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～ 難 波 津 に 咲 く や こ の 花 ～ 

                    （ 大阪 OPLL 友の会 ） 

 

この会報誌は NHK 助け合い募金による助成を受けて印刷しています。 

募金にご協力頂きました皆様には心よりお礼申し上げます。 
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～ 巻頭言 ～ 
 

平素は、会員ご家族の皆さま・医療関係者・研究機関・保健所・各地の患者会の皆さまには当

会の活動に対しましてご厚情を賜り感謝申し上げます。 
 

桜の開花と共に新学期の季節がやってまいりましたが、新型コロナ国内感染確認から早 2 年が

過ぎましたが、いまだ感染状況の報道から脱することが出来ない日々が続いております。 

また、コロナだけではなく世界情勢も大変厳しいニュースが連日報道されており、戦争を知らな

い世代であっても恐怖すら感じる日々です。 

一日も早い春の訪れを満喫し四季折々を楽しめる毎日の訪れを願わずには居られません。 

 

例年であれば、会の交流会・レクレーションとしての花見を開催し会員の方々とのコミュニケーシ

ョンをとるところでありますが、昨年に引き続き今年度も中止とせざるを得ない状況となっており

ます。 

また、春の講演会におきましても当会の顧問である和田先生のご厚意で大阪警察病院にて、講

演会のみにとどまらず理学療法士・作業療法士の先生方にも実践を交えての相談・質問会も予

定しておりました。 

しかしながら、またも新型コロナにより延期となり参加者の方々には残念なお知らせとなってしま

いました。 

コロナ禍での運動不足等で動きの悪くなった体には大変興味深いものとなっていただけに遠方

からの参加希望もあり、参加出来ない会員の方々にもどのように情報提供すればいいかと思考

を巡らせていただけに残念でなりません。 

 

ただ、講演会・相談会に関しましては、秋まで待つのではなくコロナの状況を見ながら時期は改

めて設定してもいいと。和田先生からもうれしいお言葉を頂戴しております。 

また、ストレッチ教室のイベントも開催予定をしており少しでも気分転換を図れるよう企画してお

ります。 

今しばらく体調を整えてお持ちください。 

 

そして、友の会運営委員として、友の会の運営を引き継ぎ早 1年が過ぎました。 

新らたな方々にも運営委員として協力していただけることになり、筏のような形で出航しました運

営委員丸もボートくらいにはなりつつあります。 

まだまだ、大海原へ出向かう船にはほど遠い状態ではありますが、皆様の力で船になりますよう、

そして各関係者の方々にご協力をいただき得た情報等をもとに次の人へのバトンタッチが出来

るよう資料作成をしながら、今後も会の運営に携わっていけるよう努力してまいります。 

会員の皆様方にもご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

                                運営委員     澤井 智恵美 
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総会のお知らせ 

 

拝啓  

 

桜の季節がようやく訪れ、色とりどりの花も咲き乱れる季節となりました。 

日頃は、会の運営にご理解ご協力いただきありがとうございます。 

新型コロナウィルスにより、講演会等も中止延期が度重なっております事、非常に残念

に思っております。 

さて、新体制となり、下記の通り総会を開催いたします。 

紆余曲折経ながらも１年がすぎ、会員の方々と会の運営に関しまして情報の共有が出

来ればと思います。 

新型コロナ対策を万全に準備執り行いますので、ご多用の折とは存じますが万障お繰

り合わせの上、ご出席くださいますようお願い申し上げます。 

つきましては、返信用はがきにて出欠席のご連絡及び書面表決または委任状を記載

の上、５月５日必着でご返送いただきますようお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

                       記 

日 時  ：令和４年５月１5日（日）13：00～ 

場 所  ： 大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター） 

          住所 大阪市中央区大手前町１丁目 3-49 

議 事  ： ①令和３年度  年間事業報告 

     ②令和３年度  決算・会計監査報告 

          ③令和４年度  事業予定・運営委員の紹介 

          ④その他 
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ドーンセンターアクセス  
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運営委員からのお知らせ・ご報告・お願い 

この度、運営委員として南原英峰さんにも参加いただき一緒に会の運営に参加していただくことに

なりました。 

また、先日急きょご案内させていただきました運営委員の代表として南原英峰さんにお願いするこ

とになり書面審議のお願いをしましたが、 

有効会員数 218名  

表決書提出数 137   賛成  136   反対    0   無回答    1 

本件は可決されました。（3/23到着分まで） 

 

