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8ま　　じ　　め　8こ

○暦の上ではすでに春ですが､ここ北海道ではまだ一面の銀世界で､朝晩

は氷点下の気温が耗いています｡しかし気をつけて見ると庭の桜の芽はい

つの闇にか大きくふくらんでいるし､川辺のねこやなぎは綿毛をかぶった

大きなつぼみが誇らしげに見えます｡多分雪の下では､ふきのとうやふく

じそうの芽が地面に頑をもちあげていることでしょう｡

それを証明するかのように､晴れの目は暖房を止めても窓から射しこむ

太陽魚だけで充分室温が保たれるようになりました｡

○そして世間では春の風物詩である卒業式､それに続く入学準備､転勤､

など､不安や物入りの苦労を抱えながらも夢と希望のうごめく季節の真っ

只中です｡

○大きな夢､小さな夢､いろいろなものが弄ぶく気持ちで､北海道支部を

眺めると､固く鎖されて開くことが出来なかった気持ちの時代から語り合

い手をつなぐ友達が出来るに従って､いつの間にか人を気遣い.幸せを廉

い､力を貸し､励まし､日本の将来のために　=-日　と行動できるように

も成長して来たように思います｡そうして何か大きな芽が雪の下から東を

もち上げて来ているように患われてなりません｡私はこの事を商館や釧路

地区の会見交涜活動に強く感じさせられます｡道内の各地で会見交流が活

発になった時､患者活動は新しい医療と福祉の時代を迎える事が出来ると

確信しています｡

各地域に於ける会員の活躍を祈る次第です｡

(猪口記)
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甘i払JifI'次披講韻より8.日.9_女滞大会新格和 

r允万力駄ノJT'東も二つし､てJ 

弟郷都路甥災柄配神経内科 

Llf下功先4;. 

-仏定点といいますか､ちょっと, .i要にすると繋しいんですけど､病/^の原

はとしでは､神経拡度合寮の滋的側にあるニコチン推アセチルコリン･定常休とい

うのに対する耗体ができて､その抗休によって起こる臼己免疫戻恩というふうに

諾われています,

どういうことかというと､頑から応肉を勅かそうという命令が来たときに､筋

肉がどうやって赦くかというと､神様まで情報が伝わって.ここの亦分(神接辞

束)にシナプス小胞というのがあるんですけど､そこからアセチルコリンという

物すが出ます.それが筋肉の方まで届きますと､アセチルコリンのレセプター(

受容休)という受け皿がありまして,そういうところにアセチルコリンが届きま

すと､筋肉が収頼する､そうすると力が出るという仕軌みになっているんですね.

東碇好*力#_は､このアセチルコリンの安野体というところに対する成体とい

うのかできまして､愛せ休にくっついて､神漣から出てきたアセチルコリンがつ

けなくなるようにしてしまって､それから食滞休とくっつくことによって､好肉

の旬の受け皿を蟻してしまう｡その二つの鹿粥で痢L=^になると-;fわれています｡

折衷がそれになんらかの片紳をかついでいるんじゃないかとt言われているんで

すが､それはまた倹ほどお話します.

症状にどういうものがあるかというと､まず日の症状としては､まぶたが下が

ら,物が二舷に見える｡これらが初苑症状の半鼓近くを占め､全様jB中だいたい

9溺近くの方にEiの症状が出てくるといわれます｡

球症状というのは､喉とかL')の方の茄肉の#欝のことですけれども､日赤がう

まくしゃべれないとか､ものが飲み込みづちいとか､噛めないとか､こういう症

状で始まる人もいます.

それから四鼓麻酔というのは､声が上がらないとか､渉くのが開発になるとか

で､あと呼吸が許し<なる朝合もあります｡

症状の特徴としては場疲労性､ u内変動､ HX-!変動のこ】つが特赦です｡同じ動

作を換り果すと､非常にされやすいとか, iF司じことをやっていくとだんだん落ち

ていく｡それから口内変動というのがあります.　淵の巾でも･生禁令効いたあ

ととかは.すご<盛れてしまって､朝から動いていますと､少Jiに綾れるとか,

夕J)-になると娘がトがって来るとか､そついうlー佃変動｡それからlHi.Y:饗勤とい
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⊥　いまして､これはLlによって症状が逮う.
■

凋fのいいrlE二､題-).･の患いHと細井は

っきりしている,こういうような感状の

特赦があります｡

FJfE街で比､特定凍盟という､書鵜と

船k'してます土h　粍療津の援助とかして

います.それに合致すると言!れる凄軒端

称としては､スライドのとおi)ですo

まず先はどの症状の特徴C.)ところで出

てきましたけど､連動をくり返すによっ

て手の巌肉とか飲み込みの府内とか､そ

ういうどこかの茄柵のカが溺くなって,

休息すると同館する｡こういうのが必ず

なければならない.稀院でやるテスト比､

航コリンエストラ-ゼ恭というのをtF_射

すると､症状が改沸される.

それから4番臼なんですけど､誘発妬

篭桝という奄Lio)検炎をするんですねo　-Yanin{というのは､筋力が落ちるとい

うことですけど､凝兎症状があって､検禿銘菓が相性で､ n内変動のあるものでな

ければダメというふうに決まっているものです.症状としては､免ほど.ざいました

けれども･まぶたがFがるとれ　ものが二重に見える,飲み込みづちい､しゃべり

づちい,歩きづちいとか､呼吸閑坪とか､そういう捉状があって､山口の中で捉状

が変わっていきます汀

合併綻というのは､この嫡J^iこ作って　一括に起きることが多い頼光なんですが､

●淋鹿睦といいまして､心殊の前のほうにある漉器なんですけど､それが大きくなっ･
て<る頼先が代滋です. lP状叔親能九進駐とか低下症とかの経常が出やすいとか､

･筋肉が痩せるとか.

これがあるとダメ-,ていうやつですが､ #休漁敬侯や知覚艶常というの拭､輔単

にいうと､脇糖裸などで見られる症状なんですけど､半身不Pになった人など､そ

ういう人の手足にみられる症状とか､それから手がしびれるとか､膿覚が鈍いとか.

そJlいう症状がある朝命には､妬無]]蛤にはあたらないというふうに･諾われていま

すo

*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*

だいたいどれくらいの虫済まんがいるかというと､人目10万人あたり3人から

5人と-fわれていまう′.調べ]}･-によ-】て洗練ばらつきがあり､一生無命や-)でいる
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医者が多いところでしたらもうちょっと増えますし･あまり専門医がいないところ

