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会長挨拶
「気概」

言うとおり、病気の根本原因は「無明」であ

る。無明とは真理に暗いことだ。だから、

高松 文三

「明るい」人の手引きが要る。医師などの専
門家はいわゆるその道の「明るい」人のはず

テキサスにも梅雨があったのかと思わせる

だが、果たして本当にそうなのか。世間一般

ほどの雨続きである。過去数年の旱魃を補っ

がそう思い込んでいるだけの話ではないの

てなお余りあるほど、これでもかという降り

か。例えば西洋医学という、ある枠組みでし

様だ。この予測不可能なところが、テキサス

か考えていないと、その境界内でのみ心も体

らしいと言えばテキサスらしい。

も振舞うようになるということを認識する必

先日のジョン・ハさんによる医療講演は、

要がある。やはり頼るべきは自分の明かり、

今までとはちょっと趣向が変わって、個人的

自灯明であろう。無明から自分を救う道は最

な体験談がかえって新鮮であった。ご本人

終的には「自灯明」しかない。

が実際にやって見せているので説得力があ

私が一番感銘を受けたのは、ハさんの、自

る。ハさんが言われたように確かに日本で
は今、高血圧の上限は上がってきていて、

分の健康は自分で守るという気概だ。これも

は、100プラス年齢まで大丈夫と言い切る

である。あなた任せでは真の健康は確立でき

自灯明の現われだ。やはりこれがないとダメ

147まで正常値内としているようだ。中に

ない。私自身、医者に見てもらうのは生涯に

専門家もいる。グリーン会の会員だったら、

一度と決めている。その一度とは、死亡診断

106、70くらいは平気ということになる。

書を書いてもらうときだ。唯一の問題はその

だいたい血管も年齢と共に硬化するわけだか

ときは往診を頼まないといけない。来てくれ

ら、それに沿って血圧も上がって当然のこと

るといいが。

だ。むしろ、上がる方が健康なのだ。何でこ
んな数値に一喜一憂するのか。お釈迦さんの

*

新会員紹介
会員自己紹介

の後渡米し今の会社（IACE）のシカゴ郊外の
アーリントンハイツにある事務所に配属され

棚田 健二

約7年半シカゴ近郊で生活しておりました。そ
の後、社内の人事異動で昨年にダラスに引越

グリーン会の皆様、はじめまして。

してようやく1年が経ったところです。

今年よりダラスのグリーン会に入会させて

シカゴでの冬にようやく慣れてきた頃に、

頂きました棚田です。

ダラスに引っ越してきたのでまだまだこの天

簡単ではございますが、自己紹介をさせて

気には慣れたとは言えませんが、早くにダラ

頂きます。

私自身2007年に日本で学校を卒業し、そ
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スに定着し皆様にも名前を覚えてもらえるよ

