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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

« 2010年3月 ¦ トップページ ¦ 2010年5月 » 

2010年4月

2010/04/30

緊急・ＣＴ検査

天気・体調変化・副作用など

4/30（金）曇り。

起床（8：30） 

原発巣が痛い、眠れない。

体調（12回目アービタックス投与後2日目） 

明け方の５時頃、原発巣が痛む。 

痛みは周期的で呼吸のリズムより遅め、また、不定期に内容物が通過するタイミングか、蠕動にあわせた様な痛みが感じられ

る。 

明日から５連休に入り心配なので、妻が主治医に電話で相談してみた。 

結局、緊急で滋賀医科大へ行きＣＴ検査を受ける事になった。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（9：00～） 

妻が散歩に連れて行く、下痢は少しマシになったようだ。

滋賀医科大へ（11：50～） 

緊急でのCT検査では、造影剤は使わないらしい。 

道路が連休で混んでいる可能性があり、早めに出る。 

もし、検査結果で問題なければ帰ってくるが（連休中が心配だが）、悪ければ、そのまま入院できるように準備をして持っていく。 

病院着（13：00） 

診察（13：30～） 

触診と問診。 

今は痛みはなく、圧迫感と腹の張りがあるのみです、ＣＴ検査の結果を見てからの判断に。

ＣＴ検査（14：30～） 

13：40の予約だったが、予約の間に割り込ますらしく、かなり待たされた。 

 

診察（15：30～） 

CT検査の結果、直ぐに腸閉塞になる兆候は見られない。 

上行結腸の原発巣に何か内容物が当たっての痛みとか、ガスがかなり溜まっているせいとか、ではないでしょうか。 

小腸もそれ程内容物は溜まっていない。 

腹水が少し溜まってきているが、そのせいでもない。 

肝機能が落ちて栄養不良になってくると腹水が溜まり易いので、今日は、栄養補給剤「リーバクト」を処方してもらった。 

連休中が心配だと妻が言うと、今日の「CT画像フィルム」を貸し出しと「紹介状」を書いてもらう事になった。

食事（16：15～） 

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

６Ｆの食堂で一杯の「きつねそば」を分けて食する。 

この時間帯は客は誰もいない、持込のごはんが美味しい。 

  

  

  

 

帰宅（18：30～） 

犬の下痢が治らず、痛がってキャンキャンなくので獣医へ連れて行った。 

結構混んでます、4番目で１時間待たされた。 

便を調べてウイルス・回虫ではないらしい、点滴・注射をして飲み薬５日分をもらって、7,000円なり。 

高いですね～、今日の私の治療費と同じです。

就寝（23：00～）

2010/04/30 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/28

滋賀医科大（12回目セツキシマブの投与？）

天気・体調変化・副作用など

4/28（水）朝方は小雨、昼からは晴れ。

起床（6：00） 

３時に起きてウトウト、チョット寝不足。

体調（12回目アービタックス投与後0日目） 

昨夜は腹の張りがあって寝不足である。 

肝臓と結腸の圧迫感が続いていて体調は余り良くない。

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（6：30～） 

犬が嘔吐と下痢で体調が悪いので、昨日から絶食させている。 

散歩も少なめ、昨日赤玉を２粒飲ませたが効いてないか・・・

滋賀医科大へ（8：15～） 

今日は「アービタックス」の投与と久留米大学の件を報告して、後は病状の相談。

病院着（9：10） 

体温・血圧を計ってヒューバー針を穿刺してイスで待機。 

Ｄｒが「どうですか？、今日はセツキシマブのみの投与で良いですか？」と話しかけてきた。 

肋骨の下が腫れてきた事や、上行結腸辺りも圧迫感がある事、昨日、久留米大学から連絡

があり受診する事になった旨や、その時に最新のＣＴ画像データを持って行きたい事などを

告げた。Ｄｒは「後で診察しましょう」の一言。

点滴開始（10：25～） 

①デカドロン3.3mg＋ポララミン5mg、30分 

②11：00～アービタックス400mg、60分。 

③12：10～生理食塩水100ml、60分。（経過観察１時間とヘパリンの代わり、陽圧ロック） 

以前の大阪医科大では必ずヘパリンを使用していたが、滋賀医科大ではアレルギー騒ぎがあってヘパリンは使用しない事に決

めたらしい。 

点滴終了（13：10）

診察（13：30～）

Ｄｒの触診では、 

「肝臓が大きくなって肋骨の下からはみ出しているのは以前からだが、大きくなったと自覚するならそうかも知れない。」 

「ガスは溜まっている様だが、腹水は溜まっていない。」 
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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

「結腸が閉塞するには、まだ大丈夫だと思う、内容物にもよりますが。」 

との診断でした。

次の診察は連休明けの８日後になるが、その時の血液検査結果で「アービタックス」が効い

ていなければ、どうすれば良いものか？ 

また、その次週には造影ＣＴ検査を行うので、その検査結果で腫瘍の状態が分かると思う。 

もし共に結果が悪ければ、このまま進んでワクチン治療に頼るのは、チキンレースなみのリ

スクがあるかも知れない。 

体が大きく急変せず、６月頭にワクチンを投与したとして、その効果が現れ、結果が出るのは７月中旬頃でしょう。 

それまで３ヶ月、やはり無理があると思う。

帰路（14：30～） 

今日は草津にある「赤ちゃん本舗」に寄って買い物をした。 

全国チェーン店だが、滋賀県ではここだけらしい、平日だが結構客は多いです。 

その他、「無印良品」、「ユニクロ」、「アルプラ」などもあるので立地は良いです。

久留米大から電話 

帰宅途中に「久留米大学ワクチン事務局」のＦ野さんから電話があった。 

用件は、県外の遠方から来院される人の為に宿泊施設を準備しているという案内でした。

今、宿泊施設を準備中で久留米大学医療センター内に新しく設けるそうです。 

値段は食事なしで１泊10,500円、付き添いの家族の方は、同室で下に布団を敷くとか言ってました。 

値段を聞いてビックリ、それはないでしょう！

昨日ＴＶで「京都大病院」や「府立医科大付属病院」の高度先端医療を求め、遠方から来る人の為に1,500円で宿泊できる「京都

ファミリーハウス」を紹介していた。 

ボランティアグループが運営し、企業や個人の寄付で賄っているらしいが、それでも格差があり過ぎ。 

せめて１泊5,000円ぐらいなら触手も動くが、ビジネスホテルで充分です。

帰宅（17：45）

散歩（18：00～） 

疲れたが、体を動かしていないので琵琶湖まで散歩へ。 

日が長くなった。 

この時間帯の散歩は余りない、夕焼けが綺麗そうだが、夕陽が沈むまでにはもう少し時間

がかかりそう。 

露出を絞って早めの写真を１枚、デジカメでは中々綺麗に撮れない。

就寝（23：00～） 

2010/04/28 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/27

久留米大学ワクチン事務局

天気・体調変化・副作用など

4/27（火）雨、強くは無いが朝から降り出した。

起床（8：00） 

ここ２日ほどは腹の張りが少なく楽だ。 

昨夜は犬が夜中に３回も吐いて下痢便をして大騒ぎ、寝不足気味。

体調（11回目アービタックス投与後6日目） 

寝不足だが、体調は悪くない。 

明日は通院日だが、「イリノテカン」を投与するかどうか迷っている。 

と、悩んでいたら、 

久留米大から連絡があり「イリノテカン」は投与しない事に決めた。 

明日、Ｄｒに相談してみよう。

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。
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MYロ散歩（8：20～） 

