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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
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2010年5月

2010年4月

2010年3月
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2010年1月

2009年12月
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2010年1月

2010/01/27

入院延期

天気・体調変化・副作用など

1/27（水）曇り。

起床（6：00） 

早いです、最近は朝、起きれないので辛い。

体調（入院日） 

イリノテカン投与後13日経つが、抜け毛が酷いのに気がついた。 

副作用として抜け毛はFOLFOXよりあるとは薬剤師から聞いていたが。 

今日、洗髪していたら、束になって体やタイルに落ちている。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（6：15～） 

朝焼けが気持ち良い、冬至から１ヶ月経ち、夜明けが早くなった。 

これから、徐々に日が長くなるのは、チトうれしい！ 

  

  

  

 

入院 

今日から「アービタックス」を投与する為の入院です、予定では1/27～2/1の5泊6日。 

この分子標的薬は初回投与だけは入院して行い、アレルギーなどをチェックするそうです。 

９時過ぎに病院着、入院手続きを済ませ、採血、胸部・腹部レントゲンを受ける。 

その後、入院部屋で入院中の注意事項など説明を受け、担当看護師、担当医、薬剤師など

からも現状の聞き取りと説明を受けた。 

各担当者は良く訓練されていて、ガイダンス・マニュアルもしっかりしてる感じです、部屋も綺

麗で広いです。 

（今回は奮発して新館の個室にしました、前回は４人部屋で夜寝れなくて困りましたから・・・） 

（ちなみに、この新館の個室費は高級ホテルなみです。） 

（ランクは特別室52,500円、特等Ａ23,100円、特等Ｂ18,900円、準特12,600円）

薬剤師によると、手足の痺れはエルプラッドの後遺症であり、「イリノテカン」による手足のし

びれの副作用は強く出る事はないそうです。 

エルプラッドを中止してまだ１ヶ月なので、その内治るそうです。 

昼食は12時、メニューは白米200g、小松菜のおひたし、茄子とピーマンの挽肉炒め、白身魚

とキャベツ・トマトのマリネ、それにメロンです。 

意外と質素、味付けは結構濃いです。

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

食事が終わった頃、血液検査結果を持ってＹ田Drが来られた。 

Ｄｒからは、 

「白血球数が2060しかなく、最低でも2500、出来れば3000ないと、イリノテカンもアービタック

スも投与できない」 

「だから、今日は帰って頂き１週間後に再度入院して下さい」との事でした。 

まぁ～、投与が出来ず帰されるのは仕方ないが、これでも１日分の入院費を取られるそうで

す。 

（妻は怒ってます、高い休憩やなぁ、高い昼食やな、これで12,600円？！） 

先に検査結果を確認してから入院手続きでしょう！（次回はそうするそうです）

その後、Ｄｒと今後の治療方針や転院などの相談をしていたが、緊急ＴＥＬが入り退室された。 

ヘパリン注射をして、１週間分の薬をもらい、荷物をまたキャリーに詰め直して、退院致しました。

血液検査結果の説明は無かったが、白血球数の減少と腫瘍マーカーの増加以外は悪くはなさそうです。 

何故か、黄疸を表す「総ビリルビン」は0.6と低くなっています。 

検査数値    （正常値）  前回（1/14）→今回 

 白血球数   （3.3～8.1）  3.50 → 2.06 

 赤血球数   （4.3～5.3）  3.68 → 3.36 

 血小板数   （162～329） 104 → 108 

 GOT      （10～35）  76 → 47 

 GPT      （5～35）   32 → 28 

 LDH      （130～250） 1380 → 871 

 ALP      （100～330） 532 → 585 

 γGTP     （10～75）  236 → 257 

 D-ダイマー  （2.0以下）  3.3 → 4.7 

 総ビリルビン （0.1～1.0）  0.9 → 0.6 

 腫瘍ﾏｰｶｰCEA（5.0以下） 337.6 → 436.9

 

