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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4月 ¦ トップページ ¦ 2010年6月 » 

2010年5月

2010/05/31

徒然日（雀）

天気・体調変化・副作用など

5/31（月）晴れ、良い天気です。

起床（8：30） 

昨夜は腹が張って痛んで寝付けず、どう寝返りしても痛まないポジションがない。 

また、特に食後3～5時間後は胃が痛く吐き気がして、結局朝方まで寝られず。

体調（1回目ペプチドワクチン投与後5日目＋TS1服用5日目） 

今朝も起きて直ぐの排便だが、出血はない。 

ＴＳ１の副作用だろうが胃が痛い、吐き気とムカムカで気持ち悪い。 

最近、階段を登ると直ぐに息が上がるが、普段でも呼吸がしにくい。 

今迄投与していた「アービタックス」も今回の「TS1」も肝質性肺疾患の副作用がある、この影響かな？

 

MYロ散歩（9：00～） 

良い天気です、川は水が減って少し哀れな状態。 

「ハス」が既に上がってきている１ヶ月程早いかな？、まだサイズは小さめだが、これから鮎

を追いかけて１ヶ月も経てば25cmぐらい大きくなる。 

以前、この「ハス」を釣ろうと色々仕掛けや疑似餌、エサを工夫してみたが釣れた試が無い。 

地元の人は、もっぱら「投網」で捕っている、後は「引っ掛け」で釣ったのを見た事がある。 

「ハス」以外に「ニゴイ」も結構群れている、鮎釣りをしてるとたまにスレる時もあり、この時は

仕掛けがおじゃんです。 

水が減ってくると、鮎も弱るようで「尾腐れ病」の鮎が増えている、一度大雨で増水すると川のコンディションが良くなるのだ

が・・・

午前の散歩（13：30～） 

天気も良く散歩に出るが体が重い、息が上がります。 

川辺に巣立ちしたばかりの幼い雀がいます、近寄ると必死で逃げようしますが2～3m程しか

飛べないようです。 

まだ上手く飛べないようで、そのぎこちなさが可愛いですなぁ～。 

川辺を歩くと眼が痒い、なるべく「カモガヤ」から離れて歩くが無駄のようである。 

30分の散歩も、今の私には重労働です・・・

MYロ散歩（17：00～）

就寝（23：00～）

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

2010/05/31 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/29

徒然日（お七夜）

天気・体調変化・副作用など

5/29（土）晴れ、良い天気です、風は少し冷たかったが昼は暖かい。

起床（10：00） 

昨夜は寝るのが遅く（1時）、3時間おきの授乳もあって熟睡は難しい。

体調（1回目ペプチドワクチン投与後3日目＋TS1服用3日目） 

今朝も5時に血水様便があり、食事前に下痢・出血をした、食後も出血を伴う下痢。 

そういえば鼻血や歯茎の出血もあり、また貧血になりそうだ。

腹の張りは日増しにきつくなっている、体のダルサも酷い。 

少し歩いたり階段を登ると息切れするのは、貧血の影響も有るかも知れない。
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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

今日は５回も下痢をした、しかも全て出血を伴い便器が真っ赤である。 

血が徐々直腸に溜まって、便意を催し下痢をするような感じである。 

かなりヤバイかも！

MYロ散歩（11：00～） 

天気は良い、風が少し冷たい。 

こんな小型犬なのに紐を引っ張られるのも辛い。

昼寝（12：30～13：30） 

食後、寝てしまった。

ＭＹロ散歩（18：00～）

就寝（23：00～）

今日は孫の生後7日目で、「お七夜」というお祝い日である。 

しかし、この歳になるまでこの様な祭事があるとは知らなかった、我が家では行った記憶がない。 

これを知ったのが昨日なので、今日は間に合わず明日やる事になった。

『ウィキペディア（Wikipedia）』 

お七夜（おしちや）とは誕生から7日目の夜に赤ちゃんの健やかな成長を願って行うお祝いである。 

平安時代からつづく民俗行事で、生まれた子に名前をつけて、社会の一員として仲間になることを認めてもらう儀式で

ある。 

習俗 

赤飯や尾頭付きの鯛、昆布、紅白の麩などの祝膳を家族で食べ、お宮参りまでの約1ヶ月間、命名書を飾る。 

今日では出産した病院から退院する日が産後一週間前後が多いため、退院祝いを兼ねて行うことも多くなっている。ま

た、記念に手形や足形を採ることも増えている。

 

2010/05/29 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/27

徒然日（退院）

天気・体調変化・副作用など

5/27（木）曇り、寒いぞ。

起床（8：00） 

昨夜から腹が張ってパンパンで眠れず。

体調（1回目ペプチドワクチン投与後1日目＋TS1服用0日後） 

腹全体が張って苦しかったが、起床後直ぐに便が出て楽になった。 

（昨日は病院と買い物でリズムが少し狂ったかも知れない。） 

散歩しても体調は悪くない。

昨日は第1回目の「ペプチドワクチン」を注射した、赤くなる事もなく全く何も変化なし。 

今朝からTS1を、朝夕食後20mgカプセルを2錠づつ服用する。 

体表面積から計算すると3錠づつなので服用量は少ない、その分副作用も少ない筈です。

 

MYロ散歩（8：30～） 

曇り空、風が冷たく寒いぞ～！ 

今年の夏は冷夏らしい、しかも1980年の大凶作の年と似てるとか・・・ 

爺さん達が仲良く並んで釣ってる、でも余所者らしい。 

  

  

 

孫達退院（11：00～） 

今日は娘と孫が退院する、出産して５日目である。 
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黄疸も消えて午前中に無事退院です。 

暫く一緒に生活する予定だが、赤ちゃんの世話をするのは30年ぶり、緊張しますなぁ～。

MYロ散歩（17：00～） 

夕方は更に風が冷たく寒い。

孫を抱っこしてミルクを飲ます。 

自分の子供にも同じようにミルクをあげた筈だが、記憶が蘇らない。 

若かりし時だったので感動のレベルが低かったのかなぁ。 

 

就寝（23：00～）

 

2010/05/27 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/26

滋賀医科大（ワクチン投与）

天気・体調変化・副作用など

5/26（水）雨、少し寒いか？

起床（7：30） 

起きるのが辛い。 

夜は腹が張って苦しいが、朝方は楽なのでもっと寝ていたい。

体調・1回目ペプチドワクチン投与後0日目） 

体がダルイ。

MYロ散歩（8：00～） 

雨は上がっている。

滋賀医科大（10：10～） 

今日は「ペプチドワクチン」の接種とTＳ１の服用予定。 

曇り空だが、いつも竜王付近だけ天気が崩れる。 

  

病院着（11：05） 

出発が遅れて少し遅刻です。 

 

診察（11：15～） 

点滴治療は終わったので、１Fの消化器外科での診察です。 

久留米大の担当医からＤｒに手紙が届いていて、リンパ球数が1000を超えたら再度来院する旨が書かれていたようで、どうする

のか？、と聞かれた。 

久留米は遠方で通院が大変なのとワクチンに大差はないとの事で、結局ここでの治療をお願いした。

右太腿の付け根動脈から採血をして、その近くあたりに1ccのワクチンを注射をした。 

このワクチンには4種類（RNF43、TOMM34、VEGFR1、VEGFR2）のペプチドと効力補助溶剤（IFA：MONTANAIDO S51）で構成さ

れている。

この臨床試験の説明文書のタイトルは 

『進行大腸癌に対する新規癌関連抗原遺伝子 RNF43、TOMM34と腫瘍新生血管関連遺伝子VEGFR1、VEGFR2由来 

HLA A24拘束性エピトープペプチドを用いた腫瘍特異的ワクチン療法とティーエスワン化学療法の併用療法（第Ⅰ/Ⅱ

相臨床試験）に関する説明』

とある。

●説明文抜粋 

【はじめに】 

体には癌を攻撃・破壊するリンパ球（細胞障害性Ｔ細胞）があり、このリンパ球は、ある決まったHLA（白血球型）と癌に
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多く発現している小さいペプチド（小片タンパク質）を認識し、増殖する事が分かってきました。 