犬の体調が悪い、散歩中にもどしたら、少し元気になったようだ。 

下痢と反吐の後始末やゲージ洗いやシャンプーなど朝からバタバタしている。

川はかなり増水していい感じですが、どこでも釣れるような状態に中々ならない。 

あれ！、菖蒲が咲いている、桜の次はツツジか・・・ 

  

 

ブログ編集（午前～）

久留米大学事務局 

今日、「久留米大学のペプチドワクチン事務局」のＦ野さんから電話連絡があった、書類は4/22（金）に郵送してるから対応は早

い。 

受診申し込みの書類審査（適格基準はクリアー）が通り、３週間後に久留米大学医療センターで初診を受ける事になった。 

良かった！、まずは第１ステージクリアー！ 

でも、適格基準は通ったが、どうもリンパ球数を気にかけているようだ。 

「今回のリンパ球数は1030という数値だったが初診時も1000以上は必要であり、「イリノテカン」を止めて現在は増加している方

向か」確認をとられ、「この事を主治医にも伝える様」に云われた。 

「イリノテカン」を中止して１ヶ月経ち、骨髄抑制の副作用もなくなってきてる筈、後は白血球数やリンパ球数、免疫力が上がるよ

うな食事や生活を心がけよう！

久留米は遠い、まだ行った事はないが5時間はかかる、始発で新幹線・特急と乗り継いでも11：30着が最短。 

受付時間内（9：30～11：00）には着けそうもない、また伊丹発→福岡の飛行機なら間に合いそうだが早朝の伊丹まで行く手段が

ない。 

結局、前日はホテルに泊まるしかなさそうだ。 

初診当日は3～4時間かかるそうで、「問診」、「血液検査」、「HLA・免疫検査」などを行い、一つでも基準値がクリアー出来なけれ

ばそこで終わって、今回の希望も終了です。 

もし、問題なく通れば最短で１週間後には、ワクチン投与の段取りになるそうです。

その他、ＣＴ画像データが必要とか、治療費や受付場所などを説明してくれました。 

場所は「久留米大学医療センター・がんワクチン科」で地図で調べると久留米駅からはかなり離れていて、自衛隊の近くの様で

す。 

もし、順調にワクチン投与になれば、「１クール・毎週×８回」久留米に行かなければならない、何か良い方法を探してみよう。

まぁ～、そんな事より、これからの３週間、「アービタックス」のみの投与でがんを抑えられるか心配だが、今はやるしかない！ 

最後のチャンスかも知れないから・・・ 

または 

最期への入り口になるかも知れないが・・・

 

買い物（13：30～） 

妻を迎えに行って、買い物とGSに寄った。 

走行距離340kmで給油は36.45L、平均燃費は9.3km/L、車の平均燃費計では9.9km/L。 

この間エンジンオイルを交換して、燃費は少し良くなっている。

夕方の散歩（16：50～） 

MYロの散歩は中止（絶食中） 

雨と風の中、少し寒いが琵琶湖まで歩いてみる。 

こんな日でも釣っている人が１人いる、ビクがセットされていない、釣れていないようだ。

就寝（23：00～）

 

2010/04/27 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/26

上流へ散歩

天気・体調変化・副作用など
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4/26（月）朝方晴れてたが曇り、まだ風は冷たい。

起床（8：00） 

昨夜は楽だった。

体調（11回目アービタックス投与後5日目） 

昨夜は腹の張りが少なく楽でした、何故。 

思い当たる節は、昨日は、午後から外出して、一日中ガスが出てたような・・・ 

そんな単純な理由？

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：30～） 

晴れています。

午前の散歩（11：00～12：20） 

午後から天気が崩れるそうなので、早めの散歩。 

今日は、カメラを持って川の上流に行ってみた。 

野鳥がいない、ウグイスの声だけが遠くで聞こえる。 

リタイヤーした年配の釣り人達が川に沿って点在している、ほとんど釣れていない様だ

が・・・ 

誰に迷惑をかける訳でもなく、自分の時間を楽しんでいるのでしょう、私の老後の夢だっ

た・・・ 

 

帰りに、ウグイスが撮れるかもと、声の方向へ行ってみるが神社の木立で鳴いている。 

全く見えず、暫くチャンスをうかがっていたが姿を確認出来ず引き返す。

ＭＹロ散歩（16：40～） 

暖かい、南風が生温い。

就寝（23：00～）

2010/04/26 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/24

徒然日（迷い）

天気・体調変化・副作用など

4/24（土）晴れ、少し風は冷たいが良い天気です。

起床（8：15） 

夜、苦しい、結腸と肝臓が圧迫されて痛い、寝返りばかり打っている。 

でも朝方は楽になる、胃の内容物がなくなって圧迫されなくなるのかな？

体調（11回目アービタックス投与後3日目） 

今は、効かない抗癌剤アービタックスのみの投与である。 

悪くなる一方を自覚できる、肝臓が肥大して肋骨の下が更に盛り上げっている。 

結腸の腫瘍も常に圧迫感があって、時々右下腹に痛みが走る。 

ペプチドワクチン投与まで持つか？ 

ダメかも！ 

・ワクチンを諦めて、抗癌剤を再投与しての延命へ。 

・腸が詰まるまでに、内科的な処置で入院して延命・緩和へ。 

・外科手術で人工肛門を付け延命へ、体力無、予後リスク、延命効果疑問。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：30～） 

風が少し冷たいが、天気は良い。 

川では鮎釣り、直ぐ側でウグイスが鳴いている、情緒ある釣りです・・・ 
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午前の散歩（11：30～） 

天気が良い、琵琶湖まで散歩へ。 

風がないベンチは暖かい。 

日向ぼっこをしていると、またまたＫちゃんと出くわした、

暫しお話し。 

  

 

お出かけ（13：00～） 

妻を迎えに行って娘の家へ。 

一緒に散歩を兼ねて買い物などへ・・・ 

上後三条、正法寺などを巡って、買い物をして帰宅。

帰宅（17：30）

就寝（23：00～）

2010/04/24 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/22

徒然日（受診申込書郵送）

天気・体調変化・副作用など

4/22（金）雨、どしゃ降りです、幾分寒い。

起床（7：15） 

昨夜は寝られた方だ、点滴の影響が少ない。

体調（11回目アービタックス投与後1日目） 

腹の張りが余り気にならない、昨日点滴して少しは効いているのか。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（7：30～） 

どしゃ降りです、最後の花弁。

妻を送って、郵便局に寄って「久留米大学のワクチン受診申込書」を速達で送ってきた。 

もし適格基準が通れば電話連絡がある筈、次は外来受診して免疫検査を受け、問題なけれ

ばペプチドワクチン投与になる予定であるが、いつになるのか・・・・・ 

もし結果が遅ければ、諦めて抗癌剤を再投与しなければ、がんが進行してしまう。 

取り分け、１週間待ってみるか。

ブログ編集（午前～）

MYロ散歩（16：15～） 

まだ、降っている、今日は一日中雨降りでした。

妻を迎えに行って買い物をして帰宅（18：00）

就寝（23：00～） 

今日は一日中雨降りで、散歩にも行っていない。

2010/04/22 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/21
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滋賀医科大（効果・限界）