帰宅（17：00）

MYロ散歩（17：15～）

就寝（23：00～）

2010/01/27 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/01/26

Ｈ根病院へ

天気・体調変化・副作用など

1/26（火）曇り。

起床（7：00）

体調（イリノテカン投与12日目）

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（7：30～）

Ｈ根病院（9：30～10：30） 

10時からＹ野Ｄｒに受診。 

今迄の経過と近況を説明し、転院の話をした。 

Drからは、 

化学療法・抗癌剤投与はできるが、今までの経過が必要である。 

まず、紹介状（経過・治療内容・情報提供）を書いてもらって、その引き続きをやりながら治療方針を決める。 

明日に入院して投与予定が決まってるなら、治療の間を空けないように、予定通り入院して「アービタックス」を受けて、その結

果から引継ぎをして転院するのが良い。 

と、云う事で予定通り、明日は入院です。 

その他 

・大腸がんだけは、消化器内科ではなく外科が担当するらしい。 
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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

・大腸がんで腸閉塞になれば緊急手術しかない。（肝臓の状態など関係ない） 

・混合診療は出来ないが、「免疫細胞療法」などの併用は可能 

・地域連携室を通せば、転院の情報提供や予約が早くできる

出来れば、大阪ではなく近くのＨ根病院で、最初からアービタックスの投与と治療を希望した

が、直ぐには無理でした。 

結局、明日は予定通り、大阪医科大へ入院して初回のアービタックスを投与する事になりま

した。 

 

朝９時半受付は早いなぁ～！ 

退院は週明けと言っていたから１日～２日か？ 

５泊６日は長いなぁ～！

KRAS遺伝子検査が出来ないままアービタックスを受けるのは非常に不安である。 

KRAS遺伝子が野生型（60%）なら効果があり、変異型（40%）なら効果がなく副作用だけが毒となる。 

また、このアービタックスとイリノテカンを併用投与した場合でも、効果が期待できるのは平均（中央値）で4ヶ月でしかない。 

更に効果がなくなった時には、癌細胞は耐性を持ち強力化し転移・進行するものと考えられる。 

本当に抗癌剤を投与し続けて良いものなのか？ 

疑問に思う！ 

短い延命を助けているが、確実に死を引き寄せているのが「抗癌剤」ではないか？！！ 

ならば、抗癌剤を止めて、代替治療の「免疫細胞療法」や「丸山ワクチン」や「食事療法」や「がん漢方」や「温熱療法」・・・などを

総合的にやった方が延命で考えれば、同じかそれ以上の様な気がする。

退院したらH根病院へ転院し方針を決めたい、急がねば！、時間が無い、命が無い・・・

入院準備をやらねば・・・

就寝（23：00～）

 

2010/01/26 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/01/21

免疫細胞療法（T岡診療所）

天気・体調変化・副作用など

1/21（木）雨、夕方から寒くなってきた。

起床（8：00）

体調（イリノテカン投与７日目） 

右腹が張って、体がダルイ。 

鼻血もあり唾液に血が混じる、喉の奥・鼻の奥から出血してる感じで、常に口が血臭い。 

昨夜は37.2℃の微熱がでたが、今朝は平熱に戻っている。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：30～）

免疫細胞療法（11：30～） 

今日はT岡診療所へ「免疫細胞療法」の医療相談に行った。 

この診療所はS田クリニックグループのひとつで「免疫細胞療法」を受ける事ができる。 

駅から徒歩10分の場所にある小さな診療所で、内科と皮膚科の看板があがっている。 

待合室は小さく誰もいない、コーヒーメーカーが置いてあり良い香りが漂っている（自由に飲

めそう） 

15分程待った後、診察室に通され、今迄の経過と現状を説明した。

その後、Drから免疫細胞療法の効果や癌治療の色々の説明を受けた。 

ん～！、一言で言えば「何でも有りの総合治療」を目指している町のお医者さんです。 

まずは「食事療法」、食生活を変えアルカリ体質に変えデドックスと免疫力をアップさせる。 
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漢方薬も専門らしく、「がん漢方」なる処方も勧められました。 

