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特定非営利活動法人 わたしのがんnet

横川　清司

いきるを包む ～暮らしの中のがん手帖～ Contents

2
3がんになる前なってから

～みんなの元気が支えてくれる 障害も病も生きる糧～

がんリハビリ・サポーティブケア

花岡 修子さん

　がん闘病が苦しさの中でひたすら我慢するだけだった時代があった。と、過去形で語る

には早い気もするし、それぞれの人のそれぞれの堪え難い闘病を軽視するのではなく、今よ

うやく、がん医療が一人ひとりの暮らしを支え、寄り添うために出来ることを基本に模索が

始まっているという空気を感じるからあえて過去形にしてみました。

　今回、インタビューに答え、登場してくれる人たちは自身が出来ることを模索しているうち

に喜びや希望を得て自分自身が変わっていることに気づいた人たちだと言えると思います。

その意味では、過去形で語れる「自分」の発見でもあったのかも知れません。

　死を意識しないではいられない「がん」という病が持つポテンシャルというべきか？

決してマイナスではなくプラスにも振れる力があるようにも思えてきます。

ホームページ
わたしのがんnet

https://www.facebook.com/mycancer.net

元雄 良治さん治療とともに暮らしを支える 全人的医療への道

Kayokoさん手をのばせば恵みはすぐそこに ～かよこさんの薬膳的生活～ 12

7

NPO活動報告 15
16闘病記図書館へのお誘い

大腸から卵巣に転移していて、それが14cmにまで大きく、弾けるまで気がつかず緊急で手術。軽くはな

かったけれど治療を継続しています。

抗がん剤オキサリプラチン8クールを完結し、罹患して1年半経ったけど、前と同じ仕事量で継続してい

ます。もちろん、時々不安になりますけど楽しく忙しく。

実はすごい発見なのかも知れないのですが、抗がん剤の副作用で痺れが出る。これはとても酷くて、冷

たい風に当たるとこわばってきたり、冷蔵庫の野菜が取れなかったり、ペットボトルの蓋が開けられな

かったりありますけど、それが、温水プールだとならないんです。31度から32度あるので、むしろ快適な

んです。プールの中は実はものすごく快適。もちろん、髪の毛のこととかアピアランスの不安とかあります

よね。やはり、脱がなきゃいけない髪の毛、傷痕が気になる方とか、ハードルが高い放射線治療中はダメ

がんリハビリ・サポーティブケア

Vol.19

がんになる前
なってから

～みんなの元気が支えてくれる 障害も病も生きる糧～

今、私は大腸がんのステージⅣa

温水プールが効果的？

花岡 修子さん障害者スイムインストラクター
石川県小松市在住

室内プールに、みんなの笑い声が反響します。
石川県白山市にある社会福祉法人 佛子園。SDGsを実践する複合施設内にプールがあります。花岡修
子さんは、ここで障害者の水泳インストラクターとして働いて19年。今も元気一杯の日々を暮らす花岡さ
んにお話を伺いました。

(インタビュー　横川清司)
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かもしれないけど、実は穴場。膝が痛い、暑いと