天気・体調変化・副作用など

4/21（水）晴れ、風もなく暖かい。

起床（5：45） 

昨夜も、背中の右、肩甲骨の下辺りが痛くて、寝返りばかりしていた。 

3時に目覚め、寝られず。

体調（11回目アービタックス投与後0日目） 

仰向けに寝てる時は腹が苦しいが、起きれば大丈夫。 

肝臓が肥大して圧迫してるのでしょう。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（6：15～） 

晴れです、風がなく暖かい、すでに陽が高く昇って眩しい！ 

初夏の早朝の香りがする、夏休みの朝や早朝ジョギングを思い起こした。 

相変わらず早くから地元の人が釣ってます。 

  

  

 

滋賀医科大へ（8：10～） 

今日は採血してリンパ球数が上がっていれば受診申し込みが出来ます。 

後は血液検査の結果次第で治療が変わるかも、Ｄｒに相談です。

病院着（9：00) 

体温･血圧を測って採血をしてヒューバー針を穿刺。

暫く待っているとＤｒが採血結果を持ってきて、「リンパ球数が1000になったので、ワクチンの受診申し込みをしましょう、書類の

準備をします。」と言われた、良かった！

看護師の問診で「腹の張り、肝臓が盛り上がって固くなってる」旨を言ったが、何も無し。 

「額から右頭にかけての吹き出物が出て痛く、カサブタになっている」と言うと、その後、薬剤師が来て「ディフェリンゲル」を処方

してくれた。 

吹き出物なんかどうでも良い、がんを治してくれ！

点滴開始（10：15～） 

①デカドロン3.3mg＋ポララミン5mg、30分 

②10：40～アービタックス400mg、60分。 

③11：45～生理食塩水100ml、60分。（経過観察１時間とヘパリンの代わり、陽圧ロック） 

点滴終了（13：00）

今日の看護師は初めてであるが、「点滴の落ちが悪い」と言ってＤｒを呼びフラッシングを２回

やった。 

２回目の時、主治医が来て「左腕から右中心静脈までカテーテルがあるのだから全開点滴

でもこれぐらいだ」と言っていた。 

そう、特にカテーテルが詰まっている訳でもなく、前の大阪医科大の時と何も変わっていな

い。 

この病院では左腕にポートを埋め込んだ患者はいないようだ。

点滴終了後、Ｄｒが「久留米大学のペプチドワクチンを受診する為の書類を書くから少し待って下さい」と言われ、１時間も待っ

た。 

必要な書類は、「診療情報提供書」、「血液検査結果報告書」、「適格基準チェックシート」で、これに「がんワクチン外来受診申込

者」を添えて郵送申し込みをします。 

所が、Ｄｒは更に「紹介状」、「ＨＬＡタイプ報告書」、「ＣＴ画像」、「腫瘍マーカー推移グラフ」まで作っていたみたいです。 

なるほど時間がかかる筈だわぁ～、良い先生です。

 

血液検査結果 

検査数値    （基準値）  （2/24）→（3/10）→（3/24）→（4/8）→（4/21） 

 白血球数   （3.3～8.1）   3.50 → 1.60 → 3.80 → 2.50 → 4.5 

 赤血球数   （4.3～5.3）   3.43 → 3.42 → 3.70 → 3.82 → 3.76 

 血小板数   （162～329） 121 → 106 → 168 → 135 → 111 

 GOT      （10～35）   45 → 49 → 45 → 49 → 65 
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 GPT      （5～35）    40 → 37 → 32 → 35 → 51 

 LDH      （130～250）  424 → 524 → 452 → 490 → 733 

 ALP      （100～330） 510 → 505 → 442 → 496 → 591 

 γGTP     （10～75）  221 → 234 → 205 → 244 → 255 

 総ビリルビン （0.1～1.0）  0.81 → 0.84 → 1.13 → 0.99 → 1.12 

 腫瘍マ・CEA  (5.0以下）  751 → 660 → 633 → 580 → 871 

 LYMPH    （15～48%）  27.5 → 51.3 → 15.3 → 29.4 → 22.9

←推移グラフ 

「イリノテカン」を3/24に投与して１ヶ月経ち、その効果・副作用が減り、白血球は2.50→4.50

と増え、リンパ球数は4500×22.9%=1030になった。 

しかし、腫瘍マーカーCEAも黄疸・総ビリルビンも肝機能値も全て上がり、今まで「イリノテカ

ン」が効いていた事が明白になった、分子標的薬アービタックスはどうした！、不甲斐ない。 

推移グラフを見ると歴然としている、予想はしていたが今後が心配である。

ペプチドワクチンを投与した場合と今後の治療方針を聞いてみた。 

「血液検査の結果から、腫瘍マーカーが580→870と大きく上がったのは「アービタックス」は効いていなく、中止した「イリノテカ

ン」が効いていたという事で、今後アービタックスの投与は無駄なんでしょうか？」 

「また、効かなかったと云う事は、私のkras遺伝子型は変異型という事なんですよね。」 

と聞いてみた。 

「いや違います、野生型でも8割は効かなくて20～30%ぐらいしか効果がありません、変異型では2～3%ぐらいしか効果が認めら

れません、アービタックスはやらないよりはやった方がマシ程度でしょう」という答え。 

知らなかった、野生型なら100%効果があると思っていた。 

Ｄｒ、「もし、ワクチン治療を受けるなら抗癌剤は使えず、今はこれしかないでしょう」 

   「久留米大学の判定基準は分からないが、腫瘍の大きさとか、条件が悪いから通らない気がします。」 

   「説明書には、現在の治療を継続しても良いと書かれているので、もしワクチン治療をする事になったら向こうのＤｒと相談し

ましょう」 

まずは申し込んで結果を見てから決める事になった。

ワクチン治療といっても、制がん効果としては１割しかなく肥大化した末期がんには厳しいでしょうし、また効果が出てくるまでに

は2～3ヶ月はかかるでしょうから、もう間に合わないかも。 

それでも免疫力が上がり延命効果はあるらしいし、少ない選択肢のひとつである先進医療は是非受けたい。

ワクチン治療を受けられない時の次の選択肢を聞いてみると。 

「抗癌剤＋アバスチン」、これも劇的に効く事はないそうです。 

しかも、アバスチンの投与は血が止まりにくくなり、腸閉塞の緊急手術も出来なくなる。 

「イリノテカンの再投与」、副作用が強いから嫌ですが。 

「７月から使える新薬（ベクティビックス）」、効果はアービタックスと変わらないかも。 

などです。 

Ｄｒも歯切れが悪い、どちらにしても、もうダメかも！、そろそろ限界か・・・・・！

 

昼食（14：30～） 

昼食は6Ｆの食堂で「じゃこおろし丼ときつねソバ」です、それと持ち込みのサラダセット。 

ここの味も慣れてきました、「じゃこおろし丼」は、しょっぱいじゃこ飯、そのままでした、失

敗！ 

この間頂いた「浜松の釜揚げしらす」は美味しかったなぁ。 

  