「ビタミンC点滴療法」はビタミンCを週に１～２回投与して免疫細胞の活性維持、増殖を助け

る。

その他、漢方栄養療法なるものには 

＜サプリメント類＞ 

藍入り薬用ハミガキ、ビタミンC、ビタミンE、ビタミンD、総合ビタミン、コエンザイムQ10、αリ

ポ酸、プロバイオティクス(腸内細菌叢改善剤)、メラトニン、亜麻仁油、ティーグリーン、

ESSENTIAL-OIL、AHCC、フコイダン、Dフラクション、サメの軟骨製剤、田七人参、浅井ゲルマニウムなど 

＜糖鎖強化ブレンド＞ 

米国で評価の高い糖鎖栄養素を中心に、糖鎖製品をブレンドしています。 

＜野菜ジュースマシーン＞ 

イキイキ酵素くん、鈴木式ジュースマシーン、しぼる君。 

＜コーヒー浣腸＞ 

肝臓の解毒機能を高めることが期待できます。 

＜バイオラバー＞ 

山本化学工業の製品です。人体や太陽エネルギーから出ている遠赤外線をいったん内部で受け止め、有益なものだけを増幅

し放射するとされています。  

＜マイルド温熱療法＞ 

生体は、加温により免疫能が高まり、ナチュラルキラー細胞の活性も高まります。 

等などがあるそうです。

驚いたのは、薬や水や食事などがその人個人に、合うか合わないかをチェックする事ができ

ると云う事です。 

「ダウジング」と「気功」を合わせた様な方法です。（かなり胡散臭い） 

まず左手に目的とする薬と15cmぐらいの金属棒を持ち、その棒先を患者の手のひらに軽く

触れ、右手で自分の右腿を数回叩きます。 

すると、その右手指が痙攣した如くグー状態になり、横にいる看護師がその指を両手でほど

いていました。 

その右腿を叩き、痙攣した様な状態の具合でその薬が合っているかどうかを判断している様です。

妻が、「先生にしか分からない、そのような方法があるのですか？」と突っ込むと、 

「ええ、学会もあるんですよ！、100%ではないがほとんどが分かります。」と涼しい顔。

善意に解釈すると、単なる占いではなく、ベースは医者であって、医学的根拠がある処方を科学的根拠がない方法で調べてい

る、と云える。 

Dr自身も、「この薬が癌に効くというエビデンスは無いが、この方法で調べれば効果は期待できる」、 

また、「保険適用の処方箋が無理な場合でも、保険外の処方なら何でも出来る」と言っていた。

この方法で幾つかを調べると、 

・「ツムラ134番」  →  合っている。（下剤で腸を綺麗にする） 

・「玄米粉」     →  合わない。（食事療法では玄米であるが、合わないので白米の７分で良い） 

・「ロキソニン」   →  どちらでも良い。（炎症を抑えるので服用は良い） 

・「セルベックス」 →  合っている。（胃が弱って荒れている） 

・「マグミット」   →  合っている。（便が柔らかくなる） 

・βグルカン    →  どちらでも良い。（健康食品） 

・カンジダ抗菌剤 →  合っている。（エビデンスはないが、カンジダが影響しているからと勧められる） 

らしいです・・・

さて本題、 

「免疫細胞療法」は主治医の承諾・協力が得られれば、直ぐにでも受けられるそうです。 

私のがん組織がない為「樹状細胞ワクチン療法」や「CTL療法」は受けられず、血液採取のみの「活性化自己リンパ球療法」し

かできません。 

但し、人工合成されたペプチドを使用した、「ぺプチド感作樹状細胞ワクチン療法」があるそうです、これは当医院にある大腸が

んを抗原とするペプチド（アミノ酸）を使って樹状細胞に組み込む方法らしいです。 

まぁ～「擬似的な樹状細胞ワクチン療法」でしょうな、詳しくは聞けませんでした。

費用は、１クール６回、２週間毎の３ヶ月で 

「活性化自己リンパ球療法」の場合は1,606,500円。 

・技術料 1,260,000円 

・管理料 315,000円 

・輸送料 31,500円 

これに「樹状細胞療法」をプラスした場合は2,236,500円 

・技術料 1,890,000円 