うに頑張り、また、大先輩方がたくさんい

ク・サイプと申します。どうぞよろしくお願

させていただければと思っております。

ん。アメリカ人です。そして日本語があまり

らっしゃるグリーン会でいろんなことを勉強

いします。すみません、日本人ではありませ

日本の会社に限らず、アメリカの会社も多

上手ではありません。でも、頑張ります。

くダラスに本社を移したりと今後も成長が止

私について：

まらないダラスで自分自身も成長していけれ

   - 男性

ばと願っております。

   - 55才

まだまだ未熟者ではございますが今後とも

   - 独身

どうぞよろしくお願いいたします。

   - 子どもを持っていません
   - 機械工学科 卒業
- 営業部長

   - フォートワース日本人会主催の日本語教

マーク・サイプ

室の学生

グリーン会の皆様、こんにちは！私はマー

- 趣味はレイスカー運転（マツダRX8）

会員広場
いから、彼の書いていることがどれくらい真

近藤誠の『がん放置療法のすすめ』
(2012年4月文藝春秋）の読後感

実であるかは分からない。しかし、私は 15
年前、65 歳の時、前立腺がん摘出手術を受

けた。そしてまた、1 年 4 ヶ月前、80 歳の

山下 直訓

時、胃がんと診断されて、胃の 3 分の 2 を

摘出してもらった。私はがん手術を 2 度も

これは医者の書いた本として読むと、とて

経験した患者として、最近読んだこの本の感

つもなく乱暴な本である。私は近藤誠は近

想を前立腺がんと胃がんについてだけ述べた

藤教の教祖かビジネスマンだと思う。彼は

いと思う。

1948 年生まれ。1973 年慶応義塾大学医

近藤氏がこの本を書いた目的は「がんを放

学部卒業。同年、
同大学医学部放射線科入局。
79 年ー 80 年、アメリカに留学。83 年よ

置した場合の実像をつたえること」であると

専門家で、がん治療に反対してテレビに出た

がん、前立腺がん、乳がん等の「固形がん」

書いている。彼はこの本の対象は肺がん、胃

り同大学医学部放射線科講師、放射線治療の

だけで、悪性リンパ腫のような血液系のがん

りする有名人である。現在、がん患者のコン

は抗がん剤で治る可能性があるからこの本の

サルタントの仕事をしていると聞いている。

対照外であるとしている。この本は 150 人

彼にはこの本のほかに「患者よ、がんと闘う

のがん放置患者の手記やがんの病歴を紹介し

な」
「がん治療総決算」
「抗がん剤は効かない」

て、それぞれに近藤氏の解説が付き加えてあ

「余命３ヶ月のウソ」などの著書がある。こ

る。要約すれば、がん治療はがん患者の寿命

の本には前立腺がん、子宮頸がん、乳がん、

をちじめると主張している。

肺がん、胃がん、腎がん、膀胱がんについて
書いてある。私は医者でも薬品研究者でもな
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前立腺がんについて