外を歩けない、寒いとダメとかいう人にはとって

も良いです。

血管痛とかあったんですけど、プールの中は楽

なんです。もちろん個人差はありますが。同じよ

うな人もいるとは思うけど、健康産業という意

味もあって公表している人はいないのかもしれ

ない。温泉、温水プールは行ってみてほしいとこ

ろですね。冬も問題なく、オキサリプラチンも最

大8クールをクリアしたのもプールのおかげか

な。仕事中は集中しているのもあるかもしれな

いけど、吐き気なども気にならない程度です。

プールでもクリア出来ないこと、味覚障害はあ

りましたね。パンはいいけどご飯はダメ、あの匂

いとか、うどんの出汁の味がわからない。手足

症候群は今わりと良いようだけど、血が止まら

なかったり、サカムケとかがあります。

る人の体験がもっと広く知ってもらえると。日頃、

それは自分に合わないとか運動は無理とか思って

いる人にも通用する何かがあるんじゃないかな。

模索中です。今、がんリハビリとかあるけど、基本

的には入院している人ですよね。外来はダメ、骨転

移の方にはダメでも、体力は使わないと確実に落

ちていくので治療にも影響が出てしまう。がんも

じっとしてくれているとは限らないし、その前に体

力の維持、向上は大事。運動効果は個人差がある

けれど、体重をかけなくても良い、プール、ウｵーキ

ング、筋トレなど、ちょっとずつ、ちょっとずつ。

ん張らなくてはならない時に頼れるのは自分の体力。環境とか、好きなものをいっぱい作っておくとか、

協力者をいっぱい作っておくとか。食物繊維、糖質控えめの食事をして、週に3日運動もしてがんになっ

たのでよく分かっているんです。

食事については、やれるだけの事はみんなやってきて、その上で治療の結果を受け入れるんですよね。

やるせない事もあるんです。だから、できる範囲で自分の好きなものを避けない、無理しない。そんな時

もそばにサポートじゃないけど人がいてくれるって大きいなって思いますね。

いろんな治療の中で、食べる食べられない、食べてはいけないなど、たくさん制約がある。情報どおりに

はいかない、ガイドライン通りにはいかない。自分のできる範囲を知って、ちびちび積み上げていくのか

な。実は、障害のある方も同じで共感してしまうんですよね。先が見えないところ。思わず「分かる

～っ！」って言ってしまうんです。前よりも、距離は近くなった気がします。

結婚して子供が出来てから、このインストラクターを始めました。

子供との接し方に悩んでいて、ジュニアスイミングが良いかと思って試しに入れてみたんです。実際には

あまり変わりはなかったんですけど、自分自身が変われるきっかけのようなものをもらったかなと思い

ます。色々な人と関わり合って、子供の無限の可能性とか、良さと大変さとか分かってきて。赤ちゃんの

可能性って凄いんですよね！また、年配の方の接し方とか。しばらくして今の障害者の方にシフトして、そ

れからがんになりました。

何故、この仕事を？

障害者の人もいろいろ。ここにたくさん来ておられます。日頃から、薬と付き合わなければいけない人た

ちの気持ちもほんの少しだけど分かるようになったかな。薬が変わったら、こんなふうに体調が良くなっ

たり悪くなったり、無理できない。利用する人だけでなく働いている人も。体型が変わるだけでなく、水

泳のリズムも変わる。そんな、細やかな部分が見えてくるっていうか、皮膚感覚というかプール、温水に触

れているから余計になのかも知れないけど。

がんになって変われるって可能性が膨らむ感じ？

体質も変わりましたが、家族との接し方が丸くなっ

たと言われます。へへへ！

入院した時が、コロナ感染の真っ最中で、入院し

たらもう会えない。朝、出て行って2週間は帰って

来れなかった。家族の中でも一番健康だと思って

いた私ががんだなんて！誰でもそうした可能性が

あるんだよね。今は、健診と保険はちゃんとかけ

てねって、友達に言ってます。

どんなに健康だと思っていても、運動しているか

らといってがんにならないわけじゃない。でもな

ぜ運動、体力なのかっていったら、治療がなくなっ

