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8 月 •9 月・ 10 月の行事予定
• 音楽療法（名大病院ナディック） 8月4日・ 9月 8日・ 10月 13日…

・定例役員会（東海事務所参加歓迎） 9月 5日・10月 3日・11月 7日（土）

・一日交遊会 8月22日（土）

・医療講演会（小牧） 9月 6日（日）

・一泊旅行 11月 14日～15日（土日）
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本年度の全国大会茨城大会

会長 木村順一

今年の友の会の全国大会は， 6月 23, 24日に水戸で行われました。茨城県支部は 20

年前に大会をして、今度は第 2回目とか。

今年は「難病新制度元年」ということで、力の入った大会だったと思います。

医療制度や医療費助成など新しい制度ができたこと、パーキンソン病に限ってでは、

患者の数が増えて、今年は 15万人だが数年後には 20万人になるという予想です。こ

の数の変化は、将来、制度の見直しをまたせざるを得ない問題が起こるかもしれませ

ん。今回の総会では議案の修正動議がでました。現在、会は「一般社団法人」ですが、

将来「公益社団法人」に移行していくという本部案が出たときのことです。公益社団

法人は税制面での優遇などメリットがあり、何よりも組織としての信用度が増します。

修正動議の謂わんとするところは、その手続きが複雑になり、ただでさえ忙しい支部

の仕事がさらに過重になるのではないかということです。本部の説明では、友の会設

立の当初から公益社団法人化を目指してきたし、移行しても、支部の運営に独立性は

認めていくとのことでした。最後は多数決で原案どおりになりました。この問題は今

後もよく検討しながら進めていかねばなりません。

また全国大会に引き続き、今年は JPC（日本パーキンソン病コングレス）という会が

創設され、会場は同じで、引き続き 24、25日に第 1回目が行われました。コングレス

というのは、代表者・委員などによる会議とい う意味の言葉だそうですが、学会など

ではおなじみの言葉です。

パーキンソン病に関する会議は、患者を中心とした友の会があり、医師の側では神経

内科や神経疾患の学会などがあります。 JPC設立の意義は、今までの二つに分かれ

ていた患者と医師等の関係者が一堂に集まり、この二者が対等な立場で、諸問題にあ

たろうということです。

机なしでイスだけを並べた会場にぎっしりと参加者が集まり、第 1回目の熱気を感じ

ました。二日目はちょっと参加者が少なくなっていましたが、主催者の話では初日は

500名の参加だそうです。

懇親会は友の会とコングレスと 2回ありました。愛知県からの参加は会場が茨城と遠

いので、友の会の仲間だけと思っていましたら、愛知県からは 8名みえました。

豊橋の方、刈谷の方、友の会会員でなくても自主的に参加され、コングレスは注目度

が高いということでしょう 。参加の方の何人かがこの会報に記事を寄せておられます。

またこんなエピソードもありました。埼玉県の患者さんが私の席に来られて、「姉が名

古屋の緑区に住んでいる。その姉も友の会の会員です。愛知県の方と知って姉を思い

出し、懐かしい気持ちです。‘‘妹も元気で大会に参加しているよ’' と是非伝えてほし

い。」と頼まれました。大会が終わって、翌日、早速電話しました。

電話だけの会話でしたが、お姉さんの声からは、仲良しの姉妹、という情感が伝わっ

てきました。私は一人っ子なので、兄弟や姉妹の味を知りませんが、何となく暖かな

気持ちになりました。姉と妹、住まいは遠くても病気に負けず幸せにお暮らし下さい。
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医療こぼれ話

名古屋大学平山正昭

6月にアメリカのサンディエゴで 19thInternational Congress of Parkinson's Disease 

and Movement Disordersという会議がありました。パーキンソン病関連としては一番

大きな学会です。今回はその会議での最新のトヒ°ッ クスをお話しましょう 。

しかし、難しい話から入るとつまらないでしょうから、まずはサンディエゴの紹介から。

サンディエゴはアメリカの西海岸ロサンジェルスの南にある海岸線沿いの風光明媚なと

ころです。観光客も多く、大規模なコングレスセンターがあるのでよくアメリカの学会

はここで行われることが多いようです。気候は温暖ですし、比較的治安が安全というこ

とでアメリカの中でも人気の都市のようです。ただし、私の感じでは、温暖なお陰でホ

ームレスも住みやすいのか街中にホームレスがあふれていました。

外国人は、ランニングが好きです。よく公園でランナーを見かけます。サンディエゴは

海岸線にあるのでジョギングにはちょうどいいところです。私もつい走りたくなって街

でシューズとシャツを買って朝走ってみました。気持ちよかったのですが、行きは海岸

線を通ったのでせっかくだから違う道で帰ろうとして小高い山の上にある公園を目指し

ながら走ったら、どうやらそのあたりは高級住宅地らしく道が入り組んでいます。門が

なく知らないうちに家の庭のようなところに出てしまうことがあったり、道が途切れて

いたりと行きの 2倍の時間がかかりました。後から考えると怪しいアジア人が勝手に庭

に入っていたのですから間違って銃を突きつけられるということがなくてよかったです。

では、真面目な学会の話に移りましょう。

学会は 6月 14日から 6月 18日まで行われました。ハイアットホテルというところが会

場です。隣はすぐに海岸線沿いですので、カフェでのビールの誘惑を抑えながら会場に

いなければいけません。英語の講演と誘惑の二重苦です。

初日は、パーキンソン病の治療のマネージメントを過去、現在、未来への期待を含めて

の総合的な教育講演です。この学会は、研究発表よりもこうした教育講演やレビューが

主体です。午後からはパーキンソン病以外のジストニアなどの治療やパーキンソン病の

非運動症状の治療などになります。パーキンソン病関連の会議は総じて、朝早く夜は遅

いものが多いです。次の日からは 8時開始で終わりは 19時半、全て出ていたら疲れて

しまいます。私は専門が非運動症状なので、消化管症状とパーキンソン病などのセッシ
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ョンを聞きました。ただ、それらの話はあくまでレビューが主体で最新のものでないも

のも多いので、ポスター発表の中から気になった報告を何個か今回は紹介します。

1) まずは、渡辺先生が教授の大幸にある“脳とこころの研究センター’'が行っている

MRIですが、最近は、 restingfunction MRIといって MRIを用いて脳血流の変化を測

定し、その変化からどの部分とどの部分に関連があるかを調べる研究が盛んです。人間

の脳血流の変化は老化しても脳の中の関連はそれほど変わらないそうですが、病気にな

っていろいろな症状が出てくるとその関連性が失われたり、逆に強固になってきたりす

るようです。私自身まだ完全に理解できていないのですが、睡眠障害や匂いの障害が出

るとその関連性が変わるみたいです。まだまだこれからの分野ですがすくみ足などの脳

機能の関連度か何かわかるといいですね。

2)パーキンソン病患者さんで心臓の交感神経が初期から障害されるということは有名で

す。ですから、パーキンソン病の患者さんの診断として心臓の交感神経を調べる MIBG

というシンチグラフィーを行います。頭の病気なのになぜ心臓と思うかもしれませんが、

これは実は名古屋大学が最初にパーキンソン病で障害されるということを報告していま

す。最初は、頭の病気で心臓を調べるのですか？と学会でもかなり言われましたが、そ

の後私もパーキンソン病の自律神経障害とちゃんと関連するのだと報告してから少しは

市民権を得ました。また、最近は DATスキャンという脳のドーパミンの量を測れるよ

うになりましたが、こちらはパーキンソニズムのある患者さんはすべて異常になってし

まうのでパーキンソン病関連の病気を区別できません。両方組み合わせることで診断を

より確実にできるのですが、どちらも値段が高いので全て行うのには気が引けます。さ

て、報告では、腸の副交感神経を測るためドネペジル PETを撮影したところ、膵臓と

小腸がパーキンソン病の初期から低下しているということでした。パーキンソン病とい

うとドーパミンの異常ということでその関連であるノルアドレナリンと交感神経が結び

つくのですが、最近は匂い障害などの関係でアセチルコリンにも注目が集められていま

す。また、パーキンソン病患者さんの腸管内細菌に異常があり、小腸では本来は発育し

ないはずなのに健康な人よりも細菌の量が多いと言われています。今回初期から、腸な

どが障害されることを画像として証明したのでパーキンソン病と腸管の関連が病期の進

行にますます関連があるのだと興味を持って見ていました。

3)上述した DATスキャンですが、基底核にあるドーパミンの量を測っているので、

理論的にはパーキンソン病患者さんであればすべて低下するはずです。しかし、パーキ

ンソン病と診断されながら DATスキャンを行っても正常な患者さんがいます。これを

cans without evidence of dopaminergic deficits (SWEDDs) と呼んでいます。どうい
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った人がこのようになるかをいくつかのグループが報告していました。まず、振戦が主

体の人、奇妙なジストニア（体の一部が妙に曲がってしまうことなど）に多いようです。

また、臨床症状を見ると SWEDDsのほうが鬱や起立性低血圧など非運動症状が多いこ

となどが報告されていました。逆に嗅覚の異常は SWEDDsの方が軽いようです。逆に

DATスキャンが異常でもすべてがパーキンソン病というわけではありません。基底核と

いう部分が障害されてしまうと黒質のドパミン細胞は正常でも異常に出てしまう可能性

もあります。あくまでも画像は補助の診断ですので 10 0％ではないのでその辺りをし

っかり考えて診断することが重要です

4)以前はパーキンソン病の治療には若い人では特にドパミンアゴニストから始めましょ

うと言われてきたのですが、たくさん使われるとその負の面が明らかにされています。

確かにドパミンアゴニストを使うとジスキネジアの出現は低下します。しかし、 ドパミ

ンアゴニストは傾眠、急な睡眠、吐き気、線維症、むくみ、病的な賭博や性欲の充進な

どの嫌な副作用があります。特に病的賭博や性欲の充進は患者さんの人格問題にもなっ

てくるので重要な問題です。このような観点からもう一度治療法を見直そうとされてい

ます。医師の反省としてジスキネジアの事ばかり考えて副作用に目を向けなかったこと

への反省です。このように書くと今まで先生の言われるように服用していたのにと批判

も出るかもしれませんが、私はすべての物事は反省の上に成り立ってこそ進歩を遂げる

と思います。新しい方法が出た時にはだれでもそれに飛びつきます。でも、その悪い点

はあとから出るものです。スマートホンが出てから圧倒的に携帯電話の利用が便利にな

りました。一方、ラインなどソフトは既読が出るために直ぐに返事を返さないといって

いじめの誘引になっていて規制の対象になろうともしています。アゴニストの使用も今

転機に来ています。病的な賭博や性欲の充進が起こるかもしれない薬を最初から推薦す

るのはどうだろうかとか、海外と違って少量で I-dopa製剤を使用している日本も海外と

同じように薬の使用をするべきなのかとか。ある場所でのセミナーでは 60歳以上のア

ゴニストの使用は全く出てきていませんでした。この辺りは、長くなりますので次回の

会報で書こうかと思います。

5)パーキンソン病の診断を生検で行おうというものがあります。パーキンソン病は aシ

ヌクレインというタンパク質が脳の中に出てくる病気ですが、最近は、それよりも前に

全身に出てくると考えられています。そのため、嗅球生検や、皮膚生検、唾液腺生検、

大腸の生検が行われました。その中で大腸の生検でパーキンソン病がわかると報告され

ていたのですが、ルクセンブルグの先生たちから正常の萬齢者でもある程度出てしまう

ので結局診断の助けとはならないということです。このことは、大変な目をして生検す

るのはあまり利益がないことになってしまうのですが、逆に考えると正常でも腸管に異
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常なタンパク質が出てしまうことを示しています。そうすると、どのような人は腸管だ

けで aシヌクレインがとどまって、どのような人は頭の中にまでaシヌクレインができ

てしまうかということになります。私もこの辺りに興味があっていま研究の対象にして

います。

6)消化管ということで面白かったのが、胃潰瘍の治療とかで迷走神経切除を行った人は

パーキンソン病になりにくかったという報告がありました。何度も書きますが、パーキ

ンソン病は消化管や匂いの異常から最初に始まります。以前は有効な治療法がなかった

ので、胃潰瘍の治療に迷走神経切除を行っていました。迷走神経は胃腸につながってい

ます。胃腸で出来た aシヌクレインが迷走神経を伝って脳の中に入ってくるという考え

方があります。だから、切除した人は病気になりにくいのだという理屈です。確かにこ

れこそアイデア勝負の報告です。デンマークの報告でしたが逆に考えると患者さんの情

報をちゃんと保管してあとの人たちに利用している研究です。残念ながら日本ではデー

タが共有化されていませんし、政府は興味もなくて予算もついていませんので我々から

考えると羨ましい研究でした。

7)皆さんの興味がある薬の話。例えば、日本では、薬が切れた時にしか皮下注射で使っ

ていないアポモルフィンですが、これが海外では持続的皮下注射で使用されています。

しかし、しかしこの薬の問題は、注射したところが発赤することです。そこで製剤を工

夫してその副作用を減らそうとしているようです。また、皆さんが飲んでいる I-dopa製

剤ですが、この薬はよく効きますが半減期が短いのですぐに血液中からドパミンが減っ

てしまします。そこで徐放剤と行ってゆっくり溶けるようにするといいだろうと考えた

のですが、これだとすぐに血液中の濃度が一定まで上昇しないので効いた感じがしませ

ん。そごで早く吸収する部分とゆっくり吸収する部分を組み合わせた薬が報告されてい

ます。こちらはなかなかいい印象のようです。更に、今この I-dopaを貼り薬で出して消

化管からの吸収に左右されないようにしようという試みもされています。なかなか皮膚

からの吸収が悪いらしく難渋しているようですが期待の持てる報告でした。

8)最後にこぼれ話のような報告

我々が行っているものを見るときに出てくる脳の活動の異常の検査ですが、最近では網

膜にも異常が出ることが報告されています。網膜は外から厚さを測れるのでレーザー光

線の技術のお陰で細かく測れるようになりました

ひとつは、頭蓋骨の上から微弱電流を流したらパーキンソン病の症状が良くなったとい

う話。経頭蓋的直流電流刺激というのですが、要するに寝ている間に 20分ぐらい電池

を頭にくつつけて電流を流すというもので、本当に脳の中にまで電流が流れるのかな？
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you tubeにもこの治療が見つかるのですがちょっと怪しい先生が出てくるのでほんと

かな？というところです

PS 

やはり海外旅行は疲れます。夜は必ず 1時か 2時には起きてしまって寝ることもできな

いのでメールの整理をします。逆にメールのやり取りがスムーズでした。でも、時差ボ

ケが治った頃に日本に帰ってくるのでまた時差ボケです。役立つというのでメラトニン

という薬を持っていったのですが私には、逆に昼眠くなるだけであまり役立ちませんで

した。

EBMとオーダーメード治療

第45回 パーキンソン病と概日リズム

名古屋大学脳とこころの研究センター 渡辺宏久

パーキンソン病患者さんの腸内細菌の研究が、次の段階に入りました。ひとつはやっと

ヤクルトさんのご協力で以前に協力してもらった人をもう一回便検査を行うことにしま

した。今度は以前行ってもらった人にもう一度再検査して腸内細菌の違いで病気の進行

に差がないかを検討します。以前参加された人を順次お願いしますが、皆さん快く引き

受けて頂いて助かっています。この研究は現在、今度入ってくれた湊さんが主体になっ

てやってくれています。

更に、その腸内細菌の役割を今度入ってくれた鈴木さんが行ってくれています。具体的

には腸内細菌はいろいろな物質をつくつているのですが案外その研究はされていません。

今腸内細菌の部分に関しては論文に投稿しているのですが、違いが出てもその役割が十

分わかりませんでした。もし、いい結果が出たら皆さんにどうしたら病気が進みにくい

かを伝えることができないかと期待しています。

前回書きましたが、やっと秘書さん兼任として大学院生が私の研究室に待機しています。

研究に賛同してくれる方ご連絡ください。協力していただける人はメールは

daikouneurolab@gmail.comにご連絡ください。私の研究室は 0527191184に大学院生が

待機していますので宜しくお願いします。研究内容はその時に詳しくお話しします。

ここで待機してくれているのは湊さんといいますが、彼女はなかなかユニークな発想を

しています。彼女の発案で、パーキン

ソン病の匂いの改善方法を試していま

す。まだ一人しか試していないのです

が、匂いが 3点しかなかった人がなん

と1ヶ月の治療で 5点まで上昇しまし

た。一人だけだと疑わしいので早速も

う一人試そうかと思っています。彼女

は、私と同じ漫画好きのアニメ好き。

これを明かされるのは彼女は嫌みたい

ですが、漫画好きのほうが発想は豊富

です。別にコスプレするのじゃないか

らいいじゃないのと言っていますが、

書いてしまうと怒られるかも。

． 

1' はじめに

昨日は山梨で講演し、今朝起きたら電車が台風のために動いておらず大変な目にあいま

した。台風は今晩、四国付近に上陸の可能性と確認していたので移動には問題無いと思

い込んでいたのが敗因です。たまたま午前中に大切な仕事が無かったので良かったもの

の、何が起こるか分からないなぁと思いました。

．
 

ということで今回の原稿は、移動時間を使って記載していました。新幹線N700で移動す

る時は座席にコンセントがあって電源確保が出来るのですが、それ以外の時にはパソコ

ンの電源確保が出来ないことも多いので、 2台のパソコンを持ち歩いております。今回

はそのお陰で、支障なく仕事をこなすことが可能でした。いつも、そんな重い荷物を持

ってどうするのと言われますが、こちらは備えあれば憂いなしであったかと思います

（苦笑） 。

本連載は根拠に基づいた医療’'EvidenceBased Medicine, EBM"の現状、個々人に合わ

せたEBM実践の現状、 EBMは無いけれども実際に用いられている治療の現状をご紹介して

おり、ここしばらくは、最近のトピックスや良く患者さんやご家族からいただく質問の

内容をテーマに取り上げてきました。

今回は、あまり聞き慣れない言葉と思いますが、パーキンソン病と概日リズムに関する

ここ数年の話題について触れてみたいと思います。

2. 概日リズムとは

我々人間を含めて地球上の生物の多くは、約 24時間で繰り返される生理学的、行動学

的なリズムを持っています。この リズムのことを概日リズム（サーカディアンリズム）

と言います。実際には、このリズムは 24時間では無く、 25時間程度であるため、’'概”

日リズムと呼ばれています。

ヒトにおいてこのリズムを作り出す時計の中核的な役割は、左右の視神経が交差してい
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る場所にある視交叉上核という構造物が担っています。視交叉上核はそれ自身がペース