するように強く勧められた。近藤氏の本を読

手記を紹介してある。どの患者も医学的経

て、手術を受けるのは無謀だと考えた。彼の

んだ彼は 11 ヶ月後に近藤氏の外来を受診し

この本には 3 人の前立腺がん放置患者の

がんが進行胃がんと診断されたのは初診から

験というよりは、がんと診断された後、放

2 年目である。彼は 5 年目に死亡した。

置療法を選ぶまでの心の変遷を記録してい

ケース 3、自覚症状がなかった 63 歳の患

る。 私 は 15 年 前、65 歳 の 時、PSA が

4.3 だ っ た の で、 さ ら に 検 査（Biopsy）

者は定期健診で、ステージ 2c の早期胃がん

adenocarcinoma）が見つかったと診断

れて、そうきゅうに手術をするように勧めら

と診断され、担当医に今なら治るからと言わ

を 受 け た ら、 が ん の 腫 瘍（prostatic

れた。しかし、患者は自覚症状がないので手

された。色々と本を読んで、北欧では観察治

術を受けなかった。およそ 6 年後、胃がん

療をする患者が多いことを知った、しかし、

の長径が 9 センチ

他の臓器に転移するリスクを恐れて、何のた

へと増大し、腹膜へ浸

潤・移転もあると診断された。そして、胃が

めらいもなく、摘出手術を受けた。たった

んと診断されてから、ちょうど 10 年経って

45 分の摘出手術は終わり、2 日間で退院し

死亡した。遠藤氏はこの患者が放置療法を選

た。手術後 PSA が 0.05 以下が続いたので、

んだのは大正解であったと書いている。もし

2 年ぐらいして、前立腺がんのことは全然気

手術を受けていたら、余命は 1 年か 2 年で

にしなくなってしまった。

あったろうとも書いている。

アメリカの National Cancer Institute

ケース 4、初診時 65 歳であったこの患者

の統計によると、前立腺がんの手術を受け

た患者の 10 年生存率はがん以外の理由で

の担当医の診断は分からないけれど、胃の粘

は 94％であるという。アメリカでもおよそ

されることから、近藤氏はステージ 2 の進

膜、粘膜下層、筋層まで浸潤していると判断

死亡した患者を除くと 99％、15 年生存率

行がんに相当すると書いている。初診から

10％の前立腺がん患者が近藤氏が勧めるよ

6 ヶ月後、胃のレントゲン検査で 18 ミリ

うに放置療法を選んでいるようである。ただ

だった腫瘍が 13 ミリまで縮小していたとい

し、がんが他の臓器や骨に転移したら、5 年

う。がんと診断されてから何年もすぎた今も

間の生存率は 27％ぐらいになると National

元気なのは、なによりも手術で胃を切除しな

Cancer Institute は報告している。

たったからだと近藤氏は書いている。

「胃がんについて」

私 の 胃 が ん は ス テ ー ジ 2a（T2、N1、

この本には一人の胃がん患者の手記と近藤

氏が書いた 3 人の胃がん患者の病歴が紹介

M0）で、腫瘍は胃の粘膜、粘膜下層、筋層

ケース 1、初診時 58 歳のこの患者はス

いなかった。アメリカにはステージ 2c とい

まで浸潤していたが、他の臓器には転移して

してある。以下はその概約である。

う胃がんの進行度を示す尺度はない。手術

テージ 2c（他の臓器に転移していないがん）

で 3 分の 2 の胃を摘出してもらって、1 週

と診断された。しかし近藤氏に
「がんもどき」

間で退院した。手術で摘出された 10 のリン

の確率が高いと言われて、煩悶の末、放置療

パ腺のうち、2 つのリンパ腺に胃がん細胞

法を選んだ。8 年後、胃が痛むが胃潰瘍と信

（Adenocarcinoma） が 見 つ か っ た。 が

じていると書いている。

んの専門医に予防のため 6 ヶ月間、抗がん

ケース 2、31 歳の患者は吐血したので、

剤治療をするよ 2 ヶ月目から食欲を無くし、

内視鏡検査と生検の結果、悪性のステ－ジ
2c の胃がんと診断されて、担当医に手術を

4

15 パウンド体重が減った。私は抗がん

剤の副作用で腎臓や肝臓が悪くなるのを恐れ

者である。ちなみに、アメリカの National

手術から 6 ヶ月して手術前とまったく同じ

の統計によると、胃がんの手術を受けたアメ

Cancer Institute（1991 年―2000 年）

て、
抗がん剤治療は 3 ヶ月で止めてしまった。

リカのがん患者の 5 年間の生存率はステー

生活ができるようになった。妻が認知症なの

ジ 2a の患者が 46％、ステージ 2b の患者

で、私は彼女の看病をしながら、家事一切、

が 33％と報告されている。近藤氏のいう本

庭の手いれなどで忙しい上に、週 3 回、18

物のがん患者（初診時、他の臓器に転移して

ホール歩いてゴルフ、ゴルフをしない日には

いる胃がん患者）の 5 年間の生存率はわず

2 マイルジョッギングをしている。私は医学

か 4％に過ぎない。これにはがんの手術を受

のめざましい進歩に心から感謝している。

けなかった患者のの統計は含まれていない。

私はこの本を読んで、近藤氏に 2 つのこ

アメリカで手術をうけた胃がん患者全体の 5

とをしてもらいたいと思った。

年間生存率は 27％である。胃がんは自覚症

近藤氏の好きな言葉は「がんもどき」であ

状が少ないので、アメリカでは胃がんと診断

る。
「がんもどき」は彼のがん放置療法の中

され時にはすでにがんが他の臓器に転移して

心的仮説である。彼はすべてのがんは「本物

いる患者が多いから、生存率が低いのだとア

のがん」か「がんもどき」かのどちらかであ

メリカがん協会は説明している。近藤氏のが

ると書いている。本物のがんは発見のはるか

ん放置療法は世界の医学の常識から遠くかけ

以前に他の臓器に転移している。他方、がん

離れているから、統計を使って彼の仮説を証

発見時に他の臓器に転移していない「がんも

明すべきであると私は思う。

どき」は放置しても転移が生じないことが、

また近藤氏は多くの本を出版している。と

がん放置患者の観察・分析から確認できたと

近藤氏は書いている。彼のがんの分類による

くに文芸春秋社のような信用ある出版社から

ているがんだけが本物のがんで、がんと診断

ている患者は近藤氏の本に飛びついて読む人

出版されていると、がんと告知されて動揺し

とがんと診断された時点で他の臓器に転移し

が多いだろう。私の義理の妹も胃がんと診断

された時点で他の臓器に転移していないがん

されてこの本を読んだ一人である。近藤氏に

は「がんもどき」で将来他の臓器には転移し

相談に行ったら、本に書いてあることしか

ないということになる。人類が何千年も恐れ

言われなかったという。相談料は 30 分で 3

てきたがんはそんなに単純な病気であるだろ

万 2 千円であった。彼女のあとにも数人の

うか。ケース 2 とケース 3 の死亡した患者

人が待っていたという。

のがんは「がんもどき」ではなかったのか。

がんと診断されたら、患者は「ワラをもつ

彼は一流大学の医学部の講師であったから

む」気持ちである。近藤氏は彼の仮説が医学

「がんもどき」について学術論文を書いて世

的に証明された治療法であるかのように書い

界の医学界と対決すべきであると私は思う。

ている。がん放置療法は言葉のトリックで、

また、科学にはおもに二つ、仮説の証明法

実はがんの治療法ではないことを知る必要が

がある。一つは繰り返し実験で結果をだせる

ある。前立腺がんと胃がんの手術の恩恵を受

証明法である。もう一つは統計的に証明する

けて健康な生活を送っている私にはこの本が

方法である。がんは実験できないから、統

近藤教の教祖の言葉に聞こえる。また自分で

計に頼らざるをえない。近藤氏が紹介して

は治療をしないから、リスクの全然ないビジ

いる 4 人の胃がん患者は初診の時点ですべ

ネスを経営しているビジネスマンの言葉に思

てステージ 2 と診断されているから、彼の

定義によると、4 人とも「がんもどき」の患
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えてならない。

