
1回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

⼀品増えたので安⼼感がある。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

わからない。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えていま
すか?

基本の物に季節の野菜を⼊れる。

現在の病状 今は⻭科で⻭を抜いた。

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

圧⼒鍋にしているのでこれ以上お⾦を掛けたくない。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

有りません。

闘病⽣活で役⽴ったこと ビタミン剤もとっているので栄養⽅⾯ではこれと⾔って有りません。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



2回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

2年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

本⽇、４ヶ⽉毎のCT検査があり結果を⾒てから、アンケート回答しようと思っていたので、遅くなりすみ
ません。経過観察中の右の肺の５ミリの指摘部分、⼤きさはほぼ現状維持でしたが、前回、前々回と画像
上⾊が薄くなってたのが、元の濃さに戻っていました。⼤きさがほぼ成⻑してないのでガンの活動が抑え
られてると捉えてます。が、薄くなってた⾊が濃くなり油断⼤敵、12⽉、年末年始⽢い物の誘惑に負けた
結果だと思います。それから主治医からの指摘で、左の肺に２ヶ所⼩さな気になるのが消えてると⾔われ
ました。来⽉連携を取っている放射線治療センターの主治医と相談して、左肺の経過観察を了承してもら
おうと思います。池⽥さんが推奨されてるアルカリ化の⾷事療法を意識的に取り⼊れ、がん細胞の現状維
持⼜は退縮、消滅を⽬標に前向きに過ごしていこうと思います。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

 今朝もCT検査の⼆時間前に、野菜スープ飲んで⾏きました。
検査後の造影剤によるムカつきが、なかったです！

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

ブロッコリーの芯、舞茸⼜は⼲し椎茸、じゃがいも、セロリ、⾚のパプリカ、ニンニク、⽟ねぎの茶⽪、
ブロッコリーのゆで汁

現在の病状 直腸がんの転移肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

スーパー、主⼈の実家の町内野菜市

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

 便利に使っています。
 強い抗酸化⼒のスープが作れて、とても重宝しております。

研究を重ねて頂いてる池⽥さんに感謝です。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 最初は⼤変でしたが、今は美味しい野菜スープが飲みたくて励みになるので、特にありません。
強いて⾔えば、たまに億劫になる時があるぐらいです。

闘病⽣活で役⽴ったこと 前向きになります。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

特にないです



3回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

抗がん剤治療を始めてすぐ野菜スープを飲み始めました。そのお陰か、副作⽤はひどくなく、次の点滴ま
でにはすっかり元気になっていました。お腹の調⼦も良かったです。
ゼローダを始めてからは下痢の回数が多くなったので、スープだけを飲んだり、少し休んだりしていま
す。野菜は重要だと思うので、調⼦の良い時には飲んでいます。ゼローダはあと３ヶ⽉。
それが終わったら回数を増やしたいです。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 ⽣姜、ニンニクは毎回。
⼿元にある野菜いろいろです。

現在の病状 乳がん初発治療中。⼿術で取り切れたそうですが、再発予防のためにゼローダ8クールの予定です。現在5
クール⽬中。

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



4回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

便通がよくなった。疲労感が少なくなってる気がする。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

軽減しているとおもいます。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

モロヘイヤ、きのこ類

現在の病状 ⼦宮がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

通販サイト

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

今のところ、なくても、⼤丈夫です。キッチンに置く場所がないので。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

毎⾷取り⼊れてるのが、しんどい時ぐある

闘病⽣活で役⽴ったこと 体⼒向上のために、筋⼒をつけたいので軽く筋トレしてます。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

クエン酸をのんでます。



5回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

術前からスープに取り組んでいるが術後⼀回しか抗がん剤治療をしていないが、再発していない。(術後
11ケ⽉)

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

旬の野菜

現在の病状 膵臓癌再発

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



6回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

お通じがよくなった。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

軽減した。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

キノコ類と季節の野菜

現在の病状 乳ガン

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

コープ⾃然派

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

使⽤しています。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

とくにない。

闘病⽣活で役⽴ったこと ⾝体作り

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

特になし



7回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

野菜スープを飲まない⽇は⾝体が疲れやすく便秘気味に感じます。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