そこで、このペプチドを投与することで、癌を攻撃・破壊するリンパ球を育て、癌の治療につなげる新しい治療法が世界

各地で試みられています。

【臨床試験の概要】 

この試験はワクチン療法と化学療法の併用療法です。 

このワクチン療法とは、癌を攻撃するリンパ球の活性を高めるものを投与し、癌細胞の増殖を阻止・破壊する免疫を高

める事です。 

このワクチンはペプチドと呼ばれるタンパク質の断片とワクチン作用を補助する薬剤（IFA）とを一緒に投与するもので

す。 

化学療法は大腸癌でよく用いられるTS1化学療法を併用します。

この試験で用いるペプチドは４種類あり、RNF43、TOMM34とは大腸癌細胞に特異的に発現しているタンパク質で、卵

巣・精巣以外の通常の体細胞には発現はないものです。 

また、VEGFR1、VEGFR2は腫瘍を栄養とする新生血管でのみ発現しており、正常細胞ではほとんど発現せず腫瘍新生

血管に多く存在しています。 

更に、癌を攻撃する免疫細胞が、これらタンパク質由来のペプチドを認識することが分かっており、HLAという入れ物に

入ったかたちで、癌組織を破壊する免疫細胞を活性化させると考えられています。

ワクチン投与は毎週１回、TS1は朝夕に２錠づつ２週間服用しその後１週間休薬して、これで１クールです。 

TS1も体表面積から投与量を決めるそうですが、本来３錠の所が２錠なので少なめです。

診察終了（11：30） 

点滴投与の時は早くて３時間、長ければ６時間ぐらい掛かっていたから、15分の診察治療は物足りない感があります。

 

買い物（11：50～） 

これから買い物です、妻はこちらが主ですから。 

イオンモールへ行ってサティで物色と買い物です、今日は結構、人が多いです。 

昼時でもあり飲食店もそこそこ混んでいます。 

  

  

 

歩き疲れて遅めの昼食（14：00～） 

私が食べられそうな店を探すとやはり「うどん屋」ですが、昼のセットメニューで「うどん・寿

司・おぼろ豆腐」で950円の「鴨川ランチ」を見つけました。 

2人で１セットを注文、麺は細く食べやすいがスープは幾分しょっぱい、おぼろ豆腐は美味し

いですが寿司はダメです、コンビニの方がマシ。 

 

屋号は京都・嵐山「清修庵」とあり、高そうなイメージですがメニューを見ると1000円前後が

多くリーズナブルです。

次は「赤ちゃん本舗」へ行っての買い物です。

結局帰宅は17時、疲れました・・・

MYロ散歩（17：30～）

就寝（23：00～）

 

2010/05/26 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/25

徒然日（花粉症）

天気・体調変化・副作用など
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5/25（火）曇り、暖かいです、少し涼しい風が気持ち良い。

起床（8：30） 

起きれない。

体調（15回目アービタックス投与後5日目） 

体がダルイ。 

明日はペプチドワクチンの接種とＳ１の服用予定だが、現在の体の状況が分からない、服用可能か。 

血液検査はある筈、検査結果で状況が分かるだろう。（前回は5/7で間が空いている）

 

MYロ散歩（9：00～） 

昨日の雨で、川は少し濁っている、水かさは余り増えていない。 

土手の階段を数段登っただけで息があがる、肩で息をしている。 

このダルサは何故？

ブログ編集（午前～）

今日は「沐浴」の指導があった、妻が病院へ行った。 

退院したら暫くは一緒に生活する筈、これからは孫中心の生活になる。

午前の散歩（12：10～） 

午後から天気が崩れるらしい。 

今日は釣り人が少ないので川辺を歩いてみたが、雑草が随分茂ってきている。 

雑草を掻き分け琵琶湖まで歩くと、目が痒い、鼻水が出る、・・・花粉症です。 

毎年、この頃から梅雨明けまで「カモガヤ」の花粉で悩まされていました、まだ抗原抗体反応

はあるようです。 

まだ免疫システムは健在か？ 

明日は「がんペプチド（抗原？）」を接種予定です、この抗原を認識してT細胞やB細胞の免疫細胞を増やし、がんを敵としてやっ

つけてくれ！ 

（今の体のダルサは、花粉症にも似てるなぁ～）

MYロ散歩（16：30～）

病院へ（17：10～） 

孫に黄疸が出て保育器に入っていると聞いてちょっとビックリした。 

赤ちゃんの場合は、まだ肝臓などが不完全でミルクを飲むだけで黄疸が出るそうです。 

生理的黄疸が生後3日～5日に現れ、その後は消えるそうです。 

目隠しをして、紫外線が出ている保育器に入れて治すらしい・・・

帰宅（19：30）

就寝（23：00～）

2010/05/25 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/22

初孫誕生

天気・体調変化・副作用など

5/22（土）晴れ。

起床（8：00） 

体がダルイ、起きれず。

体調（15回目アービタックス投与後2日目） 

原発巣がチクチク痛む、また肝臓が大きくなったような気がする、どう寝返りを打っても鈍痛からは逃げられない。 

また足が浮腫んでいる、特に右足のクルブシが分からないぐらいに腫れている、腎臓障害か？ 

この体のダルサは尋常ではない、動くのも億劫だ、更なる肝機能低下によるものなのか、心配だ。 

これ以上悪くなったら抗癌剤も投与できなくなるかも知れない。
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MYロ散歩（9：00～） 

歩けない、肩で息をしてソロソロ歩いている。

食後、だるくてコタツで寝てしまった（10：30～） 

今朝、陣痛がきて入院したそうだ、今日生まれるかも？

午前の散歩（13：15～） 

曇りだが蒸し暑い、生暖かい南風が吹いている。 

今日の夜から崩れそう、明日は雨らしい。

初孫誕生（14：08） 

初孫が生まれた！ 

体重は2,820ｇ、身長は48.7cmで元気な男の子です。 

妻からの携帯写真で確認。

ＨＲっちん（14：30） 

法事があったついでに家に寄ってくれた、また、「果物トマト・スイート」を頂いた。 

トマトは免疫力を高めるらしい、毎日食べているので助かります。

孫とご対面（16：00～） 

弁当など買い物をして病院へ行った。 

今日は3人生まれたそうだ、我が孫は保育室で寝ている。 

ガラス越だが目鼻立ちがハッキリしていて既に立派な人格がある人間です、昔のようにクシ

ャとした猿ではない。 

エコーや４D映像などで分かってはいたが、明らかに顔は父親似です。 

娘が「しんどい思いをして生んだんだから、私にも似て欲しかった・・・」と皮肉をポツリ。

赤ちゃんは、やはり手が可愛い。 

あんなに小さいのに全ての機能があるミニチュアです。 

思い出します、私の人差し指を強く握って笑っていた赤ちゃんの頃を。

去年までは、孫と対面できないかも知れないと思っていたが、会えました。 

赤ちゃんは、日々変化し成長します、どこまで見届けられるか？挑戦です。

帰宅（18：30）

就寝（23：00～）

2010/05/22 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/20

滋賀医科大（ペプチド・ワクチン）

天気・体調変化・副作用など

5/20（木）曇り、夕方は雨。

起床（8：30） 

一昨日はホテルで寝られなかった分、昨夜は良く寝た。 

熟睡出来れば、朝、痛みの記憶が残っていない、鎮痛剤を飲むより熟睡出来る方法を探し

た方が良いかも。

体調（15回目アービタックス投与後0日目） 

疲れ気味だが、腹の張りは少ない、きっと食事が少なかったせいだろう。 

九州の一泊旅行ぐらいなら、無理をしなければ今なら行けそうだ。

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（9：00～） 

昨夜の雨で路面が濡れている、川も少し水かさが増えたようだ。 

地元の爺さん達ら4人程が釣っている。

滋賀医科大へ（11：40～） 
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今日は通院日で投与予定だが、昨日の久留米大の検査結果の報告と、それを踏まえてこ

れからの治療をどうするか決める事になっている。 

名神の集中工事で春日井～豊中間を１車線に規制している、渋滞しているかも知れないの

で今日は下道で行く。 

病院着（13：20） 

 