・管理料 315,000円 

・輸送料 31,500円 
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だそうです。 

高いです、保険適用外なので全額負担ですから。

最後に、勧められた「ツムラ134番ケイシ カ シャクヤクダイオウトウ」の処方箋をもらい、血液検査結果をコピーして、舌の写真を

撮られて終了。 

医療相談料は1万円でした。

買い物をして帰宅（15：30）

MYロ散歩（15：40～）

疲れて小一時間、夕寝（16：30～）

就寝（22：00～）
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2010/01/21 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/01/20

Ｈ根病院へ（イリノテカン投与６日目）

天気・体調変化・副作用など

1/20（水）晴れ、暖かくて良い天気です。

起床（8：00） 

２時に目覚め、寝付かれず。

体調（イリノテカン投与６日目） 

腹の張りと体のダルサ、倦怠感がある。 

水様便の副作用はないが、便秘気味になったり軽い下痢になったりする。

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。 

MYロ散歩（8：30～）

Ｈ根病院へ（11：00～13：00） 

「がん支援相談室」が本格的に活動したという新聞記事を見て行ってみた。 

担当者から色々と説明を受け、その後、緩和ケア室を案内、見学させて頂いた。 

全部で20床の個室があり、その他談話室や家族室など綺麗で充実している。 

また、代替治療として「丸山ワクチン」や「アロマセラピー」なども取り入れている。 

昨年10月の「がんフォーラム」でも「心の治癒力」を謳っていた。 

 

買い物（13：00～）

MYロ散歩（15：40～）

就寝（22：00～）

イリノテカンの副作用を調べてみた。 

現在、症状があるものをチェックすると、「のどや口の中が渇く」、「体がだるい」、「尿量減少」、「しびれなど末梢神経障害」、「歯

磨きによる出血」、「鼻血」、「疲労感・倦怠感」、「尿が黄褐色になる」、「手足がしびれる」、「のどが詰まる」などがあった。 

手足の痺れは「エルプラッド」の副作用が残ってると思っていたけど「イリノテカン」もあるみたいです。 

今、調子悪いのは全て副作用のせいみたいですね～

カンプト・イリノテカンの副作用と症状 

消化器 

下痢 

冷や汗が出る、腹痛、おなら、おなかがゴロゴロする、便の回数が増える・量が増える・ゆるくなる 

血便、腹痛、おなかが張る、吐き気、嘔吐、便やガスが出ない、胃もたれ、食欲不振、胸やけ、胃痛、空腹時にみぞお

ちが痛い、のどや口の中が渇く、立ちくらみ、体がだるい、頭重感、尿量減少、脱毛、しびれなど末梢神経障害、疼痛、

カルシウム異常 

抵抗力 

（感染症） 

発熱、寒気、震え、咳、のどの痛み、軟便、下痢、腹痛、排尿時の痛み、血尿、頻尿、残尿感、肛門痛、皮膚が赤くな

る、おりものの増加・不正性器出血、陰部のかゆみ、歯肉痛、発汗 

（出血） 

紫斑、内出血、歯磨きによる出血、鼻血、血便、血尿 

（貧血） 

冷え、爪の色が白い、顔色が悪い、頭痛、耳鳴り、頻脈、動悸、息切れ、食欲不振、便秘、めまい、疲労感・倦怠感 

アレルギー 

皮膚が赤くなる、かゆくなる、発疹、息苦しい、顔がはれぼったい、舌がはれる、声がかすれる、気分が悪くなる、唇や

舌・手足がしびれる、くしゃみ・咳、悪心、動悸、のどが詰まる、目の前が暗くなる  

腎臓 

尿量減少、血尿、むくみ、体がだるい、たん白尿  
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肝臓 

吐き気、嘔吐、体がだるい、食欲不振、黄疸、かゆくなる、尿が黄褐色になる、ＧＯＴ・ＧＰＴ上昇

 