今後は、会の代表者として今後の運営等に参加していただき会全般を見ていただき情報を共有し

ていくことになりました。 

その上で、少しずつ会の流れを知っていただき、運営業務に携わっていただきます。 

絆でもご紹介させていただいておりますので、他の運営委員共どもよろしくお願いいたします。 

昨年よりお願いしておりました国会請願の署名ですが、480名 20,100円の募金がありました。 

たくさんの署名と寄付金、ご協力ありがとうございました。 

JPA      10,050円 

難病連     5,025円   

へ集まった寄付金の 75％を代表して納入・署名用紙を提出させていただきました。  

日頃は、会費納入にご協力ありがとうございます。 

今年度は、2022年 4月から 2023年 3月までとなっております。 

お手数ですが、年会費 3,600円の 

お振込みいただきますようお願い申し上げます。 

誠に申し訳ないのですが、新年号でご案内させていただきました 

前年度（２０２１年度）会費未納の方は、 

夏号以降の会報誌を発送することが出来ません。 

（宛名シール番号に黄色のマーカーで印/納付書に 21.22の記載） 

申し訳ありませんが、２年分の会費のお振込みをお願いしたします。 

会の運営は、皆様の会費で運営されております。ご了承ください。 

尚、入れ違いで入金の際は、ご了承下さい。 

 

『振込先のお知らせ』 

新年号、裏表紙で ゆうちょ銀行普通口座の 口座番号の表記が途中で切れておりましたので 

改めてお知らせします。 

郵ちょ銀行 普通口座 記号 14110 番号 995593241 （赤字 1 が抜けておりました） 
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『人 員  募 集 の お 知 ら せ 』   

無償ボランティアではなく有償ボランティアの募集です（会則の範囲内でのお支払い） 

募集内容 

★医療相談員 1名    ★会報担当  3名    ★広報担当 3名   ★会計 1名 

 

のお手伝いの方を募集しています。 

すべての方が、PC操作が出来る方というわけではなく、難病支援センター（住吉区）まで行ける方や 

会報誌の封入作業に足が運べる方。また、PC の出来る方は、在宅でのデーター作成等などお願いし

たいと思っています。 

会の運営は、みなさんの会費や助成金から運営されていますので現在の最低賃金の保証は出来かね

ますが、会則の範囲内でお支払いはさせていただきます。 

現在、主に二人ですべて業務を行っており、おふたりにお手伝いをいただいておりますが、仕事と介

護もあり大変厳しい状況です。 

このままでは運営や会報誌等の情報提供が難しく業務・活動の縮小もあることをご理解下さい。 

ネット環境のある方で、PCの無い方には貸与いたします。また、PCに興味ある方にも指導いたします。 

友の会 組織図 

医療相談                    

・会員対応                              ・年 4回の会報誌作成 

・新規入会者の相談/病院紹介                   ・原稿依頼             

・難病関係の資料等のデーター収集               ・講演会文字おこし・編集及び構成  

・会員からのメール・電話等の相談                ・印刷依頼 

・診察報告等の管理                         ・封筒切り/宛名シール作成・貼付け 

                                      ・封入作業/郵便局持ち込み発送 

  

 

 事 務 局 
                ・郵便物等の荷受け  

 

 

                       
・講演会段取り ドクター依頼・会場確保            ・会費の納入管理 

・難病連会合への会議出席                    ・未納者への催促 

・ホームページ、ブログの管理・更新               ・決算報告、次年度活動案・予算案の作成 

・交流会やイベント等の企画                        ・赤い羽根 助成金申請 

・会員その他関連事業者からのメール確認           ・その他助成金の申請 

・国会と大阪府議会への請願署名と募金活動          ・清算・支払等 

・研究班等からの要請に対応                        ・会員の入退会の管理 
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私が後縦靭帯骨化症と診断されたのは 49歳の時でした。 

後縦靭帯骨化症知っている人は知っているけど知らない人は 

もう 1回聞き直すようなそんな病名ですね。 

 

そんな時ネットでこの opll の会を知りました。 

勉強会に出させてもらったり交流会に参加させてもらったりして 

ひとりじゃないんだと思うことができました。 

49 といえばまだまだみんな周りは健康です。 

周りからは理解されにくい痛みのひどさ 

温めても何をしても取れない痛み 

症状も色々で元気な時もあれば 

数十メートル先まですら動けないそんな時もあります。 

私は手の痛みが酷く杖をついて歩いてる人を見ても私は杖をつくことができないので

はないか。車椅子がこげないのではないか? 