以前にも記⼊しましたが、持病の偏頭痛の発作が減りました。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⼩松菜、⽣姜、⼤葉、ブロッコリー

現在の病状 肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

購⼊を検討しているが、価格と保管場所で悩んでいます。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

作る作業と保管場所

闘病⽣活で役⽴ったこと 有難い事に⼿術のみで経過観察のみですが、逆に何もしないことが不安であります。野菜スープを飲む事
で何かしている⾃信がつきます。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



8回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 35.8℃位だった体温が、常に36℃以上になりました。
暑い毎⽇ですが全⾝から汗が出るようになり、畑仕事をしても夏バテしません。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⽣姜、キノコ、枝⾖ などです。

現在の病状 親が癌だったので、予防と健康維持のために

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



9回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

便秘解消、抗がん剤の副作⽤の軽減

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

セロリ、⻘ジソ、さつま芋、⼤根 ⼲し椎茸

現在の病状 ガン闘病 糖尿病

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



10回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

2年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

快便であること。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

はい。怠さはあまり酷くなく、回復も早いです。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

ゴーヤー、ニガナ、ヨモギ、紫蘇、舞茸、オクラ、⻑ネギ、⽟ねぎの⽪、⼩松菜、ブロッコリー、ブロッ
コリースプラウト、トマト

現在の病状 卵巣がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

市内の⻘果マルシェ（地域の農家さんが作ったもの）

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

今回購⼊したいと思ってます。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

⼿間が掛かること、でしょうか。

闘病⽣活で役⽴ったこと サプリ、プロテイン、温活、深呼吸、⽔素ガス吸⼊、⽔素⾵呂、酵素⾵呂、ラジウム鉱⽯岩盤浴、よく噛
む、重曹うがい、気功（本を⾒ながら）、

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

重曹うがい、アルカリ⾷品を摂る、試験紙でphを確認する、



11回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 ⾃然が⼈間にとって如何に⼤事か、
健康は⾜元に有るという考えが確信してできました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤、放射線治療無し。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えていま
すか?

にんにく、⽣姜、ビーツ、⼤根葉、カブの葉、⼲し椎茸、セロリ、パセリ、花びらたけ、⼤根ポタージュ
の場合は葛粉、みりん粕を⼊れてます。

現在の病状 ⼤腸癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

⾃家製、⽣産市場

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

 ⼤変美味しく、主⼈の帰宅時間に合わせて、作っています。「上⼿い??」
⼤変、重宝です。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 ⾃家製、無農薬だけに、するわけいかず、
 毎⽇の事なので、農薬散布のやさいも使っていますが

⼤丈夫なのかなと不安材料です。健康になればなるほど、⾷欲湧いてくるのが、悩みです。

闘病⽣活で役⽴ったこと ⼤袈裟に⾔えば、⼈⽣観、⼈との付き合い、これから先の⽣活のあり⽅、⽣き⽅、過ごし⽅

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

酸性の⾷べ物を⾷した後は、中性のを⾷べる様にしてます



12回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

野菜スープは⺟の抗がん剤が始まる直前に始めたため、変わった事はよくわかりませんが無事に術前抗が
ん剤を滞りなく終え、⼿術も終わりました。
術後の細胞検査では4センチ程の癌細胞が1ミリになっていましたので術後の抗がん剤は弱いものでよくな
りそうです。他にも病気があるので気は抜けませんが治療が順調にすすんだのは野菜スープのおかげだと
思います。抗がん剤の副作⽤は痺れが残っていますが最後まで⾷欲がほとんどなくなりませんでしたし、
肌も抗がん剤前より綺麗になっています。因みに野菜スープ以外に癌診断される少し前から⽔素吸引もし
ています。他サプリメントなどは⼀旦やめました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

最近はキノコ類、スプラウト，ケール、ほうれん草です

現在の病状 乳癌、神経内分泌腫瘍

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



13回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

野菜スープでなのか抗がん剤をお休みしてなのか…少し体⼒が戻り⼊退院を繰り返していたのが無くなり
体重が少し戻った

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 ⽣姜やにんにくをプラスしたり…
⼤葉・セロリ・なす・⼤根・じゃが芋等その時々に合わせて替えている