メーカーとして働いているのですが、先に述べたように正確に 24時間周期では無いた

め、時間を毎日調節する仕組みが必要になります。

その調節する仕組みが、光、身体活動、食事などです。視交叉上核は外界からの光の情

報を網膜にある細胞などを介して受け取っており、特にメラノプシンを発現する細胞は、

外の光に反応して、’'日中である”ことを視交叉上核に伝えています。この光の情報が

視交叉上核に伝達されると細胞のリズムが同期・増幅され、身体の各部位にその情報が

伝達され、概日リズムを生み出しますし、睡眠と覚醒に深く関わるメラトニンの合成や

副腎皮質ホルモンの分泌もなされます。

律神経において症状の日内変動を認めることはよくご存知かと思いますが、 一般にはウ

ェアリングオフをはじめとする治療との関連と考えられているこれらの症状の一部は

概日リズムの乱れが原因となっている可能性があるのです。

実際、パーキンソン病の患者さんでは、ウェアリングオフ現象やオンオフ現象を認めな

い時期から、午後から夕方にかけて症状の増悪を認めることが知られています。この増

悪はレボドパ内服のタイミングや血漿中濃度、レボドパの薬物動態とは無関係であり、

薬剤による影響とは考えづらく、内因性ドパミンの日内変動の影響が考えられています。

また、夜間の身体活動はむしろ上がり、全体に身体を休めている期間が短縮することに

より、健常の方々に比べて身体活動の日内変動（メリハリ）が平坦化することも知られ

ています。

その他にも、時計遺伝子と呼ばれる遺伝子群が概日リズム形成に重要な役割を果たして

います。また、視交叉上核は、網膜以外にも、パーキンソン病で障害を受けやすい部位

（縫線核、前脳基底核、橋、延髄、後部視床下部など）からも入力を受けています。さ

らに、ほぼすべての器官や組織には末梢時計が存在し、視交叉上核からの指示を受けた

り、末梢の情報を視交叉上核に伝えたりしています。

3. パーキンソン病と概日リズム

ドパミンは、概日リズムの形成において重要な役割を果たしています。またドパミンの

代謝と活動は概日リズムに強く影響を受けています。線条体におけるドパミン代謝や、

腹側被蓋野と呼ばれる場所のドパミン活動は時計遺伝子によって調整されています。こ

のため、ドパミンの欠乏する状態では潜在的に概日リズムが乱れやすいことが推察され

ます。

実際、先に触れたメラトニン、この物質は、視交叉上核により調整され、松果体から分

泌されるのですが、その開始は、自然睡眠の 2時間前に始まり、深夜に最高となります。

このメラトニンの分泌開始時刻や、分泌量のヒ ー゚クは、概日リズムが保たれているか、

それとも障害されているかを評価する上で重要な指標なのですが、最近の研究によりパ

ーキンソン病では早期から大きく乱れている可能性が示されました。

では概日リズムが乱れるとどうなるのでしょうか？その破綻は、睡眠の質、覚醒、認知

機能、血圧や体温調節などの自律神経、運動、精神状態、代謝などに様々な影響を与え

ることが知られています。パーキンソン病の患者さんでは運動面や気持ち、さらには自

．
 

自律神経に目を向けますと、パーキンソン病では夜間に血圧が下がらず、むしろ夜間の

血圧が高い方もしばしばありますし、心拍の変動パターンに異常を認める場合もありま

す（不整脈ではありません） 。こうした運動機能や自律神経の変動には、概日リズムの

乱れが影響している可能性があります。

4. 概日リズム障害への対策

まず、概日リズムを作り出すために規則正しい生活をしましょう。外出することで日光

に当たり、運動を行い、適切な食生活を送るようにすることで、特に朝、しつかり起き

て太陽の日を浴びることで、概日リズムの改善が期待出来ます。

．
 

明るい光をしつかり浴びることが必要ですので、加齢に伴う瞳孔の径の短縮、水晶体の

黄色化などは、視交叉上核への光の入力を阻害する可能性があるので、何となく見づら

いなと思ったら、眼科で診察を受けることも考えて下さい。

次に、概日リズム障害を助長するような、睡眠障害、うつ、起立性低血圧や食事性低血

圧、さらには臥位高血圧をはじめとする自律神経障害への適切な対応が必要となる場合

もあります。パーキンソン病では睡眠時の様々な異常を認め、これらが睡眠の質を落と

し、概日リズムの乱れの原因となっている可能性があります。

例えば、 REM睡眠行動異常症、頻尿などによる睡眠の断片化／不眠、日中の過度の眠気、

むずむず脚症候群、閉塞性無呼吸などがあります。 REM睡眠行動異常症ではクロナゼパ
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ムやメラトニンが有効です。メラトニンは、睡眠の質を向上させる可能性もありますが、

夜間のオフ症状が強くならないか、注意する必要もあります。

睡眠の断片化には、夜間のコントロール不良なパーキンソニズムがある場合には持続性

のドパミンアゴニストの使用、夜間頻尿がある場合には頻尿対策、うつ病が原因となっ

ている場合にはうつに対する適切な治療が適宜望まれます。睡眠薬の投与は、日中の眠

気や転倒を助長する可能性があるため注意が必要です。

ほんまち便り

～第 12回 2015年ゴールデンウィークの旅（パリ編）

本町クリニック 服部優子

起立性低血圧では、水分を多く摂取するように試みるとともに、急に立ち上がる動作を

避けるようにすること、食事性低血圧では食事の前にコーヒーを飲むこと、臥位高血圧

では、夜間に少し頭を挙げて寝るようにすることなどのエ夫で改善が見られる場合があ

ります。

5. まとめ

今回は、概日リズムについて御紹介しました。あまり聞き慣れない言菓かと思いますし、

お読み頂いても分かりづらい所も少なくなかったかと心配します。ヒトは、海外旅行に

行くと時差ボケが出ますが、まさにこの時差ボケが概日リズムの乱れの結果です。

パーキンソン病ではドパミンの不足や概日リズムを作り出す部位における病変の出現

などが原因となって、概日リズムが乱れ、様々な症状が出る可能性があります。一方で、

パーキンソン病に伴う症状で概日リズムが乱れることがあり、鶏と卵の関係ですが、ど

ちらが原因で症状が出ているとは簡単には言い切れません。

いずれにしても、早寝早起きで、適切に身体を動かして、太陽の光を浴び、規則正しい

食事をしてと、良い生活リズムを作る事を心がけることで、余分な薬を増やすこと無く、

症状の改善が得られる可能性があるということかと思います。

この原稿がお手元に届く頃には、暑さがいちだんと厳しくなっているでしょうか。すで

にゴールデン・ウィーク旅行の記憶がどんどん薄れていく中、前号の会報で思わせぶり

な終わり方をしたためか、「次回を楽しみにしています」と言う方も少しおられたので、

今回も旅行記を続けさせて頂きます。もう少しお付き合い下さい。

．
 

前号を読んでおられない方のために、少し復習。私達夫婦のゴールデンウィーク旅行は、

銀婚式ということで、新婚旅行に訪れたスペインとパリを再訪しました。バルセロナか

ら、パリのシャルル・ド・ゴール空港に着いたところで、まさかの「スーツケースが届

いていません・・（泣）」。にも関わらず、パリから 360km離れたモン・サン・ミッシェル

へ日没前に着くよう、バスは空港をあとにしました。添乗員さんが、スーツケースは、

明日戻るパリのホテルに直接届けるように空港で手配してくれました（前回はここまで）。

．
 

さて、世界遺産モン・サン・ミッシェル修道院。皆様はご存知ですか？海に浮かぶ幻想

的な島として人気の観光地、潮の満ち引きによって姿を変えるそうです。島の上には天

空に伸びるように修道院があります。バスが島に近づくにつれ、その姿が大きくなり、

島全体がヒ゜ラミッドのような形で荘厳です。富士山が遠くから少しずつ見えてくるとき

のように、ついつい自然にカメラのシャッターを何度も押してしまいます。日が沈むに

つれ、そのシルエットは夕日に映えて美しく色を変えていきます。バスは、何とか日没

直前に無事にホテルに着きました。私達が泊まったホテルは島の対岸で、ライトアップ

された夜のモン・サン・ミッシェルの姿をよく見ることができました。 21時過ぎに遅め

の夕食を皆で取り、スーツケースがないので着替えは諦め、シャワーを浴びて早めに休

みました。明日パリに戻る頃にはスーツケースも着いているだろうと。

翌日。いよいよ島内見学です。西暦 708年、何もない岩山に大天使ミカエル（サン・ミッ

シェル）のお告げによって聖堂が建てられ、その後数世紀にわたって増改築が繰り返さ

れたそう。島の入り口から修道院へは、狭い参道を上がっていきます。参道の両側にホ
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テル、レストラン、みやげ物屋がぎっしり。修道院の内部はかなり広く、修道僧達が、

祈りと仕事に没頭できるようにと教会、礼拝堂、食堂、回廊など各部屋が考慮されて作

られている事が分かります。すべて見学するのに約 1時間以上、見応え十分。英国との

100年戦争の際にもついに侵攻されることのなかったモン・サン・ミッシェル、中世の

人々も天国の象徴とみなしていたようです。そして、巡礼者に食事を提供するためにプ

ラール夫人が考案したふわふわのオムレツは今や観光名物となっており、レストラン

「ラ・メール・プラール」で食べることができます。私達も昼食にはそのオムレツを頂き

ました。最近、名古屋のラシックにもこのオムレツ屋さんができたそうで、一度行って

見たいと思ってます。このような歴史を知って食べるとオムレツもより美味しいかも。

モン・サン・ミッシェル観光も終了、最終滞在地パリヘとバスは走ります。パリのホテ

ルに着いたのは、もう夕方 5時過ぎでした。スーツケース届いているかな。何となく不

安な気持ちを持ちながら、チェックイン。添乗員さんがフロントであれこれと対応して

いますが、結局その日もスーツケースは届きませんでした。日本ならともかく、ここは

フランス、スーツケースが戻る確率はむしろ少ないような気がしてきました。どうしよ

う、家の鍵、コンヒ ュ゚ーター、それにバルセロナで奮発して買ったロエベのカバン、な

どなど。せめて家の鍵は、手持ちカバンにいれておけばよかった。まあ、何とかなるか。

洗面用具だけは近くの売店で調達しました。皆の心配をよそに、ツアーは夕食のレスト

ランヘ。まずはエスカルゴ、どちらかというと食べず嫌いでした。とても美味しいもの

でした。夕食を終えてホテルに戻っても・・・・・スーツケースは届いておらず。でも

明日になればきっと？もう無理か？その夜は、モン・サン・ミッシェルで買ったトレー

ナーで寝ることにしました。と、夜中 1時過ぎだったでしょうか、添乗員さんから電話

があったのは。「スーツケースが届きました！ ！今からお持ちしてもいいですか？」もち

ろんですとも、待ってましたよ。間もなく、添乗員さんが部屋へ。「お待たせしました。

でも届いたのはご主人の分だけなんです」。えー一つ！そんなわけで、ちょっと自分の運

の悪さを呪いつつも、家の鍵がとりあえず戻ったことに半分安堵して休みました。

翌朝、少し早めに、添乗員さんからの電話。「お待たせしました。やっと奥様の分のスー

ッケースも届きました」。あ～、よかった、もう戻ってこないと思ってました。今日のパ

リ観光はやっと着替えて出かけられる！この原稿を読んで頂いた皆様、 2ヶ月間さぞか

しご心配をおかけしました（笑）。

．
 

さあ、パリ最終日、午前中はヴェルサイユ宮殿の観光です。パリの天気は変わりやすく、

晴れたかと思うと小雨がぱらばらっと降ってきます。パリから約 20km離れたヴェルサイ

ユ宮殿に 10時前に到着、すでに切符を求めて並ぶ観光客で一杯ですが、団体予約のため

専用の入り口からほどなく入場できました。フランスの栄華を物語るヴェルサイユ宮殿。

ルイ 14世の「有史以来、最も大きく、最も豪華な宮殿を！」と言う一声で建設が始まっ

たそう。世界史がとても苦手だった私でも、このあたりは華やかで好きでした。宮殿の

中はさらに観光客でごった返しています。現地ガイドさんの説明を聞き、見所の要所を

押さえながら移動。有名な『鏡の回廊』は本当に豪華絢爛。各部屋の壁画や装飾品、そ

れぞれにため息が出ます。昨年行った、ウィーンのシェーンブルグ宮殿を思い出します

が、確かにそれより、さらに一段と大きく豪華です。漫画「ベルサイユのばら」が頭に

浮かびます。2時間ぐらいで見学が終わり、午後からは自由行動。オペラ座の前で解散

となりました。

．
 

パリでの自由行動はここからの半日のみ、オペラ座近くのカフェで昼食を取りながら、

計画を練ります。余談ですが、ブラッと入るカフェはバルセロナの方が安くて美味しい

し、店員さんも気さく 。夜はムーラン・ルージュを予約しているので、午後は美術館巡

りかな。パリの美術館といえば、オルセー、ルーブルが有名ですが、私は壁いっぱいに

モネの「睡蓮」のあるオランジュリーが大好き。パリは 3回目ですが、オランジュリー

美術館だけは毎回行きたいと思う場所です。 しかしちょうど火曜日、オランジュリーは

休館日いうことで断念。それならと、シャンゼリゼ大通りをぶらぶらと歩き、サロン・

ド・テでドテッ（！）とすることにしました（注：サロン・ド・テは、ちょっと優雅な

ティールームの意。ガイドには、飲み物の値段もカフェより高いので注意とある）。オペ

ラ座からメトロに乗り、凱旋門の近くでおりて、午前中とは打って変わって空も心も（ス

ーツケースのおかげで）晴れたので、シャンゼリゼ大通りをホテルまで歩くことにしま

した。途中、マカロンで有名な「ラデュレ」で、サロン・ドテッ！ 。マカロンって、最

近の食べ物だと思っていたら、ここは 150年の老舗。 しかも結構お高い。自分で買った

ことがなかった私はびっくりしながら、それでも色とりどりの美しいマカロンと紅茶を

頼んで、ちょっとパリジェンヌ気分。美味しかったです。さらに歩くと、ルイ・ヴィト

ン本店。もちろん、私達はウィンドーショッピングだけですが、中国人観光客が景気よ

く買い物をしているのが目につきました。
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夜は、お待ちかねのムーランルージュヘ。モンマルトルの丘の麓にある「赤い風車（ム

ーランルージュ）」。1889年にオープンしたそう。パリには人気のキャバレーが沢山あり

ますが、ここはその筆頭。画家ロートレックが踊り子達を書いたことでもで有名ですが、

エディット・ヒ ア゚フやフランク・シナトラも登場したそうです。ガイドさん日く、「踊り

子達は世界各国から集まって来るんです。毎晩 2回、年中無休の上演があるにもかかわ

らず、毎日予約で一杯」だそうです。会場に着くと、赤い風車が目印の建物。中は 850

席もあるという大ホール。前座の演奏が始まっており、ディナーが運ばれてきます。全

テーブルには赤いランプ。シャンパンが二人に 1本ついているコースなので、始まる前

に酔っ払ってしまいそう。でも場内はみるみる間に満席になっていきます。ちょうど食

事が終わる頃、ショーの幕開けです。同じ人間とは思えない美しいプロポーションの大

勢の踊り子達が、バレエ、アクロバット、サーカスの混じったレビューを、息をつくひ

まもないぐらい次々と繰り広げていきます。最後は「カステラ一番、電話は二番、三時

のおやつは000~P」でお馴染みのフレンチ・カンカン。これ、ムーラン・ルージュ

のオリジナルだったのですね。パワーといい、踊りの切れといい、リズムといい、もう

凄いとしか言いようがありません。きっとパーキンソン病の方のリズム障害の訓練にも

効果がありそう。今度音楽療法で使ってみようかな。巽奮冷めやらぬまま、夜 11時前に

ムーランルージュをあとにしました。ショーはそのあともう 1回というので、パリの夜

はまだまだこれからといった感じですが、今日でパリともお別れ。

翌朝、シャルル・ド・ゴール空港から帰国の途へ。ちゃんと日本にスーツケース着きま

すように。フランクフルトで乗り換えて、ゴールデンウィーク最終日の朝、無事にセン

トレアヘ到着。スーツケースも届いていました。よかったよかった。色々あったけど、

それだけに思い出深い旅となりました。家に戻りおみやげを整理しながら、「でもやっば

り日本が一番」と思い出に浸っていたそのとき！、主人が、「あれ、母の日のお土産に買

ってきたモンブランのボールペンがない！」「あ、ライカのカメラもない！」（汗）。少な

くとも後者は飛行機の中に忘れてきた？慌ててルフトハンザに問い合わせ。「忘れ物は届

いていません・・・・」。前者もどこかで忘れてきたのでしょう 。いずれも未だに行方不

明ですが、まあいいか、無事に帰ってこられたのだから。この旅行でわかったこと、人

生諦めも肝心、何とかなるので前向きに、 ATMでした。でもこれからは、自分の荷物は

自分で守ろう。これにも懲りず、来年はどこへ行こうかと思いを馳せる私ですが、銀婚式

の旅行で夫婦の絆が強まったかどうかは皆さんのご想像にお任せします。ではまた。

．
 

当たり前のことがいかに大切なことか！ 』

鈴鹿大学短期大学部鵜飼久美子

夏本番ですが、皆さま熱中症対策は万全でしょうか？

とにかく、なんとしてでもこの暑さに負けずに、この猛暑を乗り切りましょう！ ！ 

7月のナディックは、いつも鈴木先生がなんと鎖骨を折って動けなくなり、私一人となりま

した。鈴木先生は、 5月には目まいがあり、 6月には口内炎と、この時点で二度あることは

何とやらで、冗談にそんなことを言っていたのですが、ついに 3度あることが現実になって

しまいました。 8月には回復して戻って来て欲しいと願うばかりです。

ナディックで音楽療法を始めて 8年目です。これまでに、私一人ということが 1~2回あっ

たかもしれませんが、ずっと二人で一人前みたいにやってきましたので、このようなことが

あると途端に困ります。普段は二人でやるのが当たり前と思って、何の疑問を持たずにいま

したが、改めてその当たり前がいかに大切なことか思い知らされます。皆さまも、このよう

な経験がおありではないでしょうか。

しかし、悪いことばかりではありません。皆さまに助けられました。自分に出来る事は、手

助けしたいと思って下さる皆さまばかりです。圧巻は、いつも私のアシスタントをしてくだ

さいます浅井さんのご主人がお休みで、その代役に参加してくださったお嬢さん（といって

も、高校生のママ）です。初めての参加にも関わらず、私の思い通りに動いてくださり 10 

0点満点のアシストでした。

このように孤軍奮闘かと思いきや、皆さまに助けられました。感謝、感謝です。

．
 

8月のナディックでは、クリスマスコンサートの合唱曲を決めて、そろそろ準備を始めたい

と思っています。皆さま、ナディックを硯いてみてください。

十ィ.,,.,奮攀麿滋予定

8月 4日（第 1火曜）

1 0月 13日（第 2火曜）

9月 8日（第2火曜）

1 1月 1 0日（第 2火曜）

時 間 ： 午後 2時 15分～3時30分（休憩 10分）

場所 ： 名大病院広場ナディック（新中央診察棟2階）

問い合わせ・申し込み： TEL&FAX 052-834-4150（鵜飼久美子まで）
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生活とリハビリテーションについて 1 9 
～ パーキンソン病患者さんへの日常生活アンケートから ～ 

本町クリニック 理学療法士近藤将人

皆さん、こんにちは。 蒸し暑い日が続きますね、、、(̂ -̂ ；) この会報が出版される頃に

は、本格的な夏が到来しているのでしょうか？ あっという間に時が過ぎる、、、一年も

半分を過ぎ折り返し。 体調に気を付けてこの夏を乗り切りましょう！

さて私事ながら、、甥が夏の甲子園大会の愛知県予選を戦っています。 その初戦に一宮

市民球場まで応援に行ってきました。3年前、彼の高校入学の時、「入学祝に何か欲しい

ものはある？」と聞くと、「練習用の硬式ボールがたくさん欲しい！」との事。 普通、

お祝いと言えば自分への贈り物、自分の為にと思う所に、「野球は一人でやるんじゃない

からみんなで使うから」との心意気に思わず奮発してしまいました。 あれから 3年、

大きくなった彼は 6番ファーストで先発出場、その日は 3打数 3安打の猛打賞、無難に

難なくこなす一つ一つの守備に、日々の練習の積み重ねを感じ、思わず目頭が熱くなり

ました。 大きくなった彼の成長が僕にとっての最高のプレゼントになりました。

先日、中村区のとある会場で、僭越ながら僕の行っているパーキンソン病患者さんと家

族の方々への医療講演や実技指導の際に、患者さんが困っている事や時間帯についてア

ンケート調査を行った結果を、パーキンソン病患者さんや、家族の方への off対応など生

活対応への簡単なご指導と共に PT・ OTなどの医療職や医師の方々へ発表させていただ

きました。 皆さんの近くにいる専門職の方々の参考になれば幸いです。 今回は、そ

の結果の報告も兼ねて誌面を借りてアドバイスをさせていただこうと思っています。

長野県立科にあるビーナスラインにバイクで行ってきました。 一日で走行距離 530km。

梅雨の晴れ間のツーリング、いい気晴らしになりました。 標高 1700m。霧ヶ峰の稜線

に沿うように道が連なり、ニ ッコウキスゲの咲き乱れる高原にライダーや登山客が癒さ

れていました。 まるで地上の天国、スケールの大きい自然の景観に圧倒されました。

美味しい蕎麦や天然のキノコ汁、生乳 100％のソフトクリーム、この景色を見ながら食

べると格別でした。（^ ー^ ） 夏の暑さがあるから涼しさが有難く感じます。 日々の

生活に真面目に一生懸命取り組むから、休息がかけがえなく感じます。

高校球児として最後の夏を過ごした彼とも、お盆休みには、ゆっくり家族旅行する予定。

しんどい事、辛い事はおいておいて、彼らが目をときめかせるような夢のある話が一緒

にできればいいなあ・・なんて、考えています。 では、アンケートの紹介を。(̂ - )^ 

アンケート調査に協力頂いた方々は、名古屋市及び周辺の市町村に在住の医療講話会

に参加された方々です。今回は、アンケートに回答を頂いたパーキンソン病患者さま達

から、ご指導の参考にする為に、日常生活での困る時間帯と困り事をうかがいました。

「難病患者と家族の会」参加者内訊
PD患者罹病年数と性別・年齢

(82名） ③罹病年数と性別 総数 47名

27 患者本人 (54名）

10年以上

I 
患者以外 (28名）． 5~10年

■男性 ■女性 ■男性 ■女性 3~5年

-_-と-1,-"' 
1~3年

5年以上 罹病の参加者が

譴

1年以内 ■男性 ■女性
； 

PD SCD スモン 令命禽令ク＊g' §令・ 化。豪
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•i 