と落ち込んだりしていました。 

 

けれども研究会の後の交流会のようなところで周りの方たちの話を聞かせてもらい 

悩んでるのは自分だけじゃないんだなとつくづく思うことができました。 

 

例えば同じ運動サークルにおっても自分だけがおくれることについてもあーそんなもん

なんやと思えることができました。 

 

また下半身の腰の冷えについても 

自分もこたつから出ないとか言う話を聞いて 

これでいいのだと思うことができました。 

 

 

会員に薬剤師の方がおられて最新の薬とかのことを教えてもらうこともできました。 

 

またこの会が全国あるいはブラジルからも人が来ていたりとかするのを知ってちょっと

誇りに思いました。 

 

中山教授とも繋がりがあったりするの聞いて本当にこの会員のレベルの高さを知りまし

た。 
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また毎年どこかに連れて行ってもらって 

すごく楽しいです。 

多分私ひとりではいけない場所を皆さん探してくださって本当に楽しいです。 

琵琶湖の中の島に渡ったり 

松下幸之助の由来の宿に泊まったり 

大江戸温泉で純烈みたいな人に出会ったり 

御堂筋で素敵なお店に入ったりイルミネーションを楽しんだり 

楽しい思い出がいっぱいです。 

 

この病気でなければ 

知ることのなかった交流することのなかった方々と交流できて大変嬉しく思います。 

また北森さんのお誘いで奈良の会にも参加させていただきました。 

みんなが助け合いながら歩み進んてでいく姿に感動しました。 

 

また女性の結婚制度の様々なあり方を知ることもできいろんなあり方があっていいんだ

と 

確認することができました。 

 

また介護認定で困った時には池田さんや川上さんに助けていただきました。 

 

まだまだいっぱいあります。 

今会の役の人が大変と聞きます。 

細く長く存続して頂けるよう望みます。 

 

この無償のボランティアの活動こそほど大変なものはありません。 

 

お金をもらっていたら逆にしんどかったらやめれるのですが 

これはそういうわけにもいかないし期限もありません。 

北森さんと話してたらまるで家族のために尽くしている人みたいです。 

 

そういうので潰れないために介護制度ができました。 

ある程度役員の方は保険に入られているのでしょうか。 

うちの団地では役をやるときは皆保険に入ります。 

解散はしないでください。 

だけど休養が必要なら休止されても結構だと思います。 
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骨化と共に 