で調査をすると少なくなるので､もうちょっと多い統計もあるようです｡

年令として紘5才未済で目の症状がでる場合と､ 20-30才代との二つの型が

ぁるんですけれども､別にこの年齢Rに多いというだけで･ほぼ全年令で発症する

南東です｡

男女比としてはだいたい1対2で女性の方が多いんですけれども､ 40才以降と

いうか､年をとってからなる方の場合は男性の方が多いです｡

先旺ど首いましたJF?腹鼓というやつは･だいたい息者さん､病気になられた方の

15%に肘腹鼓というのがあって､これが見つからない場合でも･残りの方の約8

封に､胸腺が大きくなっている状態が見られます｡こういうわけで･非常に頼気と

の賄連が深そうに見えるので､きっとなんらかの病因と関係しているんじゃないか

と考えられています｡

ぁと､ここに書いていませんが､約8謝ぐらいの方に､血液検査をしますと･ア

セチルコリンのレセプター(受容体)の抗体というものが血液検査で-kめられます｡

次にこれがOsserzuan分類です｡どういう症状をますかというと･小児型と成人

型とに大きく分けているんですけれども､ます､新生児垂といわれる型については､

筋無力症の女性から生まれた赤ちゃんの約1封に･一過性に滋無力症状がみられる

んですけども､これは胎盤を丑じて抗体が伝わっているせいでなるもので､一過性

で一時的になるだけで､その凌ずっとこの病気というわけで旺ないものです｡

ぁと若年型というのは5才以下の方で日の症状がおきる場合です｡次に成人とい

ぅか大人になってからなる場合ですね｡まず限滋型と全身型という型に分けて･軽

症､中等症､それから急性溌症型､晩期亜荘重､それから好萎赫合併型というよう

に分類しています｡

だいたい眼筋型が4朝で全身型が6都と音われています｡艇薪型というのは､さ

きほど症状で宙しました､まぶたが下がるとか､物が二重に見えるとか､それだけ●

で手足の症状がないという状態で病気になる場合なんですけども､だいたい2年ぐ

らい軽ちますと､その中の8割ぐらいは全身塾に移る場合が多いといわれています｡一

次に3番目の急性汝症型という型なんですけど､これはクリ-ゼといわれている

もので､畷とか､口の缶内の症状が急款に感化して､全身の店内低下とか･呼吸不

全とかになる｡呼吸不全というのは息が出来ないということですね･それには･筋

無力症クリーゼ､コリン作動性クリ-ゼとBrittle型という3番類あるんですけど､

以前は1910年とか30年<らい､ 1900年代今世紀の勧銀ですね､この時代にはク.)~

ゼで茄無力症の息者さんのほぼ7潮ぐらいの方は亡くなっていました｡ある病気で

7潮近くが死ぬということは非常に生症なわけですね｡ですから病名も｢重症償無カ
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頼:i　というiT,前が､この時の様始でついたんですけと:､今はこれで亡くなるとい

J)L二.とはまずありません｡

ただ､ちょっと病院に行くのが腰れたとか､いろいろなア/Iiアントはやっぱ

りあるわけで,たいていは的鎖がある#.威滞;lIしてきましたので､ Ji三命f･棟は非

常にJ=くなった､ということで､破綻肪無))縮-の痕蛙をはずそうかというろ'えも

でてきたというわけです｡

クリーゼにはこ0)こう頼朝があるんですけど,原盤JJGお.クJ)-ゼというのは,柄

L^臼体が鹿化してなるものなんですね｡コリン作動牲クリ一一ゼというのは､あと

でも諾いますけども､粉状に使う兼を､弟-(-が鹿いからといって飲みすぎたりす

ることになってしまいます.あまりrJ分で我の詞捗はしないhlが*孝だというこ

とですね｡

*　　　　　　　　　　　　　　　　　　*

次に挽達はどういうものをするかです.病院にいちして,破綻筋*JJ蛙を疑っ

て倹兼をされる砺合､だいたいこんな牧瀬をするということをお話します｡まず

テンシロンテストという､これは非常に　一般的なテストで､ご存知のJJAも多いと

患いますけど､アンチレックスという兼を抹射しまして､その前操で捉状がどう

変わるかということを見る一決JAです.

これが注射する前と注射した壕の写炎なんですけど､まぶたが下がっていて､

上を見てくださいといっても目の玉が上にf=がらない､まぶたがとに上がらない

という状況が､注射をしますと､黙ってみていてもまぶたが舟くし､上を見てく

ださいというと. Hの3iが上に1-.がる｡この額合は茄*力症の可能性が非常に論

いという披兼です｡

あと､先はども出てきましたけど､顔充溢宅嗣というのかあるんですけど､屯

地利兼をして筋肉を心強させて､この柄[^の特徴としてB-れやういというのかあ

りますから､卓胡的に蚊れやすくして､筋肉が本当に疲れやすいかどうかを妃る

というような誠奴です,手とか11の筋肉に碓氷刺汝をしまして､どの軽度茄肉が

疲れやすいか､そういうのを姐る次数です｡

それから､血中抗AChR抗休の弼定というのは血液牧瀬なんですけども､脇肉

付にあるアセチルコリンの受解体の抗体で､ 8溺滋<の73-が高くなっていますの

で,滞定を行いますo

それからあと､ I_れはどこでもやるというわけではないんですけど.誘発テス

トというのがあるんです｡薪兼力症状を起こす糞がありますq)で,それを注射し

てみて本巧に起きるかどうか椎かめるとか､それから茄に針を刺しまして.筋肉

の状態を凋ペるとか､席料をとってJtペる.それからリンパ律を改発してみると
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かあうんですけtt-:､筋肉を取ったりということになりますと､耗概Jこかかりにな

りますので､ .よっぽどのことが)<}いと,こういうのはあまりしないことが争いで

-∫ Jl､

次どうしてこのような'損耗をするかというと､ I'可じような総状を.'l付,似た蛸

itが巌柵たくさんあるものですか`-'､九ほど.7-)たような換炎をやることになる

わけです｡イ-トンランベルト綻妹打とか､ -多党化脇炎とか､この朝命は筋肉を

とって&べないとだめなんで､筋肉をとることにrJ.･ります巾　それからミトコンド

リア解好むミとか､それから争稚惟神終発とか､炎ぬ三や神様戯推外眼筋妹熊とか､

新教勝頼とか､そういうものでもまぶたが卜がったり､物が二境に比えますし､

筋ジストロブイ-睦の舶台も､似た,fうな梯妹が出る解合がありますo　それから

畑期件四肢妹辞とか､叩状凍撫舷)'t:連とか､だいたいこのような蛸/iで､ ･妃肪

無))症のような症状を消すことがあるので.ある樫.度こういう病欠を念感におい

た横瀬が行われるということです｡

*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*

次に船群に入りたいと思いますけど､スライドのめ蚊の渡史で､ 1900年代初め､

ここらへんがクリ-ゼというやつで,非常に亡(なる方が多い時Aqだったんです

けど､治横紙もあんまりなくて､動くと疲れるのですから､動かrJLtいT･安静にし

ているというのが約線だったのです小　それから屯J=^耕兼をやってみたり､プトウ

街を人足に摂取するとか､患いつくものをやっていたというところだったんです

けど. 1927咋頃の'杵鮎放射綴照射lというのは,これは肘の臭の#鞘というとこ

ろにある淑嬢をむらってやったんだと患うんですけど､淋巌に放射娘をあてると､

胸腺が横れてしまって､それで一一･時的に総状がよくなるということがあったんで

すわ｡それからタンバク多崩摂収とか.そのd1時はほとんど効果のあるような統

裁法はなかったようですモ

1940年･そらいかち胸腺親株術というのか始まったんですけど､ 1963年に始まっ

てはば20年でらいして､ラポックという人が拡大加温端株術というのを始めま

して､これが効くということになりまして､それからあと1952年にテンシロン､

54年ですから､厳粛が前倹しますが､それからメスチノン､それから1955年にマ

イテラ-ゼ､それから沸押抑制剤､これは女椎のJfが女推ホルモンがい-)はいで

る時期は)&L_状が患くなるので､排卵を抑制するような成分が総状を故殺するとい

I)ことで､使いますね｡

軽句･期とかで女惟ホルモンを虻う凝合があるんですけどt　鵜令によってu漉く

なることもあるU)で､そういう時は･姑繋托息ということですねa　あとはアサ子

オプリン､これは免燕抑制対ですさ　それからプレド=ンといっのは減帯皮dr,ホル

モンという物照で､ jf=/･Wむと卜のiU=.もあるホルモンで､紫jlTJ机無力蛇に杓い
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られましたd焚!Z71Jli:g'なんですけど,二･A九が197Oif･:に｡ 1976年にはPinchingとい