たり、厳しい状況になったらやっぱり体力勝負。踏

家族との接し方にも変化が

健康増進を目的に水泳サークルに入る方もいますが、競技大会もあるんですよ。自分自身が挑戦してい

る姿を見て欲しい、披露する場があったら良いなと思ったりしますが、がんにならない方がいいのだろう

けど、逆に得るものもあったかな。病気とか心配事とか抱えながら仕事もする。ある意味、挑戦する気持

ち。それは、彼らから学んだ事、自分自身の勉強にもなっています。

手術の傷や後遺症とかで、思うように体を動かせない人でも障害を持つ人との関わりで学んだことで対

応できるとか。がんに限らず、もっと何かできるんじゃないか。車椅子の人、障害の人、薬を飲みながら来

障害を持つ人たちとの付き合いは７年



他に何ができるわけでもないけど、本当に好きな

のでなんとか続けたいと思っています。私が心底

楽しんでいるんですよ。いろんな教室の利用者さ

んに楽しませてもらっています。体が楽とか以上

に気持ちが柔らかくなる、優しくなれる、楽しい、

嬉しい。みんなのおかげなんです。副作用とかあ

りますけど、みんなと、特に障害の人たちとの付

き合いがこの温水プールの運動効果とともに効

いているように思います。彼らのチャレンジ精神

凄いんですよ。だから、私もチャレンジなんです。

彼らと付き合っていると、世の中の見え方が変わ

り、悩んだり、ストレスを感じて息苦しかった世の中がずっと息がしやすくなりました。見える景色が変

わっていくのは、マイナスではなくて、視野が広がっていると思います。みんな、一人一人違うからって当

たり前に思える。見えなかっただけで、いろんな人いろんな世界が、こんな人間模様があるんだって。本

人、当事者だけでなく、家族とか医師、看護師さんとか周りのことがとてもよく見える、気づくという感じ

ですね。

さんは例えば「大腸」だけじゃなくて、もっと色々なことを聞きたいし、お話ししたいと思っていらっしゃる

のに、主治医の先生は、「大腸」に関すること以外は分からないからみたいな感じで言われるんだそうです。

　がんを専門にしてない医者は、がんのことを分かりませんし、内科でも自分は肺がん専門だ、私は消化器

専門だ、などと言っていると、それ以外の部分は分からないということになります。腫瘍内科は全部マス

私、この仕事が大好き！
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がんサポーティブケアがんサポーティブケア
元）日本がんサポーティブケア学会に漢方部会があり

まして、私が部会長になり6年経ちました。2020年コ

ロナ渦の中、私たち漢方部会員10名で書いたのがこ

の『漢方活用ガイド』です。これは私の単著『漢方でで

きるがんサポーティブケア』を応用した本になります。

　学生時代から、肝臓や心臓などの臓器だけを診る

のではなく、全身を診たいと思い、内科を選んだわけ

です。がんでも例えば大腸がんのみではなくて、臓器

の共通部分を診たいと思い腫瘍内科医になりました。

外科は臓器別になっていて、大腸外科をやっている人

が食道がんをまず見ませんね。臓器別に診る医者が

縦糸とすれば、私たちの役割は横糸。そんなふうに考

えてます。

元）がんの場合、早期発見して外科手術で腫瘍を取る

ことが一番良いのです。でも、今は臓器別だけのケア

では限界があるのかなと思うんです。というのも患者

治療とともに
暮らしを支える

全人的医療への道

治療とともに
暮らしを支える

全人的医療への道

日本がんサポーティブケア学会の評議員を務める元雄良治さん。小松ソフィア病院では腫瘍内
科部長として、一般内科外来から在宅診療まで幅広く人に寄り添う医療を目指しています。今回
は漢方などについてお話を伺いました。

(インタビュー　横川清司)

元雄良治さん＝以下：元） 横川＝以下：横）

元雄 良治さん
小松ソフィア病院 腫瘍内科部長
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元）今、研修医でも「大建中湯」という漢方薬は