 関わる全ての人に                      

南原 英峰 
 

初めまして、私は大阪市内在住、名前は南原英

峰（なんばら えいほう）と申します。歳は 47 歳、

妻は 36歳、子供は 7歳と 4歳です。後縦靭帯骨

化症で頚椎、胸椎、腰椎にあります。 

病気がわかったのはいまから 7年前です。その

時はふ〜ん難病って、困ったな〜と、わりと軽い気

持ちでした。子供も生まれたばっかりだし、まだま

だ頑張らないと、痛くなれば病院に行けばいい、そ

んな気持ちでした。当時から痛み、痺れはありまし

た。仕事は食品販売業を営んでいました。立ち仕

事でしたが、あまり無理をせず、終わって、風呂入

って、布団に入れば朝には元気になっている。そ

んな感じの毎日でした。そして、次男が生まれそ

の頃からです。背中、腰に強烈な痛みが走り、お

尻から太ももにかけて、痺れ、突っ張りが強くなり、

そして、仕事も出来ず、夜も寝むれない日々が続

くようになりました。薬も効かず、ブロック注射も効

かず、ストレッチ、マッサージ、リラグゼーションも

ダメでした。 

それから、44 歳の時に腰椎の除圧手術を受け

る事になりました。腰椎後方固定術です。結果、右

下半身大腿神経麻痺が残りました。術後の痛み

により、自分の身体にどう向き合っていいのか分

かりません。下半身麻痺という現実が重くのしか

かり、精神的にはどん底でした。腰にはプレートが

2 本、ボルトが８本残りました。リハビリ病院に移り、

色々と調べる中、OPLL友の会＝前中岡会長に辿

り着きました。電話口にて、「痛い？辛い？頑張ろ

うね」と、励ましてくれました。（困った時には先生

も紹介していただき、その時は本当に助かりまし

た。1 人じゃない、心の拠り所が出来た、と思いリ

ハビリを頑張っていました。退院後、身体障害者 4

級、要介護２となりました。それからず〜っと和田

先生に診てもらっています。日々、リハビリ、トレー

ニングを頑張り、定期的にブロック注射を打ちなが

ら、最初は電動車椅子から歩行器、そして、今は

何とか自分の足で立って歩いています。 

とても辛い日々でした。 

また、去年の夏にはコロナにも感染してしまいまし

た。幸い重症化にはならず、無事に退院すること

が出来ました。そして今年の 1 月に、後方固定し

ていたボルトを取りました。安静期間も終わり、新

たにリハビリ、トレーニングに精進するつもりです。

痛みは軽減しましたが、まだまだ油断すると、膝が

折れ、転倒してしまいます。 

 

この度、私は大阪脊柱友の会に名を連ね、運営に

携わる事になりました。全国、大阪に脊柱の難病

で困っている人がたくさんいると思います。世間の

認知度がまだまだ低いので、情報の共有も少ない

です。病気の方々、その御家族様のサポート、ケ

アが必要です。これから手術される方、術後で困

っている方々の力になればと思います。 

皆様の御健康とご多幸を祈り、失礼します。 

PS 

どんな些細な事でも、辛い時でも、痛い時でも、淋

しい時でも、友の会へ連絡下さいね。 
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イベントのお知らせ 

 

以前、講演会でもお世話になりました与儀先生に 

ストレッチ教室の開催をお願いしました。 

一人では、なかなか思うように体を伸ばすことも難しいと 

思いますので、ぜひこの機会に参加して頃固まった体を 

ほぐしてみてはどうでしょうか？ 

日時： 令和 4年 6月 22日（木） 13：00～ 

場所： 大阪府こころの健康総合センター3階 

         （大阪市住吉区万代東 3丁目 1-46） 

         大阪難病相談支援センター・会議室 

参加費用  500円（おやつ・ドリンク付き） 

                       定員：25名 （申込は、メール・FAXにて受付） 

講師：与儀健太（よぎ けんた）先生                              

・香里整骨院 院長 

・柔道整復（国家資格） 

・非営利活動法人 日本ストレッチング協会 理事 

 

＜与儀健太先生よりひと言＞ 

水泳６年間、ラグビー１０年間、バイトはスイミングインストラクターと体を動かすことが好きで運動ば

かりしてきた学生時代でした。そうした中、ケガで悩む選手の相談を受けることもあり、「頑張ってい

る人に何かサポートはできないか？」という感情が芽生え、柔道整復師の資格を取得。現在は整骨

院を開院し、施術を行ないながらストレッチングやコア・トレーニングの運動指導を行なっていま

す。また、講習会を通じて年間延べ５００人以上のアスリート・スポーツ指導者・スポーツ愛好家・高

齢者など幅広い方々にセルフ・コンディショニングの大切さを伝え活動しています。 

 

普段の動作や姿勢により身体に悪影響を与える原因を追究し、筋バランスの歪みを個々の身体に

あった施術や運動指導して日常生活での動作の維持・向上を目指していきます。 

 

与儀先生には、2013年春の医療講演会時も 

「家庭で出来るストレッチ」の実演指導を 

していただき大好評でした。 
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令和 3年１１月 26日第 2回目の厚生労働省班会議と AMED（国立研究開発法人・日本医療研究

