
プロフィール 

日 月 火 水 木 金 土

    1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

2010年7月

カテゴリー

１.日記・記録のみ（その他） 

２.医療・病気（病院関連） 

３.思い出（出来事など） 

５.株価分析情報（終了） 

６.趣味・マイブーム 

最近の記事

入院２日目

入院初日

徒然日（入院準備）

滋賀医科大（七夕祭り）

緩和ケアー科受診

徒然日（友・達）

徒然日（治療終了）

滋賀医科大

完全休職

徒然日

バックナンバー

2010年7月

2010年6月

2010年5月

2010年4月

2010年3月

2010年2月

2010年1月

2009年12月

« 2009年8月 ¦ トップページ ¦ 2009年10月 » 

2009年9月

2009/09/29

徒然日（ＭｙＤｅｓｋ）

天気・体調変化・副作用など

9/29（火）朝方は小雨、昼間は曇り。

起床（6：00） 

朝方は体調悪くない。

昨夜は腹鳴（上行結腸）が凄かった、やっと腸が活動しだした感じです。 

この上行結腸原発巣は狭窄しているので食物が通る時にかキュルキュルと甲高い音がします。 

また、酸化Mgも増やしているので水分を多く含んでいるせいかも知れません。

MYロ散歩（6：30～）

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

お仕事（午前中～） 

Ｖａｉｏを使ってＲｅｍｏｔｅＬｏｇで仕事をやってますが、ワンモニターでは効率が悪いので、 

以前使っていた「15インチＬＣＤ」をＶａｉｏＮｏｔｅに繋いでデュアルモニターにしました。 

所が、ちょっとした不注意で倒れ液晶を壊してしまいお釈迦です。 

体調が悪い時は注意力散漫と云おうか？、何をやってもケアレスミスが多く、落ち込むでし

まいます・・・・ 

さっさと壊れたＬＣＤは片付けて！ 

気を取り直して、お仕事・・・・・・！

いつもの散歩（15：00～16：00） 

大藪浜へいつもの散歩です、便秘気味なので歩かなくちゃ！ 

下腹が張って気持ち悪いです、歩きにくい・・・ 

空は曇ってますが、琵琶湖は澄んでます、対岸の比良山脈には低く雲がかかって、 

今日の琵琶湖は山間の小さな湖に感じられます。

MYロ散歩（17：30～）

就寝（22：00～）

2009/09/29 ６.趣味・マイブーム ¦ 固定リンク  

 ¦  

2009/09/26

足跡日記
平成21年6月17日、大腸癌・ステージⅣと告知され、最初は中々受け入れ
られませんでしたが一ヶ月余りが経ち、やっと今、覚悟が出来た気がしま
す。これからの自分の人生、何処まで運命を変えられるか、「我が最良の
人生」として、足跡を残そうと思います。  
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2009年11月

2009年10月

写真集（Lumix Club)

「狸の親子」写真集

「かわせみ」写真集

風景写真集（壁紙可）

野鳥・風景集

 
カメラを持ってウォーキング、

最近は散歩で見かけた野鳥

や景色などを写しています。 

ゲームランド

昔、出版したゲーム集です

 

足跡日記Ⅱ

足跡日記Ⅱ

 