上のスライドのようにパーキンソン病患者の参加数が最も多く、また参加された介護者

は、女性が多い事が分かります。 次に参加されたパーキンソン病の患者様 47名の罹病

期間についてみてみると、 5年以上経過している方が 23名／47名と約半数をしめてい

ました。 次に日常生活で、どの様な事にお困りなのか 16項目で伺いました。

24 24 
25 

20 

15 

10 

5 

゜認砂ぺべ、終羞嗚念`傘、べ〈］‘蛉いぺベをぷドや． Fん砂⑱

等ゃ ぷ 令ぷ
将

19 18 17 16 15 14 14 14 
12 11 11 10 

日常生活の困り事の中で、最も多く回答があったのが、屋外の歩行と、書字の 24名。

次いで、姿勢の異常の 19名、細かい手作業の 18名、着替え 17名と手を使った動作でお
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困りの方が多い事が分かりました。 続いて、寝返りが 16名、屋内の歩行 15名、立ち

上がり、起き上がり、転倒が、それぞれ 14名、歩行時の方向転換が 12名、移乗動作、

いざり動作がそれぞれ 11名、小声が 10名、礁下やムセにお困りの方は 7名いらっしゃ

いました。 日常生活の困り事を、罹病期間別で見てみると、＊の印のついている、

5年以上経過しているパーキンソン病患者さんの困り事は、

100% 
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50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%喰硲岱砂炉砂蛉舟認岱硲砂砂
4 炉ゞ翁や翌 岱物黎旦`

え、忙終藻ド冷攀疾砂や

移
＇ぶう

認豪ぺ・ -,.、
令尋 癌や

●5年以内 ■5年以上

①小声、②ムセ・摂食唖下、③転倒の順に多く、早朝夜間など、ベットや床からの起き

上がる際の困り事である、④寝返り、⑤起き上がり動作に困っている事が分かりました。

パーキンソン病患者さんが、お薬の服薬による治療を開始して 5年以上が経過する事で、

オンとオフのコントロールが難しくなり、転びやすくなったり、寝返り起き上がりが難

しくなるだけでなく、大切な家族や、医師との診療時などに声が小さくなり会話に困っ

てしまうなどコミニュケーションに支障を来す方もおられるようです。 また、飲み込

みが悪くなり、食事時間が長くなったり、介助する事が負担となる、ムセや誤礁を繰り

返しやすくなるなど、誤聰性肺炎への注意も必要になるとかんがえられました。講習会

では今後とも、このような困り事がある事に留意してご指導していきたいと思います。

困る時間帯とPD罹病期間（複数回答可）

100% ＊ ＊ ＊ 
函

磁

7磁

碑

如

螂

珈

20% 

10% 

g 

•-

早朝 6 午葡中 10 昼食後 5 夕方 20 就寝後 7（名）

■1年以内 •1～祖 •←ジE ■5-"'-'1~早 ■1呵奴上

次に一日の中で、（オフなど）困る時間帯についての質問の結果から、最も多くの回答が

あった時間帯は夕方 (20名）でした。 ついで午前中 (10名）、就寝後 (7名）、

早朝 (6名）、昼食後 (5名）でした。 罹病期間別で見てみると、服薬治療が開始され

てから 5年以上たっている方では、①早朝、②昼食後、③夕方、に困る方と答えた方の

割合が多くみられました。 リハビリや日常生活を行う時間帯についても、罹病期間を

考慮した指導が必要になると考えられます。 患者様や、ご家族様には症状日誌などを

活用して日常生活の中での動きが悪い時間帯や、困る時間帯を把握して頂く必要がある

と考えられ、診察の際には医師にお伝えして頂く事も重要ですね。(̂ - )̂ 

H常生活中の症状変動を知るために
症状 8誌の活用を！

［記入 例 l

あなたの症状日誌 、'
曰常牢邸おけ亙如ON 苫冴とCFF~＂）およa匹砥泣とを
記して、次巨i受鯰時にお持ちくださし‘.. 

記入Ell000Q 年 0 月 OB

•• 四ことに症状を

·· · ·•悶守沿ぞ間にリ：孟盆益品翌．
く記入方法＞ 疇 麟 ：←→  食事 :.... 症伏： 0 Ill藁： ●

伊）
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次に、早朝・夜間に困る事のアンケート結果です。

「夜間・早朝症状」で困る事

起床時、動き出すまでに時間がかかる

朝起きた時こわばりがある

夜、手足を動かしたくなるような不快感がある

悪い夢を見る事がある

寝返りを打つ事が出来ない

夜間一人でトイレに行けない '’3, 
0 5 10 15 20 25 30 

（名）

日常生活のお困り事や、困る時間帯のアンケートと一緒に、夜間・早朝に困る事につい

てもアンケートにお答えいただきました。 ①起床時、動き出すまでに時間がかかる

が25名、②朝起きた時こわばりがある、が 24名、③悪い夢を見る事がある、が 17名、

④寝返りを打つ事が出来ない、が 14名、⑤夜、手足を動かしたくなる様な不快感がある

が 12名、⑥夜間一人でトイレに行けない、が 6名と、日中だけでなく夜間早朝に も困り

事を抱えている方が多い事が分かります。 医師の診察時に注意して気になる事があれ

ば相談してみるのも大切だと思います。

今回、アンケート調査をしてみて、あらためて、 パーキンソン病の患者様、ご家族の方々

が、毎日の症状と向き合っておられる事がわかりました。 目の前の一人一人の声に耳を

傾け、それぞれの方々の困り事に対処して一緒に考え、少しでも医師の治療と、患者様、

ご家族様への支援に繋がりたいと思いました。

機会があれば、友の会の皆さんにも、交流会などの機会を通して、日常生活への助言や

生活リハビリのご指導が出来ればと強く思っています。 皆さんのお陰で、今の僕がい

ます。 少しでも感謝の気持ちを形に変えたいと思います。 よろし くお願いいたしま

す。 最後に、、今回は、難しいお話ばかりで、すみません。（^＿^；） 少しでも会員の皆

様の為になれば、、嬉しいです。 日々是好日、心だけでもそうある為に。
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全国パーキンソン病友の会第 39回全国大会（茨城大会）と

第 1回日本パーキンソン病コングレスに参加して

春日井市 木村暢子

6月 23日（火）茨城県水戸市を目指して家を出ました。春日井市高蔵寺駅から JR中央線・

東海道新幹線・ JR常磐線、約 4時間の行程です。

新幹線から富士山は見えるかな、常磐線の窓から見える景色はどんなかなと、少しばか

りワクワクの出発でした。

水戸駅はよくある地方都市と思っていたら、駅前で早速水戸黄門様と助さん格さんの銅

像が迎えてくれました。会場となる水戸京成ホテルは、駅から数分のところなのですが、

行くのにかなり苦労しました。とても急な坂があるからです。行きは何とか、たどり着

いたのですが、帰りは足がすくむ思いでした。

午後 1時から第 6回定時社員総会が始まりました。これは各県の代議員が出席なので一

般会員の私は後方の席で会議の様子を見ていました。今年の議題の一つに公益法人化に

ついてがありました。現在のままの一般社団法人でよいのではないかという意見もあり

ましたが、税制面で優遇されるとのことで 2016年 4月までには、大筋は移行するとい

うことが決まりました。

その日は、午後 6時から懇親会が始まりました。各支部の情報も交換できる場です。北

海道から沖縄まで 239名の参加とのことでした。私たち愛知県の 2人は石川県から参加

された方たちと同じテーブルで話が弾みました。途中、水戸市のマスコットキャラクタ

ーの、みとちゃん（わらづと納豆を思わせるかわいい女の子？）と黄門様ご一行が登場し記

念撮影に応じてくれたり、茨城県出身の童謡詩人野口雨情の曲をピアノに合わせて歌っ

たりと楽しい時間を過ごしました。

翌 24日（水）、午前 9時、大会実行委員長の植本さん、県知事代理、水戸市長さんのあい

さつで茨城大会が始まりました。 9時 30分から、順天堂大学医学部浦安病院リハビリテ

ーション科教授の林明人先生の「パーキンソン病のマネジメントとリハビリ」、 10時40

分からは京都大学大学院医学研究科臨床神経学科教授高橋良輔先生の「iPS細胞を用い

たパーキンソン病治療法の開発」という二つの講演がありました。どちらも具体的な例

を挙げていただき、パーキンソン病患者、家族にとってとてもよいお話でした。

午前中で大会は終わり、この日の午後 2時から、第 1回日本パーキンソン病コングレス

が始まりました。ここからは原田さん夫妻も参加されて心強くなりました。

京都大学高橋良輔先生が座長となられ、 1 パーキンソン病の症状の問題点 2 進行

期のパーキンソン病の対応 3 パーキンソン病とリハビリ 4 医療関係者と患者の

あり方、約 30分の間にそれぞれの演題に 2人ずつの演者が意見発表を発表しました。

最後に順天堂大学服部信孝先生が座長になられ 5 フォーラムデスカッション「面と

向かっては言えないけれど…言います」こちらは約 1時間話し合われました。
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一般演題が終わり懇親会まで少し自由時間ができましたので、会場の外を歩いてみまし

た。このあたりは水戸城の城跡でした。深い空堀と思われる底は道路になっていて車が

行きかっていました。弘道館は残念ながらもう閉まっていたのですが、立派な門構えに

圧倒され、さすが徳川御三家の学問所と思いました。そ してもっと驚いたことは、隣接

する小学校、中学校が武家屋敷を思わせるような屋根のある建物であったことです。

学校といえば長方形の建物しか知らない私にとっては「ウワーすばらしい！」の一言で

した。どこからか「子日＜……」という論語を読む子供たちの声が聞こえてきそうな空

間でした。

午後 7時、懇親会が始まりました。今日は 300人を超す人が参加とかで会場は熱気が

ただよっていました。愛知県は二つのテーブルに分かれて座りましたが、 4人だけかと

思っていたら 8人の出席でした。友の会に入っていなくても「知り合いの紹介できまし

た」という方もみえて、コングレスに対する意識の高さに感心しました。

25日午前9時、国立精神・神経医療研究センター病院の村田美穂先生を座長として 6 

パーキンソン病の治療 7 パーキンソン病といかに向き合うか 8 パーキンソン病

患者の看護・介護、パーキンソン病患者を周りで支える 9 DBSに関する問題 10 

パーキンソン病研究の進歩 について。

京都大学の高橋先生に座長が替わり 11パーキンソン病の新しい治療法 12 パーキ

ンソン病を取りまく環境。と、意見発表が行われました。

コングレスは 2日間を通してどの演題も大切なことだと思ったのですが、持ち時間が限

られていて納得のいかないまま、次のテーマにうつつてしまうこともありました。次回

は 2年後ということですが、テーマを絞って今回の倍くらいの時間を取って話しをすす

めてもらえたらよいのになというのが私の感想でした。

水戸駅前に建つ

黄門様像
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第 1回日本パーキンソン病コングレスに参加して

緑区 原田美智子・原田 良寅

（原田美智子】

悩んだ末に出かけることに決めた。決めたけれど、いつもとは違うリズム。知らない処

への初めての体験、ワクワクドキドキ、楽しいことを想像すればいいのに、「行けるだろ

うか、大丈夫だろうか」と心もとなく、マイナスの心配ばかり 。ナディックの音楽療法、

妖怪ウオッチの替え唄くどうしてドパミン出ないんだ＞と悲しくなるばかり 。家を出て

会場まで、①名鉄から新幹線への乗り換え ②品川での乗り換え ③水戸駅から会場ま

で、難関の関所が 3か所ある。8時22分の新幹線に乗るのに、 5時起きで、早めに朝食

を摂り、薬を飲む。家から最寄りの名鉄駅に無事到着。電車は、通勤時間でかなり混ん

でいる。座席に腰掛けて熱心に勉強していた若い女性が、「気がつかなくてごめんなさい」

と席を立って譲って下さり座ることができた。薬も効いてきて名鉄から新幹線のホーム

までもクリア。品川で 10時 14分の「ときわ」への乗り換え。かなりの距離を歩き駄目

かと思ったがなんとか電車に乗り込む。コングレスに参加されると思われる人も乗車し

ている。あとは、水戸駅から会場までだが・・・昼前に水戸駅に着き、昼ご飯を食べて

薬を飲んで、スターバックスを見つけ休憩、く行けるだろうか、大丈夫だろうか＞、薬

はまだ効いてこない。水戸駅の北口からペデストリアン・デッキに出ると会場の「水戸

京成ホテル」のサインが見える。案内では 3分となっていてすぐ近くである。デッキに

は、何人ものボランティアの方が案内に出ておられる。デッキをホテル側に渡り、エレ

ベーターで地上に降りると、別の案内の方がおられ、日傘をさして同行下さる。しかし、

どうにも動けない。途中のベンチに座らせてもらい小休止。前方の方で待機されていた

係の人とバトンタッチして、今度は、夫と反対側を支えて下さり、「私たちもやることが

無いと困るから気にしないで」の言葉に助けられる。水戸空襲に生き残ったという生き

証人の大銀杏の脇を通り過ぎ、急な上り坂をホテルに向かう。「スロープを行きますか」

と勧められるが階段状になっている側を進む。階段は足が上がるのに、平らになると途

端にすくむ。青息吐息でホテルに入る。近くの椅子に掛けて息を整え休憩。 14時開始ま

で考えていたより残り時間が少ない。必死で 2階の会場へ向かう。会場は一杯の参加者

で、最後列の方に椅子が運ばれていたのでそちらに向かっていたら、木村さんから「前

の方に席が取ってあります」と声がかかった。大勢の人だから「懇親会まで合えないか

もね」と話し合っていたが、直ぐに見つけてくださり嬉しかったが、「前の方」が 10数

列と思うのだが、はるか彼方のように感じつつ、木村夫妻の前に確保して下さった席に

座ることができた。

朝から大勢の方に助けられ、何回「ありがとうございます」と言ったことだろうか。会

場には、一杯のパーキンソン病患者さん。見たところ、姿勢もみな違う。歩行器も多種

多様。今日一日、こんなに大勢のパーキンソン病患者が集まった処はここしかないだろ
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うなと思いながら。そこに身を置くことができたことで良いことにしようと思った。

話が始まったころから薬が効き始め、ほっとする。初日の最後に、服部信孝先生が、「コ

ングレスに参加して良かったと思う人？」と挙手を求められた。多くの人が手を挙げ、

私も挙げた。続いて、「次会も必ず参加するぞと思う人？」と挙手を求められたが、手を

挙げることはできなかった。

懇親会まで時間があるので、予約していたホテルに向かった。会場から 400m位のホテ

ルだったので助かった。休憩して懇親会場に戻り、テープルについた。木村さんご夫妻

とはテーブルが異なって、どんな方たちのグループかなと思ったら、静岡と愛知のグル

ープだった。木村さん以外おられないだろうと思っていたが、お隣さんと自己紹介した

ら、刈谷市の Tさんだった。会報発送に宛名シールを貼るので記憶があり、懐かしく、

親しく思えた。T さんは、動けるようにと、薬を沢山飲まれたとかで最悪の状態のよう

で、騒がしい会場の中でうまく会話ができなくて残念だった。他の方は、以前会に入会

されていたが、今は退会されているという Kさんと、非会員の豊橋の F夫妻で、愛知県

からは 8名の参加であった。Kさんは、二日目の朝会場に着いたら、ポスターを準備さ

れていた。テーマは「若年性パーキンソン病をより良く生きるために」で 10名の仲間か

らのメッセージだった。Tさんも今朝は調子が良さそうでお一人で歩かれていた。

丸一日の会議が終わり（中身は右から左で、何も残っていませんが．．．）、逆コースを

たどり、無事名古屋に帰り着きました。愛知県支部の医療講演会以外に初めて外での会

合への参加でした。もうダメと思った時間もありましたが、終わってみれば参加できて

良かったということでしょうか。2回目の開催がどこかわかりませんが、どうぞ、出か

けてみてください。オリンピック同様に参加することに意義があるのかも知れません。

［原田良賓】

第 1回パーキンソン病コングレスとはどういうものか出かけてみた。事前にプログラム

が送付され、口頭発表を中心に、ポスター発表、展示コーナーがあり、二日目にはラン

チョンセミナーまであり、学会だった。口頭発表は、セッションごとに座長がいて進行

し、セッションの発表は、患者（家族）と医師がユニットになって、一つのテーマを検

討する運びが、他の学会では見られないものであった。時間通りに進行していくのが小

気味よく、時間がずれて行くのと違い、さすがパーキンソン病の患者さんたち、と感心

した。

参加者は 500名を越えたと発表があり、会場には、テーブルが無くパイプ椅子だけで、

患者さんの中には長時間の座位を保つのも大変だった方も見受けられた。口頭発表とポ

スター発表、展示が同時開催であり、ポスター会場は会議室とエレベーター前の空きス

ペースということで、近づいて文字を読むのも大変であった。また、口頭発表は会場内

では、く写真撮影、録音お断り＞のアナウンスがあり、ええっ？ ！と思った。メモを取
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るのも諦め、聞くだけと決めた。正式な録画がされていたので、終了後、ライブの DVD

が斡旋されるのかも知れない。

0口頭発表：テーマだけ書き出してみる。

く24日・水 14:00~17:30> 

0. オープニングディスカッション

1. パーキンソン病の症状の問題点

2. 進行期のパーキンソン病の対応

3. パーキンソン病とリハビリ

4. 医療関係者と患者のあり方

5. フォーラムディスカッション

く25日・木 g: 10~ 12:45 > 

6. パーキンソン病の治療

7. パーキンソン病といかに向き合うか

8. パーキンソン病患者の看護・介護 パーキンソン病患者を周りで支える

9. DBSに関する問題

1 0. パーキンソン病研究の進歩

1 1. パーキンソン病の新しい治療法

1 2. パーキンソン病を取り巻く環境

1 3. 閉会挨拶： JPCの進むべき方向性

0ポスターセッション： 27題

0展示

個人展示： 3題

デモンストレーション： 1題（ポールを使った安心・バランス歩行）

企業展示： 7題

企業デモンストレーション： 1題（足こぎ車椅子体験試乗）

以上のような盛り沢山の内容でした。服部信孝先生、村田美穂先生、高橋良輔先生、前

田哲也先生などお名前を知っている先生方をお見かけすることができた。服部先生は、

フロアの発言者にマイクを持って走っておられたりもした。患者・家族・医療関係者の

集まりを象徴するものであろう。残念なことは、地元名古屋の先生方や、名大の研究室

の皆さんの発表が無かったことである。どこまで周知がされていて、募集がなされ、プ

ログラムが組まれたのかなど気にならないと言えば嘘になる。次回に期待したいと思う。

せっかく水戸に来たのだから、史跡も訪ねてみたい気もあり、駅前の黄門さまと、助さ

ん、格さんの像は見たかったが、水戸土産のみを購入し、どこも見ずに駅と駅の往復で

帰宅した一泊二日の第 1回パーキンソン病コングレスの参加であった。
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JPCに参加して 刈谷市 角岡慎理子