う人が血浪交換をしています.,

スライドはiti妹),ほはんですけど､筋無])経のJJ-がいらしrl瑚介桝腺を弟Jくまし

て､如腺頗というのがあると､こ:れはもうすぐ手術しなさIlと. lLL',糾巌締という

のは､錦舶ですから､ガンとは退いますけど､できものと巧えられますから､これ

は取った),JがいいといJ,ことで､これは年目こ儲休な<如脱輪牡彬をすすめます.､湘

巌奴がないという鞘台には､皇lだけの桔状の舶分にさ.1､とりあえず藤で行ってみJ:

うかということにfitろんですけども､これは拝所内題がありまして. uだけの鞘令

もいずれ全身碑に行くんで､湘巌をJblったほうががいいという農奴もあります｡全

Jl徴の朝命ですね･全身刊というのは先ほども述J<ましたが､ l川外に辛従の綻状

を伴う),-の舶介は,胸腺を取ったほうが､ W,tUがよいであろうと.[われていますや

●胸腺を取る屯合､ステロイドホルモンを使う施滋と､淋腹を取ってからステUイ

ドホルモンを睦っ施虚と全く使わTJ･1い鹿叔とに分かれますo粥腹は､心廉のqq･の/)A

の脈肪の中に入っていて､袋の中に入っている姓答なんですけども,その袋をこえ

て外側の心免とか肺とか､そういうjJ'に伸びてきているよう/JI45合をいいます｡一･

拓これは港性というふうに考えられまして,さらなる治蝶というんですか､放射Ji

.?.射とか.免夜抑制湘とれ　そういう治鍵を加えることが争いですう

患姓というのはどういう意味かと請いますと､要は群発しやすいと{1うことです

ね｡ f'一輪で敬っても凝りきれないことが多い.ガンとかと連-Jてこれが転移すると

かというわけではありませんが.せっかく+･･栴してもまた/JL･るということになると､

再手術をしたりとか､大安だということもありまして､これはあまりよくない狩).の

肋膜蝿と考えられています｡

*　　　　　　　　　　　　　　　　辛

次のスライドは､治雌に用いる兼です｡まず治横のE.な壬三役というか､これは狩

●ちの治頼秦で抗コリンエステラ-tJ兼というので､筋肉と神礎の間のアセチル｡

リンという物耳が､うまくibくようにする兼です.とな兼刺としてはこの3推頼な

んですけど､メスチノンというのはだいたい持説時間3-4時間で､ ･一･日あたり3

74錠｡マイテラーゼというのu､蹄親時脚がちょっと王立い.ウプレチドというの

はもっと良いとい;)ことで､弼作糊としてはド蛸をしたり汁が,liたりとか､それか

ら筋肉がビクビクしたりとか､そういうような副作用が出るんですけど､ iiく効く

燕は､あ･tり飲みすぎるとクリ･-セになりやすいので浪速はやっぱりメスチノンを

‡三休に蚊うというのが争いです.あと腹筋#.といっfjだけd)結状のASfHま､点眼我､

E7典だけの舶令もあります.

ステロイド轍故なんですけど､これには大枚撫法と少攻城法と､小児､ (･供さん

i:使う横紙と3推知､大きく分けてありまして､初期大R稚払というのLt,滋初に
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たくさんの敬をドンと使って､それからだんだん減らしていくと_い･)根絶,'tL･んです

けど､この薮を巌籾にた(さんの舷を使いますと.一時的にKrJth7)JJが濃くなるこ

とが多(て､入院してめ鎖しなければなりませんJ

それから*糊出払というのもあって.これは少漣からですね. -,Gの攻としては･4

軽と5滋<･らいから20好<Jらいまでだんだん甥やしてい(.それから少虹持続嫉

法というのは.桑の牧としてはユ姫とか2栄とか､そういう少ない故でず･,と就け

ます.これは感状がとれるまでに非常に時間がかかるんですけど､だいだい鞍カJI

とか､ 1カ月は最低でもかかるんですけど､そのかわり戚作用が少ない.それから

子供さんのJ8令は､自然に治る場合が光琳あるんですけど､兼が効かないとか､な

かなか折Ijが患いという鵜合には, 3日何点iAして. 4日問休んで､ 3Fl柳点瀦と

というような添淡もあります.

だいたい8湖がたは●

効果があるとJわれて

･.: ･t I T･

次にステロイドの戚

作用としては､七城桶

になったり､田漉港に

なったり､骨板書症と
r違って骨がもろくなっ

たりとか､血栓症とい

う血管が詰まる病気に

なったり､自内枠､奴

内相になったり､俊敏れなくなったり､イライラしたり､身体の抵抗力が港ちて沈

滞を引きやすくなったり､肺那こな｡やす(なっ糾､それから急姓誹腎不全とい●

うのは､ステロイドはもともと謝胃というところからでるホルモンなんですけど.

それを外から飲むので身体のjJ-のはたらきが低下してしまう状態ですも　いろいろ耕

作糊は爺i#た<さんあるのですが,これは兵をたくさん淡めば放むはど11.やすくな　_

るので,たくさんの並を使う噂合は,やっぱり入院した彩でやったほうが兼#です｡

この胡作用で鐘状が濃くなってしまっては元も1･もない､約線の意味がないですか

ら...｡

次に淋良耕除術ですが､ -T-･術には4機<'らいあって原初は親をまっすぐ切りまし

て,袋の中に入っているお腹だけをとるやりJi､その次は野のわきを横に切りまし

て.的農を取っていたんですけど､この二つは取り残しが多くて､だいたい肪無jl

媛Q)旋状がよくならなかったりとか､あとあとまた81狼がj朝えできたりとか､よく

- .q　一･



ないとljわれまして･それT一拡大弟腹-1縦というのがtI‡てきまして､これが今

破約にやられているわけ㌣す}

これはおをま-}T<･切りまして･袋の小二入ってLlる恥叔だけじゃ,Jくて､淋

腺の外僻の願肪掛稔も食滞とるというTi鵜ですれ･佑これが今･一番いいんじゃな

いかと'iわれています｡

船人淋楕というのは･取るだけ収った),･がいいんじゃ,Jいかとい-ユことで､恥

をあけまして､蔚肪とか,炎色い削Bを食滞むっちゃうという車輪なんですけど､

ここまでしなくてもいいんじゃないかとい-:'か.こ-'ちの方がいいという報告は

今のところないです･破ればいいというものいうものでは,i(て､必車なところ

だけ収ればいい､効果があるだろうということで､故人肋楕というのが一一枚約で

す.I

●　どういう方にやるかということなんですけども.だいたい先はどの地でも出ま
したけれども､全身燕と諾われている方､ ｢はけでなくでIT･一足の蘇状もある方で､

子供さんは黙っていても円株に泊る解合もありますので､大人､だいたい1 2_Y

から1 5才以Jこのh.に行います｡淋見放になっている鞘合は､これlま年･令や判に

岡林なくす欄をすすめます.それから今までは､あまり年配のJjにはやらないと

いうか･ 60才<･らいまででやめとこうというような謡もあったんですけtI.今

はもう､年には純銀なく効巣があると諾われています.