携帯URL

 
携帯にURLを送る 

ココログからのお知ら

せ

ログインシステムメンテナ

ンスのお知らせ

ココログのアバターサービ

スが新登場しました

徒然日（５回目の抜針）

天気・体調変化・副作用など

9/26（土）晴れ、良い天気です、暑いです。

起床（6：00） 

点滴中はトイレ回数多いし、寝返りがうち難いので熟睡は出来ません。 

でも、朝は眼が冴えて起きてしまいます。

MYロ散歩（6：30～）

特に副作用の影響は感じませんが、便通が困ります。 

抗癌剤投与後５日間は便秘気味になり、どうもその５日間は胃腸の活動が弱い気がします。 

吐き気止めの「サフラン」「デカドロン」の影響でしょうか。

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

ブログ編集（午前中～） 

今日、友達にPassWord付きで公開予定。

５回目の自己抜去作業（13：05～） 

流石に５回目、全く問題なく出来ました。 

手順は、手洗い・消毒→クランプロック→ポンプ取り外し→接続部消毒→ 

 ヘパリン注射器シリンジ接続→クランプオープン→ヘパリン注入→逆血注入→ 

 クランプロック→ヒューバー針抜去→消毒・絆創膏→完了・医療ゴミ処分です。 

注射器で血栓止めのヘパリンを注入する時に、カテーテルを通して中心静脈に直接注入す

る為、気泡や感染には気をつかいます。 

また、ヒューバー針を抜く時も、かなり固く刺さっているので大変そうです。 

自分では出来ないので、妻がやってますが・・・・

昼寝（14：30～16：00） 

昼食後、急に眠くなり横になったら寝てしまいました。

いつもの散歩（16：10～17：10） 

カメラを持っていつもの散歩へ、途中で自転車に乗ったＫちゃんと会いました、床屋へ行くそうです。

MYロの散歩（17：20～18：50） 

姉と一緒に３人で散歩です。（初めてかなぁ？）

就寝（23：00～）

2009/09/26 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2009/09/24

第５回抗癌剤投与

天気・体調変化・副作用など

9/24（木）晴れ、朝方は寒いが、昼は30℃まで上がるそうです。

起床（5：50） 

眠いです、寝不足気味、体調は幾分ダルイです。

MYロ散歩（6：10～）

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

今日は第5回目の抗癌剤投与です。 

連休明けでメチャ混んでます、採血待ちで20分、診療待ちで30分、しかも待合室がいっぱいで座れません。 

血液検査の結果、残念ながら今回もDダイマーが3.0以上（前回3.4→今回4.7）あり「アバスチン」は使えないそうです。（2.0以下
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無料登録 ログイン

@niftyが提供する 

無料ブログはココログ！

ブログ全体を検索

キーワードを入力  検索

 

  
2005/05/25

が正常値） 

Dダイマーの数値が高い時は血栓が出来やすい状態なので、 

これに「アバスチン」を投与すれば脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高まり、 

当大学ではやらないルールだそうです。 

肝機能関連の数値は全般に下がっていますが、炎症度

のCRP（前回0.53→今回0.71）や黄疸値の総ビリルビン

（前回0.9→今回1.0）と悪くなっています。 

Ｄダイマーが高くなったのは、肝転移巣の壊死が原因で

はないでしょうか？ 

もしそうなら、暫くは下がらない気がします・・・・

以下はDダイマーの説明（アバスチンの説明は昨日に書き込み済み） 

血液を固める役割を果たしたフィブリンは、プラスミンという酵素によって処理、分解されます。このときにできる老廃物

をフィブリン分解産物（FDP）といい、その分解成分の種類の１つ（Dダイマー分画）をDダイマーといいます。 

FDP、Dダイマーはともに、この線溶現象（フィブリン溶解現象）を調べる検査です。 

体の中のどこかに血栓ができていれば線溶現象が亢進し、FDP、Dダイマーが高い値を示します。 

FDPの検査値が高くなったら、白血病、感染症が重症になったり、がんが広く転移して、全身に血栓ができる播種血管

内凝固症候群（DIC）が発生していると考えられます。 

心筋梗塞や脳梗塞などの血栓ができる病気でも高くなります。 

また、劇症肝炎や肝硬変では、肝臓でのFDPの処理能力が低下するため高値になります。

現在のFOLFOXのみでも効果は確認できてるので、「アバスチン」は次のリリーフとして考えれば良いでしょう、とDrが言っていま

した。 

（同感です、でもDダイマーが何故下がらないのか不思議がってたので、不安・・・・・）

帰宅（18：30） 

買い物して、長女の家に寄って遅くなる。

MYロ散歩（19：00～

就寝（23：00～）

 

2009/09/24 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2009/09/23

アバスチン（ベバシズマブ）

天気・体調変化・副作用など

9/23（水）秋分の日、朝は小雨、午後は曇り日です。

起床（7：00） 

体調は悪くないが、今日、筋肉痛がきた。

MYロ散歩（7：30～）

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。 

ブログ編集（午前中～） 

アルバム作成と書き込みです。

いつもの散歩（15：30～16:30） 

金木犀（キンモクセイ）が香り出しました。 

家の庭には３本植えてあります、もう直ぐ黄色い花で覆われて強烈な香りで満たされます。 

散歩しててもあちらこちらで匂ってきます。

この香りの思い出は受験勉強です、夏休みが終わって焦りだした頃です。 

机に向かって深夜ラジオを聴きながら受験勉強をやってる時、 

冷たい夜風がこの香りを窓から運んできて、ホットした感覚が蘇えります。
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明日は５回目の抗癌剤投与日です。 

Dダイマーが3.0以下であれば「アバスチン」も投与する予定です。 

アバスチンは90分かけて点滴をするので合計４時間かかる事になります。 

長いなぁ～、読書・TV・音楽・または昼寝ですか・・・・・

「アバスチン（Avastin）」は商品名で、一般名は「ベバシズマブ (Bevacizumab)」、 

分子標的治療薬といわれ2007年4月に承認されたそうです。 

これまで４回の「FOLFOX」のみを投与し、肺転移巣は1/3に縮小し肝転移巣は徐々に壊死してるのを確認しました。 

このアバスチンを併用すれば更なる効果があると期待しています。

 