Ｄｒに昨日の久留米大学での検査結果を報告した。 

・リンパ球数が940で適格基準値の1000をクリアー出来ず「ペプチドワクチン治療」は受けられなかった。 

・但し、再診でリンパ球数が1000以上を確認出来れば良いので、その時に来院するように言われた。 

・私の白血球型HLA-A2420に合うペプチドはなくHLA-A2402を使用する。 

・A2420とA2402は遺伝子配列を調べても１ヶ所の違いだけであり、それもペプチドを認識する所から離れている為、問題はない

だろう、と言われた。

妻がＤｒに「リンパ球を増やすにはどうしたら良いのですか？」と聞くと一瞬、間があって、 

「風邪を引けば増えますよ！」との答え、 

空かさず看護師から「医者の言う事じゃない！」との突っ込み、思わず爆笑です。

「HLA-A2402型のペプチドワクチンなら、ここでも接種出来るので何とかなりませんか？」とＤｒに聞くが、 

「この臨床試験では型は厳格にするという条件があって難しい。」という答えです。 

（久留米大学の場合はA24型の条件だけで下二桁を決める必要はないらしい。）

現在アービタックスは効いていないので、今後の治療、次の薬をどうするか聞いてみると、 

「7月には新薬パニツムマブが使える、後はイリノテカンが良いかと思う」という返事でした。 

イリノテカンは副作用が強く免疫力が落ちるし、新薬パニツムマブ（商品名：Vectibix・ベクティビックス）は基本的にはアービタッ

クスと同じなので効果は期待できない。

今後、リンパ球数などをクリアーして久留米大学でワクチン治療を受けるにしても、毎週久留米まで行かなければならないし、し

かも滋賀医科大と同じワクチンである。

もう一度、「ここで、何とかペプチドワクチンを接種出来ないか？」と、お願いしてみた・・・

結論、「登録から外せば可能である。」との返事で、来週から「Ｓ1＋ワクチン」治療をする事になった。 

結果的には良かった！、しかしこの2ヶ月抗癌剤を休止してしまった為、がんは進行したようだ。 

特に肝臓の腫れと肝機能が著しく低下し、Ｓ１投与が可能なのか気にかかる。

Ｄｒが「今日はどうしますか？、お任せします。」と聞くので、 

「やらないより、やった方がマシという事だったので、アービタックスの投与をお願いした。」 

今回で効かないアービタックスとも第15回目で終了です、当然、指先のひび割れ痛みともお

別れです、これは嬉しい。 

  

 

点滴開始（14：40～） 

①デカドロン3.3mg＋ポララミン5mg、30分 

②15：10～アービタックス400mg、60分。 

③16：20～生理食塩水100ml、60分。（経過観察１時間） 

点滴終了（17：10） 

 

昼食（17：30～） 

腹が減ったので遅い昼食を６Ｆ食堂で食べる。 

今回も「きつねそば」と持ち込みの「いちご」と「白飯」でした。

帰路（18：20～）

帰宅（19：40）

MYロ散歩（19：50～）

就寝（23：00～）

2010/05/20 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/19
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久留米大学・医療センター

天気・体調変化・副作用など

5/19（火）雨、今日は一日中雨らしい。

起床（5：00） 

相変わらず腹の張りで寝られず。 

また枕が変わると寝られない性質なので、どっちにしても睡眠不足です。

体調（14回目アービタックス投与後7日目） 

今日は久留米大学の医療センターへ。 

少し体が緊張しているが、体調は変わらなそう。 

腹の張りはあるがいつもと同じぐらい。

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

久留米大学医療センターへ 

ホテル起床（5時～） 

早く目覚めて12階から外を見ると雨はシトシト降っていて、遠くの山は雲がかかり霞んでい

る。 

体調を整え軽く食事をして、更に激安の朝食を食べに行った。 

  

  

 

和食と洋食があり共に500円だが、和食の方が量があるので２人とも和食バイキングにし

た。 

メニューは、ごはん・味噌汁・生卵・納豆・塩焼き鯖・梅干し・高菜・オレンジジュース・コーヒ

ーで、質素ではあるが 

まぁ～、こんなもんでしょう。 

チェックアウト（9：30～） 

ホテルから病院までタクシーで20分、1,280円でした。

病院着（10：00） 

久留米大学医療センターは市街から離れていて隣は陸上自衛隊の駐屯地である。 

初診の手続きををして「がんワクチン外来」の診察室前で１時間程待つ。 

診察（11：00～） 

Ｓ田Ｄｒに現状の病状と今までの経過説明をする。 

その後、Ｄｒから今回の治療・臨床試験について説明があった。

正式名は 

「標準治療抵抗性大腸がんに対するテーラーメイドがんペプチドワクチン療法の第Ⅱ相臨床

試験」とある。 

これはフェーズ２の臨床試験であって必ず効果があるものではない、1000人以上の患者さ

んを扱ってきたが抗癌剤のようにがんが縮小するような効果は3%程度である。 

それよりもこの免疫療法は、どれだけ長生きできるか、元気でいられるか、QOLを保てるか

の評価を重視するもので、がんその物は現状維持が精々である。 

この治療に過度に期待されて、現在行われている治療や他の治療機会を失わないようにして下さい、との事でした。

副作用は極めて少ないが、ワクチンを打った所が赤く腫れる程度であり、その他発熱、発

疹、アレルギー、ショックなどの可能性があるが、ショックらしき症状は過去に1000人で1人だ

けだった。 

私のリンパ球の型はHLA-A2420であり、この久留米大にもこの型のペプチドはないそうで

す。 

日本人の６割はHLA-A24型であり、その９割はA2402型で、ほとんどの患者さんはこのペプ

チドを使っていて、実績や情報蓄積はあるそうです。

専門医と相談した結果、A2402型とA2420型の遺伝子配列の違いは１ヶ所だけで、ペプチドをくっ付けたり認識したりする所から

は離れており、恐らく問題はないだろうと云う事でした。 

その為、使用するワクチンはA2402型になるそうです。 

（仕方ないが、それなら滋賀医科大でも出来そうだが・・・）

Page 9 of 29足跡日記: 2010年5月

2010/08/01http://xmura.way-nifty.com/vbx/2010/05/index.html



ワクチン接種は2ヶ月（6～8回）が１クールで効果が現れるが、免疫力、効果は減衰するので

2～3クールは継続する必要がある。 

最後に、この臨床試験は自由診療扱いで全て自費になるので、その了承と検査などは現在

の病院で行うように言われた。

採血（11：45） 

一般血液検査と免疫検査とHLA検査用に8本も採血された、手が痺れてきます。 

この一般検査でリンパ球数が1000以上必要であり、以下であればこの治療は受けられな

い。 

今回の免疫療法は免疫細胞（キラーT細胞）を増やし活性化させて、がんの増殖を防止しよ

うとする治療なので、 

白血球とリンパ球の数がある程度以上なければ効果が期待できない、その為リンパ球数は

1000以上と設定されている。 

  

 

検査結果・診察（12：45～） 

白血球数が46.5でLYMPHが20.2%、リンパ球数は940で1000をクリアー出来ず。 

残念ながら基準をクリアー出来なかったので、今日はこれで帰る事になった。 

但し、これで終わりではなく、次の機会に来院しリンパ球数検査で1000を超えたのを確認す

れば、直ぐにでもワクチン投与が出来るように準備をして調えておくそうです。 

看護師が「そちらの病院で1000以上を確認した次の日に来院しても良いですよ」と助言。 

（なるほど・・・）

混合診療 

そう云えば、Ｄｒが「この大学では前立腺がんの治療が進んでおり、混合治療の一部が保険

適用になった。」と言っていた。 

余り気にしていなかったが、ニュースで報道されていたらしい。 

今後、「免疫療法」は第４の治療として高度先進医療に承認されていくのでしょう。

帰路（13：15～） 

JR久留米駅までタクシーで15分、1,680円でした。 

久留米駅発・リレー特急つばめ（13：40～） 

博多駅発・のぞみ（14：30～） 

山陽新幹線はトンネルばかりで面白くない。 

外は雨降りです、たまに見える山や川が靄と雲で覆われ、目を奪う。

帰宅（18：30）

お疲れ様でした・・・今日は爆睡でしょう・・・

 