6月 24日～ 25日に水戸で開かれた日本パーキンソン病会議(Jp C)に参加してきま

した。

全国版の会報を見ていたら、「パーキンソン病に希望の明日を繋ぐ」とそしてコングレス

という聞きなれない言葉を見つけました。読んでいくうちに、これは行かなくてはと思

いました。東京を越えて茨城県の水戸までは遠い……独りではどうして行けるのかとず

い分悩みました。友達と名古屋駅で合流して一緒に行ってもらえば大丈夫だろうという

ことで行くことに決めました。

まず参加者の多いこと 500人くらいと言われていましたが、会場のホテルのホールと

ロビーがすごい人でした。関心の深さを知ることが出来ました。

プログラムや抄録集が事前に配布されていたので、関心ある題目にはチェックを入れて

聞いていました。

一般演題が 12項目、興味ある演題がいっぱいでした。

特に私が着目したのが下の 3点でした。

0 「パーキンソン病とリハビリ」ではリハビリの大切さ、必要性

0 「DBSに関する問題」ではDBSを受けた私にとって

一番の感心ごと

0 「パーキンソン病の新しい冶療法 主にサプリメント」

サプリメントの効果は認められない。

水素水の効果もペットボトルに入れると効果が薄れる。

など、従来と違った患者と先生の討論がおこなわれていました。

ポスターセッションでは 27項目ありポスターで発表されていました。

特に共感できたのは「20年かけて辿り着いた私の服薬方法」です。

1 自分の飲んでいる薬のことを知ろう 。

2 Lードーパの必要量を知ろう 。

3 薬の見直しをする。

4 スタートダッシュで動き始めたら切らずに薬をつないでいこう 。

5 時間で飲むか毎食後に飲むか見極める。

6 「ゆっくり長一く」と「即、動く」の使い分けをする。

この当日配られた資料が私と同じで、共感できたことはうれしいです

私がやってきたことは間違いではないと実感できました。

帰りに転んでケガしたことは、予期せぬ出来事でしたが、水戸まで行けたことに感謝し

ています。
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「一日交遊会」を終えて 担当・山本芳夫

皆様方の体調の維持が難しい梅雨の季節が目前の 5月 31日（日）に平成 27年度

第 1回目の「一 日交遊会」を開催致しました。

場所は今回で 4度目となります名古屋市昭和区にあります「なごや福祉用具プ

ラザ」様の会議室をお借りして、午前中は「なご‘やプラザ」様の説明、午後か

らは埜口先生のリハビリ体操です。

午前中は、なごや福祉プラザの浜中様と古川様のお二人による福祉用品・介護

用品の説明を展示場の実物を見ながら受けました。

私たち参加者は 2グルー プに分かれて 1時間半ほどかかって展示場を回りまし

たが、種類が多くとても全部は見られませんでした。 中にはご自分の希望に近

いものを見つけられた方もみえたようです。展示場内には、介護用ベッドから

車椅子・入浴用具・トイレ用品・自助具•その他多くのものが展示されていま

した。

福祉プラザのお二人の説明は丁寧でよく分かりました。 ありがとうございまし

た。 この後、昼食・休憩を取り、午後の部となりました。

午後の部は埜口先生のリハビリ体操です。最近、背骨が曲がって来ている人が

多い。そんな方に次の体操が紹介されました。

0前に曲がっている人は…

アキレス腱が硬い人→柔らかくする

注意：腰のところに支うものをして、反る 。

（このトレーニングは骨の弱い人・腰の悪い人はやらないこと、

また一人でもやらないこと 。付き添いが必要である 。）

0リハビリ体操（パーキンソン病に有効な体操）

① イスに座って腿を胸に付くように足を上げる 。

② カカト上げ運動

イスに座って爪先をそろえ両足のカカトを上げる 。

③ 体をひねる運動

イスに座り、体を左右にできる限りひねる 。

※今回はゲームはありませんでしたが、埜口先生の皆さんへの思いやりだと思

います。

当日は心配された雨も降らず外気温は 33.1℃、暑い日となりました。そんな中、

44名の方々の参加を頂きまことにありがとうございました。有意義な一日だっ

たと思います。

埜口先生、お疲れ様。 なごや福祉用具プラザの浜中様、古川様、お疲れ様でし

た。参加されました皆様ご苦労さまでした。

-29-



27年度第 1回一日交遊会開催 事務局

日時： 27年 5月 31日 10:00~ 15:00 場所：なごや福祉用具プラザ

くなごや福祉用具プラザは福祉用具の専門施設です。障害のある方や、身体機能の低下した

裔齢の方の自立を支援し、介護者の負担を軽減するため福祉用具のご相談や、介護に関する

実習や研修を行っています。これらを通じ、誰もが安心して豊かな生活を送れるよう皆様の日々

の生活を応援します。＞【名古屋福祉用具プラザホームページより】

午前は、今年で 4年目になる「なごや福祉用具プラザ」での福祉用具の見学を行い、会

場での昼食懇談。午後は、お馴染みの埜口義弘先生の、参加者個々が持っている身体症

状を把握しての解説と、リハビリ助言の時間となりました。

福祉用具見学アンケート集計

職員の濱中さんによる「福祉用具プラザ」の説明と、いくつかの行事予定についてお話

を伺い、福祉用具の見学に入りました。昨年参加されなかった方には、昨年実施した＜

アンケート ＞の回答をお願いしました。昨年、後半は疲労が大きく見られたので、今年

は、自助具の説明は集会室内で行いました。アンケートにご協力いただいた方は 10名で

した。この 10名についてアンケートの集計を行いましたのでご紹介します。

1. 回答者の背景

(1)病名診断と発症からの年数

病名診断から平均 4年と比較的、日の浅い人が多かったのですが、発症からは 10

年、 15年が経過しておられる人がいました。

(2)ヤール重症度と指定難病医療費給付

指定難病での医療費給付を 10人中 6名が受けておられ、その方たちの重症度はヤ

ールmでした。

(3)障害者手帳および介護保険受給

障害者手帳の所持者が 10人中に 5人いました。昨年は 28.5％の所持率でしたので

驚きました。介護保険の受給者は、 8人で、昨年の 46.4％に比べて受給率が商＜

なっています。

今回、回答をして下さった方は、比較的、病名診断後の時間が短いにも関わらず、重症

度、

障害度、介護度とも高い方が多かったと言えます。

以下、上記回答者の、生活と用具の関係をアンケート順に見てみましょう。

2. 睡眠（ベッド）

5: 3でじゃっかん布団派が多かったが、電動ベッドを「使用」されている方が 1名、
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電動ベッドを「使用したい」人も 1名ありました。起き上がり用の手すりを使用して

いる方も 3名おられました。障害者手帳所持者が多かったことが反映されているのか

も知れません。

3. 日常動作（自助具）

日常生活に困ることが「ある 1」「ややある 5」で、 6割の方が日常生活に不便を

感じておられます。①オープナー ②包丁 ③リーチャー ④ガードル ⑤はし ⑥ 

スプーン ⑦コップの 7品目で、「使用している」のは延べ 5人、「使用したい人」は

のべ 15人となっていて、自助具の情報が届いていないことがうかがえます。さまざま

な自助具、便利グッズの情報を収集して、実際に使えるようになると、生活の質の向

上に繋がると思いますので、チャレンジしてみて欲しいと思います。

4. 入浴（入浴用具）

入浴に困ることが「ある 3」「ややある 3」となっていて、やはり 6割の方が入浴

に課題を持っておられます。浴槽用手すりを「使用している」人は 6人、「シャワーベ

ンチ 4」「浴槽台 2」「入浴台 2」となっていて、障害への対応が想像されます。

5.排泄（排泄用具）

トイレに困ることが「ある 2」「ややある 3」と半数の方がトイレに問題を抱えて

おられます。困る内容は、「立ち上がり 2」「排泄後の処理 1」「方向転換 1」と

なっています。「手すりの使用 9」「シャワートイレ 7」で、 トイレ環境が良い状

態に整備されていることもうかがえます。「ポータプルトイレの使用 2」「おむつ・

パッド使用 7」となっていて、「オムツ・パッド」の使用率が高くなっています。こ

れも、障害の反映でしょうか。

6. 緊急時の連絡（呼出用具・聴覚関連用具）

連絡手段に困ることが「ある 1」「ややある 1」で、多くの人が問題を感じておら

れないようですが、呼出装置を「使用している 1」「使用したい 3」をみると、非

常時の連絡手段がやはり気になります。「安心電話」は、昨年は0でしたが、今年度は

「使用したい 4」と大きな数字になっています。

7.住環境整備

住まいの住環境の見直しをされたことが「ある 2」「したい 2」となっています。

困る場所は、「玄関 3」「トイレ、階段、廊下、部屋 各 2」となっていて、玄関に

課題を持っておられる方が多くおられました。

8. 介護ロボット

「関心がある 3」でしたが、その人を含んでも、パロ、かぼちゃん、排泄ともに使

用したい人は0でした。
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9. 歩行（歩行関連用具）

歩行に不安が「ある 6」「ややある 3」となっていて、ほとんどの方が問題を抱え

ておられます。困る場所としては、 「人ごみのなか、長距離歩行、掴まるものがない場

所 各 5」で、パーキンソン病患者にとって共通の場所です。「突進しやすい、蹟きや

すい」が引き金になっていて、「狭い場所・単独歩行」も苦手なことがうかがわれます。

歩行不安を助けてくれるのが歩行補助具ですが、自走式車イス、「介助式車イス、シル

バーカー」の利用が各 1、「T字杖 4、多点杖 1」となっていて、ほとんどの人が

「杖」位しか使っていないのが現状です。歩行器などももっと使用されていいのでは

ないでしょうか。「履きやすい靴 5」「室内てすり 4」の利用となっていました。

10. 福祉用具や住宅改修関連制度の情報の入手方法について

「知っている 6」と過半数の方が承知をされていました。

集計をしてみて、病気が進行し、障害となっている方が多いにも関わらず、福祉用具

の利用は低いように思われます。「でき・る（そうな）ことは、自分で頑張る」真面目

なパーキンソン病気質の方が多いためでしょうか、それとも、福祉用具についての情

報不足や、不自由を我慢してしまうためなのでしょうか。もっと福祉用具を利用し、

自分の生活をより豊かに変化させられるようにできると良いと思います。

OClaxosmithKIine 

生きる喜びを、もっと
Do more, feel better, live longer 

グラクソ・スミスクラインは、研究に墓盤を置く世

界をリードする製薬企業です。中枢神経領域、呼

吸器領域、ウイルス感染症、がん治療領域などの医

療用医薬品やワクチン、「コンタック」「アクアフレッシュ」

「ポリデント」などのコンシューマーヘルスケア製品を通じて、

人々がより充実して心身ともに健康で長生きできるよう、生活の

質の向上に全力を尽くすことを企業使命としています。
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グラクソ・スミスクライン縁式会社
〒151-8566東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-15GSKビル
http:I/glaxosmithkline.co.jp 

一日交遊会に参加して 春日井市 鳥飼精一

平成 27年 5月 31日（日）名古屋福祉用具プラザで福祉用具の説明がありました。昨

年も参加しましたが、説明が分かり易く、役に立ちそうな福祉用具が揃っていました。

例えば、箸は挟み易く、斜めの形をしたコップはとても飲み易そうで、キャップオープ

ナーは指先に力を入れなくても開け易く工夫されていました。又、高額なものになりま

すが、電動ベッド、電動車イス、ポータブルトイレ等も便利で要介護者も介護者も共に

相当助かると思いました。

午後はお馴染み埜口義広先生によるリハビリの時間です。先生から、今日は背骨が曲が

っている方を多く見かけるので、それを改善するリハビリを中心に行う。風船バレーボ

ール又は他のゲームはお休みすると冒頭に述べられました。

背骨の前後の曲がりを改善するリハビリは、腰の下に腰を浮かすものを入れ、そのまま

数分間じっとしている。次に腰を浮かす。これを数回行う。

一方、背骨の左右の曲がりを改善するリハビリは、椅子の背もたれの左横に立って、右

手で背もたれを掴み、右足で立つ。左足は床から上げて右足のくるぶし辺りに着ける。

又、右腰骨辺りを椅子の背もたれに着ける。正しい姿勢が保てたら、右膝を少し曲げた

後、伸ばし、更に右足爪先立ちになり、戻す。

次に椅子の背もたれの右横に立って左右反対に行う 。このリハビリは転倒防止にも役立

つ。

今は、体力を増強する時期であり、真剣にリハビリに取り組むことが肝要。

9月になると寒い日もあり、筋肉が硬くなってくる。 2月になると暖かい日もあり 3月

頃より 8月頃までの間は体力を蓄えられるチャンス。冬は蓄えた体力を使い切って維持

をするのが精一杯の時期となるとのご発言が印象的でした。

埜口先生、今日も楽しい役に立つリハビリをご教示戴き、有難うございました。

一日交遊会に参加して 熱田区 安田勝彦

なごや福祉プラザで行われた交遊会に参加しました。車椅子で参加の身にとってお天気

が気になるところ、好天に恵まれ、幸いでした。40名以上の参加で午前中は二組に分か

れ、介護用品の説明、体験等しました。玄関のタタキがボタンひとつで昇降し、タタキ

と床がフラットになりそのまま廊下に進めたのにびっくりしました。この装置はどこの

家庭でも取り入れるのは無理かもしれませんが、あったら大変便利かと感じました。ポ

ータブルトイレで温水が出るものや寝たきりの方の排泄物を分解処理出来る装置もあり、

ただ費用が今のところ百万円かかるとのこと、介護用品の日々進化に驚きでした。

昼食後埜口先生のリハビリ体操教室でした。気さくな先生のご指導で楽しくリハビリ体

操を教えて頂き、転倒予防に腿上げ 20回、踵上げ 20回が良いこと、季候の良い春から

秋の間に運動をして、体力を貯金することが大切、冬にはそれを維持しましょうと有意

義なお話でした。
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ぅ伶大日本住友製薬
www.ds-pharma.co.jp 

明E1の笑顔を

脳深部への電気刺激により、

本態性振戦等に伴う振戦、

パーキンソン病の運動障害や、

ジストニアの症状を軽減し、

「明日の笑顔」

を取り戻していただきたい。

それが私たちメドトロニックの願いです。

日本メドトロニック株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋 2丁目 14番 1号
TEL 03-6430-2016 

http://www.medtronic.co.jp 
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事務局だより 事務局

【会費納入 ～ご協力ありがとうございました～】
27年度会費納入ありがとうございました。納入の遅れておられる方、会費 (5,000円）

をお振り込みいただけますようにお願いいたします。振込用紙同封いたしました。

【ご寄付をいただきました ～ありがとうございました】
ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

天野一三、犬飼修三、大谷洋子、合掌好枝、川津利子、鷹羽勝造、中島澄子

（敬称略 7名 31,000円）

【会員動向】
7月 15日現在の会員数は、 4月 1日、 275名に対し、退会者 7名、入会者 4名の 272名

です。

【会活動】
05月 30日（土） 愛難連定期総会

05月 31日（日） 一日交遊会（福祉用具プラザ見学・リハビリ）

06月 06日（士） 定例役員会（運営会議・会報発行） （東海市民交流センター会議室）

06月 09日（火） 音楽療法（名大病院ナディック）

06月 13日（土） 愛難連第 2回理事会

06月 13日（土） 福祉用具プラザ「西部介護者教室」 ＜パーキンソン病とともに歩む＞

（講師： 4名）

06月 23日（水）～24日（木） 平成 27年度全国大会（茨城大会・水戸）

06月 24日（木）～25日（金） 第 1回 JPC （日本パーキンソン病コングレス） （水戸）

07月 04日（士） 定例役員会（運営会議） （東海市民交流センター会職室）

07月 14日（火） 音楽療法（名大病院ナディック）

【お知らせ】
今年度の医療講演会が決まりました。

9月 6日（日） 市民公開講座 （デザインホール）

※今年度は、友の会としては直接のかかわりはありません。

12月 19日（土） 一宮市（尾張一宮駅前ビル講師：平山正昭先生）

2月 14日（日） 豊橋市（ほいっぷ豊橋保健所講師：平山正昭先生）

定例役員会（運営会議）にご参加ください！ ！ 

9月 5日 （第 1土） 東海市立市民活動センター

10月 3日（第 1土） II

11月 7日（第 1土） II

12 月 12 日（第 2土）て~ II 
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定例役員会（運営会議）のご案内 第 2回「一日交遊会」のご案内 担当 山本芳夫

定例の会議です。愛知県友の会の行事や運営上の間題などを、話し合います。

参加者は会員なら誰でもOKです。友の会のさまざまをより深く知りたい方、歓迎です。

ちょっと、のぞいてみようかというだけでも、歓迎します。

会議の名称も、気軽に参加できるよう「役員会」から「運営会議」に改めました。

運営会議：基本的には、毎月第 1土曜日です。時折、会場がとれずに変更がある場合も

あります

9月 5日

10月 3日

11月 7日

10:00,..,__,12:oo 

10:00,..,__,12:oo 

10:00,____,12:oo 

会 場： 東海市市民活動センター（会議室）

東海市大田町後田 20番地の 1 （ソラト太田川 3階東海市民交流プラザ内）

電話： 0562-32-3400

会場案内：【アクセス】

【駐車場】

名鉄太田川駅東徒歩 1分

市営駐車場をご利用ください。 (2時間無料になります） 講師

z
 

尋

平成 27年度「一日交遊会」の 2回目開催のご案内です。

午前中は鵜飼先生・鈴木先生の音楽療法。午後からは埜口先生のリハビリ体操です。今ま

で参加されている会員の皆様はもちろんのこと、新しく’'友の会”に入られた会員の方、

是非ご参加下さい。

暑さが増してきました、皆さん体調の管理は十分に、特に熱中症にはかかりやすいので

くれぐれもご注意下さい。

真夏の「一日交遊会」は、必ずや稔りある一 日になると思います。ぜひご参加下さるよ

う、お待ち致しております。

記

日時 平成 27年 8月 22日（土曜日）

場所 名古屋市北生涯学習センター 3F 視聴覚室

名古屋市北区黒川本通 2-1 6-3 

TEL O 5 2 -9 8 1 -3 6 3 6 

I至営清・1 

日程

10:00,....__,15:oo 

鵜飼久美子先生 鈴木千春先生

埜口義広先生

10:00,,...._,10:30 受付

10:30,,...._,12:oo 音楽療法

12:00,,...._,13:30 昼食とお話会

13:30,,...._,15:oo リハビリ体操 ゲーム

り
会費 無料

弁当代 昼食をご希望の方は一人 12 0 0円で用意しますので、申し込み下さい。

なお前日午前中以降のキャンセルの方は代金 12 0 0円をいただきます。

（弁当を希望されない方は各自にて昼食の用意を願います）

申込み 葉書にて、氏名・参加人数・弁当の要否（数量）を下記宛て申込み下さい。

〒487-0035 春日井市藤山台 5-1 0-9 森久子宛

電話 0568-91-7045

締 切 8月 16日（日曜日）までにお願いいたします。

交通 地下鉄名城線黒川駅下車④番出口より徒歩 3分

黒川交差点をわたって左折し、 50メートル先の右側
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一泊旅行のご案内

今年も一泊旅行を計画しました、丘の上で眺望の素敵な南知多です。平山先生もご出

席して頂けます。皆さんとの交流を楽しみにお出かけ下さい。 担当 石原 法子

・日 時：平成 27 年 11 月 14-15 日（土—日）

・場 所： ビラ・マリーン南知多

愛知県知多郡南知多町師崎字浅間山 16・3 Tel 0569-63-1175 

・参加費： 10,000円 （当日徴収）

・日 程： 11/14日 受 付 15時00分～（夕食まで卓球や遊湯ゾーンでお楽しみ下さい）

夕食 17時30分 ～18時30分

懇談会 19時00分～21時00分

・ 11115日朝食 7時30分～ 8時30分、チェックアウトは 10時、

・送迎バス：名鉄河和駅から所要時間 25分（無料）

・ 11/14日 河和駅 15時00分発 ヒ‘‘ラ・マリーン行き

・ 11/15日 ビラ・マリーン 9時30分発河和駅行き

・自家用車： 無料駐車場があります。

◎申 し 込 み：下記宛にハガキ (Fax可）でお申し込みください。

・宛先：〒457-0861 名古屋市南区明治二丁目 15-20 石原法子

Tel ・ Fax 052-692-5709 

・記載事項：①参加者氏名年齢性別 ②住所電話番号 ③障害者手帳の有無

④車椅子の有無 ⑤交通方法（送迎バス・自家用車）

．締め切り 10月 10日 先着 50名様

伊勢湾

（つ'.t1jー羹り場）
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図書紹介 事務局

マイケル• J・フォックス
1961年、カナダに生まれ、 15歳の頃からカナダのテレビに出演、 18歳でアメリカに渡

り、 4年後、テレビドラマシリーズ「ファミリータイズ」で有名になる。映画、「バック・

トゥ・ザ・フューチャー」シリーズのマーティー・マクフライ役でハリウッドスターの

仲間入りを果たした。

30歳の若さでパーキンソン病を発症。1990年頃から発症の兆候が見られ、病を隠しな

がらも、自らプロデュースに参加し主演もつとめたテレビドラマシリーズ『スピン・シ

ティ』などに出演を続けるが、 1998年に病気を公表、 2000年には『スピン・シティ』

を降板し俳優活動から退いた。

その後パーキンソン病の研究助成活動を始め「マイケル． J.フォックスパーキンソン

病リサーチ財団」を設立。また自らの生い立ちやパーキンソン病との格闘を綴った自伝

『ラッキー・マン』 (LuckyMan) を発売し、国際的にベストセラーとなった。

書名：ラッキーマン

著者：マイケル・ J・フォックス 入江真佐子訳

出版社：ソフトバンク パブリッシング

出版年： 2005年 2月 (781円＋税）

<1990年 11月 目が覚めるとぼくの左手にメッセージがあった。

それはぼくを震え上がらせた。そのメッセージはファックスでも

電報でもなかった。心を乱すニュースはそういう形で伝えられた

のではない。実際、僕の左手にはなにもなかった。震えそのもの

がメッセージだったのだ。＞

＜“神様、自分では変えられないことを受け入れる平静さと、自分に変えられることは変

える勇気と、そしてそのちがいがわかるだけの知恵をお与えください。”>

書名： いつも上を向いて一超楽観主義者の冒険一

著者： マイケル •J ・フィックス入江真佐子訳

出版社： ソフトバンク クリエイティブ（株）

出版年： 2010年 4月 (1,600円＋税）

くこの病気で失ったものも多かったが、大いなる価値のある

ものを与えられもした。 ときには、この病気にならなければ

通らなかった新しい方向を指し示してもらったこともあった。

僕の歩みは一歩前進二歩後退のようなものかもしれない。だ

が、 パーキンソン病とともに過ごしてきて、大事なことは、

いつも上を向いて、その一歩を数えることだということを、

ぼくは、学んだ。＞
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福祉講座7 介護保険について (2) 事務局