以下、「国立がんセンター、がんサポート情報センター」を参考 

監修：吉野孝之 国立がんセンター東病院内視鏡部消化器内科 

（2007年11月号） 

アバスチンは、血管新生阻害剤と呼ばれる新しいタイプの薬。がん組織は増殖がはやく、その成長には多くの栄養素

が必要となることから、通常の血管からの栄養素だけでは足りないため、新しい血管を誘導し（血管新生）、栄養素を

補給しようとする。 

アバスチンは、血管新生を促進する物質のひとつであるVEGF（血管内皮細胞増殖因子）を阻害することによって血管

新生を阻害し、がん組織が栄養素を取り入れる経路を断ち、兵糧攻めにしてその成長を妨げる。 

ただし、これだけではがんは生き残ってしまうため、アバスチンは、必ず抗がん剤と一緒に用いることが重要だ。 

また、がん組織には、栄養素を補給するために血管を引き込んだ結果として、異常な血管網が生じており、これによっ

て抗がん剤が、がん組織にまで到達しにくくなっている。 

アバスチンは、この異常な血管網を整備するはたらきにより、がん組織に抗がん剤を届きやすくさせ、効果が増すとい

うわけだ。 

［アバスチンのはたらき］ 

FOLFOX、FOLFIRIなどの化学療法に併用 

アバスチンの本邦における適応は、「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸が

ん」とされている。これに対するアバスチン登場以前の標準治療としては、 

FOLFOX=［5-FU（一般名フルオロウラシル）＋アイソボリン（一般名レボホリナート）

＋エルプラット（一般名オキサリプラチン）］、 

FOLFIRI=［5-FU＋アイソボリン＋カンプト（一般名イリノテカン）］、「5-FU＋アイソボ

リン」などが行われてきた。 

今後、アバスチンはこれらの治療法に併用して用いられる。その効果は、無治療での生存期間を1とすると、「5-FU＋

アイソボリン」で2倍、FOLFOXあるいはFOLFIRIで3倍、FOLFOXあるいはFOLFIRIにアバスチンを併用すると3.5倍に延

長すると考えられる。 

［化学療法の進歩による生存期間の延長］ 

また、他のがんでは良好な結果が望めないため転移巣の切除を行わないが、大腸

がんの場合は切除することで治癒が望めるという特徴がある。 

アバスチンを含む併用療法を実施することの大きなメリットのひとつは、切除ができ

なかった患者さんの10～15パーセントで、手術が可能となり、治癒が望める状態に

なることだ。 

「抗がん剤治療の継続から手術に切り替えるタイミングが重要。がんの完全消失を

期待して安易に抗がん剤治療を続けるのではなく、縮小し始めたときに手術を決

断し、がんを切除するべき。 

また、むやみに化学療法を延長すると、薬剤性肝障害になり、手術ができなくなるケースもある」と化学療法に詳しい国

立がんセンター東病院消化器内科の吉野孝之さんは話す。というのも、抗がん剤によってがんが消失したとしても、そ

の後に再発する可能性が高いことが示されているためだ。 

「切除不能ながんの中には、主要な血管とがん組織が癒着していることがある。この場合は、がん組織と主要な血管

が離れたときが、手術に踏み切るタイミングとなる」 

ただし、アバスチン投与後に手術を行う場合には注意点がある。「アバスチンは、がん組織の血管だけでなく通常の血

管にも影響を及ぼす。その結果、傷が治りにくくなったり、出血が止まりにくくなったりする。 

そのため、手術の実施は、アバスチン投与を中止してから6週間以上の期間を経なければならない。なお、アバスチン

投与中止後も、がんの成長を抑制するため、他の治療は手術施行まで継続すべきである」と喚起する。 

FOLFOXやFOLFIRIにおいても留意点がある。  

「副作用などを恐れた過度の減量は避けるべき。エルプラットでいえば、通常85ミリグラム／立方メートルで用いられる

が、過度に減量して投与した場合の効果については証明されていない」。 

また、大腸がん治療においては、5-FU系の経口抗がん剤も使用されている。しかし、現在のところ、アバスチンとの併

用療法においてエビデンスを有するのは、ゼローダ（一般名カペシタビン）のみだが、ゼローダの国内における適応は

乳がんだけで大腸がんに用いることはできない。 

つまり、経口剤の5-FUとアバスチンの併用は、現時点では時期尚早といえる。 
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リスクを最小限に抑え、治療の継続を 