知っています。まるで西洋医学のように「大建

中湯」を知らなかったら医者じゃないみたいに

思われ始めているのではないでしょうか。漢方

薬の中では１番使われていますから、「大建中

湯」はそれくらい有名ですね。

　若い医師に漢方が知られているのは、2001

年から医学教育のコアカリキュラムに漢方が

入ったことが要因です。明治維新の時に全て西

洋に倣えで西洋医学一辺倒だったのですが、

100年の時を経て漢方が戻ってきた。

元）グレリンの話ですね。食欲増進ホルモンと言われていますけれど、もっと様々な作用があるんじゃな

いかということですよね。

　「人参養栄湯」にもグレリンに介した経路があって、さらにオレキシン受容体があります。それらが食

欲中枢を刺激するというのは、ここ数年の英語論文にありますね。

横）いや、こちらの誤解ですけども「人参養栄湯」って「栄養」と書いてあるから、栄養素があって、食欲が

増して…というように考えてしまうんですけど、もっともっと違うところで作用してるんですね？

元）むしろ栄養がつくのは結果であって、食欲増進とか生きる力が出るから、食べて栄養がつくわけで、

反対じゃないですかね？

横）反対？

ターした上で対応するのが役割になるんです。かなり高いハードルでした。

　腫瘍内科をやっている先生は、よく患者さんから「先生は何の専門ですか？消化器ですか？呼吸器です

すか？」って訊ねられるんですよね。「両方とも診れますよ」というと患者さんはそんな医者がいるのかと

驚かれる。つまり、医療は臓器別という意識が患者さんにも浸透しているということですね。

元）そうです。「人参養栄湯」には神経細胞を保護

する作用もあって、オキサリプラチンという抗がん

剤の副作用は痺れなんですけどね。「人参養栄

湯」を前もってというよりも同時に予防的に投与し

ておくと、同じ8サイクルの化学療法をした患者さ

んで「人参養栄湯」を使う・使わないで比較する

と、8サイクルが終わって「人参養栄湯」を投与し

たグループは明らかに痺れが軽いんです。術後の

補助療法は8回終えればそれでいいんですけど、

その後、痺れだけは残る。それも何年も痺れが残

る患者さんもいるんですよ。それを軽減する力が

あることを私がRCT（ランダム化比較試験）という

臨床試験で証明できたんです。

元）ええ。結果的に栄養がつくんですよね。やせてガリガリの方も、筋肉が落ちている方も「人参養栄湯」

を飲んでいくと徐々に体を支える力が出てきて、歩けるようになって、食べられるようになる。結果的に

栄養がつくわけなんですね。今、力が落ちて、ちょっと立っているだけで腰が痛いんですという方も「人参

養栄湯」を飲んでいると少しずつ力がついてくる。そうすると、結局腰痛まで軽くなるのですよ。腰痛だか

らといって鎮痛剤だけではなくて、支える筋肉をつけていくと必然的に楽になる。その筋肉、骨格筋量が

減っていくのがサルコペニアですから。「人参養栄湯」の作用力は動物実験でも解明されていますね。

横）痺れがよくなるというのは、栄養がつくというか、生きる力だというのとは、別の話ですか？

「パクリタキセル」のようなタキサン系の抗が

ん剤では、茎だけやられても球根は残ってい

ますから、「牛車腎気丸」で、その茎を治す

と、球根が残っているから、よく治っていく。

だけれども「オキサリプラチン」は球根をも

傷めるので、痺れが強く出て、一旦出るとな

かなか痺れが消えません。でも「人参養栄

湯」は神経細胞の再生作用があるから、直接

球根に効く。それを動物実験や培養細胞を

使った基礎研究をもとに臨床研究に進みま

した。

漢方 is back!漢方 is back!

　内視鏡で胃がんがないと確認した慢性胃炎の患者さんに問診すると「胃が痛い」とか「胃もたれがす

る」という返答がありますが、よくよく聞くと「口が苦い」と言われることがあります。

　私が調査した範囲では、口が苦い人は、おおよそ100人のうち15人ぐらいでした。その15人も含めて「六

君子湯（りっくんしとう）」を出したら15人中12人が2週間で口が苦いのが消え、残りの3人も1カ月でほと

んど口の苦みが消えてしまいました。

元）口が苦いは、口苦(こうく)と書くんですけど、それは漢方の伝統では柴胡剤（さいこさい）というもの

が有効と言われてきました。味覚異常と言いますか、苦味を感じるんですね。胆汁性の胃液が逆流するん

じゃないかとか言われていますが、そのメカニズムはまだよく分かっていないんですよ。

横）「六君子湯」でいうとグレリンの話？

漢方is back!ですね。（笑）

　実のことを言うと、私は医者になって8年目まで漢方を使いませんでした。9年目に漢方のセミナーに

参加して、現代医療に漢方が応用できることを知って漢方を本格的に始めました。

口が苦い！？口が苦い！？
元）問診で痺れ以外にも貧血や冷えがあれば、それらは「人参養栄湯」の効能効果にあるので、「人参養

栄湯」を処方しています。

　「牛車腎気丸」は、元々糖尿病性神経症とか痺れの効能効果があるので使えるんですけど、ところが

「オキサリプラチン」にはあまり効かないんです。

　私はチューリップに例えることが多いのですが、チューリップの球根が神経細胞で、茎が軸索という

組織です。球根がダメージを受けると、チューリップそのものがやられてしまい、茎も出ないわけです。

チューリップのたとえ？チューリップのたとえ？
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んでいくと、もう治療法がなくなって「がん難民」になってしまう。こういう患者さんが沢山いらっしゃるので