2010/01/20 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/01/14

第4回CT検査結果と転帰

天気・体調変化・副作用など

1/14（木）曇り、寒いがそれ程でもない、積雪なし。

起床（6：00） 

5時半に目覚め、6時起床、暗い。

体調 

腹の張りは相変わらずで苦しい。

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。 

MYロ散歩（6：20～） 

←6：30撮影 

6時過ぎだとまだ暗いが、6時半を過ぎるとシラジラ明けてくる。 

海釣りで、夜が明けるのを待ってる時を思い出します。 

  

  

 

CT検査結果と今後の治療（転帰） 

今日は造影CT検査（1/12・4回目）の結果と受診です。 

検査結果からの診断（11：00～） 

血液検査結果で腫瘍マーカーCEAが337と高くなっている、正常値は5.0以下で毎月

（75→89→105→175→337）と鰻上りに悪化している。 

また、肝腫瘍も明らかに増大して特に上の方は腫瘍がほとんど占めている、下の方は正常

な肝細胞が少しある程度で悪化しており、もう、今までの治療は続けられない。 

と、云う事で、抗癌剤（FOLFOX・5FU）は、昨年の7/17～12/28の半年間で11回投与し終了。 

でも素人目判断でも腫瘍マーカーや肝機能値やCT画像を見る限り、昨年の10月頃（第5回

目）から、この兆候は出ていた様な気がします。

次の治療は？ 

「FOLFOX」の次の抗癌剤治療は「イリノテカン（トポテシン）」と「アービタックス（セツキシマ

ブ）」がある。 

所が「アービタックス」が使えるかどうか、組織標本（Ｎ浜病院で採取）を「KRAS遺伝子検査」

に提出したところ癌細胞が見当たらないという事でした。 

内視鏡で採取した標本は厚みがなく、検査のたびに削り出しをして薄くなる為、このような事

が起こる事があるらしい。

結論として、「アービタックス」が効くかどうか分からないが、患者の利益を考えて投与するグループに入れる、もし変異型であれ

ば無駄な投与で副作用だけが上乗せになる。 

（海外では検査の結果、変異型は投与しないルール、日本も今年後半にそうなるらしい） 

「アービタックス」の初回投与はアレルギーの問題があるので入院して行うそうです。 

今回は「イリノテカン」単剤で投与し、２週間後に入院して「アービタックス」を投与する事になりました。

今後、腫瘍量が多い場合は、悪くなる時のスピードは速く、病状が不安定になるので近くのＮ浜病院で対応出来るように紹介状

を書きましょう、との事。

次の抗癌剤治療の限界を聞いてみた。 

「イリノテカン（トポテシン）」単剤での投与だと効果が期待出来るのは2.5ヶ月、「アービタックス（セツキシマブ）」と併用して4.0ヶ
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月です、4ヶ月以内に半数は悪化すると云う事です。 

また、効果無くなった後の次の抗癌剤治療は無いそうです。

前回（12/28）では余命１年を大きな目標としますと言っていたが、今回の説明からだと最長６ヶ月～最短３ヶ月という所です

か？、短い！ 

抗癌剤がダメになった時の代替治療として、「免疫細胞療法」を考えていました。 

最後の希望として特に「樹状細胞ワクチン療法」に期待していたのに、「腫瘍組織」が無い為に受けられなくなりました。（残念、

悔しい、本当に嫌な運命だ・・・） 

『追記1/20、樹状細胞ワクチン療法について問い合わせた所、培養に使う「がん組織」は親指先（1cm立方）程度が必要らしく内

視鏡採取では無理だと分かりました。』

胸部・肺の所見 

所見によると肺転移巣に関しては余り変化はなく、新たな転移巣もなさそうです。 

今回、特に説明がなかったので重要視されてないようである。 

  

