病気に感染したのではないと分かりま

した。それは、薬害肝炎弁護団の先生方が私を励まし、勇気づけてくれたお陰だと思って

います。それまでは、本当に孤独の中で右往左往していましたから、カルテを取っておい

てくれた病院、原告団に加われた事、裁判で勝訴を得た事、原告団の皆と共に製薬会社と

闘ってきた事、病気を押して頑張ってきた事全てが、奇跡のような出来事でした。でも、

この病気に感染していなかったら、大好きな夫と別れていなかったかも・・・。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

206 ようやく肝炎対策基本法が制定された。最後まで諦めず、原告団を率先してくれた山口美

智子代表の頑張りには、心から敬意を示したい。又、今日まで後押ししていただいた弁護

士の先生方や支援者の方々には、本当に感謝しています。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

207 弁護団、支援者等多くの方々のおかげで、ここまで来ました。みんなが健康で幸せに暮ら

せるよう、今後は薬害根絶を目指して、薬害を経験した私達も、少しでも協力していきた

いと思います。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

208 報道で、自分もこれが原因ではないかと思って色々調べたら、薬害肝炎だと分かり、怖く

なり即治療を始め、ウィルスがなくなってくれたので、今のところは安心しているけれど、

やはり、一生病院通いや不安はあるので、完全に安心はできないけれど、気付かせてくれ

たのは、やはり原告団代表、弁護団、関係者の方々のおかげだと、本当に感謝しています。

これからも患者のために闘って下さい。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

209 山口美智子さん、出田妙子さん、福田議員には感謝。それだけです。 7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

210 薬害肝炎補償の運動をしていただいた福田議員をはじめ、弁護団の皆さんに大変感謝して

います。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 
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211 どうにかウィルスがなくなって、家族と生活できているが、1 年前は大変でした。弁護士

先生や一生懸命活動して下さっている人々に感謝しております。ほとんど会合に出席でき

ないことを、申し訳なく思っています。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

212 沢山の方々の活動に、感謝の気持ちでいっぱいでございます。厚くお礼を申し上げます。 7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

213 今回の肝炎基本法案成立に、山口代表はじめ弁護士の先生方、その他尽力いただいたすべ

ての方々に、お礼申し上げます。ただ、基本法等のゆくえをメディアで知るくらいのこと

で、何の活動もできず、心苦しく思っています。後は、肝硬変、肝ガンに移行せず、人生

を送ることを願うばかりです。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

214 原告団の代表、主だった方々、弁護団の方にひとことでは言えないほど感謝しております。

何の手伝いもしておりません。鹿児島では何か活動があるのか？他の県の方々は頑張って

おられるのに、申し訳ないです。大きい事はできないけれど、何かの手伝いはできるので

は？と思っています。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

215 弁護士の先生方にこそ、命を救われました。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうご

ざいます。お陰様で、原告数もずい分大勢になりました。その分何かと世話も大変だと思

いますが、今後もどうぞ手助け、導きをよろしくお願い致します。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

216 原告団の皆様、弁護士の先生方の活動に、心からお礼申し上げます。ありがとうございま

した。 
7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

217 いろいろご案内をいただきますが、どれにも参加できずにすみません。今は、定期検査等

に通いながら家のことを手伝い、空いた時間をみて、送っていただいた本に目を通してい

ます。弁護士の先生方、原告団の皆様のご健勝をお祈り申し上げます。ご活動の数々あり

がとうございます。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

218 私の場合は、幸運にも 17 年前のカルテが残っていたこと、また、転院した際の添え書き

も残されていたため、スムーズに認められ、とてもラッキーだったと思います。 
でも自分から動かなければ、何も始まらなかったことでもありました。「もしかしたら？」

という疑問と、回り（特に両親、妹）のすすめで資料を取り寄せてみると、はっきりとし

た感染源がわかりました。それから弁護団の先生に連絡をとるまで数ヶ月もかかり…。 
せっかく助かった命だから…、でも皆さんが苦労して勝ち取ったものに乗っかってよいの

