
野菜スープをい
つから

始められていま
すか？

野菜スープを始めて
具体的に変わったことは?

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

基本の野菜に
何を加えていますか?

野菜スープに取り組まれて
困っていること

闘病⽣活で役⽴ったこと

【結果】

1年以上 胸膜播種から胸壁に進んでいるが、遠隔転移は今の所無い
ようです。

本格的に野菜スープをはじめてから、
抗がん剤そのものの投与がないので、
わかりません。

季節に栽培される、葉物
(ビーツ、ケール、セロリ、
原⽊⼲し椎茸、きくいもな
ど)

毎⽇、スープ作りですので、
重荷になる時がありますが、
命のスープなので、頑張れま
す。

このスープラインと運営者
の⽅からの⾊々な情報を得
る事ができ、まもなく闘病

 ５年⽬に⼊ります。
近況の事として、担当医も
諦めていた治療の効果が現
れ、引き続き治療を受ける
事ができるようになりまし
た。野菜スープのおかげだ
と確信しています。

【結果】

1年以上  疲れにくい
 ⾝体が軽い

コロナワクチンを家族全員打っていないが⾵邪もひかない

抗癌剤終了から飲み始めたので。 ⾊々と⼊れすぎて飲みずら
 くなってしまったので

今は しょうが  エノキくら
いをプラスして美味しさが
戻ってきました

⾷事の前に飲むので味噌汁が
 飲めなくなったりする。

最近はもう少し早⽬に飲んだ
 り 

お腹が空いてきておやつの替
 わりに

間⾷時間に飲んだりしていま
す。

皆さんのレポートなど含
 めた安⼼感

 
再再発しましたが⾊々と
検査中で未だ治療が始
まっていないのでスープ
がお薬だと信じ戴いてい
ます

【結果】

1年以上 特にないですが、初発と再発の抗がん剤治療時に寝込んだ
ことも治療がスキップしたこともなく、気になる副作⽤と
いえば痺れぐらいなので、野菜スープの効果もあるかなと
思っています。

加えることが多いのは、舞
茸と⼩松菜と⽣姜パウダー
ですが、特にこだわらずそ
の時にあるものを⼊れてい
ます。

特にありませんが、腸閉塞に
なったこともあり、全ての材
料を細かく刻んでいるのです
が、細かくすることが良いの
かどうかが少し気になってい
ます。

特にこれといったものは
思い浮かびません。回答
として合っているかどう
かわかりませんが、こま
めに動くようにしていま
す。(寝込んだりすること
がないように)
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【結果】

1年以上 特にありません。 きゃべつ、にんじん、⽟ね
ぎ、ケール、しいたけ

【結果】

1年以上 胃の具合が悪くて⾷欲がない時でも野菜スープだけは飲み
たいし、飲めるし、飲むとホッとします。

トマト、数種類のキノコ、
⼩松菜やほうれん草やブ
ロッコリー、⻘梗菜などの
緑の野菜は必ず。その時の
気分でヨモギ粉末、昆布粉
末。ポタージュスープが好
きだし冷凍できるので、ハ
ンドブレンダーでポター

 ジュスープにしています。
味付けはしませんが、たま
に⾖乳と少量の塩を⼊れた
ポタージュスープにしま
す。

【結果】

1年以上  ⼀年以上続けているので、
最近は⼤きな変化は感じません。

リムパーザという抗がん剤の吐き気が
⾟かったのですが、野菜を飲むと数時
間さ吐き気がやわらぐ気がします。

 セロリ
 しょうが

 ねぎ
 椎茸

 ⼩松菜
トマト

野菜スープの機械を使い始め
 てから

スープ作りは楽になりました
が、何種類かの野菜をちょっ
とずつ⼊れるため、野菜を上
⼿に使いきることに困ってい
ます。皆さんどうされている
んでしょうか？

治療⽅針が代わり、初め
ての抗がん剤やお薬を使
うと様々な副作⽤が出
て、⼾惑いがあります
が、焦らずあわてず、病
院に相談したり、体調に
あわせて動いたり、休息
をとることがすごく⼤切
だと感じます。