  

 

帰路（15：30～） 

いつもの通り、妻の運転で「さざなみ街道」を帰ります。 

途中、休憩も兼ねて「ピエリ（pieri）」に寄ってみました、ここは初めてですが、以前は「わんわ

ん王国」があった場所ですね。 

ここも広いですね～、「イオンモール草津」と建物もレイアウトも似ています、ただ閉めてる店

もあり客も少ないです。 

冷たいものが欲しいと云う事で「オレンジアイス300円」を注文、いや～高いわ～、100円のカ

ップアイスの方が美味しいかも。

帰宅（18：00）

ＭＹロ散歩18：10～

就寝（23：00～）
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2010/04/21 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/19

車メンテナンス

天気・体調変化・副作用など

4/19（月）晴れ、暖かい。

起床（7：30） 

昨夜は、腹の張りも少なく楽だった。

体調（10回目アービタックス投与後5日目） 

体調は余り良くない、体がダルイ。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：00～） 

良い天気です、暖かい。 

今日も地元の釣り人でこの場所だけ賑わってます！ 

  

  

  

 

車メンテ（10：30～） 

3月にディラーで1年点検を受けたが、どうも調子が良くなくイエローハットへ行った。 

エンジン音が大きくなったような気がするし、加速時の音もゴォーというし、アクセルを離した

後、グゥー、グゥー、グゥーとエンブレが効きすぎる。 

燃費が悪い、高速で10km/L、湖岸道路で11km/L、市街地で8km/Lぐらい。 

  

まずは車内清掃をして（1時間程）、昼前に車を持ち込んだが予約があるそうで、2時に出直

し。

・エンジンオイルの適合基準は5W-20だが、化学合成100%の0W-20に変更（お買得品）、エ

レメントも交換すると6～6.5リッターも要る（11,010円）。 

・ワイパー交換もお願いしたが普通ゴムでした、シリコンが良かったなぁ（1,496円）。 

・右ヘッドランプカバーの曇りが気になっていたので、研磨とコーティングを頼んだ（3,000

円）。 

締めて16,661円也、高くついた！、しかも終わったのが15：30で90分も待たされました。 

 

少し走ってみたが、心持静かになったし、出始めのショックとエンブレが小さくなった様だ。 

後は、燃費がどれぐらい良くなるかチェックですなぁ。

帰宅（16：00）

MYロ散歩（16：30～）

就寝（23：00～）

2010/04/19 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/18

湖岸桜
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天気・体調変化・副作用など

4/18（日）晴れ、暖かい、やっと春。

起床（7：30） 

体がダルイ、腹が張って熟睡出来ない。 

肝臓が腫れてきてる感じ。

体調（10回目アービタックス投与後4日目） 

腹の張りも少なく、少し楽です。 

額から頭に出来た吹き出物が痛い、小さいコブのようで固い。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：00～） 

良い天気、暖かい。 

川岸には菜の花が群生している。 

  

  

  

 

午前の散歩（11：30～） 

天気が崩れない前に、琵琶湖まで散歩へ。 

寒かったり天気が悪かったりで、大藪浜へ行くのも久しぶりです。 

  

ここの桜は少し遅いが、満開時期は少し過ぎているようだ。 

でもまだ綺麗だ、風で花弁が少し散っているぐらいの方が情緒があって良い。 

 

短いが桜並木のトンネルは気持ちが良い、桜アーチの下でちょっと満足！！ 

  

ベンチで休憩しているとＫちゃん達と出くわした、昨日・今日と、ここの桜を楽しんでいるらし

い。 

  

  

 

ＭＹロ散歩（14：30～） 

中藪町を散歩。

買い物など（16：30～） 

買い物をして、松原辺りを散歩。

帰宅（19：00）

就寝（23：00～）

2010/04/18 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/17

彦根城・創立記念日

天気・体調変化・副作用など

4/17（土）朝方は曇りで少し寒かったが、晴れて暖かくなってきた。

起床（8：30） 

体がダルイ、起きれない。 

昨夜は胃のムカツキと腹が張って熟睡できず。

体調（10回目アービタックス投与後3日目）
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今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：50～） 

休みなので釣り人で賑わっています、今年は、この場所しか釣れません、しかもサイズが大

きめ。 

例年なら３月頃から稚魚サイズの鮎が河口付近から釣れ始め、徐々に上流へとサイズアッ

プしていき５月頃がピークでしたが・・・ 

それ以降は、急流でのデカサイズ釣り（8cm～15cm）が面白かったなぁ！  

 

お出かけ（14：00～） 

天気も良くなって、妻と娘で彦根城へお花見を兼ねて散歩に行ってみた。 

まだ、桜もかなり残っており、観光客も多いし、ＢＢＱで花見をやっている若者グループもい

る。 

金亀公園から黒門を経て表門へ行ってみると「ひこにゃん」の撮影会？をやっていた、「ゆる

キャラ」ブームもそろそろ終わりかな？ 

全国的に色々なキャラクターが出過ぎ！ 

 

表門から堀伝いに追手門まで行って、お参りです。 

妻も娘がお腹にいる時、ここに良くお参りに来たと言ってました。 

石垣の上の桜はい～感じで、お弁当を食べれば、ちょっとしたお花見気分です。 

これが、家族での最後のお花見かも・・・ 

  

 

今日、4/17は、私の会社の「設立記念日」です。 

←津名港（2007/4/17） 

もう創立してから15年も経ちました（実際に創業したのは更に１年半前）。 

「会社を立ち上げた限りは、社員やその家族、関連会社の為、絶対に潰してはならない！、

例え規模を縮小しようが、経営者が代わろうとも！」と言い続けてきて、15年・・・・ 

私が居なくとも、これから永遠に会社は存続していくでしょう！ 

 

数年前に「設立記念日」なる日を設けたのは、帰属意識と社歴の再認識という建前でした

が、平日に休みたいという本音もチョットあったかな。 

今年は土曜日と重なった為、昨日の金曜日に振り替えたようです。 

例年は「釣りの日」でした、平日に休める時もないので、ここぞとばかりに、Ｓ籐や会社の釣

りクラブ？で海釣りに行ってましたが、もう想い出だけです・・・ 

 

実はこの4/17が恐怖でした。 

昨年の6/17に告知を受け7/17に第１回目の抗癌剤を投与された時は、来年の4/17が私の命日になるかも知れないと思ったも

のでした・・・ 

今、10ヶ月生きれた事に感謝！

就寝（23：00～）

 

写真 

 

「屋形船」 

 

「堀桜」 

 

「ひこにゃん」 

 

「ブーム？」 

 

「散桜」 

 

「追手門橋」 

 

「石垣」 
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2010/04/17 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/15