はないでしょうか。患者さんたちに聞いてみると、「サポーティブケア」をきちんとやっていないケースがほ

とんどでした。

　車の両輪のひとつである「サポーティブケア」をしないで、抗がん剤治療ができるわけがないんですよ

ね。車輪がひとつないのはありえないことですから。きちんと両輪が揃えば、治療も良い方向に進む可能性

がみえてきます。　

横）「サポーティブケア」は漢方だけではないですよね。

元）おっしゃるとおり、漢方だけではありません。「日本がんサポーティブケア学会」にも17の部会があり

ますが、むしろ漢方はそのうちの一つです。

横）でも、抗がん剤にだけ頼るので、本当に死に物狂いで治療を受けている患者さんたちがいっぱいいます

よね。

元）いっぱいいます。正直、腫瘍内科の先生方は、どちらかというと漢方をあまり使わないんです。エビデ

ンスがないからと言うんですが、ご存知ないだけでエビデンスはあるんですよね。

　私は日本東洋医学会のEBM委員会の担当理事を務めていますが、日本全国で漢方のランダム化比較試

験（RCT）が540もあります。それらを全てWebで閲覧することができるんです。その中にがんのサポーティ

ブケアで漢方薬を使ったというエビデンスが90位あります。エビデンスがないとは言えないですよね。エビ

デンスを知らないだけです。

元）たしかにそうですね。しかし、私はそれだけでは満足できないんですよね。

横）そういう先生に出会えるか出会えないか。くじ引きっていうか宝くじではないけど、患者さんはそうは

いかないですよね。

元）分からないですよね。

横）それこそさっき、がん難民じゃないけど、主治医に見放されてしまうと、自分の将来が何も描けない

ですよ。

元）本当ですね。このコロナ禍で地域の病院は大変だと思います。私達のように在宅診療をやっている

ところも大変です。でも、やはり病になっても自宅で過ごせる。この時代でも家族と会える。家族に囲ま

れて充実した生活を送れることを、すごく大事にしたいですね。

横）こんな大きい病院なのに訪問診療にも行ってるんですか？

元）行ってますよ。外来もしながら、私は週4回行っています。

元）私は学生時代から全人的な診療をしたいと

思ってずっとやってきました。医学生の頃、臨床

実習で、患者さんを受け持ちました。しかし、ベッ

ドサイドで患者さんのお話を聞くだけなんですけ

どね。その時に、患者さんはこんなに色々なこと

を考えて、言いたいことがあるのに、本当に主治

医は十分対応できているんだろうかと思いまし

た。患者さんの思いに何とか応えてあげたいとい

う素朴な気持ちですね。

横）目の前のことだけを診ればいいという医師は

結構いますよね。

全人的医療への道全人的医療への道
元）私は食欲不振・全身倦怠感・末梢神経障

害の「三大難治性症状」は現代医学でなか

なか対応できない症状だと考えています。

　困っている症状はジワジワとくる食欲不振

や「だるさ」ですよね。「だるさ」はじゃあ、ビ

タミン剤で効くかというと効かないんです。

ですから普通は、仕方がないから休薬か減

薬をしてしまう。結果的に当然治療効果は落

ちてしまいます。

　そして、次の治療に、その次の治療にと進

三大難治性症状とサポーティブケア三大難治性症状とサポーティブケア

がん治療の第一線で活躍される医療機関・医師の皆さまや、教育現場の方々のコラムなどがあります。
がんになり、治るのか治らないのかと不安とともに生活をしている方、がんになったことでこれからの生活を半ば諦めて
しまっている方・・・
ご家族ががんになったことで悲しみに打ちひしがれていらっしゃる方・・・
がんと共に生きていっても幸せに過ごせることを伝えたい。
安心してもらいたい。
そのために、医師や医療機関からの最新の治療や・お薬の情報、
がんと共に生きる人たちのこれまでの経験など、
たくさんの情報を集めています。

