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ニュースレターが今までこれほどの実績を積み

重ねてこられたのは、会員のご支援はもとより、

中でも小林会長ほか歴代会長、またそれを支えて

こられた慶応義塾大学武田先生の教室の皆様の熱

意とご努力の賜です。厚く御礼申し上げます。 

私が宇都宮先生の下でこの疾患に携わった頃は、

家族性大腸腺腫症(FAP)の病態についてほとんど

知られておらず、患者さんはなおさらどうして良

いか分からない状況だったことを考えると、この

会とニュースレターが果たした役割は大変大きく、

それは今も同じです。このニュースレターが更に

良い情報源と交流の場となることを期待致します。 

ふり返ると、FAP の病態解明および診断治療法に

関する日本の貢献は、イギリス(ヨーロッパ)および

アメリカの業績と十二分に比肩できるものでした。

日本では自国の業績を読まず評価せずでたいへん

残念ですので、この機会に皆様には多くの成果の

中(＊参照)から次の二つの事例だけを簡単に知っ

ていただきたいと思います。 

1 つは、宇都宮先生(私共)のグループが 1980 年に

報告した、大腸全摘・回腸 J 嚢-肛門吻合術です。

今やこの術式は FAP のみならず、むしろ特に潰瘍

性大腸炎に対する世界の標準術式の 1 つにまで発

展しました。ちなみに日本人が開発した消化管に

関する世界標準術式は極めて希です。 

もう 1 つは、私共で行っていた疾患登録による

FAP における大腸癌の予防的診断および病態と自

然史の遺伝疫学的解明です。これについては目的

を十分に達成して、結果を大腸癌研究会の名前あ

るいは私共の英文論文として報告した後、登録を

終了いたしました。これはヨーロッパ、アメリカ

と並んだ重要な疫学データです。しかしながら私

共の登録については、登録システムについての知

識が無い人々からの誤った見解が流布しているの

はたいへん残念です。 

そこで登録システムについて申しあげますと(倫

理的条件をクリアしてのことですが)； 

１．特定目的のために系統的かつ決まった手続で

資料を収集し登録調査研究する 

２．研究期間が限定される(無期限登録は本来、法

に基づく公的なもの以外ない) 

３．学会・研究会・委員会等の研究・研究期間が

終了したら結果を報告する 

ハーモニー・ライフのニュースレター

100 号に思うこと； 岩間毅夫 

 

 

100 号記念、おめでとうございます！会の足跡をしっかり記録してくださっている事務局の武田さん、

高畑さんに日頃から感謝しております。活動が地味だというご意見もありますが、好意的に取れば堅

実ということだと自負してます。月１回の茶話会の継続には、岩間先生はじめ役員の方々の盛りたて

があるからこそ続けられていると思います。以前いちど総会の参加者が役員だけになったときから、

私たち役員は、怖いものがなくなりましたね。茶話会では不安な気持ちで初めて参加された方が、皆

さんの的確なアドバイスを受け笑顔に変わられる時に、患者会のパワーを感じています。これからも

茶話会と講演会の報告を読んでいただいて、多くの方に FAP を知っていただきたいと思います。                            

（ハーモニー・ライフ代表 小林容子） 

100号記念特集 
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４．個人情報等の資料は研究結果が確認・確定さ

れたら廃棄する 

５．他の目的に流用しない 

が、主な要素です。私共への法務局による家系調

査の許可も期限および廃棄義務付きでした。 

私共のポリポーシス登録研究は前述のように大き

く成功し役割を果たしました。これを「続かなか

った」とか「他に引き継ぎできず失敗した」など

と論評するのは全くお門違いです。登録は「続け

れば何か新知見が出る」様なものではありません。

皆様も何かに登録される場合は、その性格に注意

して参加するかどうかをお決め下さい。先々皆様

のご努力による発展で、FAP 患者の心身および経

済的負担の軽減が進むことを期待しております。 

＊：岩間毅夫．家族性大腸腺腫症概論－FAP 診療

研究の温故知新－、東京図書出版。(難解ですがご

希望なら差し上げます) iwama.med@nifty.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュースレターが創刊から 100 号を迎えられた