それから･手術前にステロイドホルモンというのを使ってから切る増分と､使

わないで切る屯倉と､それはそこの柄先にJ:って遵うんですけど､実際開削は

潜の鳩flLは･ほとんど凡戦にある国正凍寒所札蝶南病院という稀院があるんです

けど､そこにお軌､することが多いんです○この4-･術白体は外相の先生に珊きま

すと､非常に爺申な事輔だそうで･濃でもできるというという諮なんですけど,

まず取り残しがあってはいけないということと､それからこのIf一桁のあとに､

●　煮椎で濃くなる萌合があるというのと､それから朋も絹じ絹iま､できればiB
けたいので･一発でよくなるよっに､掻故の多いところにかかりたいというのが

しな削-で･半輪が必苛だと判断された噸缶は､札椀を耕介するんですぬD

他にも､兼だけの渋紙とか､祥耗内相としうわ九でいるht院や料だったら､だい

たい大ilkだと,'盟うんですけど､ 11琳C)朝命.やはり抜放牡･Lgな方がいいんじゃ

ないかと思っています.

*　　　　　　　　　　　　　　　　　*

次に､これ(まfllt捕巾立大のデータですけど､妊人料瀬凍くね虎を声術でとっ

たあと)車が仝<安らな<なったは群)勅令が､射旋盤がないときは5畔で.i 2

%で年々的加しています.･解放J*･があったときは5咋T･22% ､ ll-劾附帯帯

i症状朋i攻机は･触騒肺がなかった),-は･L3年でPH-)o/b､細別Fがあ-}たjlT-
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も5年･:で74%が井'#に良(Fit-)ているという給巣ですo　まだまだ症状が良<な

っている方のLtqJL?は増える械向があって､ {れ払咋政が梯てば抹つはどよくなっ

てくるんじゃないかと忠うんです｡

非常によくなるtDで､とったj7-がいいんじゃIJいかと奨めるんですけど､船群

はでなib跡が柁ったりしますので(籾を鞍に切るわけですから).先ほど､どうい

う懸命にやるかといっことを崩したんですけど､ある程度逝くなってからも劾巣あ

りますし､症状が軽い朝!.'は見令わせるという朝命もあります｡

ただ､盤をJjtにしなか-)た人や､症状が屯なったり､胸腺JGがあったりという

舶合には確実にいいと思われる赦横紙です｡

声糖をした検､銃アセチルコリンレセプターー抗体というのが､だんだんf･ーがっ

てくるんですけど､それが完全に粥えるまでには､ i 0年近くかからともtiわれ

ていまして､抗体は残っていても､鈴鹿だけとれば良くなるということで､坑休

だけが痢免の鹿田ではないんじゃないかとJわれています.

次のスライドの他の治ま轟というのは,免疫抑制剤とかありますね.冶奴をと

っても良くならない場合というの蛙､だいたい1讃<'らいですが､全休の1溺<･

らいの方がいろいろ治境をやっても良くならないという人がいらっしゃいまして､

そういう方には免庶抑頼瀬を使うんです,

次のスライドは.血紫交換ま法､次はガンマグロブリンの大息弥経線法とか､

こういうのもやるんですけども､人の血練を原料にして作る典なんで､今はエイ

ズとか肺炎とか､そういうのはないようになっていますけど､この先もそういう

棉J^がでないとは限らないですから､ちょっとLa任的には使いづらいですけど､

費は,どうしても良くならないという蟻合にしょうがないで使うということです｡

次のスライドは,誘発対(･についてですo　今までのが始まだったんですけど､

日常生清で先を付けておけば､症状を良<することができるんですね｡どういう

ことをやると良くないかというと､疲れ､ jA労ですわ､あんまり+き遺ぎてとか

で甘ね.書きjaざる､そういうのはよくない.あと轍沖的ストレス､イライラし

たり､そういう輪神的に安定しない状艶というのは､結如､エネルギ-を使って

いる状態とか蛮わりませんから､鹿れるんですね.サ議の人でも柄神的ストレス

があると非常に仏力面でも疲れますから､病免の人は非常にまずい.また､丸帯

をひいたりとか､熊がIY'るJ:うな状況も望ましくありません.あと女作の朝令で

すと, /F.稚d)ときに症状が戴くなりやすいのです.

あと手術(お腹姓をとる畔とかもこれに入ってしまいますが)､お潔の手術とか､

開休のない手術でも点くなる鵜舟があります｡休jJが務ちますし､あと解辞兼も

意外と点くする堀命もあるので､弔前に肪無13症T･あるということを阪弟に知ら

せることが大切です｡あと気挟とか甲状長の蛸強も綻状に彰辞します｡それから

- I () -



薬ですおoちょっと筋無力&:･には､飲まないほ--'がいいなというような秦もあ

るんで､そういうのを知らずに飲んでしまうとまヂいことがあります.

*　　　　　　　　　　　　　　　*

スライドは筋無力症状に野寺を与える車刺の-堤で､そういうのはどういう

車かといっのを即すてみたんですけど,これは全紡鵡品名,ですから分かると思

いますが､船群いっぱいあるんですね｡扶生物紫というd)は化や止.め1j､コリ

マイシン､カナマイシン､ストレソトマイシン､アクロマイシンというのがあ

るんですけど､載積の萌とかもあります｡たまたま筋無力症の公演さんが抵横
■になっちやったという41合があって,その時に船核も船群しなければいけない

といつことで,ストレプトマイシンの牲肘をしましたら､やっぱりちょっと澄

●;:言さ;三三:三立言霊芝三㌔三:…芸警こ三bbt孟:三誓霊:.
い場合というのがあります.そういう時は必ず､自分は滋無力症なんだという

ことを3ってですね,それでもなおかつ必要かどうかというのを主治医の先生

と話されたらいいですね｡

それから色を変えている兼ですが､これは治硬に使う藤なんですけど､プレ

ドニンとか航コリンエステラーゼ剤とか,こういう典も使い方によっては悉く

なります.漁初もか､ましたけど､これをたくさん急に放むと--時的に惑くな

ることがありますし､坑コリンエステラ-ゼ藤も飲み過ぎるとクリ-ゼを起こ

しますし､抗てんかん兼,これも建学免作を止めるための熊なんで､飲まなき

やまずい弗なわけです.ですからやっぱり､こういうところは､茄*カ碇を悪

くしないで､てんかんをとめるようにとか､そういう弟妹をしてもらわなきゃ

いけないんで.薬を出す先生とよ(頼洪されることが大切です,

も芸芸三言三芸芸ふ芸霊芝芸……芸諾oA..T～崇=oot=霊志芸芸;三言誓言
次のスライドは､都路管内の竜虎滋無力症の威令さんの尊卑汝ですけど､下

のグラフが管内で､都路市外ですね｡との方が都島一缶内の方で､一一応特定疾息

lという藩類を出した方o)敦です.態年釧路市外のJJ.だと､だいたい8人から9

人ぐらいで変わらないんですけど､珊路市内の方は増えたり減ったりしている

という状況です｡釧路甘内では短年だいたい30人前後ですね.

穀後のスライドは､労災頼院の神漣内科の外来に果ている庖無力症の吸着さ

んの推移ですね｡妊い桝や蒋定疾患出さないでみている人とか､怪しいんだけ

どちJ:つと診軒がつかないという鞄合も含めて､だいたい20人#.皮.特定疾

盟自体はだいたい3O人前後ありましたから､ 3分の21ま労災柄院､あと3分

m il　け　-



の1の方は都路郎立病屍で､あとは朽披凡戦L:行かれる方もいらしやるのでし

よう｡

*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*

今報の妃通しといJ)か,当繭､病/iの規糊としては.淋奴があやしいという

=とは分かっているんですけども､どうしてなるかというのはまだ不明で､的

最に筋肉と弼じようなAF胸があって､それが憩いという鹿もいろいろあったん

ですけど､それは今はも-)序泣されていまして､やっぱり何かのぶ肘で肘鹿が

関わっているけども､それのきっかけとなる叔粥は何かというのが今研究され

ている最中です.それが分かれば､もっと収納的な約銀とか､ならないように

予防とかもできるんじゃないかと風います.現状では､先はど出ましたけど､

茄*力症の息爺さんの申告はどういう症状が出て､その症状にはどういう特赦

があって,どういうことをすると息<なったりするとか､そういうことをよ<

理解しまして､日常生続を送られるようにすると良いと思います.終わIj.