がん患者が楽しく人生を過ごすために開設されたがんポータルサイト「Cancone」

HP
 

https://cancone.com/ 運営団体：一般社団法人ソフィアコネクト医学研究振興協会



レシピ:Kayoko  (国際中医薬膳調理師) 構成:奥山 由香里

2022年6月某日
都会の真ん中の大阪城
公園にこんなところを
発見しました！
木々が繁ると涼しく
感じます。

庭にカボチャの種を蒔いたら、
ぽこぽこと芽がでてきて、
元気よく育ちはじめました。
かぼちゃの収穫は先が遠い
けどたくさんできますように！
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～かよこさんの薬膳的生活～～かよこさんの薬膳的生活～

あっさりすっきり
気分爽快 

赤じそジュース

【作り方】
①紫蘇の葉を摘み、よく洗い水を切ります。
②お鍋に入れて水で煮ます。
③中火で10~15分煮詰め凝縮させます。
④ざるでしぼり出して清潔な瓶などにいれておきます。
⑤コップでお好みの甘味をつけて出来上がりです。
　(ハチミツ、リンゴジュースなどを混ぜます。レモン汁、
　クエン酸を加えると鮮やかなピンク色になります。)

紫蘇の香りが食欲増進、制菌作用、活性酸素を除去、
がんを予防すると言われています。

【効能】

ごめんなさいカモさん！
貧血の時助けてもらってます。
鴨肉は微熱やほてりを解消、
むくみも改善。
大切にいただきます。

まもなく一年の折り返し。
残り半年の無病息災を祈願する「夏越祓（なごしのはらえ）」に
いただく和菓子『水無月』。売っているものより甘さ控えめに
作ってみました。シナモンパウダーを入れて冷え予防もバッチリ。
出掛けるときにランチボックスにしのばせて、おやつにいただき
ました。今年も折り返し、穏やかに過ごせますように。

手を伸ばせば恵みはすぐそこに

短い梅雨を終えて、あっという間に夏が訪れました。
皆さん、いかがお過ごしですか。
わたしは小鳥たちのさえずりで目を覚まし、お白湯を飲んで夜のクーラーで冷えた体を温めてあげます。
そして、お庭に出て、草花たちにたっぷりお水をあげて、自然の気をいただく。これが夏の朝のルーティン。
夏は蕃秀（茂り栄えて美しい）と言われ、万物が成長して、実を結びます。
ひとも動物も植物もみんな活動的になる季節です。
心（心臓）の機能も盛んになり、全身の血脈に血を送り出します。異常な高温多湿にさらされると大汗をかいて
過労になり、動悸や息切れ、熱感を伴うのぼせや皮膚の炎症、食欲不振などが現れるそうです。
そんな病の原因を作らないように、夏は食事でしっかりコントロールできると良いですね。
まず胃腸を丈夫に、消化吸収の良い食べものを組み合わせます。
そして適度な苦みを取り入れて、疲れている心臓を助けてあげましょう。「苦みは心を養う味」と言われています。
汗をかいて、ドロドロの血を潤してくれる瓜野菜や果物で熱を鎮め、血を補う働きのあるトマトやスイカなどを食べて、
循環を良くします。
水分は常温で、適度な鹹味、塩分（ミネラル分）を補給して、血を滑らかに滞らせないように。
鹹味は腫瘍の魂を柔らかくするという作用があるので、夏は良質の梅干しやお味噌もほんの少しいただきます。
今回は、夏を乗り切るための身体と心にもやさしいレシピをご紹介します。
皆さんがお健やかで、楽しい夏になりますように願って。

ばんしゅう

かんみ

今日は朝から雨ふりです。
出来立ての赤紫蘇ドリンクを
飲んですっきり気分に♪
白花豆とあずきのお饅頭を
添えて。

慣行栽培の農家さんのお宅にうかがいました。
息子さんが新しくアクアポニックス(さかな畑？)という、
魚の養殖と野菜の水耕栽培を組み合わせた技術を
されていました。水を循環させるので環境への負荷が
小さいのだそうです。ご家族の皆さん、健康のことに
感心を持たれていて、とてもエネルギッシュ！
お昼にいただいたグルテンフリーのキヌアの温野菜
プレート。美味しかったなぁ。
なんだか元気をいただいた一日でした。