CT画像比較（大阪医科大・滋賀医科大）

天気・体調変化・副作用など

4/15（木）曇り、寒い、真冬並み１ヶ月逆戻りとか！

起床（7：30） 

やはり「デカドロン」のせいで昨夜も寝られず！

体調（10回目アービタックス投与後1日目） 

昨日、10回目の「アービタックス」を投与してきた。 

現在、気になる症状・副作用を以下にまとめてみた。

３つの腹の張り。 

・右肋骨の下が盛り上がっている、しかも固い、肝臓がまた大きくなっている様だ。 

・右腹・上行結腸原発巣の圧迫感と鈍痛がある、腹の内側に触っている感じ。 

・左右の下腹が痛む事がある、どうも原発巣で便の通りが悪く、小腸に内容物が溜まってる様だ。

「アービタックス」副作用 

・乾燥肌、全身がカサカサになっている、特に指先が割れてアカギレ状態で痛い。 

・下痢は、Mgの調整で何とかなりそう。

後遺症 

・エルプラッドの副作用の手足の痺れは全く治らない、指先の割れと重なって辛い。 

・イリノテカンの副作用の脱毛はピーク、そろそろ止まるか？

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（7：50～） 

曇っていますが寒いです、風は冷たい。 

でも２人ほど釣っていますね～。 

好きな人は天気なんか関係ない、少々の寒さなんか・・・

ブログ編集（午前～）

「ご城下にぎわい市」 

彦根城の桜はもう少し持ちそうです。 

今度の土日は天気も良いそうなので、最後のお花見になりそう。 

  

  

  

 

外出（15：00～） 

親戚が守山にあるクラブハリエ「守山玻璃絵館」へケーキバイキングに行って来たらしい。 

その帰りに寄ってくれましたが、お互いの近況を立ち話をして直ぐに帰られました。 
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その後、買い物をして帰宅（16：30） 

  

  

 

散歩（17：00～） 

寒い、１人でサクサク琵琶湖まで歩いて、直ぐにリターン。

就寝（23：00～）

 

ＣＴ画像比較（大阪医科大と滋賀医科大の3/15ＣＴ画像） 

１ヶ月前（3/15）に、この滋賀医科大でＣＴ画像を撮ったが、前回が大阪医科大のデータしかないと云う事で、比較をやっていな

い。 

次のＣＴ検査は5月中旬予定で、その時は当然比較をやるだろうが、以前と比べての現状を知りたいので、サイズやポジション、

画像状態など違うが、取り分け並べて個人的に比較してみた。

上行結腸の原発巣比較 

上段①～③は大阪医科大でのＣＴ画像で、①2009/07/01の

47mm→②2009/11/09の26mmと縮小している。 

下段④～⑥は滋賀医科大で2010/03/15に撮ったCT画像で、スケー

ルで測ると④33mm～⑤34.5mmと幾分大きくなっているようだ。 

画像位置は手前が足で上が腹になる。 

上段では腹と腫瘍に隙間があるが、下段では腹に触っているよう

だ、圧迫感はこのせいかも知れない。 

結果として、余り良い方向ではなさそうだ。 

 

肝転移巣比較 

①～③は大阪医科大の画像で、①107mm→②100mm→③93mmと

半年の間、大きさは変わっていない。 

但し、腫瘍内部が斑模様に変化して壊死しているのが分かる。 

④滋賀医科大でのCT画像も、ほとんど変化はない。 

本来、壊死したがん細胞は正常な肝細胞に代わっていく筈だが、ど

うも肋骨の下の肝臓が固く盛り上がっているのが気になる。 

こちらも、現状維持が精一杯っという所でしょうか。 

  

2010/04/15 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/14

滋賀医科大（10回目アービタックス）

天気・体調変化・副作用など

4/14（水）朝方は雨、曇り、少し寒いぞ。

起床（6：00） 

6時起きは辛いが、明るくなって少しはマシ。

体調（４回目イリノテカン投与20日目＋９回目アービタックス投与5日目） 

今日は10回目のアービタックス投与日。 

体調は悪くない。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。
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MYロ散歩（6：15～） 

雨がパラパラ降ってきた、風は冷たい、いつまでも寒いな。 

桜も大分散ってきた、今度の土日からは葉桜ですなぁ。 

  

  

  

 

滋賀医科大へ（8：10～） 

今日は「アービタックス」のみ10回目の投与です、3/31以降は「イリノテカン」は止めて単剤で投与している。 

病院着（9：00） 

体温・血圧を測って看護師の問診を受け、しばらく待たされる。 

看護師にアービタックスの次の抗癌剤について聞いてみた。 

「アービタックスを１年ぐらいやって、その後ゼローダとアバスチンを投与している患者さんも

いる」との返事。 

どうも最初にアービタックスを投与した場合の話のようだ。 

  

点滴開始（10：15～） 

①デカドロン3.3mg＋ポララミン5mg、30分 

②10：40～アービタックス400mg、60分。 

③11：50～生理食塩水100ml、60分。（経過観察１時間とヘパリンの代わり、陽圧ロック） 

点滴終了（13：00） 

 

最初に投与するポララミンが眠気を誘う、ついウトウトしてしまう。 

寝かけてる時にＤｒが回診にきた。（11：15～） 

「今日は採血はなしで、来週にやります」、「どうですか？」と言われ、 

「食事量を減らしたら、腹の張りが少なくなって楽になった」旨を言うと 

触診では、少し張っているらしい、腹水の張りではないとの事。

今日は投与のみ、これで終わりです。 

来週の血液検査結果ではアービタックス効果が分かるし、また、リンパ球数が増えれば久留米大学に申し込みが出来る。

点滴が終わって、妻と一緒に車で弁当を食べる。 

車で「イオンモール草津」へ行って買い物をしてきたらしい。 

帰路（14：00）

途中、「道の駅・草津」に寄った。 

いつも素通りで気になっていた道の駅に寄ってみたが、期待はずれ。 

もう少し、名物食べ物や賑わいを期待したが、地産品、土産品の販売とレストランだけだっ

た。 

観光用、客用に整備はされていなく、休憩する場所、くつろぐ所がない。 

空き地には無造作な菜の花畑があり、これだけが救いかなぁ～！

買い物をして帰宅（16：10）

 

ＭＹロ散歩（16：30～） 

寒い、風が冷たい。

こたつでウトウト（17：30～） 

バナナ・ぱんと残った弁当を食べたら眠たくなった。

就寝（23：00～）

2010/04/14 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/13

ウグイス・県立大
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天気・体調変化・副作用など

4/13（火）曇り、暖かい。

起床（8：30） 

以前のように、朝スッキリとは起きれない。

体調（４回目イリノテカン投与20日目＋９回目アービタックス投与5日目） 

右下腹（回盲部原発巣）の圧迫感、常に押されてる感じがある。 

大きくなっているかも？ 

「アービタックス」の副作用である吹き出物と乾燥・指先の割れが酷くて痛い。 

明日は通院日で10回目の投与、また副作用が上乗せか・・・

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：50～） 

川辺まで散歩に行くと、ウグイスが鳴いている。 

かなり近距離です、カメラがあれば・・・、取り分けデジカメのムービーで撮ってみた。 

犬を連れているので上手く撮れない、ブレル！ 

家に戻り、カメラを持って撮影に挑戦！、鳴き声を目印に追っかけた。 

  

 

鳴き声はすれど姿は見えず、良く見ると桜の木にはメジロが居る、 

「ナルホド！、メジロとウグイスを間違えるはずだ、メジロの方が綺麗でウグイスらしい、色も

ウグイス色だし」 

結局、小一時間、追っかけたが上手く撮れなかった。 

次の機会は、がんばろうかな！ 

 