行事報告
●医療講演会
日時：5 月 23 日
（土）
午後 3:00 ～ 午後 4:30
場所：Japanese Baptist Church of North Texas
6040 Alpha Rd., Dallas, TX 75240

講演者：John Ha 氏

内容：Ha さんはソウル大学機械工学科を卒
業され、医療の専門家ではありませんが、健
康に関しての長年にわたる独学、実践を通し

た成果として、人生を太く長く生きる方法と

 お風呂はお湯の温度を 38℃～ 40℃に

題して、参加者 17 名を前に非常に興味深く

して入る

話していただきました。

 笑いとユーモアのある生活をする
（β-エ

ンドルフィン）

 内容の概略は次の通りでした。

 気分の良い睡眠を取る

1. 殆どの病気は血管の壁の傷から始まる

 血の流れを良くし、胃腸を良くする

高血圧、高コレステロール、活性酸素が

アルカリ性の水
（alkaline water）を1日

原因で傷つけられる

1,500ccを飲む

2. 体を錆びさせる活性酸素

 継続的に新しい事に挑戦する（モチベー

ション）

 活性酸素は体を錆びさせ、老化、ガン、

4. その他

動脈硬化等を起こす犯人

 殆どの薬には副作用があるため、出来

変色したリンゴの皮 古い食用油

れば飲まない

 活性酸素を発生させる発生源

 新鮮な物を食べて、新しくて良い細胞

タバコ 酒 紫外線 X-Ray 電磁
波 過激な運動
（40歳をこえると酵素が減

を作るようにする

活性酸素を少なく取る食事法

常にチャレンジ精神を持つ

食事を腹八分目にする事 良く噛む事

 ガン細菌に負けないようにする

少する）ストレス
（ひどいと胃潰瘍になる）

 脳細胞の減少を遅らせる

（一口30回以上）腹ペコの時が良い酵素

体の酷使による活性酸素発生を抑える

がたくさん出る

例：崔東源
・
投手（チェ・ドンウォン、
韓国のピッ

 不健全な生活を改める

 筋肉が衰えると肺炎、腎臓病、糖尿病、

3. 免疫力アップ

チャー）体の酷使により、47才で死亡

動脈硬化が起こりやすくなる

禁煙 酒 寝不足 脂肪の取り過ぎ

5. 経験談

 ストレス解消のため、気分転換を速や

かに行う

 視力の改善

 適当な運動
（ウオーキングを定期的に行う）

体温を 1℃上げると免疫力が 2 倍になる

ストレスを感じない、遠くも見つめるゴ
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ルフ練習に没頭した