「森を発見！」

2022年6月某日「鴨肉のキンパ」

2022年6月29日
「金時豆のういろうと
　　　　　干ぶどう入りニッキのういろう」

2022年6月17日「可愛いぽこぽこたち」

2022年6月末「さかな畑？」

近くの公園の池にいろんな水鳥がいて
とってもかわいいです。中でもカルガモの
夫婦？を眺めることを楽しみのひとつにし
ています。カモは暑くなったら北国へ飛ん
でいくと思ったら、寂しいですがいつ見に
行っても人懐っこく、グワッグワッと寄って
きます。もしかして一年中ここにいるのかな？

2022年 6月17日

2022年7月3日「思い出の赤紫蘇ジュース」

脾胃を元気に食欲不振、むくみを取り、疲労回復に有効です。
便秘解消には皮を剥かずに食すと効果が大です。
玉ねぎと一緒に食べると気の巡りが良くなります。

【作り方】
①空豆はたっぷりのお湯で6~7分ゆで、ざるにあげ皮をむく。
　(ゆでる前に皮に切り目をいれておくとむきやすい。)
②玉ねぎはみじん切り③ミキサーに①と②とスープを入れて撹拌する。
④鍋に入れて加熱できたら、豆乳を入れて、塩こしょうで味を整えたら
　出来上がり。

【材料】

【効能】

・空豆・・・15粒ほど ・玉ねぎ・・・1/2コ

・豆乳・・・80㏄ ・岩塩とこしょう・・・少々

・チキンスープ(市販のブイヨンでもOK) ・・・200㏄
※時間のある時にいっぱい作って冷凍しておきます。手羽元、しいたけ、
　ニンジン、キャベツ、野菜の切れ端など水から煮ておきます

オーガニックの赤紫蘇はこの時期しか手に入らないので、
たくさんジュースにして保存しておきます。砂糖は入れず、
御料理にも使っています。
6年前、がんの検査結果が良くないと言われた病院の帰り道、
再発かな...と悲しくて自宅と反対方向のバスに飛び乗りました。
京都の山道をどんどん進んで行って、終点は大原でした。
降りたバス停から歩くと目の前に一面の赤紫蘇畑！
山 と々青空と赤紫蘇のダイナミックな自然の中で、いっぱい
泣いて、とっても心の中が軽くなった事を赤紫蘇の季節が巡
る度に思い出します。

『豆蚕(そらまめ)のスープ』

この時期になるとツムラさんの
漢方薬(清暑益気湯)をお守りがわり
に持っています。夏に弱いので
これを服用すると乗り切れます。
暑さによる食欲不振倦怠感、
夏やせに効くそうです。

夏のおまもり

「癒しの時間」
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赤パプリカは血管強化作用、血の流れをよくしたり、糖尿病、
高血圧、ガン、老化の予防効果があります。油を使うとカロ
テンやビタミンの吸収がよくなるので生でオリーブオイルと
一緒にいただきます。

【作り方】
①オクラはさっと茹でて切っておく。
②パプリカとアーモンドは食べやすく切ります。
③器で混ぜて、ドレッシングをかけて出来上がり。

【材料 1人分】

☆ドレッシング

【効能】

・パプリカ・・・大１/4個

・大根おろし・・・大さじ1 ・生姜のすりおろし・・・小1/2
・ハチミツ・・・大さじ1 ・オリーブオイル・・・大さじ1
・酢・・・大さじ1

・オクラ・・・3本 ・アーモンド・・2粒

3分クッキング♪

春にオーガニック、Food.マイスターの資格をいただいてから、
モクモクと学び中です！その中で、発酵調味料作り。
菌の力強さに驚きです。
加工品では、自分に摂取したくない
ものまで入ってしまっているので
良い材料で作ってしまおう！
と思いました。
何よりも出来上がる過程がみれてうれしいのです。
たとえば、醤(いしる)作り、プクプクと発酵してくると、蓋を
開けた瞬間なんともいえないいい香り。
良い菌たちがからだの中へ入って、たくさんお仕事してくれ
そうです。私は抗がん剤の副作用で白血球が少なくなる時が
あったので、今まで発酵食品は避けていましたが、120度以下
で加熱すれば良い菌は残っているそうです。化学物質が入っ
ていない、からだにやさしいことや、素材の味が引き出されて、
旨みプラスでとても美味しいです。まとめてストックしておけ
るのでポリ容器のゴミなども減らせるし、環境に配慮するこ
ともできそうです。今、醤(いしる)の他、しそ梅干し、発酵た
まねぎ、ニンニクなど教えてもらって、お料理にチャチャと
使用してます。いろんな種類の今の自分の体にあった食材
と発酵食品を組み合わせて食欲増進中！