略　　歴

JLl～下　　功　　ぐやました　いさお)

昭和63年　　　池川民稗大学卒

北大医学沸神様内科人は

平成　4年　　　神島内科;鑑定医

平成　5年　　　北大医学鮮研一一病理にて併党に従や

平成　8年　　　都路労災輔梶井鎧内科揃序盤

現在に-;I;る

甘　門　　HT LV l何題辞せ症　他
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みんなのひろば

特別企画　支書け糸吉成2　5周年言己念

沖　縄　旅

L支部紺25周年記念｢沖i

! -｣に参加して

L竺___竺尋
2月16 (R)千歳-那薪直行便

に乗って3時間40分､日本の北の

端から南の端.冬から夏(?)へ和

んだ事に無豆の感慨を覚える｡

更に乗り継いで1時間で石垣島へ

石垣島は2月の今頃(中頃)が"さ

とうきび"の収穫で時折`さとうき

び'を満載したトラックが製糖工場

に向って足っているのを見かけまし

た｡ -さとうきび'は30センチ位

の長さに切ったものが店頭に並べて

売られてもおりました｡

_2月17日(月)遊覧船で竹富鳥

へジェット式なのか?波の上を飛ぶ

ように進む､爽快この上なし.目の

行　記　-

まえに見える島でもあり, 15分とい

う短い時間でもありアッという間に

島に到着｡竹富島は′トさな島で.自

然のままで.都会化されない島の現

状を考慮されている事がうかがえ

る｡道崩は無舗装のところが多く､

観光行程の半分に牛車(ここでは水

牛を使っています)に乗っての観光

があり都会の塵を忘れさせる風情が

ありました｡時を気にしない鳥の生

活をチョッビリ味わうことができま

した｡

`星の砂"の海岸ではじめて星の砂

の現状にふれ､長生きしたおかげで

見聞を広げる事が出来ました｡ ｢星

の砂はひとでの骨なんだよ｣と言っ

ていた孫の言葉に俄かに信じ無いも

のがありましたが､現地で実物を

見.話を聞いて､自分の無知さを恥

じる一幕でもありました.それにし
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ても唯の砂粒にも見える小さな粒が

星の型をしているその砂の上を歩い

て見た｡夢の国､おとぎの国に遊ぶ

心地でもありました｡

竹富島の稔人口は現在2 8 1名で

観光以外に産業らしきものは見当た

りません｡病院･診療所のたぐいの

ものはなく､病院には船で石垣島な

どへ｡しかし､緊急の時などには海

上保安庁のヘリコプターで患者を病

院に運んでくれる事もあるとか､他

人事とはいえ聞いてひと安心といっ

たところです｡

珊瑚礁の海底公園観光は船の底が

ガラス張りになった船に乗って見

学､珍しい海底の様子にかたずを呑

んだり､歓声をあげたり､ガイドさ

んの説明では｢曇天の為に龍宮城の

ように赤いさんどや色鮮やかな海底

の様子がご覧いただけなくて残念で

す｣との説明がありました｡見る方

にとってはもっと残念でした｡

竹富島の観光を終えて再び石垣島

へ. =ー~~

石垣島は｢沖縄の英雄｣として尊

敬を一身にあつめる具志堅用高の出

身地で､記念館が石垣市にありま

q､華
す｡

※この日石垣島は摂氏1 6℃で､

こんなに寒い日はめったにないと言

う日でした｡春の陽気を予想してい

た一行にはチトがっかりo

2月18El (火)この日も急天な

がら雨は降らす｡

沖純は太平洋戦争の激戦地とし

て,大きな犠牲を払わされ､更に敗

戦後も長い間米国の占領行政に噂

ぎ､日本帰属後も米軍基地として日

本全尚の基地の70%以上(詳しい

数字は失念)をこの狭い沖縄が背負

っているそのご苦労に深く頭を下げ

たい気持ちをすっと持ち続けており

ました｡

その意味で､沖托本島見学のこの

日は大変緊張をし､身の引きしまる

思いがありました｡

①　旧海軍司令部壕

将兵が5か月をかけて､闘い石灰

岩の山にトンネルを掘って作った壕

です｡この短期間で､全長450メ

-トル､十数か所の琳崖.これらを

轍とツルハシで掘ったという､戦い

を抜きにしてもこの事だけでも壮絶

の一語に尽きる｡

- 1 4-



激戦3か月に及ぶ､戦闘も米軍の本

土上陸を3か月遅らせる為の捨て石

として使われた事に深い悲しみと憤

りを禁じ得ない､ 4000名の兵士

が戦うべき弾丸も尽き果て､戦力の

ことごとくを失ってこの壕の中で自

決したと聞く｡石灰岩の壕壁に今も

尚生々しく自決の無数の手相車の傷

跡を見ることが出来ます｡哀痛に涙

を禁じ得ず｡戦債が全身を走る｡

②　ひめゆりの塔

太平洋戦争の敗戦が色濃くなった

昭和2 0年沖耗女子師範学校と第一

高等女学校(生徒222名教師18

名)が南風原陸軍病院に配属され

て､砲煙弾雨の中､負傷兵の看護.