か、とさまざまな心の葛藤があったのも事実です。 
主人はこの事実からは目をつぶっていたいようです。話をするのも好みません。多分、出

産時のことは思い出したくないということだと思います。関心のない様子ですね。 
原告団の方々の努力には本当に頭が下がります。いつもありがたいことだと心の中では感

謝しています。積極的に参加はできませんが、応援はしています。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

219 薬害肝炎の集会や会議などに参加したい気持ちはたくさんあるのですが、地方に住んでい

るので、大きな都市でやっていても、仕事が不定休のため行くことができない。もう少し

近くでやってくれると助かる。身近に肝炎の方がいないので、他の人の意見も知りたい。 

7.原告団・弁護団

への感謝,意見 

220 病を持つ高齢者とはいえ、アンケート以外に愚論を申し上げましたことを、お許し下さい。

病人の中にも、高齢と病との狭間で闘っている者がいることを、ご承知いただきたいと思

います。今後とも宜しくお願い申し上げます。高齢者であることで、治療ができないと言

われると寂しいです。 

8.この調査・調査

票への御意見 

221 馬鹿らしくて、答えるのに窮しただけでなく、怒りをあおるようなこの質問内容は何なの

ですか？患者に対して、そんな気遣いもできないようで、本当に薬害は減っていくのです

か？これからも、薬害は立て続けに出てくるのではないかという不安を覚えます。第三者

機関が調査した方が良いのでは・・・。税金の無駄使いと言われないように。 

8.この調査・調査

票への御意見 

222 質問の内容が、今後の進行にどう役立っていくのか、見守ります。 8.この調査・調査

票への御意見 

223 腹部の腫れ、脳の働きも衰えた今、これだけの書類に目を通し記入することも、私にとっ

ては苦痛でした。椅子に腰掛けても足は浮腫し、腹は水の溜まった状態でゴボゴボ音を立

てています。肝硬変から肝臓癌ですよと宣告されている今では、明日は命があるのかと、

気弱になっている者です。 

8.この調査・調査

票への御意見 

224 検査報告項目の追加を希望（血小板数、白血球数、赤血球数） 8.この調査・調査

票への御意見 

225 このアンケートは、1 ヶ月以内の内容が多く、今まで 23 年の間にいろいろな事があり、

答えにならないいろいろな事を思い出しました。 
8.この調査・調査

票への御意見 

226 自分の思いを、改めてこの質問に答えて、知ることができました。このような機会でもな

ければ、気付かないでいることを、思い出したりして良かったです。 
8.この調査・調査

票への御意見 



 