Ha さんは 85 才という高齢にも拘らず、

 肛門、膀胱、前立腺と腰

血色も良く、声もはっきりしておられ、講演

ニンニク 1欠片 ダンベル運動1日300回

の内容も理解でき説得力がありました。年長

＊効果：肛門、膀胱、前立腺の筋肉が鍛えら

者の方々は思い当たることも多々あってか熱

れて失禁防止になった。腰が楽になった。

心に聞き入っておられました。講演中から質

首筋が綺麗になった。

問が飛び交い、タオルを使った高血圧防止、

 腹の具合が悪い時の対応

ダンベルを使用した失禁防止運動など実践を

痛いところを押さえ、白血球を増加させる

交えて対応していただきました。

 アルカリ性の水
（alkaline water）で蓄

Ha さんの無料奉仕講演に対し、改めて感

膿症と胃腸が良くなり、下痢と膝の痛みが
無くなった。

謝をすると共に、今後ともご健康に留意され、
太く長く生きていかれるようお祈りしています。

*

記：当イベント担当 柴山佳久

*

●ブルーベリー狩りを終えて
7 月 12 日（日）17 名が参加してブルー

ベリー狩りが行われました。

今年は多雨で少し心配しましたが、大きさ

や味もまあまあの出来でした。

私達のグループは早く出かけて摘み始めま

したが、現地集合の 9 時頃には早くも暑さ
が増し、私を含めた何人かは籠の半分程度で

リーの写真を見せてくれました。採り慣れて

以上もかかって、籠山盛りにして来た人もい

行きました。

終わりにしました。暑さにも負けず 2 時間

いるようで、その日も沢山の籠を持って出て

ました。

その後は帰る人、レストランへ行く人、湊

さん山荘へ行く人と別れました。

その場で出会ったアメリカ人の 3 人組は

先週も来たそうで沢山の籠に入ったブルーベ

私達のグループは山荘で休憩し、各自持参

の昼ごはんを広げ皆で楽しく分け合い頂きま

した。最後に湊さんから宇治金時のかき氷を
ご馳走になり帰途に着きました。

暑かったですが、皆で賑やかな楽しい 1

日を過ごす事が出来ました。

最後にこの紙面を借りて、
山荘に招いて下さっ

た湊さんご夫婦に感謝をしたいと思います。本
当にありがとうございました。

記：水野 美江子
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料理コーナー
「キャロット・ケーキ」

コレートする。

【材料】

キ」は、サンフランシスコに

＊今回の「キャロット・ケー
住む友人がパーティーの時に

人参 ( すりおろし ) 3 〜 4 カップ
卵

小麦粉

は必ずリクエストされるとい

2tsp

シナモン

アイシング
**

バター

お孫さんらからも誕生日会に

2 カップ

ベーキングソーダー

サラダオイル

えていただきました。家族や

2 カップ

砂糖

塩

は良く作るというレシピを教

４個

う彼女自慢のスイーツの一つ

2tsp

です。ケーキのお好きな方は、

1tsp

1.5 カップ

クリームチーズ

是非一度お試しください。

1/2 カップ

刻んだピカンナッツ

**

粉砂糖

バニラ

【作り方】

8oz

1 カップ
1lb.

2tsp

1) 小麦粉、シナモン、ベーキングソーダー、
塩をボールに入れ混ぜる。

2) 1) にサラダオイルと溶き卵を加える。

記：上田 知栄子

3) 人参６〜８本をすりおろし（あればフー

ドプロセッサーでグレイド）2) のミック
スした物に加える。

4) ８インチのケーキパン、3 個の底にバター

をうすく塗ったワックスペーパーを敷き、
それぞれ等分に流し込み、325ºF のオー
ブンで 35 ～ 40 分程焼く。

（クッキーシートにパーチメントペーパー

を敷いて焼いた後、半分に切り、2 段の
長方形のケーキに仕上げると、大勢のパー
ティー等には向いている。
）

* アイシング（デコレーション用）

1) バターとクリームチーズを混ぜ、バニラ
を加える。

2) 1) にナッツと粉砂糖を加えて良く混ぜる。
3) 出来上がったらキャロット・ケーキにデ
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名 言・名 句 集
人生は七十才より

つもりちがい十ヵ条

七十才
八十才
九十才
百才












にてお迎えあるときは今留
守と言え
にてお迎えあるときはまだ
まだ早いと言え
にてお迎えあるときはそう
急がずともよいと言え

にてお迎えあるときは時機を見て
こちらからボツボツ行くと言え

＊出典は「曹洞宗の永平寺 古跡館」と言わ
れているようですーー

高いつもりで 低いのが 教養
低いつもりで 高いのが 気位
深いつもりで 浅いのが 知識
浅いつもりで 深いのが 欲望
厚いつもりで 薄いのが 人情
薄いつもりで 厚いのが 面皮
強いつもりで 弱いのが 根性
弱いつもりで 強いのが 自我
多いつもりで 少ないのが 分別
少ないつもりで 多いのが 無駄

グリーン会からのお知らせ
記事・投稿のお願い
7 月に入り映画のタイトルではありません

が「ダラスの熱い日」がやってきました。皆
様はいかがお過ごしでしょうか。我が家では
エアコンが壊れてしまい、つくづく冷房裝置

のありがたみを実感しているところです。結

局はユニットが古いこともあって、R-410a
の移行時期でもあり新システムを取り付ける

次回会報の発行は 10 月を予定しておりま

ことにしました。快適な生活には出費も嵩み
ますね。

す。毎日の生活の中で困ったことや耳寄りの

ルを利用していますが、何かの支障で届かな

書いてくださる方を募集しています。締め

情報、旅行記や料理のレシピなどの記事を

さて、皆様には行事等の連絡に先ず E メー

切りは 10 月 5 日ですのでメールアドレス

かったり、また見逃したりすることも踏まえ

「chizaki@verizon.net」又は電話「972-

て電話による連絡も行っております。会報の

414-1748」にメッセージを残して下さい。

場合は PDF ファイルにして E メールで送っ

よろしくお願いいたします。

ていますが、どうしても郵送でないと見られ
ないという方は上田までご連絡下さい。
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記：上田 知栄子
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