現在の病状 がん闘病・糖尿病・⾼⾎圧

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



14回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

PSA値 0.1以下

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

きのこ類

現在の病状 ガン闘病

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



15回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

顔のくすみが取れてきたような気がします。それから野菜嫌いの夫の顔は、昔から脂ぎっていたのです
が、最近は、それも改善されてきたように感じます。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

舞茸、⼩松菜、にら、ゴーヤ、粉末の⼲し椎茸

現在の病状 がんの再発予防

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



16回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

⾝体が軽くなりました。肌艶がよくなった。⽬覚めもよくなった。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

今は経過観察中なので、よくわかりません。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

椎茸、えのき、葉もの野菜、⼈参、ゴーヤ

現在の病状 腹膜がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

圧⼒鍋をつかっています。５分でできます。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

複数の野菜を買うので、⾷費はあがりました。

闘病⽣活で役⽴ったこと 野菜スープを毎⽇⾷べることで、体重管理はしやすくなりました。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



17回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

⾝体が軽くなりました。肌艶がよくなった。⽬覚めもよくなった。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

今は経過観察中なので、よくわかりません。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

椎茸、えのき、葉もの野菜、⼈参、ゴーヤ

現在の病状 腹膜がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

圧⼒鍋をつかっています。５分でできます。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

複数の野菜を買うので、⾷費はあがりました。

闘病⽣活で役⽴ったこと 野菜スープを毎⽇⾷べることで、体重管理はしやすくなりました。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



18回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

少⾷ですが、⾷欲が出る助けになっていると思います。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

しいたけ、しょうが、⼤葉。あとは ある野菜。

現在の病状 関節リウマチ

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

疲れていると作る気になれないこと

闘病⽣活で役⽴ったこと  病に正⾯から向き合ってばかりだと とても⾟いです。
⾝体や⼼が喜ぶことが助けになります。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



19回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 お通じがよくなった
肌ツヤがよくなった

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⼈参、⼤根、キャベツ、ごぼう、サツマイモかカボチャ、⼤根の葉、

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 野菜をたくさん⼊れるのでお⾦がかかることですかね。
有機野菜も⾼いので値段と折り合いつけて出来る範囲でやっています。

闘病⽣活で役⽴ったこと  主婦なので、個⼈的には電気圧⼒鍋です。
スイッチ⼊れてほったらかしにできますので。これで野菜スープ作っても栄養価は変わらないのでしょう
か？

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



20回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 まずは副作⽤が軽減されたこと。
 腸内環境が良くなったこと。

 肌の状態が良くなったこと(顔⾊も)。
 ⽩⾎球はなかなか上がらないが、すぐに下がる傾向にあった好中球の下がりが緩やかになったこと。

⽇々安⼼して過ごせること。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

好中球の下がり⽅が少し緩やかになった。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⽣姜、じゃがいも、⼤葉、⼩松菜、ゴーヤ、椎茸粉末、⼤根、しめじ、ささみ(少量)

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

ネットで購⼊

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

とても良い。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

時々具が⾷べられないこと。

闘病⽣活で役⽴ったこと 野菜スープや⾷事療法を実践することで、がん治療の助け以外にも腸内環境や肌の状態も合わせて良く
なった。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

⿊糖を取り⼊れている(特にアルカリ性が強い波照間産のものにこだわっている)



21回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

2年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 肌の調⼦が良い事。
薄味に慣れたので他のお料理も薄味になったこと。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

 主⼈の事ですが今は抗がん剤をしていません。
ステージ4で肺や脳にも転移がありましたががんの退縮で抗がん剤を辞める事が出来ました。野菜スープ
に限らず⾊々な事を試してみましたが野菜スープは⼀役かってくれたと思います。お陰さまです。ありが
とうございます。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 きのこ類。
 その時にある残り野菜。

⼩松菜や⽩菜、⼤根など

現在の病状 腎臓がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

スーパーや⾃然⾷品のお店

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

 使って無いのですが興味はあります。
情報サイトは⾒ることが無くなりましたが池⽥さんのブログはいつも読ませて頂いています。池⽥さんの
⾏動⼒いつも感⼼しています。きっと良くなる！がんは消えると私は信じています。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 特に無し
すっかり習慣となりました。

闘病⽣活で役⽴ったこと  温活。マッサージ。運動。
 ⾷⽣活改善。(⾷べ過ぎないこと)