開発機構）との合同班会議が WEB会議にて行われました。 

今回当患者会の代表として、全国の先生方の研究成果の内容をオンラインにて拝聴させていただ

くことが出来ました。 

昨年の会報誌夏号・秋号にてお願いいたしました、厚労省靭帯骨化症研究班プロジェクトの参加

（胸椎後縦靭帯骨化症の方の採血）の際には、当会の会員の方々にもご協力をいただきお礼を申

し上げます。 

厚生労働省では、難治性疾患政策研究事業による『脊柱靭帯骨化症に関する調査研究』が行わ

れています。 

根本的な治療法が確立しておらず、かつ後遺症を残すおそれが少なくない難治性疾患について、

その病態解明や予防、診断、医療など全国どこでも等しく高度な医療を受けることが出来ることを

目的とする研究事業です。 

脊柱靭帯骨化症の進行に関係する遺伝的素因（体質・遺伝子）を調べ病気の発症、診断、治療に

影響を与える遺伝子の手がかりを研究されています。 

このような貴重なお話を聞かせていただいたことにより、発症の原因研究・再生医療やゲノム編集

などにより医療の進展・創薬の研究開発など、治療法が一段と進んでいくだろうと夢と希望を抱きま

した。 

 

尚、今回の班会議の内容はWeb会議上のみとなっており、広く公開することは出来ません。 

全国脊柱靭帯骨化症患者家族連絡協議会（全脊柱連）よりいただいた資料のみの掲載になります 

事をご了承ください。 

 

 

私達患者会は、NPO大阪難病連に加盟しており、難病に関する啓発活動に参加しています。 

毎月 1回評議員会があり、各団体から代表者が出席し活動報告を行います。 

又、大阪府議会への難病対策を求める請願活動・大阪市議への陳情活動の内容検討や各関係

機関からの情報などを受け取っています。 

 

この度、受け取った資料の中に沖縄難病相談支援センターの会報誌「表紙は語る」に掲載されて

いました、後縦靭帯骨化症の患者「小土橋 優子」さんの素晴らしい記事がありましたので、ご本人

様のご承諾を得て転載させて頂くことといたしました。 

 

北森とみ子 
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開会の辞 

 

筑波大学整形外科の山崎でございます。開会にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。 

本日は、厚生労働省【脊柱靭帯骨化症に関する調査研究】の令和 3年度第 2 回班会議を、AMED

の【患者レジストリを利活用した脊柱靭帯骨化症の治療成績向上のための多施設臨床研究】の

班会議と合同で、WEB会議という形で開催させていただきます。本年 6月 25日に開催いたしま

した第 1 回班会議に引き続きまして、今回も web での開催でございます。 

 

私、6 月の第 1回班会議の際に、新型コロナウイルス感染症が無事に沈静化いたしましたなら

ば、第 2 回については、茗荷谷の筑波大学・東京キャンパスで現地開催したいと申し上げまし

た。しかし、その後、7月に入って第 5波に見舞われ、8月初旬のピーク時には 1 日の新規感染

者数が 2 万 5千名を超える深刻な事態となりました。皆様方が東京の会場に集まることはリス

クが高いと判断し、その時点で、第 2回班会議も Zoom システムで行うことといたしました。今

回も、班員の先生方、患者会の皆様をはじめ 100 名以上の方が参加する、規模の大きな WEB会

議となります。御協力のほど、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

さて、本日の会議では、先ず、厚生労働省健康局難病対策課 安井秀樹様、国立保健医療科学

院 武村真治様、AMED難治性疾患実用化研究事業 稲垣治様から、ご挨拶をいただきます。研究

班の活動に対して、いつも貴重なアドバイスをいただいております。引き続き、ご指導をよろ

しくお願いいたします。 

 そして、全国脊柱靭帯骨化症患者家族連絡協議会の増田靖子様からご挨拶をいただきます。

患者会の皆様におかれましては、日ごろから研究班の活動に大変な御協力をいただいておりま

す。心より御礼を申し上げます。今後とも、どうぞ、よろしくお願いをいたします。 

 

ご挨拶のあとで、班会議の先生方から多施設臨床研究をはじめとする、これまでの研究成果を

ご報告いただきます。政策研究事業の今年度は 3 年計画の 2年目です。これまでに、多くの多

施設研究が成果をあげ、質の高い英文論文として、世界へ向けて発信することが出来ていま

す。診療ガイドラインの普及および外部評価、AI 手法を用いた研究、ゲノム解析の研究、等も

着実に進行しおります。日本整形外科学会の全手術症例登録システムと連動した脊柱靭帯骨化

症患者の症例レジストリもシステムの構築が完了し、実際の登録が始まりました。今後も、こ

れらの研究をさらに発展させることにより、そして、AMEDの実用化研究事業との連携をより一

層強めることにより、脊柱靭帯骨化症および FOP の治療成績の向上・より良い診療体制の構築

につなげたいと考えております。 

 