「久留米大開発 がんワクチン 高度医療に 前立腺がん 検査など保険適用 

2010年5月19日 00:17 カテゴリー：科学・環境 九州 > 福岡  

 国の先進医療専門家会議（座長＝猿田亨男・慶応大名誉教授、２１人）は１８日、福岡県久留米市の久留米大医学

部が世界に先駆けて取り組む「がんペプチドワクチン療法」を、前立腺がんの治療に対する高度医療に承認した。治療

に使うワクチンは同大が独自開発したもので、国内外で未承認だった薬が承認されるのは初めて。

 同会議は「効果については症例が少なく、判断が難しいが、有効な代替治療がない」として承認した。同大先端癌（が

ん）治療研究センターの山田亮所長は同日、厚生労働省で会見し「安全性や効果が期待できる治療として評価された」

と語った。

 研究段階の治療についてはこれまで、研究費や他の公費が充てられてきたが、国は「同会議などで認められれば保

険適用する」と方針転換。同療法は保険適用外ながら、関連する検査などが保険適用となり、患者負担が軽減される

という。

 厚労省や久留米大によると、保険が利かない自由診療だったがんペプチドワクチン療法を受診すると、通常は保険

適用となる検査や治療も保険適用外となっていた。現行の医療保険制度では原則、自由診療と保険診療を併用する

「混合診療」が認められないためだ。

 負担額は患者によって異なるが、半年間程度の治療で、約１３５万円かかった場合、保険適用で１００万円ほどに減

額される見通し。同大は患者が加入している先進医療特約など民間保険の対象にもなる可能性が高いとしており、さ

らなる負担軽減が期待される。

 問い合わせは平日の午前１０時－午後４時、久留米大先端癌治療研究センター＝０９４２（３１）７９８９。

＝2010/05/19付 西日本新聞朝刊＝
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2010/05/19 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/18

久留米ホテル・エスプリ

天気・体調変化・副作用など

5/18（火）曇り、暖かい、夜から崩れるらしい。

起床（8：00） 

昨夜は張りがあり寝られず、背中も痛む。

体調（14回目アービタックス投与後6日目） 

今日は、右肋骨の下が痛む、はみ出した肝臓が何を圧迫してるのか？ 

これから、新幹線で九州・久留米へ向かうがチト心配。

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：30～） 

涼しい風が気持ち良い。

久留米へ（10：30～） 

明日は久留米大学・医療センターで「ペプチド・ワクチン」治療を受診する為の検査がある。 

午前の受付に間に合うように前日入りです。（今回は妻ではなく息子が付き添い） 

米原発（10：54～） 

ひかり：米原発10：54→新大阪着11：30 

のぞみ：新大阪発11：45→博多着14：13 

つばめ：博多発14：30→久留米着14：57 

久留米着（14：57） 

 

新幹線と特急で4時間の旅でした。 

「リレー特急つばめ」は初めて乗りましたが良いです、欧州風の車両と車内で乗り心地も悪く

ない。 

でも駅を飛ばすだけでスピードは全く出てませんから、本当の乗り心地は分かりません。 

  

 

久留米駅はステンドグラスをあしらったモダンなイメージで長崎を連想させます。 

でも、駅周辺は工事中で、これから更に綺麗に整備されるのでしょう。 

ホテルは西鉄久留米駅にあり、案内所で聞くと歩いて30分らしいので、散歩と探索を兼ねて

雨でしたが歩く事にした。 

  

 

 

←（ＪＲ久留米駅・まだ工事中） 

  

  

  

  

 

 

←（バーがある路地が沢山ある） 
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西鉄久留米駅周辺にホテルは集中しているし、アーケ

ード街や飲食店も集まっているようだ、どうもこちらが久

留米の中心部メイン通りらしい。 

古いアーケード街を歩くと昭和を思い起こすバーや庶民

的な飲み屋街が沢山ある。 

きっと夜は賑やかなんだろうと思う。 

  

 

歩いて40分、駅近くになって今日の夕飯をスーパーで買って、「ホテル」を探すが見当たらな

い。 

ホテル名は「久留米 ホテル エスプリ」だったので、「ホテル・エスプリ」と勘違いして探したの

が間違いでした。 

結局、雨の中を30分ウロウロして90分もかかってしまった。 

  

 

ホテルは綺麗で、部屋も広くベッドも大きい。 

ベッドの前に置かれた液晶ＴＶは52インチとビッグサイズで、ちょっと感激！ 

  

  

  

 

九州、久留米で思い出すのはやはり「久留米ラーメン」、逆にこれしか思い浮かばない。 

私は無理なので、息子がグルメマップでラーメン屋を探して食べに行った。 

麺は細麺で、スープはラードが多く濃厚でこってりしていて、匂いがきついとかいっていた。 

←（「大龍ラーメン」あっさりで味はイマイチらしい） 

  

 

私はスーパーで買ってきたサンドとポテサラ、バッテラを食べて就寝。 

明日は7時起床、500円朝食を食べて、9時半出発の予定。 

少しだけ今日は旅行気分を味わいました・・・ 

  

←（「中るラーメン」こってりで美味しかったそうだ！） 

 

 

就寝（23:00～） 

←（12Ｆ夜景）

  

 

  

 

「久留米ラーメン」・『ウィキペディア（Wikipedia）』 

久留米ラーメン（くるめラーメン）は、福岡県久留米市を中心に作られる、豚骨スープとストレートの細麺をベースにした

ラーメンである。 豚骨ラーメンの元祖ともいわれているラーメンで、多くの九州ラーメンだけでなく、様々な地域のラーメ

ンにも影響を与えた。

1937年（昭和12年）に福岡県久留米市の西鉄久留米駅前に屋台「南京千両」が開店。創業者の宮本時男が、横浜市

の南京町（現在の横浜中華街）や東京で支那そばを研究し、出身地長崎県のちゃんぽんのスープをヒントに「豚骨スー

プ」を考案する。ただしこの豚骨スープは清湯（透き通ったスープ）であった。 

 

その10年後の1947年（昭和22年）に同じく久留米に開業した「三九」の杉野勝見が、外出した際にうっかりスープを長時

間強い火力で沸騰させ、現在の久留米ラーメンの主流の「白濁豚骨スープ」が偶然生まれる。またラーメンに海苔を乗

せるスタイルを発案。 

 

1958年（昭和33年）、国道3号線沿いに「丸星ラーメン」が開業。広い駐車場を備え、年中無休・24時間営業をおこない、
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長距離ドライバーの評判を呼ぶ。またこの丸星ラーメンは、マルタイがインスタントラーメン「屋台ラーメン」を開発するに

あたってのヒントともなった。 

2010/05/18 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/17

明日は九州へ

天気・体調変化・副作用など

5/17（月）晴れ、良い天気です。

起床（8：00） 

昨夜はそれ程腹の張りがなく楽だったが、背中が痛む。

体調（14回目アービタックス投与後5日目） 

今朝も体がダルイ。 

昨日は一日中腹鳴がしてガスが出ていた為か、昨夜は腹の張りも少なかったようだ。

明日は久留米大学の医療センター「がんワクチン科」受診の為、久留米に前日入りする。 

当日、始発でも、どう頑張っても受付に間に合わない。

この「ペプチドワクチン」が代替治療としての最後の砦だと思い、抗癌剤を２ヶ月休止して白血球・リンパ球を通常値に戻す為、

我慢してきた。 

お蔭で、この２ヶ月でがんは急増殖して、肝臓は肥大化してしまった。 

この選択は間違いだったのか？、また、「悪魔の罠」、「天のトラップ」だったのか？ 

何をしても上手くいかない、良かれと思い行動を起こすが結果は常に悪い方向に向かう。 

（全て我が業の深さかと自分を責めるが、思い当たる節がない・・・）

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：30～） 

今日も暖かく天気が良い。 

川の水が減ってきた、病気の鮎もチラホラ見える、「尾腐れ病」か。 

一度、大雨で流さないと駄目かな？ 

だが、「追い込み漁」をやっている、浅瀬で網を沈めて、そこに空き缶を並べた網で鮎を追い

込むでいました。でも以前は竹ざおの先にカラスの羽を付けて、追い込んでいた筈ですが、

変わったんですね・・・ 

竿釣りの人も困っていそう！

午前の散歩（12：45～） 

日差しが強いです、元気な時なら半袖・短パンでＷａｌｋｉｎｇでしょう。 

または、湖岸を10kmジョギングかなぁ～。 

今はアービタックスの副作用の為、日焼けしない様に長袖に手袋、内臓はがんに占拠され

て歩くのも苦しい状態。 

クソ～、生きたい！ 

 