  

  

 

腹部・多発性肝転移巣と大腸原発巣の所見 

所見も診断でも共に悪くなっていて、特に肝転移巣上方が増大している。 

  

  

  

  

 

原発巣（上行結腸・回盲部）に関しては何の説明もなかったが、今回と初回、前回とを比較してみる。 

 

所見によると前回（11/9）より僅かに増大しているそうです。 

 

多発性肝転移巣も前回と比べて増大しているそうです。 

肝臓の下の方は正常な肝細胞が幾分ある、肝臓の上方はほとんどが腫瘍が占めている状態だそうです。 

 

肝転移巣① 

初回2009/07/01より大きくなってるかも？、最悪です。 

 

 

肝転移巣② 

前回と比べても余り変化はなさそうです。 

 

 

肝転移巣③ 

初回7/1より増大している様にも見えます。 

 

イリノテカン点滴開始（12：40～投与90分） 

初回投与量は220mgで少なめ？（投与単位[150mg/㎡]×体表面積[1.6㎡]） 

点滴終了（14：20）

帰宅（17：00）

MYロ散歩（17：00～）

就寝（22：00～） 

疲れました、今日はもう寝ます・・・ 

2010/01/14 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/01/12
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造影剤CT撮影（4回目）

天気・体調変化・副作用など

1/12（火）朝は曇り、昼は小雨でした。

起床（7：30） 

5時半に目覚めウトウト。

体調 

腹の張りは相変わらずで、苦しい。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。 

ＭＹロ散歩（8：00～）

今日は4回目の造影剤CT撮影日。 

撮影は30分程で終わるのですが、その為の通院時間は、昼食や待ち時間を入れたら5時間

かかります。 

10時半に家を出て昼に病院着、今回も特に問題なく検査は終了、造影剤注入時に全身が

熱くなるのも慣れると気持ち良い。 

ただ、病院からの帰り道、電車に間に合うよう早足で急いだら右腹が異常に痛くなった。 

やはり恐怖！、食後直ぐだったからか肝臓に血が集まって他臓器を圧迫した感じです・・・ 

空いた電車に乗って横になれば落ち着きます、帰宅は16時。 

最近、音楽が欠乏してきたので、Ｋちゃん家に寄り道してジャズピアノCDを10枚借りてきました。

風邪？ 

妻が昨日から熱（37.5℃）を出して寝込んでいます、念の為２F部屋で隔離です。 

今朝も熱は下がっていない様子。 

もしウィルス性の風邪なら潜伏期間２日、既に私にも感染しているはずですが今の所、今朝も異常なし。 

胃が重く、気持ち悪いと言っていたので、食物か疲れやストレスなどの胃腸障害からの熱では？ 

結局、昼前に医者に診てもらったら、既に熱は下がり平熱、ビタミン注射を受けて回復？ 

でも腹の調子は悪いらしい。

ＭＹロ散歩（17：00～）

就寝（22：00～） 

2010/01/12 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/01/09

新年会

天気・体調変化・副作用など

1/9（土）朝は小雪、曇り。

起床（8：30） 

朝、疲れている、ダルクて起きれない。

体調（投与12日目） 

腹が張って苦しい、特に右肋骨の下が固くなって盛り上がってる感じ。 

やはり、肝腫瘍でしょう。 

12日に造影剤CT撮影があり、14日は受診で検査結果が分かります。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。 

ＭＹロ散歩（9：00～） 

小雪がチラついています。

午前の散歩（12：00～12.：40） 

カメラを持って散歩へ出るが、何も居ない、見当たらない。
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新年お茶会（16：30～18：30） 

友が皆集まりました。 

以前なら部屋を貸りきって朝までの飲み会でしたが、今回は私の体調もあり、お茶会です。 

少し遅れて到着、彼らはケーキセットでご歓談中、私はホットミルクを注文。 

昔話、思い出話には花が咲きます・・・ 

今の話は勇気がいります、経緯や説明が面倒ですから・・・ 

 