本日は、約 2時間という限られた時間ではございますが、皆様方の活発なご議論をお願する次

第です。どうぞ、よろしくお願いをいたします。 

- 13 -- 13 -- 13 -



　　会期：令和３年11月26日（金）　Zoom会議システム （敬称略）

10：00～ 開会の辞

脊柱靭帯骨化症に関する調査研究班　研究代表者　 山崎　正志

10：05～ ご挨拶

厚生労働省 健康局　難病対策課　　　　　　　　　　　　　　　 安井　秀樹

国立保健医療科学院　研究事業推進官 武村　真治

AMED 難治性疾患実用化研究事業　プログラムオフィサー 稲垣　　治

全国脊柱靭帯骨化症患者家族連絡協議会　会長 増田　靖子

10：20～ 多施設臨床研究報告　(発表5分、質疑1分)

1. 研究の全体像について

筑波大学 整形外科　國府田　正雄

2. 胸椎後縦靭帯骨化症に対する脊髄モニタリング多施設研究

浜松医科大学 整形外科学講座　吉田　剛

3. 脊柱靭帯骨化症診療ガイドライン普及プロジェクトの進捗

富山大学 整形外科　川口　善治

4. 脊柱靭帯骨化症症例レジストリ登録システム運用について

筑波大学 整形外科　高橋　宏

指定発言「OPLLナショナル・レジストリー」

獨協医科大学 医学部医学科 整形外科学　種市　洋

5. 頚椎後縦靭帯骨化症をレントゲンから自動診断する人工知能を用いたWebアプリの開発

千葉大学 整形外科　牧　聡

6. 縦断的全脊椎CTによる後縦靭帯骨化症の進展危険因子の検討

北海道大学 整形外科学教室　高畑　雅彦

令和3年度  第2回  合 同 班 会 議

国立研究開発法人日本医療研究開発機構

患者レジストリを利活用した脊柱靭帯骨化症の治療成績向上のための多施設臨床研究

脊柱靭帯骨化症に関する調査研究

委託研究開発費 難治性疾患実用化研究事業

厚生労働省科学研究費補助金 難治性疾患政策研究事業
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7. 全ゲノム相関解析を応用した後縦靭帯骨化症の病因探索

北海道大学 整形外科　理化学研究所 骨関節疾患研究チーム

小池　良直

8. 進行性骨化性線維異形成症に対する治療薬の開発研究

埼玉医科大学 医学部 ゲノム基礎医学　片桐　岳信

9. FOPレジストリ事業の進捗

東京大学リハビリテーション科　緒方　徹

10. 脊柱管狭窄を伴う非骨傷性頚髄損傷に対する早期手術と

待機治療のランダム化比較試験OSCISstudy

群馬大学 整形外科学教室　筑田　博隆

11. 胸椎後縦靭帯骨化症に対する後方除圧固定術の長期成績

名古屋大学 整形外科　安藤　圭

12. びまん性特発性骨増殖症を合併した脊椎損傷多施設前向き研究

慶應義塾大学 整形外科　高橋　洋平

13. 胸椎後縦靭帯骨化症の骨化巣の三次元画像解析

新潟県立 新発田病院整形外科　渋谷　洋平

11：40～ ＡＭＥＤ 研究報告

14. (AMED研究)患者レジストリを利活用した多施設臨床研究

東京医科歯科大学　整形外科学　吉井　俊貴

15. 新しい機械学習を用いた頚椎後縦靭帯骨化症の手術の予後予測モデルの構築

千葉大学 整形外科　牧　聡

16. AMEDレジストリ研究からみた肥満が頚椎OPLL手術治療に与える影響

滋賀医科大学 整形外科　森　幹士

12：00～ 多施設臨床研究報告　全体質疑

座 長 筑波大学 整形外科　國府田　正雄

12：05～ 閉会の辞

脊柱靭帯骨化症に関する調査研究班　研究代表者　 山崎　正志
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会員の皆様の近況報告 第 2弾！！ 