従来の抗がん剤は、がん組織だけでなく正常な組織まで攻撃してしまうため、さまざまな副作用があらわれる。一方、

アバスチンは、正常な組織にはほとんど作用しないものの、正常な血管の仕組みに影響することがあり、従来の抗が

ん剤とは異なる特徴的な副作用があらわれることがある。 

アバスチンを一緒に使用することにより、抗がん剤だけの治療を受けた場合に比べ多くみられる副作用としては、高血

圧、たんぱく尿、鼻血などの粘膜からの出血、白血球の減少。 

また、頻度が高くないものの、あらわれれば重篤になる、副作用として、消化管に穴があく（消化管穿孔）、傷口が治り

にくい、がん組織からの出血、血栓ができるなどがある。 

「アバスチンの副作用を過剰に恐れることはない。これらの副作用については早期対応が重要で、病院でも血圧測定、

尿検査、血液検査など定期的にチェックが行われます。さらに患者さん自身が、どんな副作用（症状）があらわれる可

能性があるかをあらかじめ理解し、腹痛、出血がとまらない、発熱、めまいがするなどの症状がでた場合には、すぐに

医師や看護師に連絡するなどの対応策を知っておくことが大切です」 

また、アバスチンによる治療中は出血しやすくなるため、歯周病の方は口腔内ケア、痔の方はそのケアを治療開始前

に行っておくことも肝要だ。 

一方、アバスチンは他の抗がん剤と一緒に投与されるため、他の抗がん剤の副作用にも注意することが必要だ。主な

ものとしては、白血球減少、吐き気などがあげられるが、特徴的なものとしてFOLFOXに用いるエルプラットは手足のし

びれが高頻度にあらわれ、FOLFIRIに用いるカンプトは下痢、倦怠感の発現が高い。ただし、副作用の発現は個人差

が大きく、白血球減少などの血液毒性がでやすい方もあれば、吐き気、下痢などの非血液毒性が強くでる方もいる。 

「副作用が生活に支障をきたす程度というのは患者さん1人ひとりで異なる。たとえば、しびれが出た場合に、ある方は

問題なくても、手先を使う仕事をされている方には非常に問題になってしまうこともある。 

また、脱毛が大きな問題となる方には脱毛の発現頻度が高いFOLFIRIではなく、比較的低いFOLFOXを選択するという

こともできるし、全身状態などを考慮して、最初から3剤併用療法ではなく、5-FU＋アイソボリンという治療を選択するこ

ともできる。 

FOLFOXあるいはFOLFIRIのどちらを先に選択してもよいという意見もあるが、1次治療の期間がもっとも長いことを考

えると、患者さんの体質、価値観、生活を考慮して治療を選択するということが大切です」 

FOLFOXでは副作用による治療の変更は6割を占め、がんの進行による変更よりも多い。  

「しびれというエルプラット特有の副作用のために、その他の併用薬剤すべてを中止にするのではなく、エルプラットの

みを中止すべき。副作用には対症療法あるいは当該薬剤の減量・中止にて対応し、可能な限り治療を継続することが

良好な結果につながる」という。こうした背景には、化学療法を継続している方が、中止するよりも生存期間の延長につ

ながることが示されているからだ。 

「アバスチンを追加する最大のメリットは、これまで切除不能だった患者さんの10～15パーセントで手術が可能となり、

治癒を望める治療に移行できること。言い換えれば、治癒する希望を持てるということ」 

 

2009/09/23 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2009/09/22

お片づけ

天気・体調変化・副作用など

9/22（火）国民の休日、曇り。

起床（7：30） 

昨夜は寝るのが遅かった。

体調は悪くない、疲れもそれ程無い。

MYロ散歩（8：00～）

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

妻はバイトへ（9：00～17：30）。

釣り＆BBQのお片付け（10：00～11：30） 

コンロの水洗いと、釣り道具の手入れ・片付け。
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昨日は体力チェックとリハビリを兼ねて、小１時間ほど釣りをやってみた。 

これなら数時間の防波堤釣りぐらいなら出来そうな気がする。 

来月から妻も仕事に出るので平日は一人である。 

半月（１クール）に１～２回程度、体調が良い日に敦賀辺りで釣りをするのも良いかも！ 

と考えながら、釣り道具を片付けています。

午後はブログの編集。

いつもの散歩（14：15～15:15） 

Ｄ８０を持って琵琶湖岸へ。 

曇り空で今にも雨が降ってきそうな天気、それ程気温は高くないが蒸し暑さを感じます。 

歩くと汗ばむ程度、体は幾分ダルクて30分で引き返しました。

MYロの散歩（18：00～）

就寝（24：00～）

 