【結果】
1年以上 便通が良くなり、量が増えた。 良くわからない シソ、トマト、ニンニク、

しょうが、セロリ、⼲しシ
イタケ

なし 野菜をたくさん摂れる
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【結果】

1年以上 最初は便通の良さに驚きましたが、慣れてきたのか、今は
 あんまり良くないです。

⾷⽣活も気をつけているので、肌の調⼦はとても良いで
す。

抗がん剤中、野菜スープで軽減はあり
 ませんでした。

とにかく苦しくて苦しくてだったので
⼝も不味くやさしいスープも美味しく
感じませんでした。

 季節の野菜です。
 今は夏野菜の

 ナス
 ピーマン

 ゴーヤ
 シソ

 ショウガ
ニンニク

ないです。 これを飲んで、抗酸化作
 ⽤。

 私を守ってくれると
いつも⼼⼆強い希望でし
た。

【結果】

6ヶ⽉以上 体温が上がったのか、冷えが少し改善された気がします。 舞茸等キノコ類です。

【結果】

6ヶ⽉以上 ⼤きな変化はありません ⺟が抗がん剤治療はじめましたがまだ
飲めていません

椎茸、トマト、⽣姜、ブ
 ロッコリー

⼩松菜

ありません ⺟の抗がん剤治療はこれ
からなので、何とか役⽴
てたいと思っています
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【結果】

1ヶ⽉以上 今のところはあまり感じていません 加えてはいませんが、カボ
チャなど季節でない時は、
季節の野菜に変えています

【結果】

1年以上 1.3cmあった肺癌がCTに映らなくなりました。5⽉にまた
CTを撮ることになっています。

抗がん剤はしていませんが、ホルモン
剤の服作⽤は全くありません。

きのこ、しょうが、あず
き、おおば、海藻、あとは
その時々でカブやブロッコ
リー、⼩松菜等

作るのが⾯倒 他の⽅の経験

【結果】

1年以上  便秘の軽減は実感した。
抗がん剤治療をやったあと、できるだけ速やかに排泄物を
出したいので、酸化マグネシウムを服⽤してるが、それは
夜だけとか、排便のタイミングで多くても１⽇１回にして
いる。元々便秘症だった私が、さらに抗がん剤副作⽤もあ
る中で、割と順調に排便できているのは野菜スープを飲ん
でいるからだと思う。

アバスチン・アブラキサンを8クール
やっても、副作⽤が初回とほぼ変わら
ないのは野菜スープのおかげ。副作⽤
は⾆の痺れ、⼿指症候群と、3⽇⽬に少
し倦怠感あり。

ブロッコリー、⼩松菜、き
のこなど

以前はスープと野菜をミキ
サーにかけて飲んでいたの
を、数ヶ⽉前からスープと野
菜に分けた。勿体ないので、
この野菜を捨てずに活⽤した
いがいいレシピが⾒つからな
い。そもそもこの野菜を取っ
ても、何の栄養(⾷物繊維と
か)もないのか等が分からなく
て悩んでいる。

気分を上げることが⼤
 事。

私は「旅⾏がくすり」な
ので、無理のない程度で
旅⾏に⾏き、エネルギー

 チャージしている。
睡眠(の質)もとても⼤

 事。
処⽅されたアルプラゾラ
ムが体質に合ってるの
か、よく眠れている。
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【結果】