   

↑「鶯のムービー」ですが、ブレてます。さえずりは２回！

県立大へ（12：10～） 

妻を県立大へ送って、久しぶりにカメラを持ってキャンパスを探索。 

相変わらず野鳥は少ない、ツグミとホオジロがいる程度。 

しかし、桜が綺麗だ、大分散っているし天気は曇っているが、それでも綺麗だ。 

地面に敷き詰められた花弁も良い。 

  

 

菜の花も今が最盛期で、香りが一面に漂っている。 

小川と畑と菜の花・・・、懐かしい・・・子供の頃を思い出す。 

良く、畑や田んぼの用水路にザリガニや小魚を捕りに行ったものだ・・・ 

  

  

 

萱葺小屋で休憩。 

お握りとお茶とカメラを持って、荒神山へウォーキングに行く途中、この萱葺小屋で休憩し

て、缶コーヒーを飲みながら煙草を一服していました・・・ 

天気が荒れた時は、ここから戻る事やＫちゃんの家へ行く事もしばしばあったなぁ～ 

もう、今は歩けないけど。 
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記念写真を１枚 

晴れて天気が良ければ、青い空をバックに桜も桜らしく撮れただろうに・・・ 

他の学生もデジカメで写している。

買い物など（14：00～） 

妻が戻ったので銀行と買い物へ。 

今日は学校が停電してたらしい、そんな事もあるんだ。

夕方の散歩（17：00～） 

散歩に出た途端、雨が降ってきた、ひと回りして直ぐ帰宅。

就寝（22：00～）

 

「ウグイスとメジロ写真」 

 

１．ウグイス 

 

２．ウグイス 

 

３．ウグイス 

 

４．ウグイス 

 

１．メジロ 

 

２．メジロ 

 

３．メジロ 

 

４．メジロ

2010/04/13 ６.趣味・マイブーム ¦ 固定リンク  

 ¦  
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2010/04/10

お花見

天気・体調変化・副作用など

4/10（土）晴れ、暖かい、風もなく、桜は満開、春爛漫です。

起床（7：30） 

一昨日は一睡も出来なかった、昨夜は寝られた筈だが、まだ眠い。

体調（４回目イリノテカン投与17日目＋９回目アービタックス投与2日目） 

腹の張りは少ない、食事を減らしてるからでしょう。 

その分、便が少ない、何故か下痢が続いている。 

体調は悪くない。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：00～） 

良い天気です、気持ちが良い陽気です、川辺の桜も綺麗！ 

釣り人が川に集まってきています。 

  

  

  

 

お花見（10：30～） 

娘夫婦が以前から「お花見」に行こうと予定していましたが、今日は、絶好の「お花見日和」

です。 

（息子は参加できず、来たなら「花見＆ＢＢＱ＆鮎釣り」を予定していたが・・・） 

今回はＢＢＱなしなので、弁当などを購入して湖岸を北上して適当な場所を探す予定。 

彦根城の桜は綺麗だが人が多く、歩きになるのでパス。 

まず、北に向かって豊公園へ行ってみるが、既に駐車場は満車で入れず、仕方なく更に北

へ向かう。 

途中何ヶ所か出来そうな場所があったが、「奥びわスポーツの森」まで行って休憩。 

所が、結構、グランド周りの桜が綺麗なので、ここでお花見をする事に決定。 

桜の木はそれ程多くはないが、満開だし人も少ないし、良さそうです。 

グランドではリトルリーグの野球試合をやっていて、適度に賑わっているのも良いかも。 

シートをひいて準備していると、ボールが近くまで転がってきたが中学生なのに硬球を使っ

ている、チト危ないかも。

お弁当（寿司、ヌードル、いちご、パンなど）を食べて、後はゴロゴロして桜の木の下でお昼

寝、か、野球観戦です。 

桜の木の下に寝そべって、青い空と桜、野鳥の声、それに遠くからの子供達の声が入り混じ

っている。 

気持ちが良い・・・・・、この瞬間は病気や死を忘れる！ 

  

 
桜は狂った様にいっときに咲き、あっと云う間に散ってしまう。 

あまり桜は好きでは有りませんでした。 
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でも、毎年見られる普通の風景も、これが最後だと思うと、美しい・綺麗です。 

来年も皆と一緒に桜が見たい・・・

長浜「楽市」によって買い物をして帰宅（17：30）

就寝（22：00～）

 

 

「桜木にシジュウカラを発見！」 

 

「伊吹山が綺麗」

2010/04/10 ３.思い出（出来事など） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/09

ウグイス

天気・体調変化・副作用など

4/9（金）曇り、暖かい。

起床（8：00） 

昨夜はステロイドのお蔭で一睡も出来ず、眠い。

体調（４回目イリノテカン投与14日目＋９回目アービタックス投与1日目） 

毎回、投与した日は寝られない、デカドロンとポララミンのせいで。 

眠いが、腹の張りも少なく体調は良い。

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。 

MYロ散歩（8：15～） 

暖かい、また地元の釣り人が数人集まっている。 

釣れてるようです・・・ 

  

  

  

 

ウグイス（9：00～） 
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「ウグイスが鳴いている、凄く近い所で！」と妻がお勝手で言って、庭に出る。 

「我が家のアンテナで鳴いている」と言うので、早速カメラを持ち出して激写。 

ウグイスは木々の茂みで鳴くので、中々写真が撮れない。 

今回は角度も悪く、曇り日で上手く撮れなかったが、初めて写真に収めました。 

この一帯に響き渡る美しい鳴き声！、ナルホド！、あの小さな体を振り絞って鳴いていま

す。 

最大限にトリミングしたので画像は荒い。

ウグイスは、日本とその周辺地域にすむ小鳥です。雄の体長は約１５ｃｍ、体重は２０グラム位で、スズメと同じくらいの

大きさですが、雌は雄の半分くらいの大きさしかありません。体色は、俗にウグイス色といいますが、実は茶色っぽい

色をしています。「春告げ鳥」と呼ぶことがあるように、ウグイスは、早春、繁殖地へ移動する途中に、人家の庭先や公

園でさえずり始めます。実際には春にだけさえずる訳ではなく、繁殖地では渡来してから渡去するまでの長い間、場所

によっては８月中旬までさえずっています。ウグイスの鳴き声である、さえずりは“ホ～ホケキョ”ですが、そのさえずり

の間に、早口でキョキョキョキョキョケッキョケッキョなどと鳴く事があり、これはウグイス用語で“谷渡り”と言い、警戒し

た時に良く鳴く言葉です。条件次第では、これらは400～500ｍくらいは聞こえる大きさらしいです。

午前の散歩（12：00～） 

曇り日、風が出てきました、生暖かい風、春の風です。

MYロ散歩（17：00～） 

娘が来たので一緒に散歩。 

血流・リンパの流れを良くしないと、浮腫みでアチコチが痛むそうです。 

無理しない程度の歩きとストレッチが良いそうです、それとマッサージも。

就寝（22：00～）

 

「ウグイス」 

 

我が家のアンテナで鳴いています。 

 

１．連写モードで撮影。 

 

２．“ホ～ホケキョ”と鳴くのはオスです。 

 