ことは、武田祐子先生のご尽力の賜物と存じます。

お忙しい中で続けられたことは、とても素晴らし

いことと思います。また役員の方とのチームワー

クがあったからこそ出来たことです。これからも

続く、一つの通過点です。今後も毎号届くのを楽

しみにしております。 

 来年両患者会は発足 20 周年を迎えることにな

りました。私自身、振り返りますとよく続けられ

たことと、感無量になります。 

 ハーモニー・ライフとは 10 年ごとの節目に合同

で宿泊の行事をしております。最初は愛知県にあ

ります「伊良湖」国民休暇村に行きました。今回

20 年の節目は「越前三国」国民休暇村で計画を進

めております。出来るだけ多くの方にご参加いた

だけましたら幸いです。 

 「ハーモニー・ライフ」は多くの患者にとって

心強い存在、心の支えになっております。また、

ニュースレター・ミニ集会・セミナーは、情報源

として大きな力になっています。 

 今後も益々のご発展を祈念してお祝いの言葉と

させていただきます。誠におめでとうございます。 

 

 

 

 

ニュースレター100 号発行おめでとうございます。

ハーモニー・ライフに参加し多くの方とふれ合え

る、語り合える。 

私の元気の源です。大野雅子 

           💛 

           💛 

この病気ＦＡＰになって早くもマル８年が経ちま

した！この８年、色々身体の変化に付いて行けず

葛藤が続きましたが… 

今は大分慣れて来ましたが、それでもめんどくさ

いって思うことが何回も～最近は漏れも殆ど無く

なりましたが…やっぱり漏れたりすると分かって

ることですがちょっと気持ちがブルーになります。 

それでもこの身体と仲良く付き合って行かなきゃ

と思うので頑張って行こうと思います 

自分が落ち込んでる時に家族会に来る事で気持ち

がスッキリする事が私のストレス解消に繋がって

ます。 

凄く家族会があることで情報交換を共有出来るこ

ニュースレター100 号 

おめでとうございます            

ハーモニー・ライン代表 土井 悟         

100 号に寄せる言葉 

mailto:iwama.med@nifty.com
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とが有難いと思ってます！ 

これからもよろしくお願いします。K.T. 