2009/09/22 ６.趣味・マイブーム ¦ 固定リンク  

 ¦  

2009/09/21

鮎川キャンプ場へ

天気・体調変化・副作用など

9/21（月）敬老の日、晴れ、風はないが昼頃から南風が強くなるそうです。

起床（5：30） 

体調良い！

MYロ散歩（5：55～）

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。 

楽しみにしていた「釣り＆BBQ企画」を昨日は強風でパスしましたが、今日は実行です。 

妻は今日のバイトを休む事にしたそうで、予定通り５人で外出です。 

家族で釣りは初めてですが、どうも皆興味はなさそうで「海とバーベキュー」がメインになりそうです。

鮎川キャンプ場へ（8：30～21：00） 

「鮎川キャンプ場」は日本海の越前海岸にあり「釣りも出来るキャンプ場」という事で、長男と

色々と物色して決めました。 

今日は長男が一足先に行って「場所取りと釣り」を先にやってるはずです。 

工程 

8：30出発→9：50丸岡ＩＣ→11：00（迷った）鮎川着→12：00ＢＢＱ昼食→13：15釣り→ 

→15：00場所変え三国港→18：00帰路→21：00帰宅 

いゃ～！405号線に出るまで時間がかかりました、鮎川に１１時着。 

キャンプ場は連休とあっていっぱいです、駐車場も空いて無いので無理やりの駐車です。 

親子連れや若者達が所狭しとテントを張っていますが、私達は海岸に近い木陰の場所が確

保されていました。 

早速ＢＢＱの準備、私は釣りポイントと仕掛けの準備。 

バーベキューは楽しいね、炭火で焼けば何でもおいしいです。 

残念ながら、私は肉や消化の悪いものを制限しているのでほとんど食べてませんが・・・ 

 

ここは遠浅の地磯で、モリを持って潜ってる連中がいっぱいいます。 

釣り人は少なく皆アオリ狙いでエギングです、 

でも釣果を聞いてみると全くダメだと言ってました。 

さて、いよいよ昼食後３人で釣りです、ポイントは比較的深そうな（２～３ヒロ）東端です。 

「エギング」と「投げサビキ」と「投げ釣り」で各々始めましたが、風速８ｍと風が強く、全員一

投目からトラブルです。 
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小一時間ほどやって撤収。（釣果はチビハゲ1匹、それもスレ・・・アハハハ）

場所を防波堤に変えて再チャレンジする事になり、BBQを片付けて三国港へ出発。 

三国港のポイント３ヶ所を廻るが空が無い、人が多いです、結局諦めて釣りは終了。 

「道の駅・みくに」に寄って休憩して、夕方、帰路につく。 

シルバーウィークのど真ん中、混んでます、敦賀～米原３０Kmの渋滞です。 

南条ＳＡも杉津ＰＡも満車で寄れず、刀根ＰＡでトイレ休憩、木之本ＩＣで降り湖岸道路で帰

宅。

疲れました・・・・・

 

就寝（24：00～）

 