 115 

No. ご意見、ご感想 回答内容分類 

227 問 3-1 と 3-10-1 の質問ですが、多くの原告が感染した 20 年以上前では、医師が、詳しい

説明をしていないのが当たり前だったと思うし、患者も知識が少なかったのが、当たり前

だったと思います。 

8.この調査・調査

票への御意見 

228 書き終えるまで 5 日間かかり、しんどかったです。役に立ってくれることを望みますが、

私が答えていいものかとも悩みました。原告団、弁護士の方々の活動のお陰と、感謝して

います。肝炎訴訟に関わって下さった、すべての方々にも感謝しています。 

8.この調査・調査

票への御意見 

229 感染時の気持ちは、20 年以上前の事なので、正確に覚えているとは言い難いのが現実で

す。又、現在の健康状態についても、50 才を過ぎ、更年期のまっただ中にいる身として

は、肝炎であるかどうかにかかわらず、心身共に元気ではあり得ません。私の回答が、こ

の調査の目的に沿っているのか自信がなく、とりあえず、今の気持ちに正直に回答した。

データが一人歩きしないかと不安に思っています。 

8.この調査・調査

票への御意見 

230 アンケートを実施されました皆様（弁護士、スタッフの皆様）、感謝いたします。ご苦労

をおかけして、申し訳なく思っています。 
8.この調査・調査

票への御意見 

231 アンケートを書き終えたことで、体が辛くなりましたが、言いたいことは多々ありますが、

疲れました。ありがとうございました。 
8.この調査・調査

票への御意見 

232 このアンケートに回答することが辛かった。活動に協力するために、がんばって書きまし

た。 
8.この調査・調査

票への御意見 

233 患者（本人）が重度障害者で意思表示ができないため、代理記入で十分な回答ができませ

んでした。 
8.この調査・調査

票への御意見 

234 似たような内容のを送らずに、もっと実態に切り込んだ内容を。こんな内容のものを何度

も金をかけてやるなら、治療費負担に充てて下さい。 
8.この調査・調査

票への御意見 

235 毎日が不安定なので、アンケートに正確さと一律感が生まれなかったのが残念でした（自

分自身に）。これを作った皆様、本当にお疲れさまです。感謝申し上げます。 
8.この調査・調査

票への御意見 

236 調査、研究をされている方、ご苦労様です。これからもよろしくお願いします。訴訟も、

名 前 を 出 し ま し た の で 、 問 い 合 わ せ な ど い つ で も ど う ぞ 。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

8.この調査・調査

票への御意見 

237 先日、「集団訴訟」の本を購入し読んでいます。先生のご活躍に、どれだけ多くの方々が

感謝していることでしょう（131 原告より）。 
8.この調査・調査

票への御意見 

238 少しでも薬害根絶に役立つ事を希望します。お手数ですが、よろしくお願いします。 8.この調査・調査

票への御意見 

239 感染者の気持ちを少しでも理解してほしくて書きました。 8.この調査・調査

票への御意見 

240 質問内容及び回答が難しいです。 8.この調査・調査

票への御意見 

241 治療の経験もほとんどなくて、提出をずっとためらっていた。 8.この調査・調査

票への御意見 

242 ・無傷の、幸せな子供との家庭を夢見た、多くの主婦の将来を踏みにじった。この事件で

被害を受けた方々の、今後の生活を保障してほしい。一時的な金銭ではない。 
・再発防止。人命尊重の精神が、企業、国にあれば、再発は防止され、子供達の将来は明

るい。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

243 治療に必要な費用もさることながら、それを受ける大変さと時間は戻ってこない。20 年

以上の間の大変さは、その人（肝炎患者）にしか分からない。治療は進んだといえども、

辛いものである。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

244 22 年前の今日、退院しました。その後数年間、生命の危険と隣り合わせの気分でいたこ

と、3 人目の子供は、母子感染の危険が否定できないので諦めたことなど、思い出してし

まいます。現在、肝機能異常もなく、普通に生活できることに感謝しています。原告団の

活動に、なかなか参加できずに申し訳ありません。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

245 肝炎発症から 22 年。毎日毎日不安を感じながら過ごしてきた。犠牲にしてきたことも、

数多くある。自分は運が悪かった。命だけでも助かったから良かったと、だんだん前向き

には生きてきましたが、いつも身体をいたわりつつ、激しいスポーツもできず、数値に一

喜一憂。今数えるだけでも、200 回以上も検査結果に落胆していたことになる。楽しい事

より、憂える回数の方がはるかに多い。C 型肝炎への恐ろしさを知るうちに、「死」とい

う文字も頭にかすむようにもなった。もし、あの時から普通の健康体であれば、自分と家

族の人生も変わっていただろう。が、沢山の人々の導きで、インターフェロン治療も受け

られ、ウィルスが消えた。薬が効いた。「私は運が良かった」と感謝したい。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 
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246 私の人生 30 数年の大事な時期。子供 3 人の入学卒業、親戚の結婚式、葬式のほとんどの

行事には、出席できませんでした。周りの輪の中に入れない人生。68 才になりましたが、

今回の薬害 C 型肝炎と分かり、とても複雑な気持ちでおりますが、残された人生がまだわ

ずかにありますので、一日一日を大切に生きようと、改めて思っております。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

247 子供の結婚をだめにしてしまった。母親が C 型だと分かった途端、反対され離婚してしま

った。理解していただけませんでした。私自身も、体調の悪さが分かってもらえず、怠け

ていると思われ離婚しています。本当に悔しいです。9 ヶ月で死産。その後の人生です。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