３．この辺のなわばりを主張している様です。 

 

４．雌に対しての求愛でしょう。 

 

５．おもいっきり鳴いています。

 

2010/04/09 ６.趣味・マイブーム ¦ 固定リンク  

 ¦  
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2010/04/08

滋賀医科大（血液検査など）

天気・体調変化・副作用など

4/8（木）晴れ、寒い！、2月に逆戻りらしい、最低気温は2℃。
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起床（5：50） 

何とか起きれました。

体調（４回目イリノテカン投与13日目＋９回目アービタックス投与0日目） 

貧血気味か、少しフラフラする。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（6：15～） 

寒いです、晴れて陽がもう高く昇っています。

滋賀医科大へ（8：00～） 

今日は採血と投与です、リンパ球数が増加しているか心配。 

寒いが晴れています、高速から見る桜並木も綺麗です。

病院着（9：50） 

体温・血圧・脈拍・問診・採血をして、まず、副作用が少ない「アービタックス」を投与。 

今日の担当看護師は年季が入った新人さんです、採血が痛い、採血後私の血液をこぼす

し、最後の点滴針を抜く時にもヒューバー針を壊してしまいました・・・やれやれ・・・。

点滴開始（10：50～） 

①デカドロン3.3mg＋ポララミン5mg、30分 

②11：20～アービタックス400mg、60分。 

③12：25～生理食塩水100ml、60分。（経過観察とヘパリンの代わり） 

点滴終了（13：35） 

 

血液検査結果では白血球（3.80→2.50）、血小板（168→135）と減少し、リンパ球数も735=2500（白血球数）×29.4%（LYMPH）と

1000未満でした。 

今回の結果では、久留米大学のペプチドワクチン適格基準に満たないので、1000以上になるまで、次回に期待して待つことに

する。 

肝機能値も総じて悪くなっているが、腫瘍マーカーCEA値は633→580と下がっていた。

検査数値    （基準値）  （2/24）→（3/10）→（3/24）→（4/8） 

 白血球数   （3.3～8.1）   3.50 → 1.60 → 3.80 → 2.50 

 赤血球数   （4.3～5.3）   3.43 → 3.42 → 3.70 → 3.82 

 血小板数   （162～329） 121 → 106 → 168 → 135 

 GOT      （10～35）   45 → 49 → 45 → 49 

 GPT      （5～35）    40 → 37 → 32 → 35 

 LDH      （130～250）  424 → 524 → 452 → 490  

 ALP      （100～330） 510 → 505 → 442 → 496 

 γGTP     （10～75）  221 → 234 → 205 → 244 

 総ビリルビン （0.1～1.0）  0.81 → 0.84 → 1.13 → 0.99 

 腫瘍マ・CEA  (5.0以下）  751 → 660 → 633 → 580 

 LYMPH    （15～48%）  27.5 → 51.3 → 15.3 → 29.4

 

点滴中に、Ｄｒが血液検査結果を持って回診に来られ話をする。

「腫瘍マーカーは580と今回も下がり、明らかに抗癌剤は効いている」との事でしたが、どちらが効いているかは分からないらし

いです。 

これは、「イリノテカン」は投与してから１週間後ぐらいから効果が出て２週間後にピークを向かえ、その後は徐々に緩やかに効

果がなくなるそうです。 

と、云う事は２週間前に「イリノテカン」と「アービタックス」２剤を投与したから分からないという事らしい。 

（検査結果にはタイムラグがあるのに気付いた、それも各項目によって表れる時期はマチマチのようです、後で検査グラフでチェ

ックしてみよう。)

Drからは「ペプチドワクチンを希望されているから、今後、骨髄抑制があるイリノテカンは使えません」と言われているので、どち

らが効いていたかは次回の検査結果で分かります。

もし、アービタックスが効いていなく、しかもイリノテカンを止めてペプチドワクチンも受けられなくなれば、もう次の手がなくなる。 

今の薬が、どれぐらい投与可能か聞いてみると、「イリノテカン」は人によって違うが１年もあるらしい、「アービタックス」は半年ぐ

らいで効果が無くなってくるそうです。 

で、あれば、もう少し治療ができそうです、でも短い。

帰路（15：00～） 

点滴が終わって、大学構内のベンチで弁当を食べて帰路に、今日も妻の運転で湖岸の「さざなみ街道」、一本道です。 

途中の湖岸沿い（病院から6km程）に「イオンモール草津」という大規模なショッピングセンターがあり、前から気になっていたの

で寄ってみました。 
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実は私の点滴時間が長いので、ここで待ち時間を潰せるかのチェックです（以前は高槻駅

の「松坂屋」に行って時間を潰していた）

広い！、充分です、３フロアで専門店が150店舗あり、

SATYも大きいです。 

車で往復30分なら近いし、楽しんでください。 

例え遠回りでも湖岸沿いを走るのは気持ちが良い、天

気も良いし桜も咲いてるし、信号も少なくスムーズだし、

当然、燃費も良いです。 

  

 

買い物をして帰宅（18：00）

MYロ散歩（18：00～） 

チョット夕焼けがきれい、桜も更に良い色に焼けている。

就寝（23：00～） 

また今回も眼が冴えて、寝られない・・・

 

血液検査推移グラフ（2010年～） 

今年に入ってからの主な血液検査数値と抗癌剤投与数

の推移グラフを作ってみた。

昨年の2009年6月から12月まではFOLFOXを11回投与し

た後、効果が認められなくなり、今年の2010年1月14日か

らは「イリノテカン」と「アービタックス」に変更した。 

検査項目の数値単位を変更してるのは、白血球×100、

総ビリルビン×100で、総肝機能値は

GOT+GPT+ALP+γGTPの総和です。 

  

 

「イリノテカン」の効果は投与後２週間でピークを迎えその後緩やかに戻す、の検証。 

①1/14に初回の「イリノテカン」を240mgを投与して、２週間後（13日後）には副作用の為、白血球数・リンパ球数  が下がり、総

肝機能値も確かに悪くなっている。 

 所が肝心の効果では、腫瘍マーカーが上がって効果が認められないのでは？。

②リンパ球数の回復は、１ヵ月後（1/14→2/12）には595→1015まで戻っている。 

 また、２回目投与（2/12に180mg減量）した後、２週間後（3/1）には679→1131に戻っている。 

 今回４回目投与（3/24に140mg更に減量）したが、１ヶ月後（4/21）には1000まで戻すかも知れない。

「アービタックス」の効果はあるのか？、の検証（kras遺伝子が不明の為、効果の有無は結果でしか分からない） 

①3/1から4/8まで「アービタックス」は６回投与し腫瘍マーカーは下がり続けている、しかし3/1と3/24にイリノテ  カンを投与し

ている為、やはりこのグラフからでは分かりません。 

 「アービタックス」は、癌細胞のEGFRの活性化を阻害して増殖シグナルを遮断する事により、結果として癌細胞 が増殖出来

ずアポトーシスに陥り、壊死をして縮小する。 

 その為、腫瘍マーカーに結果として現れるのには、かなりの時間が掛かるのかも知れない。

グラフを見て気付いたが、黄疸を表す「総ビリルビン」と肝機能値の合計値である「総肝機能値」は常に反比例している、何故

でしょう？

2010/04/08 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/07

徒然日

天気・体調変化・副作用など

4/7（水）曇り、寒いぞ～、3月上旬に逆戻りらしい。
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起床（8：00） 