2009/09/21 ３.思い出（出来事など）, ６.趣味・マイブーム ¦ 固定リンク  

 ¦  

2009/09/18

釣り屋さんへ

天気・体調変化・副作用など

9/18（金）曇り。

起床（6：00） 

寝不足です、トイレに起きる回数が多くて眠りが浅いです。

MYロ散歩（6：30～）

午前中は体のダルサは少ないです。 

昼食後、急に眠くなって昼寝（13：00～14：30） 

昨日より今日は体がダルイです。

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。 

釣り準備（10：00～12：00） 

久しぶりに近くの釣り屋さんへ買出しです、釣り道具て結構高くつくんですよね。 

釣り方や場所や釣る魚や時期などによって変わってきますから、 

その都度揃えていたら大変です。 

今回は「投げでキス・カレイ」、「投げサビキでアジ」、「エギでアオリ」、「ルアーでシーバ

ス」・・・、こんなもんかなぁ？ 

特に新しく買う物はなく、リールの糸交換３個・フロロとフロートとナイロンで3740円、遠投シ

ンキングルアー1100円、その他仕掛けおもりなどで計6800円です。 

釣りは行く前の準備が楽しいです、色んな場面を想定・想像して、また別の道具が欲しくなります。

いつもの散歩（15：00～16：00） 

カメラを持って琵琶湖岸へ、寝起きという事もあるが体がダルイです、片道30分でＲｅｔｕｒｎしました。

MYロ散歩（18：00～）

就寝（22：00～）

2009/09/18 ６.趣味・マイブーム ¦ 固定リンク  

 ¦  

2009/09/13
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徒然日（釣り企画）

天気・体調変化・副作用など

9/13（日）晴れ。

起床（6：00） 

昨夜はムカツキが取れず24：30に就寝。 

３回トイレに立ち熟睡出来てないが、気分は良い。 

今日は一日を通して、ムカツキは無く体調は良い、昨日のムカツキは昼食の食べ過ぎかも？

MYロ散歩（6：20～）

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

午前と午後もブログ編集。

いつもの散歩（15：50～16：40） 

風は強めだが良い気候になりました。

MYロ散歩（18：10～）

連休予定 

来週は19日（土）～23日（水）までの５連休（シルバーウィーク？）です。 

体調が良くて、天気が良くて、皆の都合が合えば、日本海へ釣りにでも行って見るかとも考

えています。 

体調が良くなったとは云え、まだ本調子ではなく、長い外出・アウトドアは無理かも知れませ

ん。 

まぁ、リハビリを兼ねて無理をせず、今の体の限界を知るのも良いでしょう。

就寝（01：30～） 

釣り企画を考えてたら中々寝られませんでした・・・・・・ 

今日の週間天気予報では、 

9/20（日）三国港 

最高気温24度、最低気温18、降雨確率20% 

潮時情報では大潮です。 

満潮 02：28、44cm 

干潮 08：58、24cm 

満潮 15：19、48cm 

干潮 21：35、30cm 

という事で天気は良し、潮具合では11時～16時が好機でしょう。 

11時迄には竿をだしたいなぁ。 

リールと糸をチェックしないと。 

ターゲットは？ 

アオリ、アジ、キス、カレイ、スズキ、サバ、かなぁ？ 

仕掛けを揃えなければ・・・

2009/09/13 ６.趣味・マイブーム ¦ 固定リンク  

 ¦  

2009/09/10

第４回抗癌剤投与＆CT検査結果=効果有り

strong>天気・体調変化・副作用など

9/10（木）晴れ、朝は寒いです、昼間は少し暑め。

起床（5：30）

MYロ散歩（5：50～）
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今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

今日は４回目の抗癌剤投与です。 

血液検査の結果、白血球数は3.77→3.86、Dダイマー値は3.7→3.4で、まだDダイマーが3.0以上なので、 

今回も「アバスチン」はなしでの投与になりました。 

投与量は前回と同じ20%減です。 

血液検査の結果は良好で肝機能や炎症は良い方向に向かってます、白血球や血小板などは変わらずです。

CT検査結果 

楽しみにしていたCT検査結果です。 

前回のCT検査は治療前の7/1で、今回は第１回目抗癌剤7/17から２ヵ月後（８週間目）にあたり、 

その間に３回、アバスチン無しでのFOL・FOXを投与した結果の比較です。 

所見 

結論から言えば抗癌剤の効果は有り、「癌は縮小または壊死」しています。 

所見を見れば、「転移した肺腫瘍の縮小」と新たな転移や新規病変は認められず、 

また血栓形成も認められないと有ります。Good！ 

写真の赤○が今回の縮小した画像です。

 

肺CTの結果 

①転移した右肺尖部の縦隔沿いの腫瘍は、 

ゴルフボール（3cm）からビー玉（1cm）ぐらいに縮小してるのが確認できました。 

確かに治療前は、寝ていても右背中の真ん中辺りが痛んで、 

常に寝返りをうっていましたが、最近はなくなりました。 

このまま消滅してくれれば良いなぁ～！！！

肺CT写真の赤○が肺転移した癌です。 

CT写真は右が治療前（7/1）、左が今回（9/9）、手前が足で奥が頭方向です。

肝臓CTの結果 

転移した肝腫瘍は巨大な10cmクラスが3個（①～③）、5ｃｍが1個（④）、その他3ｃｍが 

治療前7/1の右写真で確認できます。

今回の左写真と比較すると、中心辺りが黒くなっていますが、 

これは癌細胞に栄養がいかず壊死してるからだとＤｒから説明されました。 

今後、壊死したがん細胞から、正常な肝細胞が増殖再生し取って代わっていくとの説明も心

強いです。 

また輪郭も薄くなり、大きさも②だと89.23mmが79.68mmと僅かですが小さくなっています。

効果は確認できたので、このまま効果なくなるまで抗癌剤の投与は続けるそうです。 

投与の回数制限は無いらしいです、肺がんだと４回と回数が決められてるそうです。

原発の大腸がんに関しては、「転移した肺・肝に効果があるのだから、当然大腸がんにも効

果がある」と言う説明でした。 

眼で確認したかったなぁ～！ 

次のCT検査は１１月中旬の予定、それまでに漢方薬や民間療法も調べて試して見ようかと

も考えています。

それで免疫力が上がれば、相乗作用でひょっとして癌が消滅するかも・・・と淡い希望が湧い

てきました。

点滴終了後、お弁当を食べて買い物をして、夕方帰宅。 

就寝（24：00～） 

疲れているが寝付けず！

あ！、それから今回のポンプには直径5mmぐらいの気泡が混入されていて、電話で問い合

わすと「500ｃｃは大丈夫ですよ、肺で吸収されれますから」と言う返事でした。 

500ｃｃは無いでしょう！ 

結局、この気泡は消えていましたから静脈に点滴されたみたいですが、特に異常なし。

2009/09/10 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  
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2009/09/09