248 私の人生の半分は、肝炎に振り回されました。本来は、悩まなくても済んだこと、使わな

くて済んだお金、傷つけられなくても済んだプライド、失わなくて済んだ人間関係等々、

振り返れば、本当にため息が出てしまいます。しかし、病気の方々への思いやり、思うよ

うにいかない人生の割り切り方、薬害肝炎を通じて知りあった方々等、予期せず手に入れ

た貴重な事もあったように思います。肝炎対策基本法も成立しました。今後も、薬害肝炎

事件に関わった 1 人として、少しでも肝炎患者の医療や生活が向上できるよう、活動に参

加していきたいと思います。又、私自身の人生も充実していけるよう、努力していきたい

と思います。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

249 辛かったです。 9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

250 今は症状がなく、ウィルスも消えたので穏やかだが、20 年間の苦痛は忘れられないし、

今後、再発や肝癌の事がいつも気になっている。今は治療してないが、腕の注射跡は消え

なくて、人から見られるのが辛い。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

251 出産後の感染でしたので、治療のため産科病棟に引き続き入院し、そこの看護師に、まる

でばい菌のように扱われました。感染の恐怖、絶望感、子供と引き離された苦痛、それに

加えた産科病棟での対応。私の人生にとって、最低最悪な出来事でした。ずっと封印して

生きてきました。孤独な闘いでした。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

252 何も知らなかった長い間、感染が原因とは分からず、体が動かないのは、怠け癖の性格だ

と済ませていました。これなんだ！！と思った時には、もう長い時間が経っていました。

ガンになるかもしれない、絶対にガンになると主人から言われ、治療を始めましたが、今

まで以上に体が疲れたり、しんどかったり、イライラしたりで大変でした。今もまだ 3 回

目の投与を受けていますが、治るのか治らないのか？仕方がないで済ませてしまっていい

のかな？と思ったりもしますが、こんな自分が情けないです。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

253 最初は、C 型肝炎？と、ピンと来なかったのですが、自分は大変な病気になっているんだ

と、だんだん実感するようになり、一時期は、とても悩んだこともあります。私達は、薬

をとても信用して使用するので、このような事はないように、気を付けてもらいたいと思

います。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

254 防げた事なのに・・・と思うと、何もかもやりきれなくなる。 9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

255 肝炎の活動を通じて、色々な事を見ることができました。病状のひどい人がたくさんいる

こと。20～30 年も経ってから表に出た薬害。子供を育てていくという重要な時に肝炎を

患い、ひどい人は死にまで至っている。私はその人達に比べてましな方ですが、治療費は

生活に重くのしかかってきました。いつも心に何かしみがあるみたいな日々でした。でも、

体もままならない人もたくさんいるので、頑張って活動をしていきたいと思います。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

256 肝炎に感染させられたこと、毎週の通院治療、副作用、すべてが辛いです。 9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

257 人は間違いを起こすが、これは防ぐことができた間違いだった。悲しい。 9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

258 人生が変わり、家族のための自分の役割が減ってしまったことが残念です。 9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

259 思い出すのも嫌な数年でした。もう忘れたいし、考えたくもないです。今のこの生活を楽

しめるよう、努力していきます。 
9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 
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260 自分の事より、子供が健康で育つように力を入れてきた。親の気持ちが子供に残っている

のか心配です。20 才になり、初めて病気の事を話し、親子で泣いた。今まで心の中でい

つも泣いていたから、今うつ病になって治療中だ。これからは前向きに、あまり後ろに帰

らないようにしていきたい。薬害の仲間や弁護士の先生方に感謝しています。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

