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体験談 1 ステージ３の胃がんが消えた？！
胃がん

Kさん

男性

６０歳代

美浦村

2018年12月、体調不良を感じて訪れたの
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ました。医師に言われるまま、入院、抗がん
剤治療の方針が決まり、あまりのショックに
煙草もお酒も一切辞めました。

はＫ総合病院です。血液、ＣＴなど検査の

陶板浴は妻が友人より聞き知っていて、

結果「胃がんステージ３、手術で胃を全摘す

とにかく身体に良いなら何でもやってみよ

る必要があります」と言われました。これま

う、ということで2019年１月７日に初めて来

で煙草もお酒も好きなだけ飲んでいても大

ました。妻に言わせると、初めて来たときの

病一つしたことがなく、自分は健康だと思っ

自分は非常に感じの悪い人でしたね(笑)。陶

ていましたし、病院にお世話になることなん

板浴なんて全く信用していなくて、妻に言わ

て考えもしなかったので、ズーンと落ち込み

れてついてきた、むしろ病気を餌に俺を騙す
気ならやってみろ、という感じ

たんぽぽの会（がんの学習交流会）参加者の声

でしたから(笑)。そうして初め
て体験した陶板浴は温かくて

「知識があるかないかで、全く違う人生になる」

身体が 軽くなる感じでした。

「がんになるのなんて初めてなのに、誰もがんのことを教えてくれ

ガンに良いのかどうかは別に

なかった」
「がんは遺伝なんだから仕方ないんだって、ずっと思っていた」
「抗がん剤に副作用があるなんて知らなかった…がんが悪くなって
いるんだと思っていた」
「お医者さんの言う標準治療だけが正しくて、それ以外に選択肢が
あるなんて思いもしなかった」
「知識は身を守る。もっと学ばないと。みんなにも学んで欲しい」
次回以降の日程は受付にてお問い合わ
せください。
竹屋陶板浴では毎月１回、がんの方とそ
のご家族様向けの、学習＆交流会(たん

して、身体には良さそうなの
と、家にいても暇なだけなので
(笑)

、回数券を買って通うことに

しました。
抗がん剤は最初の２週間ほ
どは真面目に飲んでいたので
すが、陶板浴に通い出して抗
がん剤のリスクなども聞いてい

ぽぽの会)を開催しています。

たので、飲むのを止めてしまっ

９月19日

ていました。１月半ばには入

電磁波学習会

身近で気付きにくいですが体調不良の原因になることも。
家庭内で出来る簡単な電磁波対策を学んで下さい。

院をしていたのですが、その時
も渡された薬が、小さいんです

「内視鏡検査
よね、ポイッと放ったら目立たないんですよ。 と訊かれます。先月はついに
飲まずに捨てていました(笑)。

で胃の中を見せて欲しいんだけどいいか

その後友人より「手術をするなら内視鏡

な？」とまで言われたのですが、内視鏡検査

手術の上手な先生にツテがあるから相談し

は胃カメラ飲むのが苦しくって嫌なんだよ

て来いよ」と言ってもらい、K総合病院での

なぁ (笑)。

抗がん剤治療が本当に良いのか疑問も感じ

いずれにしても病院の検査も、医師の診

ていた自分としては、渡りに船と、さっそくセ

断も呆れるほど不確かだということが身を

カンドオピニオンを受けることにしました。

もって分かりました。ただ妻に言わせれば、

ところが２月にSクリニックに行って診ても

お正月までは確かにがんがあったのだろうけ

らったところ、
「Ｋさん、これは手術の必要は

れど、食事も生活もガラリと変わって、毎日

ないよ。どうしても切って欲しい、というな

陶板浴にせっせと通ってその間にがんが綺

ら切ってもいいけれど…」と首をかしげてい

麗に消えたんじゃないか、と言っています。

るのです。
「はああああ？！」ですよ。
ステージ３で胃は全摘って言われていたん
ですよ、それがこっちの病院に行ったら「手
術は必要ない」って、全く話が違うじゃない
ですか！もう驚くやら、呆れるやら。それで

陶板浴に通っていたおかげでがんも綺麗
になったし、こちらで購入したベッドパッドで
休むようになったら全身ほかほかでぐっすり
眠れるし、いいことづくめですよ。
私の命が救われたのは陶板浴のお陰で
す。もう足向けて眠れませんよ。

K病院に戻ったら「Kさん、手術の日程が決
まりましたよ」って言われて、プツンときちゃ 「待合室こぼれ話」
いました(笑)。
「何勝手に決めてんだ！俺の身体だぞ」
って、
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肺がん