死体処理､医療器具､.薬品､食料､

水の運搬など決死の活動をしまし

た｡そして日本軍が戦闘力を失い壊

●　滅状鹿とな-たにも拘らず･米軍へ

の投降は許されず､殆ど全且の2 1

9名が自決しました｡暮司家的な間違

った思想教育の恐ろしさを感ずると

共に､純真無垢な乙女たちの死を天

は今も働突しているように思えてな

らない｡

一岩枕　かたくもあらん

安らかに　眠れとぞ祈る

学びの友は一

･X･詠み人　仲曽根政尊氏はひめゆり

学徒動且で娘を失った人の父であ

りひめゆりの塔を建立した方であ

るとガイドを受けました｡

この様な悲惨な形で我が子を失っ

た親の哀痛や察するに余りある｡

@　沖縄戟跡国定公園

摩文仁の丘一帯に広がる一面の芝

生と美しい樹木の公開､ここが沖縄

戦終点の地である｡この丘の目の届

く限りに戟投者の氏名を刻んだ礎

(いしじ)が建てられているその数

23万4千柱と聞く｡

沖縄戦で戦死したと伝えられた親

友の最後の地はどこであったろう

か､ひょっとするとこのあたりで

紘?と眺めまわすと､急に漢がこみ

あげて来た｡

2月19日(水)首里城見学､今

目はここ-か所だけでのんびりした

観光のひと時を過ごして婦韓に着

く｡飛行場へのパスの中で｢最近の

沖縄の住宅はみんな借金コンクリー

トに変わってきました｣ (X･i注.･鉄

筋コンクリート建てではあるがコス

- 1 5　-



トが高くみんな借金で建てる事から

もじってこう言うそうです)非常に

短いもじった三重の中に最近の沖縄

の人々の生活を端的に表したしゃれ

言責として記憶に残りました｡

また. ｢沖縄4日間の旅中一度も

雨に降られなかった旅行者は珍しい

幸運な事です｣とも言われました｡

ともあれ4日間無事故で思い出い

っぱいの旅行ができた事について絶

えず気を配ってくださった伊藤たて

おさんに心からお礼を申しあげ,拙

稿をおきます｡

｢㌫~｢
L_ _竺__竺_*_fJ

初日の石垣島は.風があったせい

か思ったより寒く感じました｡

美しいエメラルドグリーンの海

ち.ゆっくりゆっくりと物悲しそう

な表情で観光客を乗せて歩く水牛の

姿も私にとっては.はじめて見ると

てものどかな風ftでした｡

長寿R本-の条件は､こんな豊か

な自然と風土の中にあるのだろうと

思いました｡

いつも､せかせかと忙しく書らし

ている自分の生活と比べ､思い知ら

されました｡

夕食後､希望者で民謡酒場へ出か

けアルコールも入って雰囲気も盛り

上がったところで､中道さんと鈴木

さんが飛び入り出演｡沖縄民謡に合

わせて踊る姿､形にお腹を抱えて大

笑いしました｡

旅は道づれといいますが始めて参

加した旅行で､こんな案しい仲間と

ご一緒できたことをありがたく思っ

て居ります｡

戦没者の平和の礎を見学したとき

仲間の一人が石碑に弟さんの名前を

見つけて感涙されている様子を見て

私も思わずもらい泣きをしてしまい

ました｡平和の専さをしみじみと思

い知らされたのです｡身内にとって

はとても辛いことと思い再び訪れる●

ことがあれば､またお参りしたいと.

思います｡

玉泉洞見学のとき見た男壮なエイ

サー踊りはとても印象的でした｡

また.琉球料理や琉球舞踊もこん

な機会でないと経換することの出来

ないもので.これだけでも沖縄に来

- 1 6-



た甲斐があったと思います｡首里城

も沖杜の歴史を知る上で大変参考に

なりました｡

もっといろいろ見学したい気分で

したがあっという間に4日間が過ぎ

てしまいました｡本当に楽しい夢の

ような旅行でした｡

息子とこの会に入って25年にな

ります｡なにもお手伝いもできず役

鼻の皆様にお世話になり申し訳なく

患っております｡この薬しかった思

い出を大切にいたします｡

本当にありがとうございました｡

｢-I-訂五言--｢
L_竺___竺竺｣
私は､沖弗に行く-か月前から足

に水がたまり､行くこと出来ない状

感でしたけれど行きたい一心で､足

に良いということは､針･灸何でも

して､やっと行けるようになり飛行

積に乗ったときにはホoJトしまし

た｡

石垣島に着いたら､寒いんで予想

外でした､島の人が言うことには､

昨日は25℃位ありクーラー付けて

いたんだけど､今日はこの冬一番寒

く16℃で畷房を入れていました｡

でも外を見ると､ノ＼イビスカスが

咲き木々も本土とは全然変わってて

さすが南国だなと感じました｡

竹富島でグラス･ボートに乗って

海中散歩をしたのですが､珊瑚礁の

美しきと､色とりどりの熱帯魚とマ

ッチして､まるで龍宮城を想像して

しまいました｡

那覇での境光は､旧海軍､玉泉南

王国村など､階段が多くて大変でL

TCが､全長頑張って見学しました｡

最後の日の首里城は､捻漆の木造

建築でとても美しいお城でした｡今

度は気温がもう少し高く､あたたか

い神苑旅行にもう一度行きたいと患

っています｡

｢忘言忘這I
L_竺___竺_*_fJ

1993年NHKの大河ドラマの

本編終了直後にr琉球の風～美海紀

行～｣のテーマソングがりんけんバ

ンドによる　rちゅらぢゅら｣でし

た､その時からりんけんバンドのフ

- 1 7-



･` l'　■-_　ヰ∴　--.{L-　A-‥ .二･j

ミIi.I:-∴　　≡:･'∴　r∴1-!さも: ･~ ･･./:; :

jt.〉享◆野弘-i沖縄告繋…･: thifLく

ねり(:i-･ち門い表し,+!,

+/,,な範‖.沖縄施行の一兵を慨き.

軌Y:<'L軽対'f盲こうと強め(i LlL･,, l娘

は#J:つき合ってくれf･,j

n-'rTi鳥では水牛車扱光が菜しかっ

!ニーこ‥ ■.i . 11いfrl I./rl一･.I l'i一一).lP.′Ll水牛

がゆ　‥くりとり一喝を曳き､ rf'車を頼

るiiじさんが≒表を弾きながらI髪
㌔   -I

ri!岸.7･ンタj　を取ってくれました1,

朱溝の適は砂色で､道の両帝は石

桁が椀き.芥瓦の屋根にはシーサー

始めて見た.はTの見放なのに.なぜ

かとても横かしい｡唄とともに忘れ

られません事.

珊耶rt7でさま平和凍りにある放念公

{■- -

讃rh一戦へ子7-I)丁来｡たし.tJ　:二はTh一

民くり去†所という感じで.きれいな色

のPj/.ことがない魚.野軍.啄o)郡

や牡､均しい物がt:･^くさん･売りてい

:i LだJ/

また.巾叫の横は迷路6)i:うな洩

fHTこ小さなお坊がいっぱい連なり.

小魚の塩漬などのビン廿L紺)を並べた

店､とぐ7,を番いf:海蛇を干して吊

している店､洋品店.草屋さん色や

な店があり､そのお店の売り手がほ

とんどおばさん,おばあちゃん連で

エネルギッシュで活気あふれる街で

した._

その折の科長時計店(りんけんバ

ンドのリーダーが照尾林繋なのでな

んか雨係があるのかも?)で､りん

けんバンドのCDを訂い十分満足L

L..L>
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達し1C,,でももうー-･煉Jl1-ってみたい

(･lrです,,

委しい沖先でしたが-　忘れてなら

ない(,-)が,円水本j二t;-I)中で唯一-地上

戦となったのが沖強という事ですゥ

珊帯の旧海戦司令滞積のある丘に

立った‡時､梧地は少しあるだけで阿

r7はすぐ海.あんなとこ3,で艦砲射

●　撃を受けたら逃げる恥できず犠牲
者か出るのは分かi)切ったFi1-. 0ど

い謡ですd

岸文仁の丘にある平和記念/jt拘､

ひめゆrlの積と回りましたが,戦争

を二度としてuいけないと心から思

いました､犠牲者の方の冥福を祈っ

てきました｡バスガイドさんが米軍

な地が沖粗からなくなって始めて戦

争が終わる事になるとLJiったし二乗が

忘れられません｡

私が言写って来たりんけんバンドの

C D rバンジー｣から

(/対i沢ですが)

陛　酸　敗　～Ytltl You You　～

アメリカの占領下もありました

大和の時代もありました

時代　時代　時代　時代　時代

9.7代

や･･-みJ

沖縄の諒寺代もあり.たLた

中桝の咋代がありまL FIR

時代　時代　餌代　碍代　打‡代

時代

時代が茸か--てら

色II変化しても

思いやりを忘れずに

大帝なtl　失牧した円

夜中から　史しています

It)　　　稲

いつの時代になっても

生まれ変わっても

思いやt)を思わずに

あなたの時代だから

世の中は国転している

目まぐるしく

ゆったりしている

沖縄はいつもゆっくりしている

円本の時代

何といJ'時代でしょう?

どこの時代でしょう?

しあわせの時代　めでたい時代

休んで下さい　のんびりと

あなた　あなた

-あなたの時代でしょう?