MYロ散歩（16：40～） 

娘と一緒に散歩、暑い、夏の日差しです、首筋が焼けそう！

就寝（22：00～） 

久留米行きの準備（明日は息子と一緒に行くことになった） 

折角だから、ちょっとは旅行気分を味わいたいものだ・・・
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2010/05/17 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/16

徒然日（運賃比較）

天気・体調変化・副作用など

5/16（日）晴れ、暑いぐらい。

起床（8：00） 

昨夜は腹がパンパンに張って破裂しそうで苦しかった。

体調（14回目アービタックス投与後4日目） 

昨夜の食事は19時で量を減らしたが、12時頃から腹がドンドン張って苦しかった。 

小腸に内容物やガスが溜まっている気がする、そういえば唾液が多く出て胃が痛むでいた。 

今朝は体がダルイ、この１年で最もダルイ状態かも。

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：30～） 

良い天気です、だが体が動かない、少し歩いても息切れする。 

大きく息を吸うと胸と腹が張って苦しい。 

肝臓ががんに乗っ取られ肝機能低下と肥大化して他臓器を圧迫している。 

一旦増殖したがんはもう小さくはならない、このまま進めば本当に腹が破裂するかも。 

（まぁ～その前に肝不全で息を引き取ってるでしょうが）

午前の散歩（12：30～） 

体がダルクて体調は良くないが、腸の動きを活発化させなければ！ 

ん～、初夏の陽気です、暑いぐらいで、少し冷たい風が気持ちが良い。 

歩くと気分も体調も良くなる、無理はしないが、散歩は良いなぁ～！ 

  

  

 

買い物（15：30～19：00） 

明後日の久留米行きの切符を購入する為に、まず醒ヶ井へ米原～新大阪シャトル切符を２枚買いに行った。 

その後、新大阪～博多の切符を格安チケットで購入しに行ったが、さて！、ここで問題が発生。

シャトル切符の値段は 

 米原～京都（往復）3,280円 

 米原～新大阪（往復）4,800円 

です。 

格安チケットの値段は 

 ①米原～博多＝15,540円 

 ②京都・新大阪～博多＝13,500円 

でした。 

既にシャトル切符・米原～新大阪（往復）4,800円を購入しているので、 

米原～博多＝②＋4,800円/2＝15,900円となり割高になってしまった。 

（シャトル切符の払い戻しは690円×2枚掛かるので、これも駄目） 

結果として最安値は 

 米原～博多＝②＋3,280円/2＝15,140円 

の買い方でした。 

その他、博多～久留米＝1,100円（事前乗り継ぎなら半額）かかるので 

今回は片道15,900円＋1,100円＝17,000円の運賃となる。 

因みに、ＪＲで購入すると、米原～博多（往復）19,020円、米原～博多特急券6,570円なので 

米原～久留米＝19,020円/2＋6,570円＋1,100円/2＝16,630円 

となるので、今回は最高値、最悪の買い方でした。 

（失敗・失敗・・・下調べは必要ですね・・・反省・反省・・・）
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買い物をして、その後散歩を兼ねて、追手門のお地蔵尊にお参りして帰宅。

帰宅（18：50）

就寝（23：00～）

 

2010/05/16 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/13

お見舞い

天気・体調変化・副作用など

5/13（木）曇り、かなり寒いぞ～、昼からは晴れてきた。

起床（8：00） 

昨夜も苦しかった。

体調（14回目アービタックス投与後1日目） 

昨日は14回目のアービタックスを投与したが変化はなし。

昨夜も２時半頃、背中・右横腹・右腰・右肋骨の下と腹のあちこちが痛んで起きた。 

（「オキノーム散」は飲まず） 

どうも、夕食後（晩御飯）の５～６時間後にこの圧迫痛がくるようだ。 

食べ物が胃で消化される時間は3～6時間、私の場合は消化が良いものしか摂取していないので3～4時間、その後、十二指腸

→小腸と送られ、肥大化した肝臓を圧迫して痛むような気がする。 

（後で、臓器の位置関係を調べてみよう！）

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：30～） 

結構寒い、冷たい風の中、釣ってる人もチラホラです。 

  

  

  

  

 

午前の散歩（12：10～） 

晴れてきたので琵琶湖まで散歩、風があり結構寒いぞ～！ 

いつもの場所は地元の人が集まって釣ってますね～。 

川は鮎だらけ、サイズは大きいが、これからドンドン琵琶湖から上がって来る筈。 

もう少し元気になったら、もう一度、挑戦してみたい。 

  

 

お見舞い（14：30～） 

今日は、Ｔ社での同僚、同期の友が見舞いに来てくれた。 

お見舞いに定番の「フルーツ盛り籠」を頂きました。 

彼等とは業務用ゲームを一緒に開発した仲間です、「Ｍ．Ｏ．Ｗ」、「チェイスＨＱ」、「功里金

団」、「チャンピオンレスラー」などを喧々諤々と開発した事を思い出します。 

企画仕様、ソフト設計、アルゴリズム、処理時間など各々の裁量でのプログラミングは、お互

い切磋琢磨した世界で、楽しく、厳しく、そして新しい自分の発見と開発の基礎・手法を学ん

だ「虎の穴」でした。

その経験を元に私は16年前に開発会社を創業しましたが、Ｓ本君は数年前に退社して開発会社をやっています。 

また、Ｋ藤君は昨年退社して、これから事を起こすようです。 

まだまだ、これからの第二の人生、精一杯生きて下さい！ 
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ＭＹロ散歩（17：00～） 

娘と一緒に、少し寒い、風も冷たい、でも新緑が綺麗です。

就寝（23：00～）

 

2010/05/13 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/12

滋賀医科大（栄養補助剤）

天気・体調変化・副作用など

5/12（水）曇り、ちょっと肌寒い。

起床（8：45） 

昨夜は、盛り上がった肝臓辺りが苦しくて眠れず。

体調（14回目アービタックス投与後0日目） 

右肋骨下から肥大化した肝臓が盛り上がって苦しい。 

寝ると腹が圧迫され、どのように寝返りをしても苦しく、3時半に「オキノーム散」を飲んだ。 

初めて飲んだが、これは短時間効果の医療用麻薬で、30分で効果が現れ6時間持続する。 

でも、背中の痛みはとれなかったが、そのうち寝てしまった。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（9：00～）