1年以上 毎年、癌（悪性軟部⾁腫）の再発がありなかなか１年の壁
を越えられなかったのですが野菜スープ初めてから再発し

 ていません
3ヶ⽉毎の検査をしていますが初めて１年の壁をクリア出来

 ましたし、今は１年3ヶ⽉過ぎました
今⽉末の検査診察で再発していなければ1年半超える事にな
りますので期待しています

抗がん剤治療していません ⼈参、⽟ねぎ、キャベツ、
カボチャ、舞茸、⼤根、そ

 の他季節の野菜
 蒸し⼤⾖、

仕上げに⾖乳を⾜し細かく
切ったミニトマトと⾖腐で

 温め
最後温泉卵を⼊れます

無いです  陶板浴
 セルパワー

 ⽔素吸⼊
 還元⽔素⽔
 重曹うがい

メガミタミン療法（藤川
 徳美Dr.参考）

⼈参、リンゴ、レモンの
⽣搾りジュースの中にプ
ロテイン、サジー、プロ
ポリス、ソチマッド（フ
ミン酸）⼊れて毎朝飲ん

 でます
その他良いと思う事をい
ろいろ取り⼊れています

【結果】
1年以上  他の代替⽅法も取り組んでいますが、

転移がありません
抗がん剤は使っていない ブロッコリー ありません 気持ちの持ちよう

【結果】

3ヶ⽉以上  野菜スープを飲むと
 味覚が敏感になってるかもしれません。

 ⼈⼯の物でも…今⽇の体には、これは、⼤丈夫
こらは、ダメだ…と⼝に持っていくと何となくわかります

キャベツ、⽟ねぎ、ブロッ
コリー、キノコ、⻘葉、ニ
ンニク、⼩松菜、南⽠、⽣
姜粉末、あれば、ゴーヤ

【結果】

3ヶ⽉以上  ①便通が良くなりほとんど毎⽇お通じがある。
②肌の調⼦がよい。春の花粉症の時期毎年肌が荒れるが今
年は全く荒れずむしろしっとりしていた。

ショウガ、ニンニク、旬の
野菜何種か
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【結果】

1年以上  便秘がなくなった。
ヘルペスがでなくなった。

 抗がん剤の副作⽤が強くない。
⾷事がとれている

セロリ、季節の野菜（⽩
菜、⼤根、かぶ、⽟ねぎ、
⼩松菜、摘み菜など）10種
程度。昆布

沢⼭の野菜をいれて、⼀⽇分
を作っています。（三⽇間、
保管がよければ⼤丈夫との事
ですが、やっぱり、新鮮な⽅
が効果がありそうなので）で
すが、濃度が⾼い様に思いま
す。取りすぎはあるのでしょ
うか。カリウムは正常です。

 笑う事。
病気の夫を⽀えている私
が、⾝体も⼼も健康であ
る事も、⼤事だと思いま
す。

【結果】

6ヶ⽉以上 いままでは朝検温して35度台が結構あったのですが、6⽉
 あたりから35度台がなくなりました。

 いつも36.4から36.6度位です。
体温が低いより⾼い⽅が良いですよね。

ブロッコリー

【結果】

6ヶ⽉以上 抗がん剤を開始する前から飲み始めたのですが、特に変わ
りなく？元気に過ごしています。

まいたけ、にんにく、⽣
姜。

保存するときに⼩分けにする
 か、鍋ごとにするか、、、。

野菜スープを飲んでいるのは
私だけなので、⼀度に作る量
をもう少し減らそうか考えて
います。

 運動第⼀ですね！
階段を降りる、というこ

 とをしています。
登るより筋トレになると
聞いたので。これは効果
的⾯です。

【結果】

6ヶ⽉以上 薄味に、慣れた 基本だけです。 毎⽇は、⼤変なので、3⽇ぐ
らいまとめて後は、冷蔵庫
に、⼤丈夫かなと思いながら
不安。

⾁⾷から野菜⿂中⼼に変
わってきた

【結果】

3ヶ⽉以上  ⽩⾎球や⾎⼩板の値が下がらなくなった。
体のダルさが少なくなった気がする。

⽩⾎球や⾎⼩板が下がらなくなった。 最初は作っていたが、今は
市販の野菜スープを使って
います。

野菜スープを作るのに野菜が
余り微妙な量が残ったり、副
作⽤で冷たいものを触るのが
苦痛なので、野菜を刻むのが
苦痛です。

この野菜スープLINEも役
に⽴っています。ありが
とうございます。
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【結果】