261 病気にされ、今はウィルスが検出されていませんが、人生を狂わされてしまった思いは、

消えることはあまりせん。 
9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

262 弁護団、原告団の皆さまには、大変お世話になっています。何の協力もできず、心苦しく

思っています。12 月 26 日で娘は 23 才になりました。23 年前の出来事。数ヶ月共に入院

生活をしていたことなど知らず、良い子に育ってくれました。それで良しと思い込んで、

生きて行こうと思います。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

263 20 年前に C 型肝炎に感染した時、現在のような情報もほとんどなく、輸血をしたから仕

方がないと思っていました。最近、何年かでいろいろな事が分かってきて、「本当は私が

悪いんじゃない」と思えるようになりました。でも、ニュースや本を見て分かってきた分、

「いつ動けなくなるのか」「がんにはなりたくない」と考えるようになりました。20 年前

の身体に戻してほしいです。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

264 肝炎にかかって 35 年も過ぎているので、いろいろ思い出す事が大変でした。つらい事ば

かり覚えていたのが、つらかったです。幸いにも、病状は安定しているので、気長に人生

を歩んでいきたいと思っています。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

265 尊い生命を人より早く達してしまう薬害、悔しい。もう少し生きたいと思う。 9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

266 大人が当たり前にできていることができない悲しさ、つらさ、むなしさって、きっと他の

方には理解できないんだと、つくづくこの 23 年間思ってまいりました。それは私とて同

じだと思います。他の病気で苦しむ方達に可哀相と思いますが、それで終わってしまうの

です。1 人で人生を歩いているのなら、仕方がないと済ましていたかも分かりませんが、

やはりどなたにも子供はいなくても、産んでくれた親がいる、兄弟がいる、姉妹がいる。

自分が苦しむことによって、きっと身近な者は心を痛めていたと思います。自分の手で相

手を傷つけてなくても、こういう形で心を傷つけるなんて・・・と、自分を責める。笑顔

の回数が少なかった半生です。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

267 感染させられて 28 年が過ぎ、今では健康だった時の事など、思い出せない程遠い昔の事

になってしまいました。肝炎じゃなかったら、もっと違う人生が歩めたかと思うと悔しい。

一生、再発、肝ガンの恐怖と付き合っていく悔しさを、国と製薬会社に分かってほしい。

元の体に戻してほしい。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

268 治療中の 1 年間と治療後の経過観察の半年間、仕事ができず、更に、定期的な血液検査の

ため、なかなか仕事に就けなかった。 
9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

269 精一杯アンケートにも協力したかったのですが、インターフェロン治療中で体調も悪く、

思うように進みませんでした。23 年間のいろんな思いがよみがえり、涙がこぼれ、つら

かったです。今まで一番つらかったのは、裁判が終わり給付金が振り込まれた時、「お金

の問題じゃない、身体を戻してほしい！！」と、1 人で大泣きしました。悔しかった。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

270 インターフェロン治療で完治いたしました。しかし、この 22 年間の苦しみ、悩みは表現

できないくらいに苦痛でした。現在、C 型肝炎で苦しんでおられる方々のためにも、この

アンケートが有効活用されることを期待しております。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

271 昭和 61 年 5 月に結婚 14 年目に授かった子供を出産した時出血がひどく、輸血とフィブ

リノゲンで肝炎になりました。子供は未熟センターに入り、私は内科に入院しました。娘

は 2,800g になり退院しました。私 1 人退院できず、どんなにつらく悲しく、ベッドの上

で泣いてばかりでした。なぜ、私がこんな病気にかかったの、どうしてと嘆きました。最

初は C 型肝炎とは分かりませんでしたが、先生より告知された時はショックでした。今年

娘が教員になり、先生として頑張っています。元気で活躍している姿に、私も主人も喜ん

でいます。私達の心の支えになってくれます。元の元気な体には戻りませんが、生きてい

る限り、生かされている限り、命を大切にしたいです。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 
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272 ・私の青春を返してほしい 
・子育てで、子供達に対して一緒に遊んでやれなかった 
・日々、年月を、20 数年間を返してほしい 
・妻として嫁として何もできなかった。病院通いの辛い日々しか思い出せない。悔しい。

人並みの日々ができたらいいのに。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

273 自分の体調不良、C 型肝炎の本当の原因が昨年の 1 月に分かり、本当に愕然としました。

よくもこの日この時まで、知らせずに隠してきたものだと、人の命を何だと思っているの

かと、やりきれない思いでした。健康、家族、子供の将来、金銭面で様々な不安を抱え、

検査のたびに数値が上がっていないよう祈る思いで生活してきました。何とか仕事を続け

ることができ、昨年から今年にかけ、インターフェロン治療も無事に終わり、一息ついて

います。しかし、一生経過を見ていかなければと思っています。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