滋賀医科大へ（11：50～） 

今日は午後からの通院日、前回は金曜日で2日程早いが、14回目のアービタックス投与予

定。 

名神高速へ入ったら、集中工事とかで豊中まで１車線に規制されており、京都南インターも

閉鎖状態、下りはまだ動いているが、上りはかなり渋滞してる。 

ちょっとやり過ぎ！、こんな大規模で長い規制は初めてです、ドライバーからはブーイングで

しょう。

病院着（12：50）

体温・血圧・穿刺をして椅子で待っていると、看護師が「栄養補助食品の試供品があるの

でどうですか？」、と聞いてきた。 

患者さんの要望が多いのでメーカーに言ったら何社かが持って来たらしい。 

今、「リーバクト」という肝機能低下時の栄養補給剤を処方されており、また、腹が圧迫され

て食事量も半分以下になってきている。 

これから更に腸閉塞も怖いので、ゼリータイプも良いかなと思っていた矢先なので、３種類

のサンプルをいただきました。

Ｄｒに、来週の久留米大学受診に最新のＣＴ画像をCD_Rで持って行きたいと伝えたが、CD_Rでの院外持ち出しは出来ないらし

く、フィルムでの貸し出しになった。 

3/15の造影ＣＴ画像と4/30の造影剤なしのＣＴ画像で、結構かさばります。

点滴開始（14：10～） 

①デカドロン3.3mg＋ポララミン5mg、30分 

②14：40～アービタックス400mg、60分。 

③15：50～生理食塩水100ml、60分。（経過観察１時間） 

点滴終了（16：40）

車で遅い昼食を食べて帰路（17：00～） 

メニューは妻がSATYに行って買ってきた「握り寿司・玉子焼き・お吸い物」でした。

帰宅（19：10）
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MYロ散歩（19：15～）

就寝（23：00～）

2010/05/12 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/09

独り散歩

天気・体調変化・副作用など

5/9（日）曇り、薄日が差すと暑いぐらいです。

起床（8：00）

体調（13回目アービタックス投与後2日目） 

今朝は体がダルイ。 

腹が張って少し苦しい、自転車に乗ったが息が上がって苦しくダルイ。 

日々体調が変化する。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：15～） 

川は鮎だらけです、どこでも釣れそうです。 

今迄誰も居なかった場所も釣り人で一杯です。

ブログ編集（午前～）

午前の散歩（12：30～） 

琵琶湖まで散歩するが、歩くと暑いぐらいです。 

他府県ナンバーの車が土手にズラーと迷惑駐車しています、どうりでリール竿を使っている人が多いんだ。 

以前、大物（と云っても16cm）を釣った場所がどうなっているか、急に気になり自転車で上流

へ行ってみた。 

もし、体調が良ければ、近いうちに行ってみようと思う。 

（今度は数ではなく、塩焼きクラスを釣ってみたい） 

水かさは少なめ、誰も釣っていない、キラッと鮎が見えたが、まだサイズは小さい。 

今年は鮎が多い、また早く成長している、来月に入るとデカサイズが釣れるかも？ 

来月か・・・、少しでも元気になっていれば良いが・・・

夕方の散歩（17：00～） 

陽も高く、まだまだ昼です。 

大藪浜まで歩いてみるが、全身倦怠感で体が重い。 

以前は副作用のせいだったが、今回は間違いなく肝機能低下の結果でしょう。 

このままでは久留米にも行けないかも知れない。

MYロ散歩（18：15～）

就寝（23：00～）

 

2010/05/09 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/08

免疫力アップ
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天気・体調変化・副作用など

5/8（土）晴れ、良い天気です、少し涼しい。

起床（7：45） 

昨夜は少し楽でした、昨日投与の吐止剤の影響かな。

体調（13回目アービタックス投与後1日目） 

今日は腹の張りも少なく少し楽です。 

髭が生えてきました、頭も触るとイガイガしています。 

完全にイリノテカンが体から抜けて副作用が消えたようです。 

その分、がん抑制効果も消えましたが・・・

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：10～）

ブログ編集（午前～）

午前の散歩（11：30～） 

暑いぐらい、日差しが強く良い天気です。

MYロ散歩（17：00～）

就寝（23：00～）

免疫力アップ 

5/19（水）に久留米大学医療センターへ行って、「ペプチドワクチン」を投与できるかの初診検査を受けます。 

検査には、血液・生化学検査の適格基準がありクリアー出来なければ、その場で中止して帰る事になります。 

特にリンパ球数が1,000/m㎥以上と定められており、私の場合1,000以上になる事は非常に少ない。 

過去の検査結果からリンパ球数比率は20%前後で最近では①29.4%、②22.9%、③20.8%です、また白血球数は4,000前後が多く、

最近では①2,500、②4,500、③4,000という結果です。 

リンパ球数は 

①2500×29.4%=735 （4/8） 

②4500×22.9%=1030（4/21） 

③4000×20.8%=832 （5/7） 

となり、かなり厳しい事が予想されます。

当然、今は骨髄抑制の副作用があるイリノテカンは投与中止しており、後は何とか白血球、免疫力を上げる方法を試すしかなさ

そうです。 

ひとつは、10月に3週間程飲んで止めた「タヒボ茶」がまだ少し残っているので飲む事にしました。 

その他、免疫力を高めてくれる食品を調べると、発酵食品や乳製品、キノコ類、昆布、淡色野菜、にんにく、カテキン、シナモン、

ヤクルトなど沢山あり、この中からいくつか試して見ます。 

但し、腸が狭窄しているので消化が悪い「キノコ類、昆布、野菜、納豆、キムチ」を除外すると、 

身近な食品からでは 

①ヤクルト 

②ヨーグルト 

③野菜＋果物ジュース 

④味噌汁 

⑤青汁 

などは出来そうです。 

後10日で何とか白血球数を4500以上にしなければ！

その他、血液・生化学の適格基準には以下がありますが、最新（5/7）の検査数値と比較しても、まず大丈夫でしょう。 

    適格基準値        5/7数値  

・リンパ球数≧1,000/m㎥ → 832/m㎥ NG 

・白血球数≧2,500/m㎥  → 4,000/m㎥ 

・血色素濃度≧8.0g/dl  → 9.7g/dl 

・血小板数≧80,000/m㎥ → 129,000/m㎥ 

・クレアチニン≦2.0mg/dl  → 0.56g/dl 

・総ビリルビン≦2.5mg/dl → 1.39g/dl

 

免疫力を高める食品 

発酵食品や乳製品は免疫力を高める食品として有名です。納豆、味噌、ヨーグルトなど、とても身近にある食品という

のも嬉しいことです。 

キノコ類、昆布、淡色野菜、もずく、にんにくなど、その他緑茶に多く含まれる「カテキン」やお茶のお供に「シナモン」を

使ったお菓子など
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緑黄色野菜は、体の中でビタミンＡに変わるカロテンを豊富に含み、体の粘膜を保護する効果もあります。そのため抗

酸化作用が高く、癌などの病気を予防してくれるのです。特に最近、抗酸化作用が高い成分として注目されているの

が、トマトに含まれている「リコピン」やブロッコリーに含まれている「ルティン」など。どちらも緑黄色野菜ですね。

淡色野菜とは、タマネギ、キャベツ、カリフラワー、大根、白菜、らっきょうなど淡い色の野菜です。特にタマネギに含ま

れる「硫黄アリル」という成分は、免疫力を高める効果に優れているのです

乳酸菌（ヤクルト菌）が生きたまま腸まで届くと、悪玉菌の働きを抑えることもできるということが、長年の研究で解明さ

れています。１日１本を基本に飲み続けると、便秘が解消され腸内が活性化されるので、免疫力が高まるのです。便秘

気味の方はもちろん、「風邪をひきやすくなった」とか「免疫力が落ちてきたかな？」という方にもオススメの健康飲料で

す。

免疫力を高めてくれる「酵素食品」と呼ばれるものには、納豆やキムチなどの発酵食品や、ヨーグルトなどの乳酸菌を

含む食品があります。

 

2010/05/08 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/07

滋賀医科大（結果悪し）

天気・体調変化・副作用など

5/7（金）朝は小雨、昼間は雨、夕方には上がっていた。

起床（6：00） 

苦しい、寝られず、困った、どうしよう！

体調（13回目アービタックス投与後0日目） 

寝不足です。 

肝臓の腫れと直腸の圧迫感で右腹が張って痛む。 

今日、Ｄｒに相談する予定。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（6：20～）

滋賀医科大へ（8：15～） 

今日は採血とアービタックス投与の予定、それと治療の相談。 

病院着（9：10） 

体温、血圧、採血をして椅子で待機。

Ｄｒが血液検査の途中結果を持ってきて「白血球数が4000、LYMPHが20.8%でリンパ球数が

800ほどなので、今日もイリノテカンは無しで、アービタックス単剤にしましょう」と云う事でし

た。 

 

看護師の問診で「腹の張りで夜寝られない事」を告げると、モルヒネなどの痛み止めを勧め

られた。 

後で、薬剤師が来たので、「昼間に痛む事はなく、寝ていると背中や腹などが圧迫された鈍

痛がある」と伝えると「オキシコドン（オキノーム散）」という医療用麻薬があり、モルヒネの前

段階で安全な薬だと説明された。 

これは痛む時だけ頓服のように飲むタイプで、即効性があり30分で効き始め６時間は持続

するので寝る直前に飲めば良いそうです。 

副作用も「眠気」、「便秘」、「吐き気」などがあるが、どれも軽い症状らしい。 

今後の事もあり、取り分け「オキノーム散5mg」を処方して貰う事にした。 

（いよいよ緩和ケアーの世界に入ってきた）

点滴開始（10：40～） 

①デカドロン3.3mg＋ポララミン5mg、30分 

②11：10～アービタックス400mg、60分。 
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③12：20～生理食塩水100ml、60分。（経過観察１時間） 