ブログ、書籍からの情報

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

特に無し



22回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

2年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 顔のシミが薄くなり肌が綺麗になった。
 踵の⾓質がなくなりツルツルになった。

過重労働が続いたが、元気に過ごせた。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

乳癌で8クール抗がん剤を投与したが、副作⽤は⽐較的軽かったです。放射線治療の副作⽤は全くなし。
 また、2年経過したホルモン治療も、今のところ副作⽤を殆ど感じません。

よく聞く更年期の症状は全くなし。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

カボチャ、セロリ、⽟ねぎ、キャベツ、ゴーヤ、トマト。冷めて保存する段階で、レモン汁をいれてま
す。

現在の病状 乳癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

⼤地と⽣協の宅配、こだわり屋

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

機器を使⽤すればより⾼い効果が望めるのかもしれないが、今のところ、機器までのこだわりはないで
す。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと  以前も書いてますが、⾜ツボマット。
抗がん剤後の顔のむくみ解消に役⽴った。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

取り組んでいない



23回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

前向きに考えることが多くなった。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

 しっかり飲めているときは
軽い気がします。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 キノコ
 ⼩松菜

トマト

現在の病状 肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

欲しいと思っています。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 体調不良な時は作れません。    
体調不良な時程飲む必要性を感じます。

闘病⽣活で役⽴ったこと クマイザサエキスも飲んでおりますがこれも良さそうです。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



24回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 疲れにくい
 シミが薄くなった

 抗がん剤の副作⽤が殆どない
便通が良い

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 きのこ類
 旬の葉物

⽜蒡
現在の病状 ガンの闘病、ガンの再発

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



25回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

疲れにくい
シミが薄くなった
抗がん剤の副作⽤が殆どない
便通が良い

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 きのこ類
 旬の葉物

⽜蒡

現在の病状 ガンの闘病、ガンの再発

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



26回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

2年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

お通じが良くなりました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤を始める前から、飲んでいたので、⽐較が出来ないですが、⼿の痺れも残っていません。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 しようが、キノコ、こんぶ、かつおぶし、根こんぶエキス
それに加えて、⼩松菜などその時に冷蔵庫にある野菜

現在の病状 ⼤腸癌、肺癌、副腎癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

⼤型施設の中の⼋百屋さん

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

良さそうですが、スペースを考えて難しいです。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

味が、飽きてしまうこと

闘病⽣活で役⽴ったこと  他の⽅の闘病情報。
⾃分の励みになりました。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

重曹、クエン酸、⽔素



27回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

仕事が忙しく常に疲労困憊で、良くわからないが、頑張れているということは、野菜スープのお陰なのか
もしれません。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤は２回投与をしました。⾎液検査の結果で⽩⾎球が少なく、３回(3週)延⻑になった末の２回⽬投
 与でしたが、⽩⾎球が更に1,900まで下がってしまい、⽩⾎球を上げる注射を打ったところです。

 ⽩⾎球はもともと3,000代しかなく低いのですが、野菜スープでは上がらないのでしょうか？
 野菜スープをすでに摂取しながらの投与だったので、副作⽤が軽減したのかはわかりません。

しびれ、脱⽑あります。関節痛は3⽇くらいありました。でも、美容師ですが⽴ち仕事ができています。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⼤根、ブロッコリーの茎、舞茸や原⽊椎茸どちらか あれば⼩松菜 など。

現在の病状 卵巣がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

スーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

使ってみたいが、価格のことで躊躇しています。いつかは購⼊したいとは思っていますが、今のところ鍋
で事⾜りているので、忘れてしまいます。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

時間を煮込みすぎるのか、飲む頃には⽔分が少なくなってしまい、⼣飯の頃には家族分は無い。かといっ
 て、朝、野菜を刻むのが⼤変で、⼤鍋には作れない。

煮込む途中⽔を⾜したりで、抗酸化⼒が落ちてしまわないか不安。

闘病⽣活で役⽴ったこと 抗癌剤で⾷欲がない⽇には、野菜スープのスープの中に、発芽酵素⽞⽶を⼊れて雑炊⾵にしたり、お味噌
で味つけたりして適度に塩分も取れて美味しくいただけたのは良かった。何しろ、⼝から⾷べないと体⼒
落ちてしまうので…。スープで抗酸化⼒を摂取できてるという安⼼感もあります。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