1.被保険者

介護保険は社会保険方式なので加入することになります。民間の保険のように、入って

も入らなくても、という訳にはいきません。 40歳以上の人は、市町村が運営（保険者）

する介護保険の被保険者となります。

く第 1号被保険者＞

065歳以上のすべての人が加入（全員が介護保険証所持）

0介護が必要と認定された場合、介護サービスが利用できる

0介護が必要となる恐れがある人は、市区町村の介護予防サービスが利用できる

く第 2号被保険者＞

040歳以上 65歳未満の「医療保険」加入者全員が加入

0介護保険証は、交付申請および要介護認定等の申請を行った時から所持

0加齢に伴う 16疾病（特定疾患）により介護が必要と認定された時、介護サービスが利

用できる

0特定疾患

①がん ②関節リウマチ ③筋委縮性側索硬化症 ④後縦靭帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨

粗髭症 ⑥初老期における認知症 ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性、パーキ

ンソン病 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症 ⑪多系統委縮症 ⑫糖尿病

性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 ⑬脳血管疾患 ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮ 

慢性閉塞性肺疾患 ⑯両側の膝関節又は関節に著しい変形を伴う変形t生関節症

2.介護認定等の申請

介護サービスを利用し、保険給付を受けるには、く要介護認定＞の申請が必要です。申

請は次の方法で行います。

0市区町村の窓口に申請書を提出する

0地域包括支援センター、居宅介護支援事業所に依頼して、手続きの代行を依頼する

【地域包括支援センター】

介護保険法で定められた、地域住民の保険•福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マ

ネジメントなどを総合的に行う機関。保健婦・ケアマネジャー・社会福祉士の専門職員

が配置されている。

【介護支援専門員＝ケアマネジャー】

介護保険制度で、要介護者又は要支援者からの相談に応じるとともに、要介護者がその

心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市町村、サービス事業者、施設

などとの連絡調整を行う人。

【居宅介護支援事業所】

介護保険を利用する介護の必要な人や、家族の要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況

を考慮して、適切なサービスが利用できるように支援する事業所。介護支援の専門の資

格を持つケアマネジャーが利用者とサービス事業者の間を連絡・調整し相談に応じる。
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3.認定の仕組み

認定は次の順序で行われます。

1. 訪問調査の実施

調査員が自宅を訪問し、直接本人の様子を調査する

2. 主治医の意見書の作成

市町村が本人の主治医に対して、主治医意見書の作成を依頼する

↓ 

↓ 

一次判定（統計的な推計処理）

二次判定

保険・医療•福祉の専門家からなる介護認定審査会で、一次判定結果などをもとに「ど

のような介護が必要か」「予防給付の適切な利用が可能か」の判定を行う 。

4.認定

審査・判定（二次判定）の結果は次の 7区分に分けて認定されます。

要支援 1 社会的な支援を要する状態

II 2 生活に支援を要する状態

要介護 1 部分的介護を要する状態

II 2 軽度の介護を要する状態

II 3 中等度の介護を要する状態

II 4 重度の介護を要する状態

II 5 最重度の介護を要する状態

非該当 要支援・要介護に該当しない

（自立）

0申請からの認定結果は原則 30日で通知されます。

0認定の結果によって利用できるサービスが異なります。

0要介護認定の有効期間は、原則として 6ヶ月間。有効期間終了前に更新申請が必要。

①要介護 1~5の場合

「介護サービス利用計画」（ケアプラン）の作成

居宅サービスの利用を希望する場合は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依

頼する。施設入所を希望する場合はケアプランの作成は必要ない。 → サービスの

利用

②要支援 1 • 2の場合

「介護予防サービス計画」（介護予防ケアプラン）の作成

介護予防サービスの利用を希望する場合は、地域包括支援センターに介護予防ケアプ

ランの作成を依頼する。 → サービスの利用

認定を受けられた人は、認定された要支援・要介護の区分ごとに決められた限度額の範

囲内でさまざまな介護サービスを利用できます。次回はサービスを見てみましょう。
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介護保険と私自身 京都市 かまたきよみ

介護保険のことが昨年から気になって自分でコツコツ調べていたが、こんなに事態が差

し迫っているなんて今日の今日まで知らなかった。この文章をお読みの皆さんは、もう

よくお分かりのことと思うが、それは今年の八月から介護保険の受給者負担が現状ー割

負担から受給者側の経済状況によって一割負担の人間と 二割負担の人間の差がつけられ

ると言う事である。

(1) 初めての介護保険

かって、私はサラリーマン家庭の主婦としてパーキン

ソン病のために、身体障害者 2級の手帳を持ち、その

資格で介護保険を常時、生活の中で使用してきた。そ

れが平成 15年 10月の交通事故から始まる車椅子の

借用と、ヘルパーさんの使用という介護保険の存在な

くして語れない生活となってしまった歴史（悔しいと

いうのか、ありがたいと感謝すべきか）である。当時、

車椅子はーか月 500円くらいで借りえたのではない

か。ヘルパーさんたちに支払 う日当も 10分の 1でよ

かった。とてもお手伝いとか女中さんなど考えられな

い生活の中で彼女たちの働く生き生きしたその姿に、

どんなにはげまされ感謝したことか。今でも、彼女た

ちとのあれこれについて語る時、私の声は涙声になっ

てしまったりする。

編居宅系サーピスの利用限度額 ‘
居宅系サービスでは介護保険から給付され

る利用限度額が決められています。

利用限度額を超えた分は全額が利用者の巨

己負担となります。
サーピスの種類や事業所が所在する地域に
よって．利用限度額が若干異なる場合があり
末1r̂ 

訪問介護．訪問入浴介護，訪問看護；訪問リ

ハピリテーション．通所介護通所リハピリ

テーション，短期入所生活介護短期入所療

養介護福祉用具貸与，認知症対応型通所介

護逝規模多禰琶邑琶竪互璽》など

要支援1 5.003単位／月 （約53,000円）

要支援2 10,473単位／月（約111,000円）

要介護1 16,692単位／月（約］76.000円）

要介護2 19,616単位1月（約207,000円）

要介護3 26,931単膨月 ．、（約283.000円）

要介護4 30,806単位／月（約324,000円）

要介護5 36,065単伽月（約379,000円）

,... -廃行 京都市保健福祉思畏寿社会部介護保険課
--・ -^、-—^ ~疇

しかし、こうして私の生活のなかで精いつばいに使う介護保険の使用料金は一月 5,000

円から 6,000円くらいである。そしてこの料金は 10年くらいほとんど変わらずに来たと

思う 。こんな生活の中でなら、一割が二割になることは絶対に反対ではあるが、死活問

題とは考えない。

(2) 介護付き有料老人ホームでの介護保険

現在、わたしの立場は主婦から一転して「介護付き有料老人ホーム」の居住者の一員で

ある。あるいはこれは「サービス付高齢者向け住宅」と呼ばれ略して（サ高住）ともい

われている今問題の高齢者住宅である。営利法人が経営するもので所得は中、高に属し

要介護は軽・中・重にわたると厚生労働省・国土交通省がみている。私自身の年金は 100

万円（今回の年金アップで初めて 100万円になった）の年収しかないのだから当然、自

分は「低」に所属すると考える。年金の不足分は、昨年夏に売った家の代金であるから

当然限度はある。

そうするとわたしの行くべき所は「特別養護老人ホーム」であるが、ここは 50万人の定

員があるのだが、すでに一杯で空きがない。（伏見区役所福祉介護課の話では、特養の収
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容者、待機者ともに年金などないという）それで私はやむなく「介護付き有料老人ホー

ム」の生活になっている。このホームを現在 20万人。政府が増やそうと今、躍起になっ

ているのがここである。そのためにこの「介護付き」というところで介護・保険の 90%

投入ということが行なわれる。入る時に（入居時までに）保険の限度額いっぱいの数字

を出させ、それに対して 90％の補助金を出す。

つまり、私の例でいえば 2015年 6月は 19,946円の介護保険法自己負担金を出させ、そ

れに対する補助金が 90％の 179,514円。つまり、企業には合計 199,460円の金が入った

訳である。2015年 4月は 21,174円、補助金の額は 190,566円、合計 211,740円の金が

入った。

ベストライフ京都全体となると (2015年 1月 31日）どうなるか？在籍者 72名。うち自

立者は 1名のみで、介護を必要とするものが 71名。総額 13,107,140円が企業のものと

なる。その内訳を 7段階に分けると・・

くベストライフ京都＞利用料のご案内

（介護度） （利用料） （人数） （金額）

1 要支援 1 5,612 3名 16,836 

2 要支援 2 9,656 5名 48,280 

3 要介護 1 16,710 21名 350,910 

4 要介護 2 18,716 13名 243,308 

5 要介護 3 20,880 14名 292,320 

6 要介護 4 22,850 8名 182,800 

7 要介護 5 25,180 7名 176,260 

合計 71名 1,310,714 

（単位円）

(3) A 企業と役所と介護保険

現在、この金は何につかわれているのであろうか。

これが、今、この介護保険を暗くさせている一番大きな理由ではないか。

高齢住宅「介護づけ」として、現在問題になっているというのもイージーな金儲けとし

て白眼視されている企業も多い。

介護保険の支給は半分が税金であり、さぞや、うるさい制約がと思うが実際にはこの保

険金には税金もかからず、報告書を出すべきお役所もなく、区役所単位でサービスの不適

当を申したてることぐらいしかできない。このベストライフ京都でも、一年に二回居住者

および保護者を集めて行われる「運営懇談会」でも何の報告もない。

実は、第 9回運営懇談会では、居住者側から事務局側に大事な質問があった。それは毎

月何万円も支払っている介護保険一部負担金に、なぜ領収書がないのか？という問題提起

で、質問が出された時、かなり事務所側は混乱していたが、追求はそれで終わり発展させ

られなかったのは残念。しかし、その翌月から (10月）、個人宛に領収書が出るようにな

った。これは、やはり 一つの成果だろう。
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介護保険をこのように人目を避けているのは企業側だけで、役所側はサッサッと企業名

も利用者負担、 90％施設サービスの料金も教えてくれ、これは電話でも聞くことができ

る。ここで、取り上げられている施設サービス。「要介護 5」の月額 379,000円の介護っ

てどんなものだろう？私は月額 207,000円のサービスを受けられる。これも楽しみか。

おはようも 点数のうちかと 患者いい

B 

さーて、介護保険の新しい基準について、私が利用者負担が一割から二割になる人がい

ると聞いて走り回っていた時、見かねて声をかけてくれた人がいます。「あんた、そんな

ことより、介護保険料がまた上がるよ。そっちの方のお勉強はしたのかい」「いや・・ま

だ」「馬鹿だね。そっちがさきだろ。第一、利用者負担というのは年金 280万以上のひと

のことだよ。あんたに関係ないよ」そうだろうか。京都市案では一割と二割を分ける線

は 280万円で引かれる。そして、この額は私が偶然このくらいほしいな・・と頭に描い

ていた金額と一致していた。

(4) 走れ・・車椅子

私たち小規模多機能居宅介護の中にいる人間は、現在、介護サービスを利用限度額いっ

ばいに使用されているために、福祉用具の利用ができない。これは、かなり困った事態

で例えば「車椅子」の購入は、自費で入居者がする。福祉用具専門店なら何も言わなく

ても貸し出したり、あるいは売った車椅子の点検・修理など抜かりなくやってくれるが、

この施設には、そんなことをやらねばという気持ちがない。時々「車のタイヤに空気を

いれましょう」とペルパーさんが顔をのぞかせるが故障場所を言っても勉強不足でわか

らない。朝、昼、夕の三回、四階建ての建物から一階の食堂に至る道は、エレベーター

に一回 4台しか乗らない車椅子を乗せるために、正規の職員が数名以上出て大騒ぎにな

る。

こんな悪夢の中からなるべく早く抜け出そう 。そのために、いろいろ考えよう 。まず、

一つ車椅子の先生を探そう。そしてルールを教えてもらおう 。毎朝ギャーギャー喧嘩し

ているおばあちゃんたちだって教えれば必ず良くなる・・まず信じましょう 。そして職

員の中にも専門家を育てましょう 。これは男女を問いません。女の方

でもドライバー片手にちょっとかっこいいですよ。いかが。

そして夢の結晶。私と一緒に車椅子で旅する人はいませんか。 （終）

2015年 7月 13日 ヽ
かまたさん、今年も総会・講演会にお一人で

遠方よりご参加頂きまして有難うございました。
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愛知県会報の一読者として

パーキンソン病友の会埼玉県支部小野黎子

私は埼玉県支部で会報を編集している者です。全国各支部の会報の中から、これは、

と思う記事をひとつ、埼玉の会報『彩』に毎号転載させていただいております。この欄

を「他支部の会報から」と題して連載にし、その回数も 6月発行の 36号で 15回目を

数えました。

会長、事務局長を経て私の手元に集められたたくさんの支部会報のページを繰る手は、

近頃、愛知県の会報の上で止まってしまうことが多くなりました。

これまでに平山正昭先生の「薬の話」より、貴誌 63号の原稿、同じ平山先生の「医

療こぼれ話」から『iPS細胞でパーキンソン病は治るのか』、 74, 7 5号から『ニュ

ープロパ ッチとノウリアスト』それに 81号の「EBMとオーダーメード治療」第43 

回、渡辺宏久先生の『小腸における細菌の過剰増殖』と、 4度も原田良賓事務局長にお

願いをして、埼玉の会報に転載をさせていただきました。恐る恐るお願いするのですが、

いつも快くお聞き容れくださいまして、おかげさまでよい情報を埼玉の会員にも届ける

ことができております。

この連載のきっかけになったのは三重県の会報『パーキンソンみえ』に、三重県友の

会の事務局長が鈴鹿医療科学大学で『在宅で介護する男の嘆き』というテーマで在宅介

護の現況について特殊講義をされたという記事が載ったことです。

私はこれを大変重要なことと受け止めました。大学の先生が学生に講義をするのはあ

たりまえのことですが、その講義の内容がどのようなものであれ、先生の実生活との接

点は問われません。学生は講義をノートし、試験前に少々頭に詰め込むだけです。（実は

これでもましなほうらしいのですが）。忘れるのは素早いことでしょう 。しかし、実際に

進行したパーキンソン病の妻を日々、介護するという実生活をひっさげて教壇に立ち、

介護の現況を学生たちに伝える・・•こうしたことの中からこそ、たとえ小さなもので

あっても命の通った福祉の芽が育っていくのではないか。ぜひ、この記事を埼玉の会員

にも読んでほしい。そう思って三重県支部の事務局長さんに転載をお願いしたのが 4年

前のことです。ついでのことに、県境なんてなくてもいいのではないかしら、どんどん

跨いで歩いて、いい原稿があればお互いにやり取りして、広く会員に読んでいただくこ

とではないか。他県の会報の記事に触発されることは少なくありません。

このような次第で、私は愛知県の会報に出会い、平山正昭先生のお書きになるものが

常に患者の立場に立たれていることに新鮮な驚きを覚え、また渡辺宏久先生の『小腸に

おける細菌の異常増殖』という原稿に書かれたお考えに触れて、このような研究を進め

ていただけることに希望を感じ、自分を励ましているのです。

『彩』の編集を手伝っていただいている埼玉の会員家族のMさんは、患者であるご主
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人がひどい幻覚と足の痛みに苦しんでいる方ですが、私が渡辺先生の原稿を、メールに

添付して送ったところ、「同感！」と題し、「そうなのです、薬が実際に吸収される場所

に邪魔者がたくさんいたのでは、『服薬の意味ないじゃん！』なのです。ここに目を向け

たことは大変大きいですね。期待します。」と返信をくれました。

愛知県の会員の皆様、皆様の会報はこのように他県でも話題にされているのです。

ところが前述しましたように、他県の会報は直接私宛てに送付されるわけではないた

め、私が受け取るのは大分遅く、時には届かないこともあります。それでふと思いつい

たのが、そうだ、私が直接、読者になってしまえばよいのだ・..他の支部の方で、埼

玉の会報を購読してくださっている方は何人もいらっしゃいます。これまで作り手の立

場でばかりものを見て、簡単なことに気がつきませんでした。そこで早速 1年分の代金

を愛知県支部の口座に振り込んだところ、原稿を書かないかというお話ををいただき、

またしても思いがけないことになりましたが、いつも人様に原稿を書きなさいというば

かりでは申し訳ないと思い、お引き受けしました。

私が会報の編集に関わるのは、少しでも確かな情報を得たいためです。何でも知りた

い。その中で、何が本当か、分からないながら自分自身で感じとりたい。そうして自分

の病状よりも半歩先に自分の気持を置いて暮らしたい。

そしてもう一つ、何としても私の頭から離れないのが「男の介護」、夫のことです。私

は歩行障害がひどく、ほとんど歩けない状態ですが、手はそれほど困りません。重いも

のは全く持てませんが、掃除、洗濯、お料理は何とかできます。今のところは、です。

でも、やがてできなくなる日が来るでしょう。その日をどう迎えるか。これこそ私にと

ってのいちばんの課題です。

私は、症状がもっと進んだときに自分がどうなるのかという不安と、その時はその時、

という開き直った気持との間を行ったり来たりしながら、少しずつ、前向きな気持が強

くなる自分を感じています。そして、もっと強くなれと言い聞かせながら、残りの人生

を生きていきたいと思っているのです。

山尾さんの寄稿文「幸計士な人生」 を読んで

広島市佐伯区宝積キヌ子

初めてお手紙を書きます。失礼します。

何と暑い日が毎日続いていますが、皆様には元気でいらっしゃいますか。私どもはどう

にか元気で頑張っています。

私がこのような手紙を書きましたのは、大変すばらしい幸せな人生をということが、書

いてありましたことにびっくりいたしました。

何と言いましても、この病気は薬でしか治ることがないのです。でも山尾さんのような

方が薬では治すことができないとはっきりっておられます。

私もその通りだと思っています。なぜならこの病気は自分自身がしつかりしなくてはい

けないということです。自分を大事にして毎日笑顔でいるということですね。人と毎日

お話をする、そしていつも笑顔を忘れないことです。私はいつもこのように頑張ってい

ます。山尾さんと同じようなことを書きましたが、どうぞごれを実行してくださいね。

遠方より応援をしています。初めての方に失礼と思いましたが、書いてみました。ごめ

んなさい。

l 服部神経内科＊1BTクリニック l 

〒460-0008 名古屋市中区栄 3丁目 20-29

院長服部達哉
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＊パーキンソン病にあったマッサージ・ストレッチを行います。

＊医療保険適用の為かかりつけの医師の同意書が必要です、詳しくはお問い合わせください。

弊社は一般社団法人全国パーキンソン病友の会

愛知県支部様より感謝状を頂いております

アルバムの整理を通して戦争中を思う 緑区 岡 悠紀子

（荀メディカル在宅マッサージセンター
イクヨオオシン

臨 0120-194004
〒453-0851 名古屋市中村区畑江通8-18-1 UV岩塚ビル

あなたの生きた証
本にしまホ

ヽ璽'+安心本格自費出版
-G璽□→対話により出版

引っ越しをして、もうじき一年。旧居の片づけが殆ど出来ていない。賠しい荷物を前に

溜息ばかり出る。 しかし、誰も替わってはくれない。自分の身辺は自分で整理をしなく

てはならないのだ。とにかくやってみようと重い腰を上げて、先ずは最も難しいといわ

れるアルバムから始めることにした。75年間の生きた証であり、大家族だし、カメラが

趣味の亡夫だったから、あるはあるは凡そ 100冊はあるようだ。先ずは古い順に並べ「さ

あ始めよう！一冊から多くても 5枚だけ残して、あとは惜しみなく捨ててしまおう！未

練なく思いきってだ！」

始めに当たり、前のことだが誕生（昭和 16年）から小学校へ入学までの“ファーストア

ルバムだ。一番早いのは同年秋のものらしい。自宅にカメラなどないため、写真館まで

出向いたのだろう。意外と遅い初写真。プロの作ったものだけあって 75年も経っても割

と鮮明でセヒ ア゚色ではあるがよく見える。初正月、雛祭り、七五三と節目の写真が並ぶ。

父は当時、職業軍人。12月開戦と同時にマニラ及び北京の戦場にいたようだ。娘の成長

を知らせるにはこれしかなかったのだろう。（どれもこれも捨てられないわ）

2年ぐらい後に帰国し家か．．．」 ら出勤するという生活に戻った父は愛用のカメラで

写真を撮りまくった。今から見ると証明写真のように、小さな判だけれど娘を可愛がっ

てくれた証拠かと思って、これらも捨てるのは無理。よく見ると笑えるし、涙は出る

し・・・

ひとりで仕事しているのだから泣き笑い自由。さてこの後から極端に写真は減った。小

学校高学年まで特に少ない。戦争が激しくなったのである。

終戦の時、父は長野県松代の仮大本営に居た。マニラも中国も悲惨な負け戦、真面目な

父は「沢山の兵隊さんが戦死されて、自分がおめおめと生きてはおれないと自決を決意

し、家族と今生の別れををするため、私達の疎開先であった豊川市まで帰ってきた。私

はそのことを全く覚えていないが母や祖父母はどんなに悲しかったか？地獄の苦しみと

はこういうのか？翌日、松代へ戻る父を、そっと祖父が見送っている姿を父は見つけた。

ただ一人、踏切に立って、列車を待っていたと。満員の列車の中で軍服姿の父に向って

乗客から「おまえたちのせいで負けたのだ、悪いのは・・・」と罵られ惨めで辛い思い

をしたと聞いた。今まで記した自決決意のころの話は戦後もいっさい聞いたことはない。

私が母になってから父が語ってくれて知った。

いよいよ自決決行と、こめかみにピストルを構えた父、辺りを見回したら机上に私の七

五三の写真があったという 。上官からも「山本君、可愛いお嬢さんがいるじゃないか」

と諭されていたこともあって思いとどまったという。（写真って凄い力を発揮するのだ）

9月に入って父が帰還した。仕事も家も何もかもなくしたけれど、一家 6人で暮らせる
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とあって母はどんなに嬉しかったことだろう。ところが同年 5月、妹を出産したあと、