点滴終了（13：20）

今後の薬、治療についてＤｒに聞いてみた。 

「5/19の久留米大受診でリンパ球数が1000以上必要なので、今はイリノテカンは投与できな

いが、その後は量を減らして投与する事は出来る。」 

「アービタックスの代わりにアバスチンを投与する事も出来るが、劇的に良くなる事は期待で

きない。」 

「アバスチンを投与すると腸閉塞時の緊急手術が出来なくなるのでは？」と聞くと、「それを

怖がっていてもしかたない」とのお答えです。

結局、もう次の有効な手は無いと云う事です。 

①もし順調に行けば、久留米大の「ペプチドワクチン」を受けつつ、少量の「イリノテカン」などを併用する。 

（奇跡的にワクチンが効くかも知れないが、それまで体が持たなさそう） 

②ワクチンが受けられないならば、「イリノテカン」、「アバスチン」など効果が無くなるまで投与する。 

（副作用で苦しみ、結果的には寿命を縮めそうです）

血液検査の結果は最悪です、推移グラフを見ても過去最悪の状態を示しています。 

腫瘍マーカーは871→1435と跳ね上がり、総ビリルビンも1.12→1.39と基準値を超え、黄疸の

兆候が見えてきました。 

黄疸は2.0に近づいてくると見た目で黄色と分かるぐらいになるそうです。 

その他、肝機能数値も悪くなっていて、これから更に悪くなるかと思うと憂鬱です。

リンパ球数は832（4000×20.8%）と1000以下で再来週の検査をクリアー出来ないかも知れない。

血液検査結果 

検査数値    （基準値）  （3/24）→（4/8）→（4/21）→（5/7） 

 白血球数   （3.3～8.1）   3.80 → 2.50 → 4.50 → 4.00 

 赤血球数   （4.3～5.3）   3.70 → 3.82 → 3.76 → 3.10 

 血小板数   （162～329） 168 → 135 → 111 → 129 

 GOT      （10～35）   45 → 49 → 65 → 76 

 GPT      （5～35）    32 → 35 → 51 → 42 

 LDH      （130～250）  452 → 490 → 733 → 1184 

 ALP      （100～330） 442 → 496 → 591 → 560 

 γGTP     （10～75）  205 → 244 → 255 → 247 

 総ビリルビン （0.1～1.0）  1.13 → 0.99 → 1.12 → 1.39 

 腫瘍マ・CEA  (5.0以下）  633 → 580 → 871 → 1435 

 LYMPH    （15～48%）  15.3 → 29.4 → 22.9 → 20.8

 

昼食（13：40～） 

６Fの食堂で、いつもの「きつねそば」と初めて「雑炊セット700円」を注文してみた。 

味は「親子丼のお粥版」で、その他「豆腐」、「長芋」、「大根おろし」が付いている。 

量は少なめでしたが、まぁ～美味しい方かな？ 

  

  

 

帰路（15：00～） 

途中、「赤ちゃん本舗」に寄って買い物をして、「鮎家の郷」でトイレ休憩。 

「さかな王国」というコーナーが出来ていて、琵琶湖の魚を水槽で飼って鑑賞できるようにし

ていた。 

ソフトクリームを買って出発。 

  

 

娘宅（17：30着）

帰宅（18：00）

ＭＹロ散歩（18：10～）

就寝（23：00～）

【オキシコドン説明検索・参照】 

オキシコンチン錠／オキノーム散（一般名オキシコドン） 

がんの疼痛緩和に最も多く用いられる麻薬、それがオキシコドンです
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わが国では、効果の“長い”オキシコドンとして、オキシコンチン錠（塩野義）が2003年夏に発売され、その後、効果

の“短い”オキシコドンであるオキノーム散（同社）も発売されました。 

待たされましたが、やっと“長・短”の両方が揃って安心です。 

長時間型と短時間型の使い分け 

がん患者さんの体の痛み（疼痛）は、1日中継続する“持続痛”と、その上さらに痛みが増す“突発痛”とに分けられま

す。これらに対応する麻薬にも、“長時間作用型”と“短時間作用型”とがあり、それぞれを使い分けています。すなわ

ち、長時間作用型の麻薬を使って持続痛を抑えながら、突発痛が加わった場合には、短時間作用型の麻薬を臨時追

加（レスキュー投与）するわけです。 

もしもの話ですが、突発痛に際して長時間作用型の麻薬を追加してしまうと、半日以上にもわたって血中麻薬濃度が

著明上昇したままの状態となり、副作用の面で大変に危険です。そんなことにならないよう、突発痛に対しては、血中

から速く消えて無くなる短時間作用型の麻薬が追加されるのです。 

麻薬の1種であるオキシコドンにも、長時間作用型の“オキシコンチン錠（徐放性の錠剤）”と、短時間作用型の“オキノ

ーム散（速放性の粉薬）”の2種類があり、通常はオキシコンチン錠を1日2回服用しながら、突発痛が襲った際には、オ

キシノーム散をレスキュー投与するといった具合に使い分けます。 

さて、持続痛と突発痛のそれぞれに対応する麻薬ですが、普通は同じ成分のものを選択します。しかしながらオキシコ

ドンの場合には、2003年に長時間作用型の製剤（すなわちオキシコンチン錠）だけが発売され、短時間作用型の飲み

薬は未発売であったことから、突発痛を同一麻薬でレスキューする手段がなく、多少困った状況でした。当時も短時間

作用型の注射剤は存在しましたが、これでは突発痛に際して患者さん自身が投与する訳にもゆかず、大変に不便でし

た。 

そうした状況を改善すべく、飲み薬の短時間作用型オキシコドンが強く要望され、今年になってオキノーム散が発売さ

れるに至りました。オキシコンチン錠からオキノーム散の発売まで、4年近く待たされたことになりますが、これで長時間

作用型と短時間作用型の両オキシコドンが揃い、使い勝手は格段に向上したと言えるでしょう。 

オキシコドンが好まれる理由 

がん患者さんの疼痛管理に使われる麻薬（強オピオイド）は、モルヒネ製剤、フェンタニル製剤（デュロテップ・パッチな

ど）、そしてオキシコドン製剤の3つに大別されます。なかでも近年、最も多く用いられている麻薬がオキシコドンであり、

状況はアメリカにおいても同様です。 

かつて、がん性疼痛緩和を目的とした麻薬使用は、モルヒネが主体でしたが、モルヒネを上回るいくつかの利点がオキ

シコドンに認められた結果、モルヒネよりも好んで使われるようになっています。表には、長時間作用型のオキシコンチ

ン錠を例にとり、オキシコドンの利点をいくつか列挙しました。簡単ではありますが、順次ご説明しましょう。 

まず副作用です。軽い副作用としては、吐き気や皮膚の痒みなどがあり、その頻度はモルヒネよりも若干少ないとされ

ています。幻覚に関しても、欧米の臨床試験では若干少ないと報告されました。なお、眠気を生じる場合には、それを

防止するための目覚まし薬がありますから、気になれば医師にご相談ください。また、程度の差こそあれ便秘ぎみにな

るので、便を柔らかくする薬が同時に処方されます。重篤な副作用は、モルヒネと同様に“呼吸抑制”です。オキシコド

ンを服用中の患者さんが不自然に眠ってばかりいるときには、その際の呼吸回数をご家族が数えて、通常よりも減って

いるなら迷わず医師に連絡してください。 

鎮痛効果はモルヒネと同等ですが、モルヒネのような個体差（患者さんによって効く・効かないの差）は少ないようです。

服用から鎮痛効果が得られるまでの時間は、大半の患者さんで1時間程度と速やかです。なお、体内に蓄積するとい

った心配などは無用で、薬物依存性もありません。ただし、精神不安を紛らわせる目的で、必要以上の服用を続ける患

者さんが稀におられますから、注意は必要です。オキシコンチン錠では、錠剤を特殊な工夫でコーティングしているた

め、消化管の中でゆっくりと溶け出し、12時間の安定した効果が持続します。したがって、服用は1日2回で済みます。 

また、5ミリグラムという非常に少ない含量の錠剤から用意されていますので、初めて麻薬を使う患者さん（おそらくは少

量でも効果あり）には、大変便利です。がんの進行に伴って痛みが増す場合にも、細かく用量を増やしていけますか

ら、その点でも5ミリグラム錠は大いに役立ちます。ちなみに、オキシコドンは量を増やせば増やすほど効き目が強くな

り、副作用が問題とならない限り、どこまで増やしても良いとされています（ただし、あまりにも量が増えたなら、モルヒ

ネ注射などに変更します）。 

 