民.逮.占鞭､揮発を.'Jつくるめた

告発.しかしその歌qT!に｣メ､ツヤー

- I 9　-



ジが込められているのです､生きる

喜びや悲しみを島唄や三線にたくし

て生きてきた､そんなところが沖縄

音楽の魅力です｡

素直に現実を見つめて穏やかでや

さしい気持ちにしてくれる､人の心

を播さぶる様な感動を与えてくれる

音楽､いかがでしょうか｡

私がフアンになる気持ち分かる様

な気がしませんか｡

頑報ってf　沖純の人達

今はそんな気持ちです

二三≒⊆二
この度は庖無力症友の会の皆さん

にご一括させていただきました｡

沖丸は暖かいと輝いて行きました

が. 16℃と肌寒く島なので風　が

強く､患っていた以上に寒く感じま

した｡

竹盲島ではゆったりと時間が流れ

ている島という感じで､ここで暮ら

すと長生きできるのではと思いまし

た｡

都会とは違い自分の事だけ考えず

に､人を思いやり､本来の人間のあ

るべき姿を見た様な気がしました｡

もっとゆっくりみたいと患いまし

た､菓しい旅を皆さんありがとうご

ざいました｡

岡山さん比､岡山さんの娘さ

んと真由美の耕稚尚が一靖とい

うことから知り合い､もう20

年乗の友人です｡

真由美が病気になったばかり

の噴､よく私の話を珊いてくれ､

励ましてくれたのが彼女でした､

私は良い友人を持って幸せです｡

(中村母)

某　岡山さんは中村さんを適して

会の為にいっもど協力をしてく

だっさっています｡ (事務局)

｢-LLIfe-i- ~｢
L竺_竺竺｣
友の会2 5周年を記念して､大旅

行を企画したのが昨年3月でした｡

それから｢わだち｣で呼びかける

ことにして､ 98･99･100号

で操り遺しご案内しました｡

1 5名で団体扱いになるというの

-2　0-



●

で皆さんに声をかけました.,石垣

良.竹富烏のコースにすると､当初

より旅行代金が高くなり.どの位の

参加者になるか心配しましたが家

族､友人を合せて.ようやく1月束

に16名の参加者が決まりホッとし

たものです｡

2月16日吹雪の中の出発となり

ましたが飛行横は遅れることもなく

無事沖縄へ着きました｡

両国とはいえ､やはり冬｡とても

寒い毎日でしたが(期待が大きすぎ

た)一人の脱落者もなく名所を見学

することができ.夜も沖縄料理､沖

縄舞踊､泡盛を飲んで菜しみまし

た｡みんな元気で1 9日夕方婦道す

ることができました｡

皆さんお疲れは出ませんでした

. I-　　　　_　^

か､ご協力ありがとうございまし

た｡

竹　富　島

札幌　　　　中道　和子

泉初の観光は竹富鳥でした｡

数ある島の中で竹富島は一番′トさな

鳥だそうです.周囲9キロ､人口28

1名中65歳以上が35%居ても､

渡たきり老人が1人も居ない｡自然

が壊されていないのはこの島だけだ

そうです｡ (国から自然保護に指定

されて居る)鳥には信号は一つもな

く､駐在所もありません.島民は皆

顔見知りののどかな島です｡逆鞘は

小さな車がようやく通うれる舗装し

ていない臼い道も珍しく7､ 8名し

-　2 1 -
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浴,猫でmt,なく海開き.Tfそうです-

(次回は譲でましょう;, f古びJef_tLJを

兜も門持前の軒にさんが竹訪島で欝

してみませんかと, i三つしゃていま

LlJ. i.二しかj二北田J)濃しい生活よ

り､温暖なtA',韓と自発;)川コてのんU'

fJ､ FLL,錐も怒くないけれど､蒋余の

坤でせかせか性きてきた器はどうか

′･

港へ,,n掘り比.水牛が引く牛甲に

頚､Ilました(. J事の,歩みはのろいとい
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た　沖穐艶は.多く(75･ことを考,浸さ

せてくまLlt:.

/_ lF)段の.iil怠沈子idを沖縄等.7日こした

ujは艮かったと思いま',卜　蛸きんfJ,!

心にいろんな思いが確ったことでし

ょうへ

ともあれ平和q)大切さを酢うばかり
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●

ft事7純の　′怨

伊藤　たでお

沖縄か('千歳へ向かうジェット熊の中で中道さんが軌の席にや･)てきてー

撫綬席に入れるよと伝えてくれた｡コックピットから見る鼠牧はF_)､J)琴e

溝んで線をついていきました.絹U,･麓から見る紋色とはまるで違うもので

した｡

コックピットの前iこは何も無かったo　白い演と青い賓が吉もなく斜めに

流れていった｡

ふと､こq)旅で見た白tf合学碓一抹の少女たちの顔が浮かんだ｡

そうか､あの轍争でB29に搭乗していたパイロットたちもこのような

紫色のなかにいたに違いない.取締に広がる無取の大*_と雪を前にしてLpT

を考えていたのだろうかo　この考の下に､多くの無事Eむこきの氏が日々の

帝らしをしてるなんて考えもしなかったのだろうかけ　織体から.%する音が

後方へ流れ.まるで夢Q}中にいるような無青の世界.日本の戦麻縄も満射

砲も届かない上空では.緊張感も恐怖感も無かったのではないだろうか.

Jl;島は.泉崎は.と考えたとき.私は無性に戦争が､日本の帯締がアメ

リカの帯陣が許せない気持ちになっていた,

そして､その全てを忘れていく日本と日本の国民が許せないという思い

でいっぱいになっていった｡

白百合記念塊の暗い嬰に貼り付けられた少女たちの写我1枚1枚が.そ

してそこに刻まれている終女たちの魚按を伝える様子の1コマ1コマが.

●　私の体と心をズタズタに引き削､ていくのをさじでいた｡

ヤ桝の沖縄旅行の中で生涯忘れられない思いとなI)ました｡

サ怨をこえる準い沖縄旅行となりましたが､不浦を諾わず.おつき合い

いただいた友の会の皆さんに感謝します.
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南の国を旅して
砂川　　本田　美津子

今回の沖Jt旅行は､母とともに参加して皆さんにお世話になりながらも

粂しい日々を遺ごしました.　お天気はあまりよくなくて換金でしたが.

エメラルドブルーの海を自分の日で碓かめ南国の且を感じて卓ました｡

亭々の屋根の上や門柱の上にはシーサーが坐し､赤いハイビスカスや木

々も普段Elにしない魚群にあるようなものばかりです｡

El本国内とはいっても､全然逢う丈化を&じ､まるで東甫アジアのような

異国へ行った気持ちがしました｡　本島よりも台韓や中国の方が近いので

すものと､自分なりに抽得してしまいました｡

石竃島ではグラスボートに乗り.南の海のそこをのぞいて　　きました｡

北海溝の海とは全然逢った魚が沢山いて､色とりどりのとてもあざやかな

赤や青や貴の廉色に近い色の魚が泳いでいるのです｡　また*底に咲く花

のようなサンゴもいろいろな札束があってとてもきれいでした｡

白い砂浜のきれいな海に入れなかったのが舞念です｡

3日目は沖Jt本島のひめゆりの塔､旧海手鞭令群港を見てきました｡

テレビや本などのメディアをとうしてしか知らなかった事を少しはJBじと

れた気がします｡　職争を知らない私としては遠い世界の単なる歴史とし

てしか頭にありませんでしたが､若い女学生と載師2 10名が牧牡になっ

た鴇所に立ち､パネル､証首の本.復元まれた頼､その他の資料などを見

て命の尊さ､軌争の恐ろしさを感じ改めて考えさせられました,

私たちは単なる-旅行者にすぎませんが.日本人として人間としてこの悲

徐な出来事を忘れて旺いけないのだと患います｡　おいしいものを*ペ､

きれいな海を眺め､滋無力症という病気でありながらも旅行を粂しむこと

ができるのも平和であるからなのです｡

平和な世の中とはいえ世界中ではまだまだ悲しい出来事が沢山起きていま

す｡　世界中が平和であることを祈りたいものです｡

今回の旅行はいろいろなものを見て食べて､沖純の文化を肌で感じ､と

ても良い旅行でした｡　そう何回も行けるところではありませんがもう一

度行ってみたいです｡

一般の団休旅行では体力的について行けない私ですが.薪無力を解って
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くださっている方々ばかりなので安心していけました｡