相次ぐ空襲に逃げまどい、心身ともに疲労の極に達していた母は急性腎炎のため、あっ

というまに死んでしまった。親族がたくさん見守るなかでの最後であった。「ああ、のぶ

子は幸せだった。勇さん（父の名）の膝の上で死ねるなんて．．．」と母方の祖母の声

を私は今も覚えている。わずか 26歳の若さで逝った母、私は‘‘母なき子”になった。

もしも00だったら、という話はいけないかも知れないが、あのとき父が自害していた

ら姉妹は孤児。たぶん祖父母に育てられ、今とは全くちがう人生を歩んでいたことだろ

う。 しみじみ思うことは人生って先のことは全くわからない。わずか数分の差、数セン

チの差で変わってしまうものだ。それにしても一枚の写真が一家を救ってくれた。いま

ここにあるセヒ ア゚色の写真をどうして捨てられようか。そして、このファーストアルバ

ムには母の写真は一枚もない。これには訳があるのだ。

遠い遠い日の心の想い出を大切にしながら、想い出と一緒に心豊かに老後を生きていこ

う」ということになった。

今まで我が国は一応平和できたが、このごろはどうだろう 。きな臭い戦争がよそ事では

なくなってきた。絶対に戦争をしてはならないし、そう確信をもって語れるのは少しだ

けだが体験をした私達の世代までかもしれない。写真はその格好の媒体になる。写真の

整理を止めるわけではないが自らの姿勢を改め要か不要かをしつかりと見極めて行きた

い。 アルバムだけでなく他の物の時も心して・・•それが今はやりの断捨離なのだろう 。

あまりのんびりはしていられないが落ち着いて、考えて旧居を片づけようと思う日々で

ある。

2年後、父は再婚。新しい母ば清らかな理知的な女性で女優の杉村春子さんに似ていた。

その後弟妹が生まれたが全く分け隔てなく、むしろ先妻の子を大事にしてくれた。それ

でもやはり私にとって本当の母は大事な人。何年経っても父は自分のアルバムに 3人の

写真を貼ったまま平気で誰でも自由に見られる場所に置いていた。5年生(+歳）ぐら

いになった私にとって、この父の無神経ぶりには腹が立った。 今のお母さんがかわ

いそうじゃないの、死んだ人なんか見たくない と。母の写真を（母がいっしょに写

っているのはもちろん、母と 2人のは半分に切りとって）捨てた。父が家族のために作

成したアルバムだったが母と私の写真は全部はがして、ひどい穴だらけになってしまっ

たが、父は何も言わず残った自分の写真を集め、死ぬまで約 65年以上も保管していたよ

うだ。私は私で物資不足の時代で粗末な台紙のものしかなかったが自分のアルバムを再

編集し、それが現在のファストアルバムとなっている。

今でも私の脳裏には母の顔が朧に浮かぶが、わずか 5か月で死に別れた妹は知る由もな

い。彼女は継母が自分の本当の母でないなど疑うこともなく大きくなり、戸籍を取った

ときに初めて知って驚いたという。それらを考えると一枚だけは残しておけばよかっ

た！後悔したが 10歳の子供にはそこまでの配慮は無理だっただろう。しかし継母も平成

10年死去し、 50年以上のブランクを乗り越え実栂の親族と遠慮なく往来するようにな

って、やっと父母の結婚式の写真を見せてもらった。写真で見る 20歳の母は心なしか妹

に似ている。親族からも「そっくりだよ」と言われるが、 20歳の母ともうじき 70歳に

なる妹がそっくりなんて信じられない。

このように私のアルバム整理は始まったが、まだ一冊も出来ない。大抵の写真から、次

から次へと想い出が湧きあがる。この分じゃ何年かかることやら？ 5年生の時のあの

決断よ再び と願うが、今回本当に捨ててしまっていいのかな？ 次の世代に遺すべ

きは権威権力、名誉や財産などではなく心の問題、家族の歴史、家族の絆なんだと思い

始めた。二人の友人にこのことを話したところ二人とも「絶対に捨てないことですね」

入

9

＇ 
患者さんのために

信頼と愛が

いつばいつまった

藤本製薬グループ

エフピー
株式会社

〔お問い合せ先）

〒580-0011 大阪府松原市西大塚1丁目3番40号
TEL:0120-545-427 FAX:0120-728-093 
URL:http:/ /www.fp-pharm.cojp/ 

平成24年2月作成
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リハビリ奮闘記

苦節 3年、暗闇の中に燭光を見た 緑区 池田幸夫

定年後は見境のない食っちゃ寝、食っちゃ寝の生活

62オでサラリーマン生活にお別れした後は、何ら制約の無い毎日の生活に大喜びして

いたものです。そういう何もすることのない毎日が続いているといつの間にか時間を

持て余すようになり、無趣味の私がすることと言えば食べることしか無い。

朝ご飯が終わると新聞を読みながら駄菓子をガリガリ 。昼食が終わると又もお菓子を

ポリポリ 。夕食が終わればテレビを観ながらみかんを日に 10個も食べたりして、まさ

に食っちゃ寝食っちゃ寝の毎日でした。

がり続けて 9月にはとうとう 10.6％に上昇、完全な糖尿病ですとの診断が出た。これ

以上は投薬程度では効きめがないと言われ、インシュリン注射を毎日 1回就寝前にす

ることに決まった。

だらだら生活が病魔を呼び寄せてしまった

そういう生活が 5年も続いていると、当然の報いとして体に変化（本人は全く気付い

ていない）をきたしてもおかしくありません。今まで無縁と思っていた病魔の虜にな

っていたとは、知る由もありませんでした。

最初に襲われた病魔は脳梗塞でした。平成 20年 5月のG Wの最中に何故か乱視にな

り、おかしいおかしいと思っていると今度は夕食後に左手がだら～んと垂れ下がって

うんともすんとも言わない。GW明けに病院に行くと、脳梗塞と診断されて即入院。幸

いなことに、左手の麻痺と乱視は入院中の点滴で完全に回復し、後遺症の類は全く残

らなかった。

脳梗塞とはこんなものかと思った訳ではないが、病後を送っていた 3年目の平成 23

年 5月のGWの最中に、今度は右手がだら～んと下がって全く動かない。休み明けを

待って藤田に行くと、脳梗塞と診断された。恥ずかしながら 2回目です。

今回の後遺症は、右足首（くるぶし）の硬直と右腰部の硬直が起き、右手指 3本にも

硬直が起きた。歩けば左肩は上がって右肩は下がるヒョコヒョコ歩き、物はつかめな

いし字を書けばミミズが這ったようで何のことか全然意味不明。

当初は今回も退院するまでには後遺症は回復しているだろうと楽観していたが、今度

ばかりは廿い期待を無残にも打ち砕かれた。

退院してから紹介された南区の善常会リハビリセンターに通院。自宅から市バスー地

下鉄（新端橋）―市バス経路で通うのだが、歩けないので通うのが大変！ 基本的な

トレーニング方法を教わり、 3か月後に自宅療養に切り替えた。

そうして悪戦苦闘していた平成 24年6月にヘモグロビンAleが7％と危険領域に達し

ているという警告が出た（正常値は 6％以下）。まずは投薬治療で対処することに。 3

か月ほどいろいろ薬を変えてみたものの、ヘモグロビン Aleは下がるどころか逆に上

9
 

自分で自分の腹に皮下注射するなんて当初は恐ろしかったが、投薬では何ら効果が無

かったのにインシュリン注射では 1か月後には 9％になり、その翌月は 8％に下がっ

て、 3か月後の 12月には無事に 6.2％まで下がって万歳を叫んだものです

年が明けて平穏無事にリハビリに励み、 12月に入って平成 25年は無事に終えること

が出来そうだと思っていた。ところが 12月のある日の朝食後に新聞を読んでいたら、

みぞおちのあたりがチクチク痛み出した。

1回目の痛みは数秒で止んだが、すぐさま 2回目が到来。今度の痛みは針で刺すよう

な激痛で、待っても待っても止みそうにない。痛みに耐えかねて娘に救急車を依頼。

運よく 5分後に救急車が来てくれて、無事に藤田へ運びこまれた。

藤田では、冠動脈 3本中 2本が詰まった心筋梗塞との診断が出た。急逮カテーテル手

術で処置されて、お陰様でこの時も無事に復帰することができました。

• 

リハビリは一生続く暗闇の中→それが 3年目の七夕の日に、燭光が見えた！

脳梗塞や糖尿病の余波も落ち着いて、リハビリに復帰した。 リハビリはやれば当然回

復するものと考えていたが、医師は 5年のスパンで考えてくれと言う 。南区のリハビ

リステーションに通院しているうちに、問題の大きさと自分の考えの甘さ、先の見え

ないリハビリの辛さを思い知らされて、愕然としたものです。

でもやるしかないと考えて、まずは歩くことから挑戦。歩行距離そのものは当初の 50

mから 500m程度に伸びていたが、左足を前に出すと右肩が下がるフラッキの歩行姿

勢では、とても回復を実感させるものではなかった。

では何をどうするかと考えているときに、長寿医療センターと緑区が主催する医療講

座に出席して万歩計を貰い、リハビリの仕事量を数値で評価してみました。

万歩計での年度別走行比較

年度 期間 年間歩数 歩数／日 年間総距離 備考

（万歩／年） （歩／日） (km／年）

2014 H24. 7,......,H25. 6 165万歩 4,520 825k m 

2015 H25. 7'"'-'H26. 6 169万歩 4,634 846k m 2. 5%up 

（距離の算出＝歩数 x歩幅 50cm/1000)

仕事量を数値で評価した効果は大きく、今日は昨日よりも多く歩こうと思うし、雨が

降れば傘をさしてでも頑張ろうという前向きな気持ちにさせてくれます。

- 52 - -53-



前頁の実績表から、平成 25年は年間 165万歩で年間走行距離が 825Kmで、東京～広島

間に相当する距離です。

平成 26年は年間 169万歩で、年間走行距離が 846Km。広島を発って下関から関門海峡

を渡って北九州市，長崎を経て鹿児島まで行きました。

匡：これは私が特別遠くへ歩いたということではなくて、皆さんが年間に実際に歩いている距

離と同程度のものです。私がただ単に数値の大きさに驚いただけです。

火災保険 岩倉市 増田民子

3年目と 4年目の七夕の日に、熊野神社の神様から啓示が出た！

会報 77号でリハビリの経過を述べていますが、リハビリ 3年目に入った平成 26年 7

月に歩いていると、“今日は何か調子が違う、体が軽い。何だろう？”と考えながら歩

いていると、両足が交互にスムースに前に出ている。 しかも今までの左足で右足を引

っ張る感じも全く無い。これがリハビリの効果というものかと初めて実感できた瞬間

でした。発症して 3年後の平成 26年 7月 7日の七夕の日でした。

リハビリに元気が出てきて、散歩に・床上体操にと熱が入ってきました。 4年目に突

入した平成 27年の 7月に散歩していると、“今日は何故か体が非常に軽い。両足も交

互に出て、筋肉のしこり感が全く無い’'。何が違うのかと見ていると、発症以来頑固に

へばりついていた右足首と右腰部のしこり（筋肉硬直）が無くなっているではありま

せんか。手でさわるとごりごりした筋肉の塊感が無いのです！

7月 8日七夕の日の翌日のことでした。

2年続けて七夕の日にリハビリの効果を実感できたということは、散歩道にある熊野

神社の神様が「治してあげますよ」と言う啓示だったように思えます。

今後の方針

腰のフラッキはまだ残っているし、字は何とか読めるまでになっていたが指 3本の硬

直はまだ残っている。疲れ易いということも後遺症の一つでしょうから、後遺症の回

復率はまだまだ 50％程度かもしれません。

でもついこの前までは先の見えない暗闇の中をさまよっていた事を考えれば、リハビ

リ3年目を契機に大きく展望が開けたように思います。これからも同じように同じ道

を真っすぐ歩いて行けばいいのですから。完

国：私はパーキンソン病ではありませんが、別の病気の後遺症で同じようにリハビリに挑戦して

います。治るかどうか保証のないリハビリですが、望みはあると思って頑張っています。

• 

病に向き合い、老いに向き合い、おまけに一人暮らし 何事もなく静かに暮ら

したいものと思いますが、人間生きていると、何かに駆り立てられるような毎

日です。

家のメンテナンス工事もすんで、ヤレヤレと思うまもなく、住宅金融支援機構

特約火災保険ご契約終了のお知らせなるものが舞い込みまして、それによりま

すと満期日以降は継続できませんので、ご希望されるお客様にはご契約終了後

の新たな火災保険をご案内いたします。 として、 18社の保険会社の名前が列記

してあります。満期になることは知っておりましたが、簡単な手続きですむと

思っておりましたので予想外。

どうしたものかと満期受付センターに聞きましたら、一社では物足りないから

皆様三社くらい書かれますとのことなので、よく聞く会社名を三社選んで返答

の菓書を出しました。 このようなたぐいのものは内容が難しい感じで遠のきた

いのですが、そうも行かず…。

後日三社の社員の方の訪問を受けましたが、この問題から逃げたい。まだ日も

あることだからと思って、適当に聞いておきました。

その後、数回電話がありましたが、こちらから電話しますので、気にはなりま

すが、取りかかりにくくて…何しろ理解しにくくて、解りにくいと言った先入

観が強く働いて。

• いよいよ満期が迫ってくると、いつまでも逃げている訳にもいかす、また受付

センターに「どこの会社が一番よいですか」と聞きましたら、「把握できており

ません」「何を調べれば良いですか」「補償内容と費用が各社それぞれ特徴があ

りますから、そのあたりを参考にしてみて下さい」

そこで甥に相談して会社の内容をインターネットで調べて送ってもらいました。

三社とも大会社でどこに頼んでも問題ないと思うのですが、ただ漠然と決める

ことはできません。再度三社の社員に来ていただき、説明を今度はしつかり聞

き、質問もいろいろして、いよいよ最終段階。甥が送ってくれたインターネッ

トの会社の内容を目の前に置いて「私もこれだけ一生懸命なのよ」「この人はこ

こまで考えているのか」と思われることを武器にして話を進めました。また僕

が担当だと言われますので、これから先、心から頼れるか？ また、何かあっ

た場合にすぐ動いてくれるか？ 知識は豊富か？ 話していて呼吸は合うか？

等をいろいろ加味して決めました。
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確かに各社によって比較検討して見ますと細かく違うところもあります。一見

難しそうに感じましたが、やれば山が崩れるように出来るものと実感しました。

お陰様で火災保険、地震保険、それに伴う家財等、意味がよく解りました。 こ

れから先も、私にとって難題と思えるような出来ごとが出現すると思いますが、

じっくりと取り組めば何とかなるものと自信がつきました。今は後悔なく成し

遂げた満足感で満たされております。

Hさんありがとう 常滑市山下正子

病の身でも、老いの身でも足を踏ん張って生きていこう 。休み休み、体をいた

わりながら…。

今までいろいろの問題に直面して乗り切って来ましたが、この病気ほどわけの

分からない病気は数少ないと思います。本人もはっきりしたことは解りません。

断片的に捉えているように思います。やはりこの病気は難しい。 この病気を命

果てるまでと思うとくらくなりますATMで行きます。

7月 11日 この原稿を書いています。昨日スイカを買ってきました。本日は真

夏日で、蒸し暑く丁度スイカを食べるのには最高。心ワクワク切って食べまし

たら今ひとつ味が…ガッカリ 。

スイカは中の味が分からないのが難点。手に入れたスイカは農協で買いました。

叩いてみて、澄んだ音がよい。鈍い音ではいけない。 これなら大丈夫とたまた

ま農協のおじさんが見立ててくれたのに…。スイカを買うのも一種運のような

もの。思い起こせば天候が良くなかったようです。でもこれに懲りずにまた買

います。夏の熱いときはスイカが一番！

2か月に 1度の会報をとても楽しみにしています。毎回掲載される先生方の医療のお話

や皆様の体験談はとても参考になります。それにしてもなんと皆さん文章のお上手なこ

とか。お世話いただいている大津さんから「ぜひ書いてね」とお誘いをうけるのですが

とんでもないといつもお断りをしていました。ところが大津さんと話していて、皆さん

に友達自慢がしたくなったのです。

私には今は茨城県笠間市に住む中学時代の同級生がいます。二人とも手紙を書くのが好

きで気ままに文通を続け 50年と過ぎました。彼女のご主人は転勤が多く関西を中心に全

国各地から手紙を書いてくれました。何の因果か前後して彼女のご主人はパーキンソン

症候群、私はパーキンソン病を罹患しました。

・ その後も変わらず文通は続きましたが、ご主人の病気の進行は想像以上に早く 6年余り

の闘病生活の末に彼女とお嬢さん二人を残して亡くなられました。

進行性核上性麻痺なのか、レビー小体なのか病名は定かではなかったそうです。

茨城は遠く、私はただただお悔やみのお手紙を送ることしかできませんでした。

広

・-

その後も気ままな文通は続いています。

今年の友の会全国総会が水戸であることを会報で知りました。東京の向こうまで行く自

信もなく、その前に名古屋であった山中伸弥教授の講演を、運よく息子と聞くことがで

きたので、水戸の方はそれで終わっていました。ところが 4月の終わりに突然「iPS細

胞を用いたパーキンソン病治療」「全国大会プログラム」等の資料が送られてきました。

私は愛知県で真っ先にこれらの資料を手にしたということです。彼女は私に何も言わず

参加費を払い、資料が何もない講演は自分で講演録を取り、すべてをすぐに私のもとに

送ってくれたのでした。本当に感謝のしようもないとはこういうことを言うのでしょう。
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資料を読んで 1番うれしかったのは、昨年名古屋大学病院に 2週間入院して左腹斜筋に