274 C 型肝炎について聞かれたりするのが、すごいイヤです。C 型肝炎を告げるのが、ものす

ごくつらい。 
9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

275 C 型のために、出産時普通分娩をあきらめました。C 型のために、小学生の頃から我慢し

たことがいろいろありました。全て仕方がないことだと思っています。 
9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

276 検査数値を気にし、病気の進行を気にしての生活。人生やり直せない。悔しいの一言。 9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

277 いまだに自分が何故肝炎に感染しなければならなかったのか？悔しい思いと、もう思い出

したくないというのが本音です。なぜならそれは過失であり、防ぐことができたのにと思

うと、残念で・・・。私のトレードマークは、「明るく元気」でした。発病してから 20 年

間、職場で、家族や知人の前で元気にしていることに疲れ、仕事を辞めましたが、病気に

対する不安が変わることもなく、毎日私を悩ませ続けています。平成 5 年インターフェロ

ン治療を受け、副作用でうつ病になり、治療は中断しましたが、いまだに睡眠剤がないと、

不安で夜が眠れません。しかし、病気で得たことも沢山あり、死ぬまでにはすべてを受け

入れ、これが私の人生だったと思えるよう、努力したいと思っています。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

278 人生の半分を肝炎という病気と闘い、それにより、あらゆる臓器も損なわれ、20 年間苦

しんできました。特に、私の場合は常に血小板は低いが、他の数値は正常だったため、ガ

イドラインの壁があり、治療が遅れ、2 回目のインターフェロンはできず、肝硬変まで進

んでしまいました。もっと早く国が生命の根源を知っていれば、こんなにも多くの肝炎患

者がでなかったと思います。生命というものを、深く重く受け止めてほしいと思います。 

9.過去の辛かった

こと,被害を受け

たこと 

279 肝炎は大変な病気だと思います。今現在治療をしていて、体調はあまりよくありませんが、

前向きに進んでいこうと思っています。介護を要する家族もいるので、頑張ろうと思いま

す。世の中にはいろいろな人がいると思います。普通の人とは違う生活を送っている人も

います。あまり活動には参加できません。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

280 今はノンキャリアですが、これからがとても心配です。 10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

281 慢性肝炎と診断されながらも、昨年まで数値も正常で、意識することなく生活してきたが、

いざ数値が上昇し、治療等が現実味をおびてくると、自身の病気に対する知識、認識の少

なさを実感しています。今後、自身の治療と、薬害という問題への関心を強めていきたい

と考えています。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

282 現在の体調など、年齢からくる体力低下もあります。必ずしも C 型肝炎と結びつけて考え

てはいません。これからも楽しく好きな事を（仕事、趣味）続けていこうと思っています。

少々不安もありますが（肝硬変になるのか？）、今後薬害のない社会をと願っています。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

283 いつもお世話になっています。皆様に支えていただいているのに、何もできずに申し訳な

く思っています。今は、ほのかに明るく見えるトンネルを、歩いているような状態です。

この中から、早く抜け出したいと思っています。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

284 今は、病気の事を忘れるくらいに元気ではあるが、インターフェロンの治療をしても治ら

ず、ウィルスは体内にいる。今後、肝硬変、肝臓癌へと進行していくのではと、不安にな

ります。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

285 今、これといって自覚症状はなく、今年就職もでき、うまく人生を歩んでいるが、近い将

来、治療することになると思うと、先が見えずとても不安です。これから先、結婚もしな

くてはならない時期も来ると思うが、この事で妨げにはならないだろうか。考えると、と

ても気持ちが重いです。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 
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286 治療を始めたら、健康状態が酷くなるものなのか不安。今のままでは、ウィルスはなくな

らないので不安。 
10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

287 もうすぐ治療に入ります。副作用のこととか考えると不安です。身体的には大丈夫なので

すが、精神的に落ち込んだりする日々です。完治目指して頑張ります。 
10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