（アンケートより一部抜粋） 

新年号で、掲載できなかった方の近況です。 

暖かくなってきて、報告をいただいた頃よりは 

体が動かしやすくなってきました。 

凝り固まった体を少しずつほぐして上げましょう。 

 

 突然、植木の手入れを始め後処理を 

 少しずつしていますが、やり始めたら 

終われません。読書に三味線と趣味を 

楽しんでいます。 

★楽しむことは、大事ですね！ 

体調に気を付けて色んなこと 

チャレンジして下さい♪ 

 

 

 

 

靴下が履きにくくなってきました。 

障害者手帳をもらいました。 

★それは大変な思いをされましたね。 

少しずつでも体は動かして下さい。 

 

 

 

1回目 2回目と手術をして回復しましたが 

3回目の手術をしてからは、車いすになり 

痛みがあるので辛い。 

★大変な思いをされているのですね。 

一人でいると気持ちも沈みがちになります。 

思いの丈を紙にぶつけてみませんか？ 

もしかしたら、同じ思いで悩んでいる人もいると思いま

す。会報誌・ブログ・ホームページで共有しましょう。 

 

※今後も皆さんのお声お待ちしています。 

 

定期健診で変化なし。と言われるも痺れ・痛みは 

24時間あり歩行は不安定に。通勤も不安になってきて

います。病気とうまく付き合っていくしかないと言われ

ても職もなくなると不安でいっぱいです。 

★この病気の厄介なところです。 

見た目は異常が無くても本人のしびれを過ぎた痛み

は誰も理解してくれません。 

次のお仕事が見つかるまででも会のお手伝いをして

いただけませんか？辛いときは休みながら、誰かとお

しゃべりしながらだと少しは気分転換になるかもしれま

せんよ*^^* 

 

 

コロナが怖くて病院と買い物だけ 

             で、どこにも行けてないです。 

            ★気兼ねなく、どこにでも行けるい

つもの生活早く来い！ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

症状がだんだんと悪化しています。 

   手術までいかずに我慢しながらの毎日と 

なっています。 

★終わりのないガマンの辛さは先行きへの不安

が募りますね。状況、お察しします。手術したとき

は、すごく動きもよくなって手術して良かった。と

思っていたのに年月が経つに連れ痛みや痺れが

ひどくなっていくのは何故なんでしょう・・・ ただ、

健康であった方も年齢を重ねていけば、あちこち

に痛みが出るようなので、これも人生なのかな？ 

健康な高齢者がうらやましいです( ；∀；) 
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定価 300 円 

（年会費には会報購読料が含まれています） 

昭和 51 年 9 月 7 日 第三種郵便物認可（毎月 6 回 1,5,11,15,21,25 日の発行） 

令和 4 年 4 月 11 日発行 OTK通巻 5577 号  

 

甘露（かんろ） 

4月 8日は「はなまつり」の日、お釈迦様の誕生日です。 

この日、日本のお寺では、昔から誕生仏に甘茶をかけて 

お釈迦様のお誕生日を祝ってきました。 

のどが渇いたとき、冷たいビールや水を一気に飲めば 

「甘露、甘露」と叫びたくなったりしますね。 

一般に、おいしい飲み物を甘露といいますが、「甘露水」以外にも 

「甘露煮」や「甘露梅」などのように甘い食べ物にも使われる言葉です。 

甘露は、天から与えられる甘い不老不死の霊薬で、中国古来の伝説によると、 

天子が仁政を行えば、天から降るといわれているものです。 

インドでは、サンスクリット語で「アムリタ」といい、神々が飲む不老不死の霊液で、これを

飲むと苦悩が去り、長寿になり、死者をもよみがえらせるともいいます。 

そこから仏の悟りを表すたとえの語になりました。 

『今昔物語』に「我、甘露の法門を開いて、彼の亜羅邏仙を先ず度せんと」とあるのをはじ

め、甘露法雨、甘露城、甘露王などの語があります。 

お釈迦様が誕生のとき、天界の龍王が下界して甘露を注いだという伝説から、 

4月 8日の灌仏会には、誕生仏（お釈迦さまのお誕生のお姿をなぞらえた右手で天、 

左手で地を指さした童子形の仏像）に甘茶をかけるようになったということです。 

（ 浄土真宗信正寺 滝野信隆ご住職による ） 
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