一緒に行った母もとても喜んでくれました｡こういう4会を作ってくだ

きり感#しています｡

有集うございました｡

紳宅後まれが取れるまで時間がかか｡ましたが､よ轍もとの生活のサイ

クルに戻ってきたこのごろです,

また稔会があれば皆さんも参加してみてはいかがでしょうか｡

コックピットにて

●

エーサー(沖縄盆踊り)
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'If T･55A J∴ユ　′三.1二　r)

彩f tF一会　を轟鞍え　て

iJI持前　l'1I Eh.典　T･

去る2H t'H.穫柄連銀蕗支部3)薪年会が開かれました{

昨年､挺塘講満会に､出席してくださ1た方々に声をかけ3Y.の方に奉加

してもF'いました｡今まではi*路地削ま.札ひとりが連抵抗ということで

したが､ 2名に増やし､来年度に向けて迷格会を作ると,-:ごっことで崩しが

まとまりました(

皆さん忙しい身体のT7-ばかりで､瑞気を持ち､またこういう会のために

t&f)して卜きり､有狂うございます.

iA路地区の会を=ま日)も樫で､自分たちだけで活動と言っても取りがあ

ります心稚璃逮耕舟文彦の催し物にもー専加させてもらい,兼しみながら

税けていけたらと思います.

一　､･ ､　､　､　､　､　~一　一　ヽ　､･一一一一　､　-､一･一　一　､ ･一･･･一　--　一一･一･ -　-一--ヽ　一､. -_　ー　､

tう亘事爺諾う符締:免`71成こ緊カギあ　り　ま　したt.

軸好市　　三品　奈泰子

昨年の挺境遇満会のあと_繭点地区の.全日も増えましたi

A'東根郎再劫として､会ilの発注の均を持ちたいと考えていますJ

その後佐di逮朗先生の外束に友の会の入会のしおりを,おかせて頂ける

ことになりました}先生のおっしゃるには､窓uにしおりを霞くだけでは

&でも持っていってしまうので.ポスターを粘って問い合わせのあった人

に.しおりや食料をましてくだきると{;われ,ポスター粘らせて頂くこと

i-たりました･-こitも昨年の転簾議満会を開催した浪果,t･と思います,

これからも地Ljt-議劫に､頑残りf=いと思います,
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し〕女の会文飾総会は､来るう月｣4【ト25Eほ二･11.･鳩泉で一･泊で開催

を(濁して･いま検洲1です∴羊し･くほ-,川にご溝内いたします.

､､■､ -一､--　--一･一LL一　一､一一-一､-　--　-　-一･㌦--　-- ､ →　- ＼＼､ ､

:)ヶ年のや悶楼条は触細に於て刺ヒ31･務台絹にて開催がjはりました

平成9年6j77H ri二)詳し<iま希望にてご案内があります.

､､ヽ　-　-､一　一1- ､L---一､-､･一　一　一　一　一-㌔- ､ -､一　一､-＼

=削すいたT='きました,　　　　　　　　　　　f敬称屯〉

こ:-品　奈素子　鈴木　感涙一{一　二瓶　ft二　お銭　キク　笥下　長塩(-

●　ェJk　附棚田去座州舶新約ト=二太　郎

軟禁　みどり　伊藤　{=てさ;耗谷　為替IT-　　　･_>=2OPJ

有集うございました,′

f l'ミ'lt納ノLJ_L柑rl L. ;

'PJ･城8年度忠行未納の方か拭/,れます

3_

I〕確かわの(納入してくだ:･い

会則ま年間うhOWlでー!,T,1日tH)Hlji本tWに納めます1早く10円

が及ぶ議勤の財淵になります

弼き43)裁持耶紙で送余してください

務ミ込み蒐　　掛や搬節　目/i 7 T i)　い　1t37盲　二

釆　J P C団会議御署名

韓切りは3月末日です)

お急ぎ下きい､
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あ　とカもき

-:､･沖縄旅行からすかつ冬に頼ったとたん､衣症の流感に力､か1てしまいと

ても苦しい思いをしました､

発熱､ ･qの同き所かないだるさ､魚欲が全くなくなり､そのうち水分も

脂ら.･'気もなくなり､カサカサと干物になりそうで悲しくなります., .W(I,

より辛いと思いたくなるのを､治るんだからと我慢して､ 3週間も縫って

ようやく以前の体調に戻ってきましたE,

｢わだち｣編集も休んでLまいましたが､今日の発送には出られました､

春ですね､わくわくするような､暗しいこと､楽い､ことを見つけましょ

う(,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(中退)

☆　原稿が早目に届いた方がよいと思い､お宅あてに同封しましたo

順番の数字は裏面に書いておきました,.よろしくお廟い致します.,

編集は-･Eaが多くて　　仲々大宅ですね｡気楽におLやペりをしなからと

考えていましたが､これはぜいたくな話ですね｡

次回を楽しみにしておりますり　　　　　　　　　　　　　(橋本)

●

+<　今回のわだち作りは､沖縄の青菜を聞きながら､旅行の思い出も語り

ながらと楽しかったです=

娘はテレビで二月に石垣島へ行くと､元気になると聞いて旅行に.1.

かけました.,確かに娘は･J%ってきてからも凧邪もひかず､私は風邪がな●

かなか治らず､これも年令のせいかと思いました.,　　　　(沖村)

･[^(沖縄旅行､バザーと続き体調がイマイチですが･わだち作りに頑張り

ましたo五月の総会でまたお会いLましょう･.　　　　(鈴木)
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缶　三寒四温の今日この頃ー　皆さんお変わりありませんか｡

今冬は患い風邪がはやりましたが､いかがでしたが｡

沖縄施行を終えてホットするのも束の間慌ただしい毎日が戻ってまいり

ました｡

バザー手伝い_　わだち編集と慌ただしく一ケ月がすぎました｡

本州からは桜の便りが聞こえますが､北海道はまだ雪が残っています｡

･　春が待ちどうしいですね｡

わだちN o.101号を迎え初心に返って_　みなさんに書ばれるわだちを

●作りたいと思います｡
みなさんのご意見ご感想をお寄せください｡お待ちしております｡

(東　谷)



ー一一_hfJ-f_-n全書は----･---一一一､-､LI-､､ーー･､一一■～､■一

字弦,　牢まで納入されています

忠常納入は､同封の振替粥紙をご判開く{=.さいり

(革間3bOO円)

､一一一､__一一一.I_一､一一_一一　-､､･ ､HH-　●

､､一一･--､･--.---一一----へ---一一･一･--一一一･一一一-､一.一､

繊義人,;余韻姓無力滋友の会此i8遵支渉

〒払4乳性市中央区粛4粂削Or自

北海親繋稲センター内急くOll)引2 32う号

舟行人∴/北海連身捧持甘名田経常瀬刊行物性会

札牧市内区八軒告発史う1●日4 -18　都Il久弟f'

昭如48年1月1叩?,三種#使物認可　HSK通巻jW号l部50円

かだちN｡.101半枚9年3月桝{鳩朽(亀月1拘10u党才子)

､-　ヽ-I---　----　----一･一一--一一　--一一-･.---､ -一一一LヽL､t tー