6ヶ⽉以上  かかとのガサガサが治りました。
お通じが良くなりました。

舞茸、昆布(出汁として)、⾖
腐や厚揚げ、⽔煮⼤⾖、⼩

 松菜
などを⽇替わりで。

困っているというほどではな
 いですが、

野菜スープを作ることは簡単
なのですが、それでも、毎⽇
⽋かさず作るのはそれはそれ
で⼤変だなぁと思います
（笑）。

野菜スープをたくさん⾷
べて、代わりに⾚⾝⾁、
乳製品、お菓⼦の摂取を
極⼒減らした結果、ヘモ
グロビンA1cの値や、中
性脂肪値、悪⽟コレステ
ロール値が下がりまし

 た。
⾎液の状態を良くしてお
くことは、再発防⽌に役
⽴つに違いないと考えて
います。

【結果】

6ヶ⽉以上 便通がよくなりました。 ニンジン カボチャ ⽟ね
ぎ トマト ⻘菜 キノコ
セロリ ニンニク ⼤⾖
ケール

スープに⽜乳を加えるのは如
何でしょうか？

特になし

【結果】

3ヶ⽉以上 便秘や下痢をほとんどしなくなった。 トマト、きのこ類（特に舞
茸）、⼤根、梅⼲しの種
（果⾁を削いだあと少し
残っている状態のもの。味
がないと夫は飲みにくいと
いうため）
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【結果】

1年以上 癌治療の夫と⼀緒に飲んで、⾷べているが、便通がすこぶ
る良い

治療の前から飲んでいるので軽減した
のか分からないが、聞く話より軽いの
は野菜スープのおかげだと思っている

舞茸、しめじなどキノコ
類、⼤葉、ケール、ビー
ツ、⽣姜、ニンニク、ナス
の⽪、⽟ねぎの⽪、ブロッ

 コリー、
季節の野菜、今はピーマ

 ン、オクラ、トマトなど。
 
基本の野菜以外に多くの種
類を少しずつ取るようにし
ている。

治療中の夫が具をたべずに
スープのみを3⾷飲んでいる

 が、具、野菜があまること。
オーガニック野菜を使ってい
るので捨てるのは勿体無く私

 が野菜を⾷べ続けている。
 
多くの種類を使うように気を
つけているが、更に良い組み
合わせがないか、知りたいで
す。

抗がん剤治療で便秘に
なった時に貴重な乳酸菌
に助けられました。あり
がとうございます。

【結果】

1年以上  便の臭い、最近は良く浮く
肌荒れ、乾燥も治まっている。

経過観察中で３年ほど再発してない。 ゴボウ、ニラ、セロリ、き
のこ類、キクラゲなど そ
の時ある野菜

特にありません 治療が終わって数年後に
ブログで野菜スープを知

 り始めました。
おかげでコロナ感染もし
てないし、再再発もあり
ません

【結果】

1年以上 毎⾷最初にスープを飲みます。お腹が膨れるので後はつま
む程度です。

軽減されました ⾖類、キノコ類、旬の野
 菜、⽣姜

最近は無添加の三⼗種雑穀
⽶を⼊れて炊いています。
リゾットのようになり１杯
で満⾜します。

余り野菜を冷凍保存したりキ
ノコはほぼ冷凍します。栄養
価はどの程度変わるのか知り
たいです。市販の冷凍野菜は
使いません。

運動をする、出来るだけ
歩く、⾎の循環を良くす
る事を⼼がけています。
⽔素も取り⼊れるように
なってからは疲れにくく
なりました。
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【結果】