           💛 

           💛 

実はこの文章を書いている今、腸閉塞で入院して

います。大腸全摘術後から 6 年、腸閉塞で入院す

るのは 4 度目です。当然ですが、何回経験しても

腸閉塞にかかってしまうことは苦しく、つらいで

す。 

毎回「あの時のあの食べ方が良くなかった・・・」

と後悔し、家族や職場に負担を掛けたと申し訳な

い気持ちでいっぱいになります。 

           ◆ 

私は父からの遺伝で家族性大腸腺腫症にかかりま

した。 

父は 39 歳の若さで亡くなりました。 

父が最初の発症者で、私が生まれてから大腸癌を

発症し、亡くなったため、私を生んでくれた両親

を責める気はありません。 

父が大腸癌で命を落としたことで、私は大腸癌で

命を落とすことを免れました。 

父は結果として犠牲になってしまいましたが、家

族性大腸腺腫症であるということは父と私が親子

である唯一の証であり、（大袈裟ではありますが）

誇りでもあります。 

           ◆ 

でも、腸閉塞にかかるたびにその気持ちが揺らぎ

ます。 

「父親が大腸癌でなければ」 

「まだ 40 歳にもなってないのに、なぜこんなに入

院して、辛い思いをしないとならないのか」 

恥ずかしいことですが、父を恨む気持ちが頭をも

たげてくることも事実です。 

           ◆ 

そして、手術したことについても気持ちが揺らぎ

ます。 

「大腸全摘手術が最善だと思うから受けたけど、

これで本当に良かったのか」 

散々考え、悩み、自分のためにも家族のためにも

手術が一番良いはず。 

もし術後にどんな未来が待っていたとしても、自

分は受け止めるのだと覚悟して手術台に上ったの

に。 

腸閉塞で入院するたびに選ばなかった選択肢につ

いて、考えてしまいます。 

今更、何をどう言っても仕方ないですが、最初の

決意を強く持ち続けられるほど、私は強い人間で

はないようです。 

           ◆ 

そんな葛藤もありながら、家族性大腸腺腫症と付

き合い続けて 13 年、ハーモニー・ライフと出会っ

て 8 年の歳月が流れました。 

自分が家族性大腸腺腫症という、珍しい病気だと

いうこと、上手く付き合って生きていくのには

様々な選択肢があること、そして患者会（ハーモ

ニー・ライフ）があるということ。 

一つ一つ受け入れ、ハーモニー・ライフに入るこ

とに勇気は必要でしたが、今はミニ集会で皆さん

に会えることを楽しみに足を運んでいます。 

手術を受ける決断をする時も背中を押してくれ、

腸閉塞で入院した際は大変だったね、と寄り添っ

てもらえることで、これまで何回も救われてきま

した。 

同じ境遇の方々に出会え、その辛さを理解して下

さったから、ほんの一瞬、親を恨むことや手術を

後悔することがあったとしても、自分に胸張って

生きていけるのだと思います。 

           ◆ 

ハーモニー・ライフも 20 周年、そしてニュースレ

ターも 100 号（‼︎）という節目に自分が立ち会え

たことに幸運を感じると共に、責任も感じます。 

これから、自分自身がやるべきことは自分の 2 人

の娘にこの病気のことを正しく伝えること、そし

て生涯かけてこの病気にかかっても悲観すること

はない、と伝えることだと思っています。 

また、これまで自分がハーモニー・ライフのメン

バーの方々から勇気づけられたように、自分も今

後、家族性大腸腺腫症で困っている人を少しでも
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勇気づけられたら、と考えています。 

「ハーモニー・ライフ」がこれからの 10 年、20

年、30 年先も活動が続くよう、微力ながら活動を

支えていくことが私の願いです。   N.K. 

岩間毅夫先生の呼びかけにより、平成 10 年

（1998 年）3 月 7 日（土）に 41 名の方がご参集

下さり、このハーモニー・ライフが発足しました。

その会の呼びかけをニュースレターとしてお送り

し、会の報告をニュースレターNo.２とさせていた

だきましたが、平成 29 年（2017 年）11 月 8 日に

記念すべき 100 号の発刊となりました。 

19年 8か月という年月を皆様と共に歩んでこら

れたことをとても嬉しく思います。この間、会の

運営に携わってくださった役員の皆様、ご支援下

さいました多くの医療関係者の皆様に感謝申し上

げます。そして、定期的な発送には、大学の領域

の教員や大学院時代の友人にもずいぶんとサポー

トしてもらいました。 

ニュースレターは多くの方から情報発信として

の役割を期待されながらも、どのような内容を掲

載すればよいのか試行錯誤しながらのスタートで

した。ご支援下さる医療関係者の方に寄稿をお願

いすることもありましたが、海外の患者団体等の

ニュースレターを翻訳したものをご紹介したり、

会に参加させていただいた学生の感想を掲載した

り、会合のご案内のみということもありました。

近年は、小林代表から様々なご報告を頂きながら、

講演会、ミニ集会のレポートなど、活動を身近に

感じて頂ければと考えて発刊しています。 

ペーパーレスの時代、ホームページを充実させ

て、ニュースレターもそこへの掲載のみという方

法もあるとは思いますが、しばらくは郵送も続け

てみようと思います。 

来年は発足 20 周年を迎え、ハーモニー・ライン

との合同開催として宿泊も予定しています。国立

がんセンターでのFAPセミナーも定着してきまし

た。様々な機会に皆様にお会いできるのではない

かと期待しています。      武田祐子 

           💛 

           💛 

ニュースレター100 号おめでとうごさいます！ 

いつも楽しく参加させて頂いております。 

ハーモニーは私の心の支えとなっております。 

今後とも末長く、宜しくお願い致します。 

                                   白石 美樹 

💛 

           💛 

 22 歳の時、地元病院から紹介にて東京医科歯科

大へ紹介され大腸全摘手術を実施（38 年前）で現

在に至ってます。まあ〜 この間色々ありましたが、

最終なる様にしか成らないと思う様になり物事を

ポジティブにとらえる様になりました。先人のか

たも沢山おりますので、色々な事象も伺えます。 

参考にしながら色々な山を乗り切って頂けるとい

いかなと思っております。参考まで、定期検査は

必ず受ける様に。 

何事も、早期発見が大事ですので！                      

福島K.Hより 

 💛 

           💛 

 100 号！ おめでとうございます。 

ひとえに、事務局の皆さまのご支援によるものと、

改めて感謝申し上げます。継続は力なり、で、こ

のニュースレターによって、様々な活動が広がっ

てきました。引き続き、ハーモニーライフの一層

の活動を支える拠点としての役割を担い、重要で

貴重な情報を提供していただけることを期待して

おります。              K.K.。                               

💛 

           💛 

 記念すべき 100 号発刊の際に、このように携わ

らせていただくこと、大変光栄です。このハーモ
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ニー・ライフの活動に参加させていただくのも、