（私の場合右腹斜筋）キシロカイン（リドカイン）注射を打つと筋肉に力が入っている人に

有効と書かれた段。県の講演会を聞いてお願いした処置でした。

誰もが治りたいと思っています。心配してくれる家族や友人がいるからこそ、つらい時

間を乗り越えられると思います。 iPS細胞を使った治療方法が確立し、新たな治療薬が

開発され、パーキンソン病が完治できることを期待して。

-56-

- ン~ Hさん画（手紙の挿絵）

-57-



第 16回 志津子の似顔絵コーナー

岡崎市 浅井志津子

新会長の木村順一さんご夫婦に登場して戴くことにしました。

木村さんは、春陽会の会員で、 100号以上の油絵などエネルギッシュで、哲学的

な抽象画を描かれる。普段スマートに見える木村さんからあのエネルギッシュな

絵がどうしたら生まれるのか不思議なほどです。

先日出版された「八木重吉 詩ときりえ 絵と文木村順一」と題する本もびっく

りするほど、木村さんの人生哲学を感ずる本となっており、思いもよらない木村

さんのきりえの表現方法に頭をこづかれた様な気がしました。

すばらしい切り絵の表現にただただ感心しました。

奥様も気のよくつく方で、良い人には良い人がつくという見本のようなご夫婦で

うらやましい！

凸凹道中 春日井市益田利彦

．
 

妻と旅行をするとき、ーか所は山歩きを行程に入れていたが、最近妻の足の調子があま

り良くないので、車から眺め旅行をしようと出かけることにした。

一回目は、 2泊 3日の旅で初日は第二東名から箱根峠を越え元箱根泊り、 2日目は芦ノ

湖スカイラインから富士山を眺めてから相模原市へ、今から 40年前、相模原市に東京

電力が北相模変電所を新設するとき、当社の送電線を引き込む設計を担当した。新設鉄

塔 2基仮鉄塔 4基の設計を終え、工事に入る前に転勤となった。後任者が無事完成した

と写真を送ってくれたが現場を見る機会が無かった、最近圏央道が開通してインターチ

エンジから 5分程と便利になったのを機会に 40年ぶりに見ることが出来た。自分の設

計した鉄塔を見て感激したが、妻は丁度オフの時間で車から出ようともせず、全く興味

のない素振りであった。

その後高尾山に上る予定だったが、妻がオフ状態であきらめて甲府市の湯村温泉に直行

した。3 日目は甲斐の武田神社に参拝、オン状態で体調の良い妻は、神社前で甲冑姿の

記念写真を撮ろうと言いだした、恥じらいはあったが二人並んで甲冑姿の写真を撮った。

甲府城跡へ行った、甲府市街の中央に位置し舞鶴城公園として解放されていて石垣が美

しい、武田信玄は「人は石垣人は城」と詠われるように、人を育て城には重きを置かな

かった、したがって現在の美しい石垣の城跡は、豊臣秀吉が天下を統一の後家来に作ら

せたものとされる。オフ状態の妻は公園のベンチで私の場内見学が終わるのを待ってい

た。こんな道中も帰りに立ち寄った諏訪湖 SAで食事しながらの眺め諏訪湖の周りに、

高ポッチ・美ヶ原・霧ヶ峰・車山・蓼科山・横岳・八ヶ岳（蓼科山、八ヶ岳は未登頂）

と懐かしい山々を眺めていると妻のドーパミンも溢れんばかりのようであった。

木村順一さん 木村暢子さん

・ニ回目は、 6月中旬妻と二人で 6泊 7日の東北旅行をした。フェリーで名古屋を夕方出

航し仙台まで約 22時間の船旅、朝 5時頃目覚め房総半島は見えないかと船窓の外を覗

くと陸は見えないが 200m程先で 3頭のイルカ（妻はシャチと言う）が競い合うかのよ

うに海上に垂直ジャンプを始め 3頭同時に 5-6回繰り返し、あたかも水族館のショー

を見ているようだった。仙台には夕方上陸し松島のホテルに入った。山腹のホテルから

眺める松島湾は以前と変わらず穏やかであった。

3日目は、 4年前の東日本大地震の被災地、宮城県南三陸町・気仙沼市・岩手県陸前高

田市を回った、現在復興工事中で、陸前高田では、市街地であったであろう平野が、今

は嵩上げ工事で土砂運搬の超大型コンベヤーがはるか彼方から橋を渡り平野のあちこ

ちへ張り巡らされている、此の工事が何年続くのか先は見えない。高田松原で被災から

残った一本松の複製が寂しくそびえていた、傍で見ようと途中まで歩いたが妻がオフと

なり車椅子を取りに往復するのは自分も限界を感じて、犠牲者と被災者が一日も早く再

起できることを願い黙祷してから妻を支えながら車へ引き返した。
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この日は盛岡つなぎ温泉のホテルに泊まる。

4日目は、十和田湖を経て奥入瀬渓流を見ようしたが、また妻のオフ車椅子の通る道も

なく、車から渓流を眺めながら走った。

下北半島の六ヶ所村へ行く、六ヶ所村はエネルギー関係の施設が多くある。

「むつ小川原石油備蓄基地」：直径 81.5m高さ 24m容量 11.1万kQのタンクが 51基、 3

列に 3km程続いている。「風力発電」：風車が連立している。「太陽光発電」：施設が広々

とあり今なお設置中。「原子燃料サイクル施設」： （今回は見なかった）。この日はむつ市

のホテルで泊まる。

5日目は、日本三大霊場（比叡山・高野山・恐山）の一つとされるむつ市の恐山に行く 。

今回の旅の主目的であり妻は初めてである。カルデラ湖のほとりに霊場があり駐車場か

ら総門・山門・地蔵殿と直線に進み、数々の地獄の岩山を通り抜けると白砂の美しい極

楽濱に出る、また宇曽利湖の青白緑色の水面も奇麗である。地獄の岩場では妻に何度か

引き返そうと促したが大丈夫と杖を頼りにたどり着いた妻はこの極楽濱が気に入った

ようだった。しかし長居をするとオフが来ないか心配でそこそこで引き上げ無事駐車場

に戻れた。帰りに寄った観光物産館でねぶたの武者人形が 2台展示されていた。あとは

ひたすら仙台に走り市内のホテルに泊まる。

6日目は、仙台港からフェリーで一泊し名古屋へ 10時半無事着く 。

今回の旅行は出発の前日に決めていきなり出発したが、一度の雨にも合わず、妻の車椅

子も都度部屋まで持ち込んだものの使ったのは 2回程度だった、、ホテルのバイキング

等、頼む前にコック長が家内の盛り付け配膳をしてくれる等スタッフのサービスがよく、

一度も困った思いをしなかった。家内の時々のオフの時は食事の時間を遅らせたり、お

にぎりにしたり、見るところを止めたりの工夫は必要であったがほゞ満足の出来る旅行

となった。

また行程予定が立たないため、ホテルは当日午後になってから予約する、ホテルを探す

のに多少面倒でもなんとかなる、サービス・エリアに専門職員がいて親身になって探し

てくれるところもあった。

萩の旅 常滑市大津邦世

6月上旬 1泊2日で山口県萩市に行って来ました。夫の大学柔道部同期会に出席するた

め私も同行しました。新幹線のぞみで名古屋を 10時頃出発。天気にも恵まれ岐阜在住の

Iさんと新幹線ホームで合流、駅弁を買いに行こうとすると万年青年である Iさんが「駅

弁は買った、買った」と。私たちは飲み物だけを買い乗車しました。車窓からは黄金色

に輝く麦と田植を終えたばかりの田園風景が広がり、すばらしいコントラストに目を見

張りました。列車の心地よい揺れに身を任せているとランチタイム、駅弁を広げビール

で乾杯。「新幹線 50周年記念弁当」のおいしかったこと！沿線各地の味わいがぎっしり

詰まっていてこれぞ旅の醍醐味。私はほろ酔い気分で自分の世界に浸っていました。 I 

さんと喜色満面の夫は会話が弾んでいました。

．
 

．
 

」

新山口駅に 1時過ぎに到着しました。駅前には俳人、種田山頭火の銅像がありました。

山口県出身なのですね。バスの時間まで喫茶店で一休みして夫も体調を整えました。新

山口駅から東萩駅まで JR特急バス萩号で山口県を縦断です。乗客 7~8人が乗り発車

しよ うとした時、「このバスは東萩駅に行きますか？」聞き覚えのある大きな声が聞こえ

ました。なんと関東在住の同期生 5人が乗って来たのでした。「おお、大津元気だったか？」

等々、バスの中が急に賑やかになりました。他の乗客には迷惑だったかな？と思いきや

いい方ばかりでほほ笑んでいました。山口大学付近の繁華街を抜け、バスは山間の赤瓦

の家並みや栗の木の白い花があちこちに見えるのどかな中を 1時間半位走ったでしょう

か。大きな橋本川を越えると東萩駅に着きました。 ドラマ「花燃ゆ」の舞台の街です。

駅から宿までタクシーで行きました。宿

に着くと目前には菊が浜、紺碧の日本海

が広がっていました。若い頃、この近く

の青海島に来た時の感動がよみがえっ

てきました。

宴会までの時間、宿の草履に履き替え白

砂青松の中を散歩しました。夫を誘った

けれど疲れて部屋で休んでいました。菊

が浜は遠浅で浜昼顔が咲いて、砂浜には

蟹の穴が一面にあり織物の模様みたい

でした。ヒトデなども打ち上げられていて面白かったです。地元の方が「ウツボも獲れ

たことがあるよ」と。グロテスクだけど絶品で美味しいウツボ。一度だけ食べたことが

あります。

特に潮の香りが漂う菊が浜から指月山に沈む夕日がとてもきれいで印象的でした。夫に

も見せたかったなあ～
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夜になって宴会が始まりました。参加者 21人 (16県）です。美味しい料理に舌づつみ

を打ちながらの近況報告。出席できなかった仲間たちの話題もたくさん出ました。4年

間の寮生活“同じ釜の飯”で結ばれた彼らは学生時代に戻り賑やかでした。（昔はもっと

お酒も飲んで騒いでいたでしょう）宴会の締めば恒例の勇ましい寮歌、校歌そして一本

/でした。夫も普段には見られない良い顔で大きな声で歌っていました。お酒が回った

浴衣姿の彼らが柔道着姿に変身したのかと錯覚するほど、ちょっと雄々しく見えたーコ

マでした。

翌朝 5時半ごろ目が覚めました。また一人で気持ちのいい風の菊が浜を抜け、荘厳さが

漂う萩城跡指月公園を散策しました。時折ウオーキングや犬の散歩中の地元の方に会い

ました。このような所を毎日ウオーキングできるなんて羨ましい限りです。城跡の傍か

らは水の都萩八景を望む遊覧船も出ているそうです。

それから 8時半ごろ、宿の御主人のガイドで堀内地区巡りにマイクロバスで出発しまし

た。400年前の白壁土塀が連なるお屋敷が今日まで継承されていることに驚きました。

また士塀越にいたるところで夏みかんがたわわに実っていました。できればゆっくり歩

いて巡りたかったです。それから松陰神社や松下村塾を見物しました。名産の夏みかん

ジュースで喉を潤しながら、白壁通りの萩焼のお店をワイワイ言いながら何軒も見てま

わりました。私はやわらかい風合いの萩焼が好きで気にいった湯呑茶碗を買いました。

最後に萩博物館を見学しました。武家屋敷風の造りの建物で歴史、産業、文化、自然な

どの資料がたくさん展示してありました。ほんの一部しか観ることができませんでした

が。山口県は各界に人材を輩出しているのですね。あまりの多さに感心しました。また

巨大なダイオウイカやリュウグウノッカイの標本もあり驚きました。ホントに竜宮城か

ら来たのでしょうか？夢があっていいですね～

博物館を出てからランチはかわいい「文御膳」をいただきまし

た。激動の中を生き抜いた文さんに思いを馳せながら。幹事さ

んはお弁当を彼らは満足したかなと気遣っていましたが十分

でした。食いしん坊の私は旅先での美味しい物をいただくこと

も楽しみの一つです。

ランチ後、新山口駅へ向かい、山口県在住の幹事さんにお礼を

伝え再会の挨拶を交わして解散となりました。

この会は夫が 35歳ごろから一年おきに持ち回りで集まっています。還暦からは毎年、夫

婦同伴もOKになり今回は 3組が出席しました。夫の P病のすくみや突進、便秘の心配

もあり参加することに躊躇しましたが、楽しみにしている同期会でなんとかなると思い

出席してよかったです。途中数えきれないほどトイレに行きましたが、夫が彼らに会い

喜んだことが何よりでした。来年の同期会は群馬県に決まりました。また二人で参加で

きることを楽しみにしています。心に残る城下町萩の旅でした。

歳時記（季語）の魅力 守山区大橋美智 子

前号で「俳句入門」を載せて頂きました。その中で歳時記について「私には一生、必要

ないかもしれない」と書きました。

あれから 2ヶ月、私の手元には 7000語収録の「いちばんわかりやすい歳時記」という

本があります。パラパラと見ていくと、季節を表すことばがこんなに膨大にあるのかと

驚かされます。私が思い出せることばといったら、春夏秋冬に、花、食べ物、だれでも

知っている行事、合わせて 50にもならないのではないでしょうか。それが 7000もしく

は 1万以上もあるなんて想像を絶します。そんなに敏感に季節を感じ取れるものがあり

ながら、何と鈍感に年月を重ねてきたのでしょう。

．
 

たまたま、できた句に季語が入っているか、すぐ歳時記を開きます。使ったことばが季

語であった時の嬉しいこと。また、季語の説明を読みながら句が思い浮かぶこともあり

ます。例句の大半は高尚すぎて意味がよくわからないのですが、たまに共感できる句に

出会うと、「そうだよね～」なんて思っちゃいます。歳時記は愛読書など 1冊もない私の

愛読書になりそうです。

午後のひととき、お茶でも飲みながら、何の心配事もなく、ゆったりと読み耽りたいと

思います。でも、それはまだ先のことになりそうです。

主人は幻視、妄想がある旨、先生に伝えたところ、お薬が代わり、そのせいかどうかわ

かりませんが被害妄想の言動にかわりました。これには参ってしまい、先生に相談した． ところ、お薬がぐっと減りました。主食部分に当たる L・ドーパのお薬がなしという状

態はH15年発症以来初めてのことで、主人の身体にはかなりきっく、当然動きが悪くな

り、私の介助量はぐっと増えました。主人の体重はあれよあれよという間に私を下回り、

背中をさすると背骨が当たります。痛々しくて涙が出ます。被害妄想を出さないで、あ

る程度動ける状態を、薬と刺激電力で模索中です。

私の頭は許容量が狭いので何かあるとすぐいっ

ぱいになってしまいます。でも、些細な事でも嬉

しくなり、空きができるとそこにスーと俳句が入

ってくる感じです。ひとりでは中々続けられませ

んが、背中を押して下さる方がいらっしゃるので、

感謝の気持ちを込めて頑張ろうと思います。
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私の関心事 緑区越澤 博

地球は何時生まれたのだろうか。どのくらいの時間が過ぎ去ったのだろうか。生命は何

処からきたのだろうか。不思議ですね。私の高校時代 (6 • 3 • 3制の新制高校時代）、

昭和 24年、『地学』という学科が増えました。その中の天文学に典味を持ち、文献を漁

りました。学校の望遠鏡で初めて月、金星、火星、木星、土星など見て、きれいだなあ

と心を奪われました。

金星を眺める望遠鏡雁の声

受験雑誌の俳旬欄に投句しましたら草田男選にはいりました。望遠鏡を「めがね」と読

ませるのに若干難ありとの評をいただきました。また、学校新聞（季刊）に「星座案内」

を連載したことなど懐かしい思い出です。

前号でもちょっと紹介しましたが、地球の年齢は 46億年といわれています。約 138億

年前、広大な宇宙では、いたるところで星が寿命を終え新たな星が生まれていたとか。

太陽も例外でなく、寿命がきて超新星爆発を起こした星の死に伴い、ガスや塵などの残

骸が宇宙空間に撒き散らされ、再び起こった星の大爆発の衝撃で、これらの物質が円盤

状に集まり中心部が固まり、こうして約 46億年前、明る＜輝く原始太陽が生まれたとの

ことです。

この原始太陽の周りを巡るガスや塵が集まり、やはり衝突を繰り返しながら大きくなり

原始地球が生まれたといいます。原始地球に火星大の原始惑星が衝突し、この時飛び散

った大量のかけらが地球の周りをまわりながら、衝突を繰り返して大きくなっていき、

月が誕生したと言われています。原始地球は表面がドロドロのマグマに覆われ、焼けた

だれた天体で表面温度が摂氏 1200度もあり、マグマオーシャンと呼ばれています。こ

の溶けた岩石に含まれた一部の成分がガスとして噴出し、原始大気が形成され、その中

の水蒸気が雨となり、激しく沸騰しながら水嵩を増し激流となって、マグマが噴出する

荒々しい大地を満たして原始の海が出来たようで、雨が止んだのは 1000年後だったと

のこと、これが地表の温度を下げたと言われています。

月の影響で地球の自転速度が遅くなり、 1日が 24時間、地軸も 23.5度と安定し、生命

の誕生を迎えることになったのです。 38億年前に深い海の底を漂っていた有機物から

誕生した生命は長い年月をかけ単細胞生物から多細胞生物へと進化し、今から 5億 4100

万年前、「カンプリア紀」という時代に入り、多種多様な動物たちが一挙に誕生したと解

説しています。現在の地球上の動物の祖先が出揃った画期的な時代だったようです。そ

の中に人間も含まれていたということです。

『聖書』の創世記は「初めに神は天と地を創造された」からはじまりますが、 3500年も

の前に書かれたこの聖書が現代科学のもたらした成果とよく似ているのに驚いています。

．
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救うこと。治すこと。そして笑顔をつくること 。

わたしたちにできることは無限にある。

だからこそ、この瞬閏にも病と闘っている人のために

この蟻上でもっとも大切な「いのち」のために。

抗体医薬のリーディング・カンパニーとして

斬藁の開発と、まっすぐ向き合っていま
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桜梅桃李・ひとこと投稿

おうばいとうり・この 4種類はともにバラ科の植物です。それぞれ花の姿は違いますが、仲間同士

です。それぞれの咲くさまを「自分らしく生きる大切さ」に醤えました。寄稿された順に掲載しま

す。短い文でも気軽に投稿できるコーナーです。

大きく育った小さいトマト 岡崎市浅井志津子

二代目の愛犬が 18年居て、一昨年亡くなった。三代目は無理ということで、今まで犬の

遊び場だった小さな庭に去年からミニトマトの苗を植えた。去年も 2mほどの丈にのび、

沢山の実をつけ何日かうれしい朝を迎えるこ

とができた。今年もトマトを植えようと思って

いたら、連作は良くないと言われ、それならと

一本の苗に対して、バケツ 2杯ほどの土を出し、

野菜の土を買ってきて、その土に今年の苗を植

えた。去年は 3本だったが、今年は 5本植えた。

みんな 2m以上になって実をいつばいつけて

いる。大成功だ。

昨日 (6月 7日）は初取りで 2個収穫した。

今朝は 4個取った又しばらくうれしい朝を迎

えることができる。

もう一つの喜び 岡 崎市浅井利一

今年も一日交遊会がスタートしました。受付でもらう参加者名簿を見るのが楽しみです。

いつもの顔ぶれが載っています。今年も同じ仲間と会える、一緒にやれるという安堵感

というか連帯感のようなものがこみ上がってきます。会員の方の参加する思いはいろい

ろあるようですが、仲間意識を共有し合える喜びを、一日交遊会参加の意義と考えてい

ます。

もう一つの喜びは、参加者名簿で初めて参加する会員のお名前に接することができたと

きです。愛知の会員は 270名ほどで、知らない会員が殆どです。知り合うことによって

仲間である意識が強まるのではないでしょうか。病気への前向きさも広がることでしょ

う。今回、何人かの初めての参加されるお名前に接しました。新しく仲間として触れ合

うことができます。

活動の合間に、初参加の方と話す機会が持てて、もう一つの喜びが実感できました。

駅長たまの死

● 介護と介助

岩倉市 増田民子

猫一匹にこれだけ騒がれるとは！ ！ 

NHKニュースでも放映しておりましたし、深

夜十二時の時論でも、たまのことを、語ってお

りました。

何しろ「駅長たまに会いに行こう」というバス

ツアーもある様です。

このあたりを走る鉄道が赤字で、廃線になると

ころを沿道住民の反対のもと、廃線になるのを

免れたそうです。 たまはここの猫だったそう

です。人にはよくなついているけれど、ここまで発展させたのはすごい！駅長たまが誕

生するまでの道のりは分かりませんが、駅長帽をかぶり、駅員の制服を着たたまは実に

かわいい。観光バスが着けばどっとたまめがけて人垣、電車が着けばまた人垣。なでら

れたり、さすられたり、抱かれたり、皆さんカメラで撮影。中には小さな袋にお金を入

れて たまの手元に差し出しても、たまは横を向いたまま（猫に小判かな）

またマイクをたまの口元に添えて「ニャーゴ」たまの声。

NHKの時論で言っていましたが、たまの一年の経済効果は億単位。テレビの字幕に「た

ま、お疲れ様。天国で安らかにお昼寝をして下さい」…の言葉に、ついホロリ、猫は夜

行性なので昼眠りたい時もあったのに、人間様に尽くしてくれてありがとう。駅舎もき

れいになったそうです。 16年生きたのは猫にとって、長生きだったそうです。以後「名

誉駅長たま」となりました。

（私はこの頃、右手の動きが悪くなり、自分でも読みにくい字になってしまいました）

．
 

緑区山尾武史

一人の患者を眺めて介護の難しさがつくづく

解ってきた思いである。今までは唯それほど

でもないように感じていたことが、お世話す

ることでその大変さが思いしらされた感じで

ある。患者の辛さを少しでも良くしてあげた

いと感じる昨今であります。いろいろなこと

を助けるということは中々思うようにならず、

自分自身の体に無理が生じることが多々あり、

時には介護、介助どころではない感じで日々

を送ることがあります。

しかし、そのようなことよりも辛い思いをし

ている患者さんをどうすればよいか考えずに
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はおれません。自分が倒れるようでは困ります。自分がしつかりしなければ、自分が頑