2010/05/07 ２.医療・病気（病院関連） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/03

ＢＢＱ
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天気・体調変化・副作用など

5/3（月）晴れ。

起床（7：30） 

腹が張って苦しい。

体調（12回目アービタックス投与後5日目） 

夜中に胃がムカツクし、腹は張って苦しく背中も痛い。 

本当にそろそろモルヒネが必要になってきたかも知れない。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（8：00～） 

晴れて良い天気です。 

公民館では祭りの準備をしている。

ＢＢＱへ（11：00～） 

連休で子供たちも揃うので今日は皆でＢＢＱへ行く事になった。 

まずはコンロや七輪、シ－トやイス等の準備と材料の買出しなど・・・。 

私は少し準備をして休憩している間に、ついウトウト寝てしまった、疲れてるかな？

出発（12：40～） 

皆が揃って荷物を車に積み込み出発、場所は「さいかち浜」へ。 

連休で道は混んでます、裏道を通り「さいかち浜」付近へ行くが、あちこちでＢＢＱをやってい

る、どこの駐車場も一杯です。 

仕方なく、豊公園を少し越えた所へ行く事にした、そこは前回の花見の時に確認しており、ト

イレも有るし駐車場も充分広い。 

何組かがＢＢＱをやっているが場所も確保できたので、今回はここでやる事にした。

もう何回もＢＢＱをやっているので、皆、慣れたものです。 

メニューは定番の「焼肉」、「焼きそば」、「卵焼き」、「焼き野菜」・・・など 

外で食べるのは美味しい、ほとんど食べれないけど。 

  

  

 

病気になってからのＢＢＱ・・・、もし元気な時だったら、ビールをガンガン飲んで、腹いっぱい食べて、陽気に笑って大声で駄弁っ

ていたでしょう。

何か野鳥がいるかもと、カメラを持って散策へ行ってみる。 

「シジュウカラ」、「エナガ」、「カワラヒワ」などを発見するが、中々上手く撮れない。

４時になったので後片付けをして帰るが、暑いのと食事の味が濃いかったせいか「ソフトクリ

ーム」を食べる事になり、近くの「楽市」フードコートに寄った。 

フードコートで売ってる品物は全般に安そうですが、久しぶりの「ソフトクリーム」は美味しか

った。

帰宅（18：00） 

 

ＭＹロ散歩（18：15～）

就寝（23：00～）

 

「写真」

 

「シジュウカラ」 

 

「カワラヒワ」 

 

「エナガ」
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2010/05/03 １.日記・記録のみ（その他） ¦ 固定リンク  

 ¦  
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2010/05/02

鮎釣り

天気・体調変化・副作用など

5/2（日）晴れ。

起床（6：30） 

釣りに行くので早めに起床。

体調（12回目アービタックス投与後4日目） 

腹の張りは相変わらずで、苦しい。 

体が少しダルイかな。

 

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。

MYロ散歩（7：00～） 

今朝は9時から釣りをする予定なので、散歩がてら川を偵察。 

ガラガラです、１人だけが釣っています。 

「どうですか？」と声をかけると、 

「今、来たばかりだけど、釣れないのかなぁ？、誰もいなし・・」と不安そう。 

「昨日は結構人も多く、良く釣れてましたよ！」と言って、良い場所は教えず戻りました。 

 

鮎釣り（8：45～） 

9時にHRっちんと約束していたので、息子と一緒に釣り準備をして川へ。 

朝はガラガラだったけど、既に5～6人はいる、また、昨日メチャ釣れていた場所は占領され

ていた。 

既にHRっちんが釣っていたので、その横で、早速、釣り開始（9：00～） 

  

 

釣りだして10分、息子が１匹あげて、それからは、まぁ～、ボチボチ釣れだした。 

鮎のサイズが中途半端に大きい、7～8cmぐらいが多い。 

天ぷらや唐揚げなら5～6cm以下がエラや中骨が気にならなく、柔らかくて美味しいのに・・・ 
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12～3cm以上なら塩焼きでもいけますが、そのサイズはまだ居なさそう！ 

  

 

２時間程釣っていたら足の先が痺れてきて指が吊りだし

た、急遽、家に戻りひと休憩、妻と交代です。 

（体力が無く、副作用の手足の痺れと指先の割れなど、

この程度の軽い釣りが、今の私の限界か？） 

30分ほど休憩して川に戻り釣っていると、SKさん達がや

って来た。 

まだ釣れていたがエサが無くなり、12時半で納竿！

皆、家に集まり、昼食をする事になった。

メニューは、「ピザ」、「寿司」、「フライドポテト」、それに釣ってきた「小鮎の唐揚げ」。 

小鮎は小さめのサイズだけを唐揚げにして、残りは「山椒醤油煮」と「素焼き」です。 

あ！、そうそう釣果は77匹でした。（３人＋知人10匹） 

小鮎の唐揚げ、美味しいです、久しぶりです。 

以前は、１人で良く釣りに行って100匹ぐらいは釣ってました。 

ビクで持ち帰りハラワタを出して冷蔵庫に入れておくと、妻が天ぷらにして夕食のおかずでし

た。 

妻は鮎が好きで、いつも美味しいと言ってぺろっと平らげます。 

そういえば、最初の頃は妻と一緒に釣りにも行ってたなぁ～！ 

  

  

  

 

食事も終わり、皆で大藪浜まで散歩（15：30～） 

琵琶湖を眺めながら、ベンチでいっぷくです、波は全く無い、べた凪の湖面です。 

 
20年前に引っ越して来た時、ここで琵琶湖を眺め子供時代を思い出し、帰ってきて良かった

と思い、この綺麗な琵琶湖を眺めながら、ず～とここに住もうと心に誓っていました。 

しかし、後、何日、何回、ここに来れるのか？ 

今日も琵琶湖は綺麗に輝いています・・・

その後、Ｋちゃん宅で酒盛り（16：30～） 

ビールと焼酎、私はピーチジュース。 

懐かしい音楽を聴きながら、雑談を・・・

帰宅（18：30）

就寝（23：00～） 

ちょっと疲れた、明日はＢＢＱ、行けるか？！

 

2010/05/02 ３.思い出（出来事など） ¦ 固定リンク  

 ¦  

2010/05/01

来客

天気・体調変化・副作用など

5/1（土）晴れ、良い天気です。

起床（8：30） 

右腹がまだ苦しくて熟睡できなかった。

体調（12回目アービタックス投与後3日目） 

昨日のＣＴ検査結果では、それ程でもないという事だったが、昨夜は一晩中、右腹が痛んだ。 
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我慢できない痛みではないが、苦しい。 

折角の連休で、子供や親戚や友が来る予定だが、厳しそう。

今日のＬｉｆｅWorkと出来事、つぶやき。 

妻を送る（9：00～） 

MYロ散歩（9：30～） 

連休で天気は良い、川は釣り人で賑わっている。 

私も、明日は出来るかも？！ 

  

 

午前の散歩（12：30～） 

良い天気です、体調を整える為に大藪浜まで散歩。 

体調が悪いと死を意識する、天気は良く気持ちい良い筈だが、やはり気分は落ち込んでし

まう。 

八重桜がまだ綺麗に咲いています。 

  

 

ＨＲっちんが来た（15：30～） 

土産に「果物トマト・スイート」と「釜揚げしらす」を頂いた、これが美味いんだ！ 

よく見ると竿を持参して来ている、探りを兼ねてチョット川へ釣りに行ってみた。 

エサも仕掛けも充分ではなさそうだが、取り分け、竿を出して見るが釣れない。 

隣の人も全く釣れないと言っているが、もう少し下流の方では少し釣れていそう。 

30分ほどで納竿し、知人がいたので行ってみると、そこだけメチャ釣れてました。 

気を良くして、明日、９時に集合、釣りの約束をして別れる。

  

  

  

  

 

散歩（17：00～） 

妻を迎えに行って、娘とＭＹロで金亀公園を散歩する。

息子が帰宅（22：30）

就寝（23：00～）
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