ＣＴ造影剤検査（2回目）

strong>天気・体調変化・副作用など

9/9（水）晴れ、朝の散歩は半袖でじゃ寒いです。

起床（6：00） 

体のだるさは少ないです、でも既に投与後から２週間経っています。 

１クール内に副作用である倦怠感は回復しませんでした。

MYロ散歩（6：30～）

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

CT検査 

今日は２回目の造影剤ＣＴ検査です（前回は7/1）。 

①肺・縦隔の単純撮影 

②腹部・骨盤の造影剤撮影 

通しで10分程で終わりました。

明日は第４回目の抗癌剤投与なので、この結果の説明があるはずです。

いつもの所で昼食を食べて、買い物をして帰宅です（17:30着）。

MYロ散歩(18：10～)

就寝（22：00～）

明日は5時半起きで7時過ぎ出発、早いですが明日も「シャトル切符」で行きます。

「京都シャトルきっぷ」 

通院の米原ー高槻間を、今日は「京都シャトルきっぷ」を購入し使ってみました。 

通常では 

米原ー京都を往復新幹線で3,100×2=6,200円 

京都ー高槻を在来線往復で 380×2=760円 

合計6,960円です。 

醒ヶ井駅で売ってる「京都シャトルきっぷ」だと3,280円です。 

なんと差額は3,680円と半額です。 

詳しくはこのページへ↓↓↓ 

醒ヶ井（梅花藻とシャトル切符）                          

2009/09/09 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2009/09/06

徒然日（倦怠感と吐き気）

天気・体調変化・副作用など

9/6（日）晴れ、良い天気です。

目覚（4：30） 

起床（6：00） 

トイレ回数多く熟睡出来なかったが、朝はダルサ少ない。

MYロ散歩（6：40～）

午前中は体調が良かったのに、昼頃から体がだるくなった。 

昼、食欲無く気持ち悪い、昼食少ない、しかし、食べたい物は食べられる（トースト）。 
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他のブログで「つわり」に似てると紹介されていたが、食欲がなくなり吐き気がある時は 

「食べたい物」だけでも食べた方が良いと書かれていた。

昼食後２時間も昼寝をしてしまった。 

何か、貧血っぽい、血の気が頭から引いてる感じがする。 

血圧は86-54。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

ＡＭはブログ編集

昼寝（13：30～15：30）

散歩（17：00～18：00）

就寝（22：00～）

 

倦怠感 

①副作用で赤血球・ヘモグロビンが減少して、貧血による体のだるさ。 

②肝機能低下による体のだるさ。 

③代謝異常など良く分からない副作用での体のだるさ、回数に比例して蓄積されていくみたいです。 

抗癌剤を投与して１１日目でも、まだ体のだるさが戻りません、だるいと行動する気力がなくなります。 

３日後の投与で更に蓄積されると考えると、今後辛いです。

参考＜国立がんセンターがん対策情報センター＞ 

 

 

倦怠感 

１．倦怠感とは 

倦怠感とは、"体がだるい"、"体がしんどい"など、何か行動をしようとするときの疲れやすさや脱力感、全身の衰弱感

だけでなく、"やる気が出ない"、" 集中力がない"などの精神的疲労感を含みます。化学療法を受けられる、ほとんど

の方が体験される症状といわれています。

２．倦怠感の原因 

抗がん剤の副作用により倦怠感が出現しますが、そのメカニズムについては十分に解明されていません。下痢や吐き

気などほかの副作用によって栄養バランスがくずれたり、代謝異常が起こったり、貧血や発熱、痛みなどからも引き起

こされます。

３．倦怠感が出現する時期 

１回目の治療中から出現し、回数を重ねるごとに症状が蓄積されやすいといわれています。

４．倦怠感に対する対処方法

１）倦怠感のパターンを知る 

倦怠感は本人にとっては非常に辛い症状ですが、自分以外の人には理解してもらいにくい症状です。また、医師など

に症状を伝えるときも、表現しにくいことがあります。自分以外の人に理解してもらうために、日記をつけるとよいでしょ

う。治療や生活のパターンと合わせて、感じた倦怠感の症状や程度、その変化、いつどのようなときに起こるかなどをノ

ートに書き留めておくとよいでしょう。自分自身の症状を客観的に把握できるようになり、倦怠感を悪化させる原因がわ

かるようになることもあります。

２）活動と休息の調整 

抗がん剤治療中は、吐き気や嘔吐などの症状が一緒に出現することで、活動と休息のバランスが崩れやすくなってい

ます。また、これらの症状を抱えながら仕事や家事を行わなければならないので、健常時に比べてエネルギーの消費

が高くなります。前述した倦怠感のパターンを見ながら、活動と休息のバランスを検討して、１日のスケジュールを調整

します。

休息は、短時間の休息を回数多くとるほうが、疲労回復には効果的です。夜は、十分な睡眠をとることが重要です。眠

れない日が続くようであれば、医師に相談して睡眠薬を使用してみるとよいでしょう。

倦怠感が強いときの仕事や家事は、周囲の人に理解してもらい、調整して援助してもらいましょう。

３）栄養・水分の補給 

治療中は、吐き気や下痢で食事の摂取が不十分になりやすく、これが倦怠感の原因となります。消化がよく、栄養価の

高いものを摂取するようにしましょう。

特に十分な水分摂取は、疲労物質を体外に排出させ、倦怠感の緩和に役立ちます。

４）血液・リンパ液の循環を促す 

マッサージや入浴などで全身の血液やリンパ液の循環を促進することは、倦怠感の軽減につながります。また、適度な

軽い運動も倦怠感を軽くしてくれることがあります。
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５）リラクセーションや気分転換 