1年以上 便通が毎⽇出るようになって疲れると膀胱炎になっていた
のがなくなりました。

野菜スープを飲んで抗がん剤は⾏なっ
ていませんが、腫瘍マーカーが基準内
に収まっているのは、野菜スープのお
陰かと思っています。

基本の野菜にほうれん草、
ビーツ、トマト、ブロッコ
リー、⼤葉、⽣姜、⼲し椎
茸、梅⾬紫、⼩松菜、つる
むらさき、⻘梗菜です。

たまに帰りが遅くなって作る
のが⾯倒な時がありますが、
⾃分の⾝体のためと毎⽇作っ
ています。

⾷⽣活を振り返り、全て
を⾒直す事ができ、⾷⽣
活の⼤切さを実感しまし
たし、普通の⽇常⽣活が
送れることに感謝してい
ます。

【結果】

1年以上  ・顔⾊が良くなった。
・再発してまた化学療法をやりましたが、最初の時より副
作⽤が少し軽く感じられた。

野菜スープだけではないと思います
が、多少軽減された。

キノコ類、セロリ、パプリ
カ、⽣姜、ある季節の野菜

特に無し LINEプラスでは、野菜
スープや貴重な乳酸菌、
調味料の事、闘病中の皆
さんがどのような事に取
り組まれて実践している
のかなど、沢⼭情報を頂
けてとても参考になりま
す。

【結果】

1年以上 便の状態は良好です ひと通りの副作⽤があったと思いま
す。それらが軽度ではなかったです
か、重度でもなかったと思うのは、野
菜スープのお陰だと思います

ブロッコリー、⼤葉、ゴー
ヤ、⽣姜、モロヘイヤなど

出掛けたり、忙しいと飲む事
を忘れてしまう事くらいです

闘病を始めて早くから野
菜スープを始めたので⽐
較ができないのですが、
基本的に⼤腸が良いのは
スープの⼒が⼤きく思っ
ています。

【結果】

6ヶ⽉以上 便通がよくなった、⾃転⾞をこいで買い物にでられるよう
になった。胆のうがん、肝臓多発転移がんですが、病⼈に
⾒えないようです。

余り副作⽤がないので、実感はないで
す。

ブロッコリー、とまと、⼤
根の葉、

主婦で、家族の家事もあるの
 で、

なかなかスープまで⼿がまわ
 らず

なんとか時間をつくって、が
んばっています。

ガン患者さんの、⽣の声
には勇気っけられます。



野菜スープをい
つから

始められていま
すか？

野菜スープを始めて
具体的に変わったことは?

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

基本の野菜に
何を加えていますか?

野菜スープに取り組まれて
困っていること

闘病⽣活で役⽴ったこと

【結果】

6ヶ⽉以上 最近仕事が忙しく、作る時間がなくて飲んでいなかったの
ですが、そのせいかなかなか疲れが取れなくなった気がし

 ます。
やはり頑張って作って毎⽇飲んだ⽅がいいような気がしま
した。

今は抗がん剤治療していませんのでわ
かりません。

ブロッコリー、セロリ、⼤
葉。

以前は、スープの具も⾷べな
くてはいけないと⾔うのがプ
レッシャーだったのですが(体
調が悪く⾷欲が無い時)今は
スープだけで良いと知り楽に
なりました。

体調がすぐれない時、
スープを飲むと元気にな
るような気がします。

【結果】

6ヶ⽉以上 主⼈は前⽴腺癌で今のところホルモン治療の効果があり、
 特に変化はないが

変化が無い事が、良い事と思っています。

抗がん剤治療はしていません キノコ類、昆布、⽣姜、ブ
ロッコリー、⼤根、カブ他
季節の野菜

困っている事はありません
 が､､､

野菜スープは煮込むほどよい
のでしょうか？

野菜スープを飲む事での
安⼼感が、今1番ありが

 たく思っています。
いつも配信ありがとうご
ざいます。

【結果】

1年以上 排便の回数が1⽇１回から2〜3回になった  特に無いです。
抗がん剤はやっていないのでわかりま
せん

エリンギ、トマト、ニンニ
ク、きくらげ、ブロッコ
リー、明⽇葉かケールか⼩
松菜

 野菜の組み合わせ
 
⾎⽯による⾎管の詰まりが改
善できる⾷材があれば知りた
いです

「病気は⾃分で治す」と
 いう気がまかえ

 
⼊院中も階段で移動する
など運動して体を動かす
事を意識して、早めに退

 院した。
 退院後も体調は良かった

 
 11-1乳酸菌

⼊院中にも⼿軽に服⽤で
き、⼊院中に野菜スープ
を飲めないにも関わらず

 便秘にならなかった。
⼊院中は野菜スープを飲
めなかったせいか排便は
1回で便の量も少なかっ
た。