Ｔさん

男性

７０歳代

ＧＷ明け辺りから急に身体がだるくなっ

先生にも看護士さんにもものすごく引き留め

て、どうにも動けなくなって柏のＫ病院に

られたのですが、振り切って帰ってきちゃった

行ったら、たまたま大学病院から来ているお

んですよ(笑)。いやぁ、子どもたちにはえらく

医者さんがいて
「肺に水が溜まっています。

怒られましたね。でも子どもたちは離れて住

すぐ抜きましょう」
といって、先生が慌ててそ

んでいるので怒られても大丈夫ですけど(笑)。

の場で処置してくれた。水は4,500㎖もあっ

それだけすったもんだしたものだから、も

て、抜いてもらったらすごくすっきりした。抜

うK病院には行けませんよ(笑)。Sクリニック

いてもらった水は重くて自分の力じゃとても

に今は月に１回検 査にだけ行っています。 持ち上がらないほどで、あれが俺の身体に
マーカーは低いし、リンパ球のバランスも良

入っていたのだからびっくりだよ。

いし、CRPの値も正常値になり、どこが悪い

その処置の時に肺がんが見つかって、ぽ

んだ、という感じです。医者も毎月首をかし

つぽつと何か所かあって、医者からは入院し

げて「Kさん、なにかお薬飲んでいますか？」 て抗がん剤をしましょう、と言われてんだ。

俺は知り合いに竹屋陶板浴で末期がん治

救急車を呼んで貰って病院に行ったんだ。

しちゃったＷさんて友達がいて、彼ほどじゃ

内視鏡したら、いやぁー、綺麗で驚いた！病

ないにしても、通ったら少しは違うかな、と

院に「良い腸」と「悪い腸」って見本の写真と

思ってそれで毎日来てるんだよ。そしたら６

か貼ってあるでしょう？あの写真なんかより

月４日に受けた検査で医者に「あれ、小さく

もうんと綺麗な腸だったの。あんまりきれい

なってますね」と言われたんだ。うれしい

だから医者も驚いていたよ。腹痛の原因は

ねぇ。

憩室※だって。便をしたらすっきりあの痛み
はどこ行ったの？て感じで、今はなんともな
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心不全

Ｈさん

男性

７０歳代

２月に1,200、４月に1,400あったＢＮＰ※
が陶板浴に来るようになって900にまで下

いよ。普段は便秘もしないしもう大丈夫で
しょう、って言われて帰って来たの。
陶板浴に来るようになって社長さんにアド

がったんだよ。いままで心臓肥大、不整脈、 バイスもらってもうリウマチの薬も全然飲ん
じん不全といろいろやってきて、もう駄目だ

でないし、体調もいいし、そのおかげでこん

と思ってたのに、助かったよ。

なにきれいな腸なんだと思うのよ。本当に

※ＢＮＰ：心臓から分泌されるホルモン。心不全の目安。

社長さんには感謝だわ。

基準値18.4以下、500以上は厳重注意

※憩室：腸の弱いところに出来る袋やポケットのような
もの。自覚症状はほとんどなく、便秘や過度のアル
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Ｉさん

女性

７０歳代

コール摂取などにより炎症を起こすことがある。

この前、急にお腹が痛くなて、腸が捻じれ
ているみたいに痛くって脂汗まででてきて、

敬老の日キャンペーン
期間：９月７日（土）〜１６日（月）
対象商品：リフレパッド（べッドパッド）
シングル…16,200円，ダブル…21,600円
リフレケット（上掛け）…18,360円
リフレクッション…2,700円
リフレシートクッション…10,260円
「ベッドパッドを使ったら、本当に全身がぽかぽかして気持ちよく眠れます」
「使ったその日からぐっすり眠れるようになった。以前は夜中に３回は起きていたのが起きなくなった」
「このクッションを敷いていると、パソコンをしていても疲れ方が違うので驚きました」
「お父さんに使う前に自分が使ってみようと思って購入したら、とっても良くって、結局家族全員分買い
そろえました」

夏の３日連続入浴キャンペーン
７･８･９月の期間中、３日間連続でご入浴頂けた方に粗品を贈呈しております。
１カ月に１度、最大３回チャレンジして頂けます。
ヒトは体温を一定に保つために多くのエネルギーを使います。
そのため寒い冬は代謝が高く、体温を上げる必要のない夏は代謝が下がります。
つまり、夏は冬に比べて身体は冷えやすいのです。夏に温めると冬が楽になりますよ♪
夏こそ温活！夏こそ陶板浴♡
・ムクミがすっきりして足が楽になりました♪
・口内炎がきれいに治りました＾＾

・だるい感じがスッキリ抜けて、とても気持ち
良かったです。

・痛み止めを飲んでも取れなかった首の痛みが
すっきり！

・酷暑って言われてるけど、入ったら身体が冷
えて居たのがわかりました。

・夏風邪が治りました。

・周りの人に顔色が良くなったね、と言われる
ようになりました！

・夜ぐっすり眠れるようになりました。

夏の身体整え
WEEK

8月19日（月）〜 25日（日）に日替わりで施術家の先生に来て頂き、
夏の暑さでくたびれた身体を整える施術体験を準備中です。
施術体験ご希望の方はお電話か店頭にてご予約をお願いします。

竹屋陶板浴は

今年１４ 周年

1 1月２４日 （日）
１４周年記念イベントを行います
陶板浴マルシェ＆身体整え会にご参加いただ
ける出展者様を募集しています。
詳しくは店頭にてお問い合わせください。
陶板浴スタッフです。
「来ることが楽しい、その先に健康がある」 ご来店いただいたみなさまに、心地よく過ごしていただき、
楽しく健康になっていただくお手伝いが出来るよう、笑顔で働かせていただいています＾＾
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