早 5 年目になりました。5 年前に初めてミニ集会

に参加させていただいたとき、皆様がご自身のご

経験をお話しされていて、それを他の方々が真剣

に耳を傾けてアドバイスされていたりする姿を拝

見し、私も何か力になりたい！という気持ちにな

ったのを今でも思い出します。この 5 年間の間で 

は、陳情や学会での広報周知など、役員の方々は

じめ皆様とともに歩ませていただき、私自身が多

くの経験をさせていただきました。これからも、

微力ですが皆様のお力になれるように、より参考

になる情報発信を心掛けていきます。 

高畑 和恵 

 

ミニ集会のお知らせ 

  
10月は季節外れの台風に皆様大変な思いをされたのではないでしょうか。 
日中は温かな日差しを感じても朝夕は冷え込むことも多くなってまいりました。 
体調管理には十分にお気をつけてお過ごし下さい。 
11月、12月開催のミニ集会を合わせてご案内させていただきます。 
皆様、是非ご参加ください。お待ちしております。 

 
記 

 

①  日  時：平成２９年  11月  １9日（日）１３：００～１５：００ 

参加費：３００円（茶菓を準備します）  

 

②  日  時：平成２９年  1２月  ８日（金）１８：００～２０：００ 

参加費：５００円（軽食を準備します）  

 

場  所：慶應義塾大学信濃町キャンパス孝養舎（看護医療学部）  

       ２階  マルチメディアカンファレンスルーム  

〒160-8582東京都新宿区信濃町 35慶應義塾大学看護医療学部  

    http://www.sc.keio.ac.jp/access.html  （←地図をご参照ください）  

   ＊ご出席の事前連絡は必要ございません。  

    連絡・問合せ先：メール：takeday@sfc.keio.ac.jp（武田）  

                    当日は 090-9833-5078にご連絡お願い致します。 

 

～平成２９年度 今後の活動予定～ 

＜ミニ集会＞   場所：慶應義塾大学信濃町キャンパス孝養舎（看護医療学部）  

 平成 30年 1月 21日（日）13：00～15：00  

            3月 18日（日）13：00～15：00  

      ＜FAP セミナー＞ 

 平成 29 年 2月下旬（国立がん研究センター中央病院） 

 

http://www.sc.keio.ac.jp/access.html
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8 月 4 日．5 日札幌市で開催された学会に大野副代