張らなくてはと、介護・介助をする人たちは思っていることでしょう。医学も十分とは

いかないまでも少しずつではありますが進んでいます。なかなか思うようにはなりませ

ん。

状態の軽い患者さんは感謝の念をもって日々を送っていただきたいものです。そして、

介護する方、介助する方のご苦労を考えて、自分自身が如何にしで快方へに向かうか努

力して欲しいと思います。こんなことは言うまでもなく努力していると思うでしょうが

辛いのは患者さんだけでなく家族の方、周りの方も思っているのです。特に主治医の先

生方は「なんとか、なんとか」という思いで一杯だろうと思います。介護・介助する家

族、周りの方は患者さんのことを十分考えて、携わっていただきたいと思います。

“だが辛いですよね”症状の重い方、軽い方も前向きに、今日よりも明日、快くなるこ

とを信じて日々を過ごしていきたいものです。何時もの如く明日の良き日を期待しなが

ら笑顔をもって進みましょう 。笑顔をつくれば身も心も休まります。明日の快晴を待ち

ましょう。少しでも人助けをして！自分自身が気分が快いと他人も良い気持ちになると

思います。“情けは人の為ならず”昔の人はよく言ったものですね。明日に向かって頑張

ります！ ！ 

運転を止めようかな 春日井市益田緑

今まで雨が降った時など近くのスーパーヘは車で行っていました。でも最近、足が痺れ

て動きが鈍くなってきて、家族が心配するので運転は止めておりました。不便なことに

なり又家事がはかどりません。ですが口をそろえて危ないから乗るなと、乗れば必ず失

敗すると言わんばかりです。そういわれると自信がなくなってきます。今年の秋、免許

証の更新ですがどうしたものかと迷っているこの頃です。

そこで車を処分することにしたのですが、どれだ

けも距離は乗っていないのに、なんと 3万円と言

うのです。自転車にも足らない値段です。それな

ら家に置いておこうかとも思いましたが、見ると

乗りたくなるので持っていってもらいました。そ

んなことで外に出る事が少なくなって、今ではラ

ジオを聞きながら縫ったり編んだりをして楽し

んでいます。

NHKの土曜日のぼやき川柳や日曜日の山田邦

子さんの番組など面白いです。そういうこで、お買い物は乗せていって貰ったり、自分

で自転車でいきます。引いて歩くこともあります。これも足が鍛えられていいかと思う

のですが転びそうになっで怖いこともあります。今 日も薬が効いてきたら、ちょっとガ

タの来た 2輪の愛車でスーパーヘ走ります。それにしても暑いですね。皆さん熱中症に

気を付けてください。

．
 

．
 

闘病ばなし

日々是好日

緑区岡悠紀子

例えが悪いですが昔、罪人は罰の軽重によって入る牢が分かれていなかったらしい。そ

こで、罪人の間に自然と序列ができ、重罪を犯した人が威張って上座を占めていたと聞

いた。それに似ている場合がある。久し振りに集まって、近況を報告する時、この歳に

なっての話題は健康・闘病が断然多い。友の病が同病と知るや「なんだ、君は残したの

か？俺なんか全摘だあ」とか「あなた日帰りですんだ？私は一週間の入院よ」と、まる

で病の重さを競っているような光景に出くわす。こんな競争はごめんだが、大病で苦し

んだ友が回復して堀爽と出席するのを見るほど、嬉しいことはない。とにかく示唆に富

んだエピソードだ。闘病記（武勇伝）、よければ聞かせてください。

岡崎市近藤将人

中国、唐時代の雲門禅師の言莱との事。「いままでの日々のことはさておき、これからの

日々の心境を述べなさい」との問いにこう答えたとのこと。

平々凡々な何事のさわりもなく、穏や

かな日々の事。こう思って暮らしたい

ものです。

最近、いろんな事がありました。知人

が体調を崩す、医療講演の準備、日々

の迷いや不安、仕事がはかどらずスト

レスを抱えたり、プレッシャーに負け

そうになる、七夕の願いを考える、家

では喧嘩が絶えず、甥が高校最後の夏

の予選を戦う、などなど。他人から見

たら、愚にもつかない事でも、本人に

とっては大問題。一つ一つに心を取ら

れ、全く「日々是好日」なんて程遠い

なあ・・・なんて思っています。

先の不安を考えるより、まずは目の前の一つ一つに向き合う、そんな毎日を過ごしてい

たせいか、例えそうでなくても「日々是好日でありたい」と思う事もいいなあ・・・な

んて。状況は違えど、みんなそれぞれに大変な毎日を過ごしているはず。僕なりに努力

して、毎日を大切に過ごしたいなんて思うのでした。
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旅の失敗談 緑区越澤 博

①宮古島から帰りの飛行機の中でホテルに車のキーを置いてきたことに気付きました。

「しまった」と思わず口に出してしまいました。ちょうど通りかかったスチュワーデ

スが「どうしました」と立ち止まりました。実はとすべて話しましたら「ホテルは何

処ですか」と言われてホテルの名を告げたところ、早速手配してくださいました。名

古屋空港に着きましたら荷物受取所まで同行され、そこの係員に引き継いでくれまし

た。車の中に住宅のキーがあることに気付き、それを告げると早速 ]AFに連絡して

くださり、 30分も待たずに来て車のドアーを開けてくれました。タクシーも呼んで

くれ無事に帰ることができました。翌日、車のスペアキイーを持って空港まで車を取

りに出かけ、昨日の職員にお礼を述べてきました。ホテルからは着払いで届きました。

②ローマ市街を妻と二人で観光に出かけました。前に添乗員から「地下鉄に乗ってはい

けませんよ」と言われていましたが、試に乗ってみました。発車寸前に 4~5人の子

供たちが乗って来たかと思うとすぐ降りていきました。変だなあと思いましたがその

まま目的地にいきました。何か買い物をとポケットに手をやりましたが空っぽでした。

妻のハンドバッグも空でした。俳句手帳まで無くなっていました。スリに会ったので

す。見事にやられました。幸い当日分だけのお金で後はホテルに保管していましたの

で大事にはいきませんでした。添乗員さんには言わずにおきました。

．
 

一緒に始めませんか。第 2弾！！ヒ°ンポンリハ会'’より

岡崎市浅井志津子老平慎弓

岡崎福祉の村体育館にて毎週木曜日

11:00,--....,14:30ころ（延長可）卓球をしています。

年齢・性別・体調・上手下手は不問。

どなたでも参加出来ます。

（ボランティアで教えていただける奇特な

方がもしみえましたら嬉しいです）

詳しくは

ケイタイの 080-3654-8537ヘ

SMSで「卓球について」と打っていただけると、おり返し電話を差し上げます。

リハビリで夢の治療を！

楽しいことは不思議に動くこの身体。ご一緒に一歩踏み出して見ませんか？

友の会全国大会目指して！自分のペースで無理せずに。ようのあるときはお休みし

て、お昼を一緒に食べて 12時頃から始めています。

• 

冨Onィ千ョ勺！②耳の底から父の記憶がありありと…

春日井市 木村順一

朝、「オオボケ！オオボケ！」という声で目覚めた。人の声ではない。耳をすま

していると、どうもウグイスの鳴き声である。叫んでいるような下手な声は、

鳴いているうちに「ホーホケ、ホーホケキョ」とやっと聞こえるようになって

きた。我が家では裏の茂みから毎年早春の頃に、いい声を聞かせてくれる 。 し

ばらく布団の中でうつらうつらしていると、この春も聞いた美しい声が思い出

された。音の記憶は、意外に耳の底に残っているようで、私の場合は、目の記

憶よりも耳の記憶の方がよく思い出されるような気がする 。

例えば音楽。 中学 2年生の時から、急に好きになった。（女の先生だったので、

動機は不純かもしれない） 先生は名曲といわれる曲をよく聞かせてくれた。

それ以来、少ない小遣いを 1年間コッコツ貯めて、一年に一枚、 LPレコード

を買うのが愉しみになった。 当時はステレオレコードが出始めた頃で、ジャケ

ットには <ステレ才と lま>と、仰々しい説明が書いてあっ↑こジヤヶットをな

めるように眺めて、裏に書かれた解説を何度も読んで、 2・3枚しかないお宝レ

コードをそれこそすり切れるほど聴いた。

おかげで当時聴いた曲は、耳のスイッチを ONにすると、記憶のレコードがま

わるようになった。プチプチという針の音まで再現してくれる 。今でもその曲

は、その演奏者、その録音でないと耳が許さない。針音のない CDでは全く違

う曲に聞こえた。

さらにその曲を聴くと当時の自分に帰ることができる 。最初に買った「ビゼー

のアルルの女」は、中学生だった親友で音楽大学に進んだY君のフルートの音

を思い出す。 「悲愴交響曲」第一楽章の中程には、飛び上がるほどの大音響が

出てくるが、おばあちゃんには騒音そのもので「うるさい！」とよく怒ってい

たっけ。ありありと今も思い出す映像…不思識なものだと思う 。

そういえば、自分の声が最近亡くなった父の声と同じに聞こえる 。咳払いまで

そっくり 。音の記憶が呼び起こす父の思い出。父のさりげない仕草。父と交わ

した話、挨拶…亡くなる 10 日ほど前に入院して、病院の食事はまずいといっ

て、殆ど食べなかった。枕元には食事量を書く記録表があるが、私が表に事実

を書くと、父は「殆ど食べた」に丸をうって修正していた。 自分は病人ではな

いと思いたかったのであろう 。

亡くなる当日も短歌の草稿をメモしていた父である 。枕元には読みにくいふる

える文字で書いた歌が数首あった。

二00粁 夜行軍にも先頭を保ちしわが足 いまは何処ぞ

三日四 日臥す覚えなきわが体 何時よりかヽる惰弱となりし

家にあり永病む妻と 病室に来たりて 苦しむわれと 何れぞ

［原文ママ］
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ATM句会 27年 7月

蜘蛛の囲や払う手を引く見事さよ 益田 緑

声比べするかの如き蛙かな 同

初夏や日がな一日船の旅 同

梅雨晴間船待っ人の気さくなり 同

幸呼ぶか山里の虹大きかり 岡 悠紀子

足弱や凌零（のうぜん）の坂下りゆく 同

歩行器を使ひ坂道百日紅 同

ポタリポタリ重なり落ちるのうぜん花 同 ． 
梅雨晴間母の笑顔に安堵せり 大津 くによ

亡き父の懐かしきかな白絣 同

小さき手のそつと触れみるおじぎ草 同

含羞草幼ナ児の目にとまりけり 同

船窓にイルカ飛びゐる初夏の旅 益田としひこ

夏の旅極楽濱の白さかな 同

恐山地獄極楽夏の旅 同

追奥羽路や半夏生の続きをり 同

ハエー匹魔球のごとく飛び回り 大橋美智子

梅雨時や雑草の伸びすくすくと 同 ． ． 
寝入る子の頬なでゆける夏タベ 同

梅雨冷や熱々うどんつるつると 同

夏タベ優しき風のありにけり 山尾 武史

夕風に憩ひてをりし夏はじめ 同

二人して眺めてをりし夏の月 同

一人より二人がよけれ初夏の景 同

蛍追ふ姪跳ね回る夜更けかな 近藤 将人

県大会甥の雄姿や雲の峰 同

霧ヶ峰晴れ渡りたる暑さかな 同

梅雨晴間ビ‘ーナスラインやバイク駆る 同
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人気者たま駅長の逝きし夏 増田 民子

短夜やテレビ見過ぎて空白む 同

この夏は噴火水害多かりし 同

央竹桃懐かしき歌口ずさむ 同

天の川右岸左岸の一等星 越澤 博

彦星や光年といふ恋心 同

七夕の竹触れてゐる藁庇 同

七夕や子等帰りまた我ひとり 同

一句鑑賞 越澤 博

〇 蜘蛛の囲や払う手を引く見事さよ 益田 緑

見事な蜘蛛の巣を見て払うことをやめたというのですね。朝日に輝く蜘蛛の巣は特

に美しいものです。蜘蛛は糸を分泌して網状の巣を張り、これにかかった昆虫類を

捕食する益虫です。若干グロテスクですが ・・ ・。

0 ポタリポタリ重なり落ちる凌需花 岡悠紀子

のうぜんの花は蔓性落葉樹で節々から吸根を出して樹木などにからまり咲きます。

棚づくりにすることもあります。農家などで木にからまり、高々と咲くのも見事で

す。作者はその花が散る時の情景を句に詠んでいます。花はラッパの形をして沢山

咲きます。

〇 梅雨晴間母の笑顔に安堵せり 大津 くによ

作者は八女茶で有名な福岡の出身で、こまめにお母さんを見舞っています。先日も

梅雨のさ中に行かれました。私は晴れ女だから雨に会わずに行ってきたと言ってい

ました。遠いから大変ですが母の笑顔に安堵したと気持ちがよく出ています。

〇船窓にイルカ飛びゐる初夏の旅 益田としひこ

長いこと会長職をお疲れさまでした。名古屋港から船で東北への旅を奥様と楽しま

れました。夜明けは房総半島沖になります。窓から大海原を見ているとイルカが飛

んでいる、まるで水族館でイルカショーを見ているようだと思われたようです。こ

れからは奥様と旅を楽しんでください。

〇 梅雨冷や熱々うどんつるつると 大橋美智子

旨そうですね。なにげないことですが一句に仕上げました。別項で「歳時記（季語）

の魅力」と題して書いていますが熱心な有望な作者です。メールで俳句を送ってき

ますがそのタイトルが「俳句定期便」となっています。毎月 5、 15. 2 5日に 5

句から 8句、見せてもらっています。
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〇 二人して眺めてをりし夏の月 山尾 武史
無題 緑区 越澤 博

奥様は丹羽会長のころ、友の会にご尽力されました。総会の時に抹茶を皆さんに振

舞われたことも懐かしい思い出です。作者も長い間、看病生活を送られています。

夏の月は高さが低く眺め易いです。何時までもお二人でお楽しみください。

〇 蛍追ふ姪跳ね回る夜更けかな 近藤 将人

私も若いころ、岡崎へ蛍見に出かけましたが見事な景でした。姪御さんと蛍見に出

かけた様子がよくわかります。中七の「姪跳ね回る」に喜びがよく出ています。原

句は初蛍でしたが蛍追ふにしてみました。

〇央竹桃懐かしき歌口ずさむ 増田 民子

央竹桃はインド原産で江戸末期に渡来し、庭園、公園、緑地帯、砂防用などに広く

植栽されています。夏、枝の先に桃色の花が集まって咲きます。歌は何かわかりま

せんが自然に浮かんできたのでしょう。日常生活の一齢です。

〇 七夕や子等帰りまた我ひとり 越澤 博

七夕は本来、夏と秋との交叉（ゆきあい）の祭りで旧暦七月七日の行事でした。初

秋の季語ですが、新暦では七月七日が七夕になっています。年に一度、彦星と織姫

が会うという七夕に偶然、娘と孫娘がやってきました。二泊三日でしたが賑やかで

した。孫も大学 2年生になりました。娘が来ると怠けるわけではないが、座ってい

ても食べることが出来、後片づけもせずにのんびりしていました。一人暮らしも三

年半になりました。

◎メール句会
今、メールで投句される方が 6名おります。メールで俳句会をやってみませんか。

一人 5句送っていただき、私を入れて 7人・ 35句集まります。それを、作者名を伏

せて皆さんに送り、 5句選んでもらいます。そして私の処で集計し、多く選ばれた順

に整理して再び皆さんに送ります。作句する楽しみが湧くと思います。私の選だけで

なく、皆さんに選句してもらうものです。どうですか。賛成していただけますか。

やってみましょう。

私のメールアドレスを 7月 1日から変更しました。

新・アドレスです。 Koshizawa@oregano.ocn.ne.ip 

．
 
．
 

．
 
．
 

〇 軍神

戦後 70年。安倍政権の戦争法案に反対する世論と運動が盛り上がっています。しか

し、議員数の有利な自民党に押し切られそうです (6月 23日現在）。

昭和 16年 12月 8日朝、日本の真珠湾攻撃によって大東亜戦争が勃発しました。私

の国民学校・（この年に小学校が国民学校に） 4年生のときです。ラジオから流れる

開戦の臨時ニュースが今も耳底に流れています。全校生徒が整列して村社に参詣し

たものです。

この真珠湾攻撃の考案者である岩佐直治（大正4年 5月6日～昭和 20年 12月8日）

が前部に 45センチ魚雷発射管を備えた特殊潜航艇に自ら搭乗し、真珠湾に消えまし

た。同行 9人の海軍軍人が軍神として褒め称えられ、祀られました。死後、 2階級

進んで日本の軍神・岩佐中佐の名は全国に轟きました。出身が同じ群馬県でしたの

で特に覚えています。この頃の学校教育は戦時一色で、終戦があと半年遅れました

ら私は仙台幼年学校に入校するところでした。戦後一転、平和教育に変りました。

戦争経験者として、この安倍政権の戦争法案は廃案にすべきです。あの戦争の悲し

みを繰り返してはなりません。私の長兄は昭和 19年、ニューギニアヘ渡る途中戦死

しています。兄の同級生の生き残りは 3名だったとか・・・。戦争ほど悲惨なもの

はありません。今日、 6月 23日は沖縄戦 70年・慰霊の日です。

〇 増田明美さん

みなさんご承知のとおり元マラソン選手で、現在はスポーツジャーナリストとして

活躍されています。（株） KADOKAWAの『俳句』 6月号に西村和子さんとの対

談が載っていましたのでご紹介します。

西村・俳句とスポーツの共通点というのはありますか。

増田・ええ、リズムです。調子がいい時のリズムはどこか五七五ですよ。テンポが

似ています。あと、屋外スポーツですので、やはり五感で感じているところ

でしょうか。

増田さんの俳句 ① 石積みの遺跡を抜ける夏の風

② 菜の花の群れから離れ独り咲く

③ 楠若葉足ピッタリのクツを買い

④ 薫風や逆上がりさえ出来そうで

⑤ 蓮の薬に喜雨の音響きカエルとぶ

〇 ー首紹介

六二三、八六八九八ー五、五三に繋げ我ら今生く 西野防人

4年前、朝日歌壇賞を受けた作品です。お分かりでしょうか。六二三は沖縄戦終結

の日、八六八九は広島、長崎に原爆が投下された日、八ー五は終戦、五三は憲法施

行の日。（朝日・天声人語より）
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［原稿の募集］ 会報は会員一人ひとりの情報交換の場です。

あなたの生活体験、生きる喜び、明るい話題、行事に参加後

の感想、その他、日頃感じてみえることを書いてください。

0桜梅桃李への投稿お待ちしています。（ご家族のかたも）

［原稿締切日は奇数月の 15日です］

ご一緒に会報づくりを楽しみましょう！

［原稿送付先は下記のどちらでもよいです。手書き原稿は木村の方へ送って

いただくと助かります。］

大津 慶明・郵送：〒479-0003 常滑市金山字大岨 9-8

・ TEL / FAX : 0569-43-4 7 46 

. E-メール： momo@tac-net. ne. jp (tacの次はハイフンです）

木村順ー・郵送：〒480-0304 春日井市神屋町 654-188

・ TEL : 0568-88-2304 

• Eーメール： akane~

編集後記

先日、他県の方から、愛知県の会報からの記事を転載したいという依頼が

増えました。「愛知県の会報のすばらしいところは、医療関係者の方の記事が充実してい

る。読み応えのある内容が多い。」何人かの方々からの評価です。本号でも他県の方から

の記事を頂いています。（木村順一）

詫びと訂正

82号（前号）の岡悠紀子さん「ありがとう！一粒社さん」 (71ページ）の記事に間違いが

ありました。下から 15行目、（機会→機械）と、下から 4行目、（会費→会員）に訂正お

願いたします。間違って入力していました。心よりお詫び申し上げます。（大津慶明）

・編集人：

• 発行人：

愛知県パーキンソン病友の会大津慶明、木村順一

特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会

〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-26-21 

TEL: 03-3416-1698 

FAX : 03-3416-3129 

・加入者： 一般社団法人全国パーキンソン病友の会愛知県支部 原田 良賓

〒458-0821 名古屋市緑区鳴海町字尾崎山 43-6

アーバンラフレ鳴海 3--407

TEL/FAX 052-623-7554 

Eーメールysm-h@mx5.bb-west.ne.jp（いずれもハイフンです）

郵便振替口座：名義＝全国パーキンソン病友の会愛知県支部

番号＝00830-2-50411（友の会年会費は 5,000円です

会報＝500円（会費に含まれています）
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