でも、楽しいひと時、あっという間の２時間でした。 

記念写真を撮って、店もラストオーダーで御開き。 

私は腹が張ってきたのでここで退席、彼らはまだ時間があるので夕食へ出かけました。 

次回は、「暖かくなったらまた集まりましょう！」と云う事で、必ず参加出来るよう闘います。

就寝（23：00～） 

2010/01/09 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/01/08

徒然日（雪・湖・鳥）

天気・体調変化・副作用など

1/8（金）曇り、雪は大分減った、道路の雪は解けてミゾレ状態。 

午後からは晴れ。

起床（8：00） 

腹が張って熟睡できない。

体調（投与11日目） 

昨夜の夕食は腹が張って、ほとんど摂れなかった。 

今朝の朝食は大丈夫、少なめだが食べれた。 

どうも、夕方から夜になると腹が張ってくるようだ、肝臓とか腸が膨れるのかも？ 

散歩するが、最初の30分程度で疲れてしまった。 

肝機能が落ちてるのだろう。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。 

ＭＹロ散歩（8：30～）

ブログ編集（午前～）

午前の散歩（11：20～13：50） 

晴れてきました、カメラを持って散歩へ、道は雪が解けて抜かるんでます。 

昨日は雪でエサが摂れなかったからか、今日は野鳥が色々と見られました。 

カワセミ、ホオジロ、メジロ、ジョウビタキ、エナガ等です。 

今日はテレコンなし、300mmのみで撮っています、天気が良いせいもあり鮮やかです。 

琵琶湖岸の雪も解けて湖面は穏やか、空気が澄んで対岸が綺麗です。 

疲れて、暫し休憩！、体がダルクてそのままリターン。
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琵琶湖対岸を望む↓ 

 

 

午後の散歩（14：45～15：20） 

再度、カメラを持って挑戦！、でもターゲットが居ない。

ＭＹロ散歩（15：50～）

就寝（23；00～）

今日撮った野鳥、D80+300mm（テレコンなし）、トリミングしてます。 

 

1.「メジロ」。 

 

2.「カワセミ」、遠い。 

 

3.「ホオジロ」、琵琶湖岸で。 

 

4.「ジョウビタキ」、オスですね、琵琶湖岸で。 

 

5.「エナガ」、すばしっこい。 

 

6.「ジョウビタキ」のメス？、川辺で。 

2010/01/08 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  
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2010/01/05

テレコンチェック

天気・体調変化・副作用など

1/5（火）朝方は晴れていたが曇り、午後からは雨、後雪らしい。

起床（8：30）

体調（投与８日目） 

ステロイド塗り薬で、大分マシになった

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

ＭＹロ散歩（9：00～）

テレコンチェック 

D80＋300mmにテレコン×1.4を装着した場合を比較する為、昨日撮った多景島で検証してみます。 

天気は晴れ、ISO400、絞り優先F5.6で撮影。 

色の彩度は随分違います、①は淡く②は強調されてます。 

露出補正してもSスピードはかなり落ちてます。 

ほぼ同じ画像になるようにトリミングとリサイズをすると、僅かにテレコンを装着した③の方が鮮明でした。
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①多景島全景（300mm＋テレコン×1.4、露出補正-0.3、S

スピード1/640s） 

 

②多景島全景（300mm、露出補正なし、Sスピード

1/1600s） 

 

③トリミング1236×928、リサイズ720×540（300mm＋テ

レコン×1.4） 

 