昨夜は胃がむかついて寝付かれず。

体調（４回目イリノテカン投与12日目＋８回目アービタックス投与６日目） 

便が下痢で少ない、食物が流れていないかも。 

夕食後は平気だが、就寝時には胃がむかついて気持ち悪い。 

下腹が張ってトイレに何回も起き熟睡できず、でも朝には治っている。 

きっと寝てる時に蠕動で食物が流れていくのだろう。

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：30～） 

曇って寒いです。 

この寒さの中、昨日釣れていたあの場所に数人釣り人が集まってます。 

釣れてませんね～、日が差さないと活性化しないようです。

ブログ編集（午前～）

午前の散歩（12：15～） 

こたつでウトウトした後、寒そうだけど散歩に出ました。 

朝に居た釣り人達はいなくなり、別の釣り人と入れ替わっています。 

やっぱり、釣れないんだ・・・ 

寒い、風が強い、冷たい、琵琶湖も荒れています。 

  

 

MYロ散歩（16：30～） 

妻と一緒に散歩、晴れていますが寒いです。 

夕陽が桜を照らしてきれいです・・・

就寝（23：00～）

2010/04/07 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/06

鮎釣り到来

天気・体調変化・副作用など

4/6（火）曇り、暖かい、5月上旬の陽気らしい。

起床（8：30）

体調（４回目イリノテカン投与12日目＋８回目アービタックス投与６日目） 

腹の張りは少なくなったが、体はダルイ。 

イリノテカンの脱毛副作用も厳しい、頭髪は既に無いが、眉毛も半分以下に減ってしまった。 

眉毛がなくなると人相が変わるし、隠しようがない、困ったもんだ。

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（9：00～） 

釣り人が集まっている。 

昨日、川面に波紋があり、エサを啄ばみキラキラ魚影が見えた場所である。 

流石に皆さん目ざといです。 

見ていると結構釣れてます、でも釣れ始めの時期としては大きめ（5～6cm）です、本当に鮎

か？ 

 

午前の散歩（11：30～ 
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釣り人が増えてます、12～3人はいるかなぁ～。 

見てると入れ食いですが、どうもやっぱり変です、大きいです、7～8cmかもっと大きいのもい

る。 

鮎も混じっているがモロコもいそうです、釣っても川に捨ててる人もいる。 

でも、楽しそう。 

いよいよ鮎釣りシーズン到来、人生最後の釣りに挑戦するか？

洗車（12：00～13：20） 

鳥の糞で汚れている、今日は外周りの洗車です。 

洗剤で洗って、フクピカでワックス処理。 

指先が割れてアカギレ状態なので防水手袋をして、帽子を被って作業をしてるが暑い。 

でも、天気が良く暖かい、洗車してる姿は病人には見えないでしょうね。

午後の散歩（13：50～） 

MYロを連れて琵琶湖まで散歩です、湖岸で妻と合流予定。 

犬を連れてカメラもあり重装備で重い、しかも暑い、洗車の後でもありバテてしまいます。 

妻は自転車で仕事の帰り、一緒に湖岸のベンチで遅い昼食の筈が・・・ 

用意されてませんでした、腹がへります・・・ 

湖岸の桜はまだ3分咲きか？、例年、お城の桜より一週間程遅く、後でゆっくり楽しめます。

MYロ散歩（16：45～） 

娘が来たので一緒に散歩です。 

途中、釣り好きの知り合いに聞くと、あの場所だけ鮎が釣れてるらしいです、サイズはでかいが小鮎らしい。

就寝（23：00～）

2010/04/06 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/04

曽根沼・ＢＢＱ

天気・体調変化・副作用など

4/4（日）晴れ、良い天気です、少し風は冷たい。

起床（8：00）

体調（４回目イリノテカン投与10日目＋８回目アービタックス投与４日目） 

体のだるさは少しマシになった。 

ここ数日食事量を減らすと、下腹の張りが減ったようだ。 

膀胱の張りも少なくなって夜中のトイレ回数が減る。 

副作用の指先の割れはドンドン酷くなるし、下唇の口内炎以外にも舌の先も口内炎になった、痛い。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。 

MYロ散歩（8：15～）

良い天気なので花見へ（11：00～） 

天気は良い、快晴かな、少し風は冷たいが気持ちが良い。 

娘夫婦達と花見に出かける事になったが、残念ながら花見はまだ早そうだし、今日は混雑し

ていそうなので、曽根沼緑地でのＢＢＱに変更。

七輪と炭を用意し、食材を購入して出発。 

天気も良く休日なので、家族連れやバス釣りの若者など結構人は多いです。 

BBQを準備しているグループもあり、我々は犬もいるので空いているいつもの場所へ。

BBQの準備は妻たちに任せて、カメラを持って探索に出かけるが、人が居るせいか野鳥が

少ない。 

「ウグイス」は山の方で盛んに鳴いている、「イカル」を見つけたので取り分け撮影。 

桜が1本、まだ３分咲きですね、その他公園景色を撮影。

BBQの定番は、やはり肉・ソーセイジ・ヤキソバでしょうが、私は、焼き豆腐とサンマです。 

やっぱり、外で焼いて食べるのは美味しい、何故か急いで沢山食べてしまいます。
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食後はお昼寝ですが、暑い、風もなく日向にいると汗をかきます。

３時をまわったので後片付けをして帰路に、帰りはまた買い物をして夕方帰宅。

 

就寝（23：00～） 

夜はまた、腹が張ってきた、ＢＢＱで食べ過ぎたか・・・

2010/04/04 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/04/03
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桜開花

天気・体調変化・副作用など

4/3（土）朝方は晴れ、寒い、昼は小雨、午後からは晴れ。

起床（8：00）

体調（４回目イリノテカン投与９日目＋８回目アービタックス投与２日目） 

体がダルイ、副作用のせいでしょう。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。 

MYロ散歩（8：15～） 

今日も寒いが、やっと桜が咲き始めた。 

今年は開花が遅い、しかもいつまでも寒い。 

何か、腹が立つなぁ～。 

  

  

 

午前の散歩（11：00～） 

出かけると、空が曇って雨が降り出す、何か天に見放されてるような気がします。 

先程までは晴れていたのに・・・小雨の中、30分の散歩。 

 
「桜はもう見れないかも知れない」と、去年の夏は覚悟したが・・・ 

まだ生きています、例年と変わらぬ、いつもの桜が咲こうとしています。 

「蕾から開花へ」、「一面の満開の桜」、「風で散る桜吹雪」、さぁ～これから堪能しよう！ 

来年は、もう、無いだろうから。 

 

MYロ散歩（15：20～） 

風は冷たいが晴れてます。 

娘と一緒に散歩です、寒いけど、２人共歩かないとねぇ～。

散歩の途中、プリウスに乗った姉夫婦と出くわした。 

「ミニクーパー」から「プリウス」に乗り換えたらしい、良いなぁ～！

就寝（23：00～）

 

2010/04/03 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

« 2010年3月 ¦ トップページ ¦ 2010年5月 » 
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