288 善悪に対し、沢山の思想、痛み、運命、誠実、感謝、受容。今回は参加させていただき、

良かったです。 
10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

289 普段は笑顔で生活している私ですが、先日、大変な事が我が身に起きてしまったため、ネ

ガティブな回答になってしまいました。 
10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

290 自分の体も心配ですが、子供達に感染していないか、とても不安です。 10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

291 この数ページのアンケートに答えるにも、集中力がないなぁと実感。インターフェロンも

残りわずか。完治することを願い、毎日家族に支えられ、いろんな意味で苦痛に耐えてい

ます。過去のことを恨んでも、仕方がありませんが、消せない過去です。今を助けて下さ

い。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

292 肝炎になって、持病が 3 つになる。3 つの病気の治療をしなければいけない。 10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

293 肝炎になって 20 数年。いつ、病院のベッド上での生活になるかもしれないという不安。

仕事をしなければ生活していけないのに、普通に仕事をする職場を奪われてしまうことへ

の不安（体力的に、フルに働くことができなくなることによる経済的不安）。そして、病

気を知って去っていった人々。そのことでの精神的、肉体的苦痛。これは、この病気にな

った人にしか分からない。せめて、働けなくなった時の経済的手当、支援（病気治療費含

めての）を、確立してもらいたい。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

294 年に数回、アレルギーショックがあり、救命救急へお世話になることがあり、原因が解ら

ず、輸血の影響かと思うことがある。元の体を返してほしいです。無理とは分かっていま

す。でも、言いたくなる気持ちも、少しは分かって下さい。毎日、「今日は大丈夫かな？」

と、自分の体に聞いて暮らしています。20 年以上過ぎましたが、これからが大変かなと

思っています。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

295 もう少し、長生きしたいと思っております。 10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

296 ふだんの活動や行動、人との付き合いを、身体の痛みや心理的、身体的に妨げられるので

はなく、自分自身で「ここまで」と、範囲を決めてしまうクセというか、何をするにもい

つも自分の限界を考えてから、活動するようになっています。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

297 私が今一番望んでいることは、出産前の健康な体を返してほしい。苦しかった 38 年間を、

もう一度健康な体で過ごさせてほしいということです。しかし、これは叶えられない願い

です。それどころか、今は 2 ヶ月に 1 度の CT 検査の結果に、一喜一憂しております。「が

ん」が再びできていないようにと願いながら、死への恐怖を抱えての生活が、いかに大変

なものか、言葉では言い表せません。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

298 C 型肝炎は、生まれ変わらせるための病気でした。感謝しています。賠償金は、残りの人

生を生き抜くための軍資金です。今、私は最高にハッピーです。 
10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

299 治療と同時に仕事を辞めて 4 年。2 回目の治療も効果なく、少量投与も中断しています。

この不況の中、笑える日が来るのか・・・。 
10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

300 何年も病気と上手に付き合っていこうと、いつも動いた時には休むというのを、20 年以

上続けていて、やりたい事が他の人より時間がかかってしまうのは、辛いものです。原告

団を最初に立ち上げてくれた方々と弁護士の先生方には、本当に感謝しています。なるべ

く元気で、長く生きたいです。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

301 1 日でも長く生きていたいと、無理せず肝炎とつきあってきましたが、20 年も経つと、確

実に体力もなくなり、何よりエコーや MR で映像化された肝臓の様子を見ると、目をおお

いたくなります。効果的な治療薬が、1 日も早くできることが望まれます。情報もお知ら

せ下さい。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

302 怒りはずっと持たずにいる。勉強不足だったからだと思う。身体的にも精神的にもしんど

いとは思う。頑張って下さった方達のおかげで、和解金もいただいた。申し訳ない気持ち

もあるが、現実には和解金のお金で、無理して働かなくても良いので、有り難いことであ

る。肝炎患者のためにできることは、ずっとさせていただく。今までも、ビラ配りなどさ

せていただいた。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 
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303 昨年インターフェロン治療をしましたが、副作用が激しく、3 回の治療で断念することに