食欲増進中！

『パプリカとオクラの大根生姜
　　　　　　　　ドレッシングがけ』

『キャロットトマトソースを使った
                レシピ２種類』

熱を取る作用があり、うるおいを補い、うれしい美顔効果もあるそう。

喉の渇き、イライラ、むくみ改善。免疫力アップ。

熱中症予防にはトマトと一緒にいただくと良いですよ。

【作り方】
①ミキサーに乱切りの人参、じゃがいも、玉ねぎ、イチジクと
　チキンスープの半量を入れ混ぜる 。※無理しないで分けて入れ混ぜる
②ナッツ類を入れる。スープは滑らかさを見て調節して入れる 。
③鍋に 2番を入れてから 火を入れる 。
④木べらで混ぜながら焦げないように加熱する 。
⑤火が通ったらトマトピューレを入れ混ぜ、こがさない
　ように加熱して、キャロットトマトソースの出来上がり。

【作り方】
①ズッキーニの皮をむき、穴の大きめのスライサーで麺状にする。
　少量の塩をまぶして1分ほどおき熱湯にさっとくぐらす。
②１番をトマトソースでからめまぜて、バジルなどを加えて　
　出来上がり。

【材料】
☆キャロットトマトソースの作り方

【作り方】
①耐熱容器に オリーブオイルで焼いた鮭を並べその上に
　キャロットトマトソースをかける。
②ズッキーニの輪切りを回りにのせて オーブントースターなど
　で焼く 。※5分弱ぐらい 。
③バジルを上にちらして器に取り分けて出来上がり。

【ズッキーニの効能】

・お好みのスープベース・・・100~200cc (手羽元、野菜、ローリエなど)

・にんじん・・・100g ・じゃがいも・・・40g ・玉ねぎ・・・中1個
・干しイチジク・・・40g ※水に浸けた浸けて柔らかくしておく

・クルミ、アーモンドなどのナッツ・・・40g ※先に炒っておく

【材料】
・鮭・・・2切れ ・ズッキーニ(輪切りにスライス)
・バジルなど ・キャロットトマトソース

～夏によく用いる食材～
あわ、そば、トマト、キュウリ、ニガウリ、セロリ、ナス、もやし、
緑豆、ズッキーニ、豆腐、百合根、アーモンド、スイカ、バナナ、
キウイフルーツ、イチジクなど
薄荷、菊花、葛根、淡豆鼓、魚腥草、金銀花、蒲公英、
酸棗仁、竜眼肉など

ズッキーニとサーモン焼き
キャロット
トマトソース添え

ズッキーニのパスタ風
キャロットトマトソース

『連休を飾った「がんと認知症の人の絵画展 in熊本」』

活動報告

念願の熊本イベントを無事終了しました。

熊本の中心地にあるデパートの最上階ギャラリーで開催された絵画展。

念願のというのも、実のところとても悔しい思いなのです。

3年前、NPO法人理事を務めてくれていた堀本平さんからの願いから始まったこの企画でしたが、コロ

ナ感染拡大の影響で延期そして中止を重ね、ようやくの開催なのです。

　その間、提案された堀本平さんは延期が決まった直後に亡くなられてしまいました。

ご本人は大変悔しい思いをされたに違いありません。

そして、昨年。ある程度感染が収まり開催に向けて準備を始めたところ、またもや延期を余儀無くされ

てしまいました。

　絵画展の一つの目的は、東京から参加の佐藤彰さんの認知症になられて初めて筆をとったという作

品群を観てもらうと同時に、社会の常識、世間のしがらみから解放される体験をして欲しいとワーク

ショップも企画していたのです。

　しかし、延期の報を受けると間も無く、佐藤彰さんも他界してしまいました。

なんという、不運、コロナが！ということさえも乗り越え、私たちに多くのことを学ばせてくれた、二人の

強い思いを感じぜずにいられません。

　この「がんと認知症」誰もが避けては通れぬ自分事として考え続け、発信続けていきたいと思います。

横川　清司
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