表と出席しました。当日は、会場内に患者会のブ

ースを設けていただきました。ブース展示の準備

は、今回も武田さんと高畑さんにして頂きました。

関西のハーモニー・ラインと並んだブースでは、

ハンドブック、会の情報コピー等を紹介して、FAP

について多くの方々に知って頂けるように声掛け

をしました。場所がら一般の方の参加が少なかっ

たのですが、多くの医療関係者の方々と交流でき

ました。参加された患者会の方々も私達と同様の

悩みを抱えておられました。患者の数が少なくて

一般に認知される機会がなく、経済的にも精神的

にも窮状に追い込まれてる病気の数が多いのは、

驚かされます。お話しているなかで患者会の運営

については、会場設定、運営資金、役員の世代交

代など、どちらの会も悩みが尽きません。今回こ

の様に多くの会の方々と交流できる機会を頂いて、

勉強になりました。私たちの会は、茶話会、講演

会等で会員同士で交流する機会も多く、恵まれて

いるほうだと常々感謝してます。これからも先生

方の援助のもと活動の場を広げていけたら、と思

います。 

ブースで交流させていただいた中で、印象に残っ

ていた医療者の方がいました。「WOC 皮膚・排泄

ケア認定看護師」と言う資格を持つ方がいること

を初めて知りました。創傷ケア、ストマケア、失

禁ケアについて水準の高い看護実践のできる看護

師の名称、だそうです。お話しされた内容は、一

時的にストマになった患者さんに悲観的にならな

いために、プログラムをたてられたそうです。そ

の内容は、術後の入院中に骨盤底筋体操に努めて、

肛門を再使用する時に備えておく事でした。人そ

れぞれで治療の過程で辛いことばかりの日々が続

くことがあります。でもそのような時に、例えば

この看護師さんのような方と出会えたら、救われ

る患者さんも沢山おられるのかと思いました。

FAP は軟便状態が生涯続きます。特に夜間の就寝

時は失禁の不安があります。あまり茶話会などで

もストレートに話題にはしにくいですが、パット

とかシートについて、専門的なアドバイスをいた

だく機会をもらえたら多いに参考になるのではな

いでしょうか。 

最終日の午後の市民公開講座では、患者会合同ミ

ーティングが開かれました。稀少疾患の患者会が

チカラを合わせて、社会にアピールする為の準備

に向けて活動が始まりました。あいにく帰りの飛

行機の都合で、わたしたちは講演を聞くことがで

きなかったのですが事前ミーティングでは他の会

の方と交流しました。偶然にも、十年ほど前に潮

風公園での BBQ でお会いした方と再会しました。

病気と向き合い、時に不安になるときに集まれる

会を続けることが大切なことを再確認しました。

市民公開講座で宣言された遺伝関連団体連合会に

ついては、武田さんに紹介して頂きたいと思いま

す。 

前回のニュースレターで紹介された陳情について

報告します。石川先生のご尽力により、厚労省へ

の陳情活動が活発に行われています。指定難病に

なれることが最大の目標です。財政難の折から厳

しい状況ではありますが、国会議員との面談など

会の代表、副代表の大野さんと頑張って同行させ

て頂きました。皆さんも朗報を期待してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23回家族性腫瘍学会 
に参加しました 

小林容子 
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＜ゲノム医療当事者の関連団体連合会の設立に向

けて＞ 

学会には、家族性大腸腺腫症患者会『ハーモニー・

ライン』、多発性内分泌症腫瘍症患者と家族の会  

『むくろじの会』、フォント・ヒッペル・リンドウ

病患者の会『ほっと Chain』、遺伝性乳がん卵巣が

ん当事者会『NPO 法人 クラヴィスアルクス』、

リンチ症候群患者家族会『ひまわりの会』とハー

モニー・ライフの 6 団体が参加しました。 

8 月 5 日(土)に開催された市民公開講座では、ハー

モニー・ライン代表の土井悟さんとクラヴィスア

ルクス代表の太宰牧子さんのお二人が「遺伝性が

んと家族の絆」というテーマで登壇されました。 

俄か相方とは

思えない軽妙

な掛け合いで

参加者の心を

つかみ、「ゲノ

ム医療当事者

団体連合会」

の名称で社団

法人を作るこ

とを提案され

ました。単独

での団体活動

では難しいこ

とも、複数の団体が連合して活動することで、可

能性も広がるのではないかと、会場からは熱い声

援が送られました。 

連合会の設立に先駆け、学会会場では合同の募金

活動を行ったところ、2 日間で 32,010 円という募

金を頂き、各団体に分配されました。これまでも

学会会場で募金活動の経験がある団体からは、「1

団体で募金活動をしても、これだけのまとまった

金額になったことはない」と、その効果を実感さ

れていました。社団法人の発足には、各団体での

説明や手続きが今後必要になってくると思われま

す。             （文責 武田） 

 

 

編集後記：  

今回は、記念すべきニュースレター100号でした。今

回、皆様から頂戴いたしましたお言葉を拝見させて

いただき、また、この会が発足した平成 10年（1998

年）当初から、現在までのプロセスを知ることがで

き何とも言えない気持ちでいっぱいです。この会が

この先もずっとずっと継続して、皆様の力となって

いくことを祈っています。 

慶應義塾大学看護医療学部   高畑 和恵 

 

 

 

 

 

 

会費納入について  

会費の納入方法は銀行の振込です。必ず会員

の方のお名前を明記してください。 

「ハーモニー・ライフ」では、随時会員の入会

を受け付けております。入会申込書にご記入い

ただき事務局にお送り下さい。 同時に年会費

（2000 円）を振り込んで下さい。会費の納入

が確認でき次第、会員として登録させていただ

きます。入会を希望される方がいらっしゃれ

ば、是非ご紹介下さい。ご不明な点については、

事務局に文書でお問い合わせ下さい。 

＜年会費の振込先＞ 

りそな銀行 横浜支店 普通１５９４２１１ 

名義：ハーモニーライフ タケダユウコ 