なりました。今後、新しい治療薬ができるまで、C 型肝炎と付き合っていくことになりま

す。大きな不安で、頭がいっぱいになることもあります。次治療する時の医療費の自己負

担も、年をとるにつれ不安でいっぱいです。今この不況の中、パートに行っていますが、

待遇がどんどん悪くなってきています。しかし、この病気を抱えたまま、転職を考えるこ

ともできません。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

304 私はまだ発病していません。でも、ウィルスは死滅しにくいウィルスと聞きました。早め

に治療をと先生に言われましたが、母子家庭で、年齢的にも次の仕事があるとは保障がな

いし、治療すると体が疲れやすくなって、仕事ができなくなるかもしれません。たおれる

まで働かなくてはならないし、子供に負担をかけることはできません。八方塞がりです。

毎日がとても怖く、どうしていいのか分かりません。頼れる身内もいないし、誰にも相談

できないのです。国からいただいたお金は、発病して仕事ができなくなった時のためにお

いていますが、何年かしか生活できません。もし発病したらと考えると、早く死にたいと

思います。もし治ったとしても、体がボロボロになって、年も 60 才を越えていたら、仕

事なんてないでしょう。とても怖いです。この活動にも、参加したくてもできないのです。

余裕がありません。でも、早めに治療を受けた方がいいのか、迷っています。まだ発病し

ていない方の意見も聞ければ、うれしく思います。いつもお世話になり、有り難うござい

ます。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

305 今定期検診を受けている病院では、再発の可能性は 0 に等しいと言われているが、他の医

療機関の人からは、C 型肝炎はまだすべてが解明されていないので、再発の可能性が高い

とも聞いたことがあるので、100%安心できないと思う不安はある。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

306 人類だけの繁栄は有り得ない。自然の前に謙虚に C 型肝炎を受け止め、これ以上肝臓疾患

者を増やさない自己の危機管理を徹底して、共存共栄の自覚が個々必要だと思います。2
ヶ月毎の必要な各種検査で、主治医に管理してもらい、適当なアドバイスももらっている

ので、ウィルス陽性のみで、肝臓は全て異常ありません。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

307 昨年、新しく生命保険に加入したのですが、最近 2 年以内で検査を受けて、要再検査など

の指摘がありますか？の告知書に別になかったので、いいえとしていましたが、C 型肝炎

ということで、特定部位、指定疾病不担保ということになってしまいました。検査の方は

良好で、すでにインターフェロン治療して 7 年も経つのに、とても悔しい思いをしていま

す。検査して陰性とでているのに、終身保障がないと思うと、本当に悔しいです。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

308 死に対する不安はいつもある。 10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

309 なるべく被害者だと思わずに生きていこうと思っています。自分の人生の中では重い事で

すが、「私＝肝炎」として、上手に付き合っていきたい。 
10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

310 一時大きなお金が入っても、なかなか仕事ができず、これからの生活が不安である。 10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

311 現在は肝硬変ですが、いつガンになるか毎日が心配で、気の休まる時のない生活を送って

います。私にしたら、毎日がつらい生活です。 
10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

312 私はまだそれほど病状は重くないのですが、これからどうなるのか心配です。でも、前向

きに生きていきたいと思います。 
10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

313 1 日も早く特効薬が作られる事を望んで、1 日でも長生きしたいと願っています。 10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

314 母から母子感染の事を聞かされ、薬害だという事も分かりましたが、自分の中でどう受け

入れて、今後どうしたらいいのか戸惑っています。母に対しても、肝炎に関する話をされ

ると、素直になれずに強がっていますが、これから就職活動をする上で、身体上、肝炎だ

というのが頭の中について回るので、将来の不安は沢山あります。キャリアでも治療でき

る方法があれば、治療して早く元気になりたいです。 

10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

315 毎日が不安定な生活をしております。早く良くなれるよう、色々な情報があれば、お知ら

せ下さい。 
10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

316 いつもお世話になっています。ありがとうございます。これから、自分の体がどういうふ

うになっていくのか不安です。一生病院通いかと思うと、前向きにはなれない。 
10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 

317 今は薬を飲んで定期的に通院していますが、これがいつまで続くのか？将来も不安な気持

ちで過ごしています。 
10. 将 来 へ の 不

安・展望,生き方 