④トリミング882×662［≒（1236/1.4）×（928/1.4）］、リサ

イズ720×540（300mm） 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

午前の散歩（10：30～11：30） 

天気が崩れる前に、カメラ（テレコン装着）を持って散歩

へ。 

空は曇りでテレコン付きだと厳しいかも？ 

と、思っている時に限って「カワセミ」、「アオジ」、「ホオジ

ロ」と出くわし、激写！ 

でも、AFが鈍くフォーカスが合わない、Sスピードが遅い、

かなりイライラしてます。 

テレコン装着のメリットは幾分解像度が上がる。しかし、ト

リミング処理のカバー範囲である。 

デメリットは、重い・暗い・色が淡い・AF鈍い、Sスピード落

ちる等で、特に「シャッターチャンスを逃がす」のと「色彩

度」は大問題です。 

結論として野鳥など

動きが早いターゲット

には無理がある。 

また、テレコンはお蔵

へ！

ＭＹロ散歩（16：00

～）

就寝（23：00～）

 

D80+300mm+テレコン×1.4（ISO400、F5.6）で激写？、

「カワセミ♀」、「アオジ・ホオジロ」、「カワセミ♂」 

 

1.この辺りを縄張りにしている雌のカワセミです。（1/80s） 

 

2.風が強いです。（1/80s） 

 

3.風が強いせいか、葦藪に隠れました。（1/100s） 

 

4.場所を移動。（1/160s） 

 

5.風が強く葦がかなり揺れてます。（1/200s） 

 

6.下嘴が赤いのが雌です。（1/200s） 

 

7.下流に移動すると別のカワセミがいました。（1/250s） 
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8.この辺を縄張りにしているオスのカワセミです。

（1/200s） 

 

9.アオジとホオジロです。（1/200s） 

 

10.この鳥達は直ぐに藪に隠れてしまう。（1/250s） 

 

11.左がホオジロ、右がアオジ。（1/250s） 

2010/01/05 ６.趣味・マイブーム ¦ 固定リンク  

 ¦  
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2010/01/04

「狸の日向ぼっこ２」アップ

天気・体調変化・副作用など

1/4（月）曇り、夜は雨らしい。

起床（9：00） 

朝、起きれない。

体調（投与７日目） 

更に指先が割れてきた、ステロイド薬を塗る。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。 

ＭＹロ散歩（9：30～）

特老の話（11：00～12：30）

午前の散歩（13：00～14：00） 

晴れてきました、暖かいです、カメラ（テレコン×1.4装着）を持って散歩へ。 

川辺の木で「カワラヒワ」を発見、激写するがAFが鈍い。 

絞り優先でF5.6・ISO400だが、晴れていてシャッタースピードが1/500～640と厳しい。 

枝が邪魔するし、フォーカスが定まらない、随分シャッターチャンスを逃した。 

これで曇りならシャッタースピードがもっと落ちるだろうから、野鳥撮影には向かないかなぁ

～！ 

 

その後、琵琶湖岸へ。 

雪の伊吹山が綺麗です、記念写真を一枚！

ＭＹロ散歩（16：00～） 

Kちゃん夫婦と散歩中、会った。

就寝（23：00～）

 

晴れ、D80+300mm+テレコン×1.4で撮影。
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1.「カワラヒワ」 

 

2.「カワラヒワ」 

 

3.狸親子 

 

4.下が父狸、上が子狸 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

「狸の日向ぼっこ２」 

12/25に撮った「タヌキ」のムービーを編集しました。 

編集に慣れてないので結構時間がかかりました。 

 ①Lumix_TZ7で撮影（1280×720.MOV）。 

 ②MOV形式なので「QTConverter（Free）」でAVIに変

換。 

 ③このAVIを「AviUtl（Free）」で３クリップに編集し、

640×480にサイズダウン。 

 ④カメラで撮ったJPEGを「ViX（Free）」で編集。 

 ⑤Windowsムービーメーカーでこれらを編集し効果とタ

イトルなどを追加。 

 ⑥wma形式で1.1Mbps、640×480に変換。 

時間は2分30秒、サイズも20Ｍと大きいので、ＮｉｆｔｙVideo

（450×368）でアップします。

「狸の日向ぼっこ２ 」
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2010/01/04 ６.趣味・マイブーム ¦ 固定リンク  

 ¦  

« 2009年12月 ¦ トップページ ¦ 2010年2月 »
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