辛い症状を抱えながら治療を継続することは、心身ともに非常にストレスがかかります。自律神経のバランスをととの

え、精神的にも安定した状態を保つことは、倦怠感の軽減につながります。呼吸法や音楽など、自分がリラックスでき

る方法を見つけてみてください。調子のよいときは、散歩をしたり、趣味を楽しむような時間を作って気分転換すること

をお勧めします。

 

2009/09/06 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2009/09/04

醒ヶ井（梅花藻とシャトル切符）

天気・体調変化・副作用など

9/4（金）曇り、時々晴れ、結構暑いです。

起床（7：30） 

倦怠感はマシになった。

MYロ散歩（7：00～）

夜、歯磨きで出血しました、痛くも無く大した事は無い。 

今回（３回目）の投与後は「倦怠感」・体のダルサが10日経っても取れません。 

やはり、副作用は回数に比例して蓄積されるのかも？ 

先が思いやられます・・・・

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

午前中、妻と一緒に椅子のリメイク。

醒ヶ井へ（14：30～18：30） 

今日は醒ヶ井へ「シャトル切符」を買いに行き、ついでに「梅花藻（バイカモ）」を見てきました。 

シャトル切符 

醒ヶ井駅で売っている「シャトルきっぷ」とは、京都・大阪に出かけるなら少し制限は有ります

が、凄くお買い得な新幹線利用の往復切符です。 

「新大阪シャトルきっぷ」は4,800円、「京都シャトルきっぷ」は3,280円です。 

米原～西日本の在来線は乗れませんが、新幹線のみ利用出来るというものです。 

明後日、娘夫婦がこの切符を使って「USJ」へ遊びに行く予定です。 

計算すると、 

①米原駅から新幹線で新大阪、在来線を乗り換え→ユニバーサルシティ駅 

だと、 

片道で乗車券1,890円 特別料金2,920円、計4,810円 

往復で9,620円です。 

②シャトル切符と新大阪→ユニバーサルシティ駅=210円だと、 

往復で5,220円です。

なんと、差額は4,400円、二人で8,800円、半額に近いです。 

何故、このような運賃差が出来るのか不思議ですが、無くならない事を願います。

 

梅花藻（バイカモ） 

以前からバイカモを見に行こうと妻達から言われていましたが、実は、醒ヶ井へは何度も行

ってるのに「梅花藻」を知りませんでした。

夏（７月～８月）、小川一面に咲く小さな白い花だそうです。 

清らかな流れ、緑の喪絨毯、そこ咲く梅の様な花弁・・・・ 

時期が少し遅いらしいですが、充分綺麗でした。 

来年の夏が迎えられれば、もっと良い時期に来たいと思います。 
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また、「ハリヨ」という「滋賀県の指定希少野生動植物種」に指定され、 

保護されてる魚がいるらしいです。 

沢山泳いでいた魚がそうなのかは分かりませんが、 

見た目、普通の小魚ですが、腹が幾分黄みがかっています。 

・ 

・ 

帰り途中、「いさめばし」のお店でリンゴを買って、 

妻と半分づつ食べながら醒ヶ井駅へ戻りました。

その後、琵琶湖松原へ行き散髪です。 

久しぶりに妻に髪を刈ってもらいましたが、少しマダラになってきたそうです。 

そろそろ、副作用の影響が出てきたようです。 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

結構暑い中を歩いたので疲れました。 

就寝（21：00～）

■参考＜近江路観光ガイド＞ 

醒ヶ井「梅花藻（バイカモ）」 

中山道を流れる地蔵川のバイカモはキンポウゲ科の水生多年草で、清流でしか育ちません。 

7～8月ごろに、梅の花に似た白い小花を咲かせることから『梅花藻（バイカモ）』の名が付きました。 

夏の最盛期には直径1.5cmほどの愛らしい花が一斉に川面から顔を出します。 

夏の終わりの地蔵川は、川沿いに植えられたサルスベリの花が落下して、梅花藻の白とサルスベリの紅で彩られま

す。

2009/09/04 ３.思い出（出来事など）, ６.趣味・マイブーム ¦ 固定リンク  

 ¦  

« 2009年8月 ¦ トップページ ¦ 2009年10月 »
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