梅⼲しを１⽇１個⾷べています。梅エキスも、ティースプーンに少しだけ、なめています。



28回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 夫：⼤腸ガン⼿術後、問題なく過ごせている。
私：野菜スープを始めて２年半、全く⾵邪をひいていない。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤治療の最後の⽅で野菜スープを始めて、あきらかに副作⽤が軽減した。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⼈参、キャベツ、⽟ねぎ、エノキ、しめじ

現在の病状 夫の⼤腸ガンの経過観察中ですが、まだまだ不安に感じている。

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

良い機器だとは思う。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特になし。

闘病⽣活で役⽴ったこと こちらの野菜スープやネットでの情報。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



29回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 乳ガンの再、再発ですが
局所にとどまり  肺や肝臓、脳転移はしていません。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

 エンハーツの副作⽤は
 脱⽑、気持ち悪さ、便秘がち

くらいで 寝込む事はありません。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

ミニトマト  ブロッコリー  榎

現在の病状 乳ガン

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

パルシステム

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

 野菜をカットして冷凍しておくと
便利でスピーディーに出来上がり助かります。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 お腹いっぱいになり
ご飯を⾷べるのが苦痛

闘病⽣活で役⽴ったこと  毎⽇の陶板浴で常に体温が⾼い状態で
 寒がりが暑がりに

スクワットマジックを使い プチ筋トレ

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

時々 重曹や  クエン酸⽔



30回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

⾎液検査の結果がよくなりました。腫瘍マーカーも下がり続けています。腸の調⼦も毎⽇いいです。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

キノコ各種  こんぶ きくらげ クコの実 などなどその⽇の気分で変えてます。⿂介、鶏⾁などを⼊れて味
変しています。

現在の病状 がん闘病

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



31回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

特にありません。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

きゃべつ、にんじん、⽟ねぎ、ケール、しいたけ

現在の病状 ガン再発防⽌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



32回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

便の量が増えた。抗がん剤の副作⽤が少ないみたいです。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

野菜スープを飲んでいる間に抗がん剤が何回も変わったので何とも⾔えませんが少ないみたいです。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⼤根葉、ニンニク、しょうが、ミツバ、しいたけ、かぶの葉、

現在の病状 乳癌ｽﾃｰｼﾞ4

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

近くのスーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

とてもいいと思います

野菜スープに取り組まれて
困っていること

ありません

闘病⽣活で役⽴ったこと お腹が空いたときに、お菓⼦の変わりにスープを飲んでいる。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

クエン酸を飲んでいる。



33回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

体温が上がったのか、冷えが少し改善された気がします。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

舞茸等キノコ類です。

現在の病状 ガン闘病

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



34回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 病気は濾胞性リンパ腫で経過観察中。
キチンと揉み続けている時は⾮常に肌がしっとりして体調も良い。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

経過観察中で抗がん剤はしていない

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

キノコ、葉っぱ物（ホーレン草、⼩松菜、⼤根葉、⼈参葉、）ゴボウ、等

現在の病状 濾胞性リンパ腫（⼗⼆指腸）

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

キチンと続けていない事が情けないです。

闘病⽣活で役⽴ったこと 私は本も沢⼭読みましたが、スープの作り⽅は野菜の分量を計らず適当に作っていました。⽔はペットボ
トルから⼊れるので⼤体規定の分量でした。つい最近中断していて再開時にキチンと計ったところ今まで
は野菜を本の分量の2倍以上で作っている事に気がつきました。再開時からは本の分量で1週間続けまし
た。ところが前のような結果が得られませんでした。前は3⽇で効果を実感しました。とにかくカサカサ
の⼿のひらと肌がしっとりしていたのです。その為以前のように野菜の量を2倍（あるいはそれ以上か
も）して作り飲みました。すると、また、以前のように3⽇もしたら⼿や肌がしっとりしました。私は以
前にもお知らせしましたが⼿が綺麗になると⾔う事は内臓も綺麗になっていると⾃分流に解釈しています
から、今も野菜はとても多く⼊れて作っています。具は全部ミキサーにかけてポタージュ状態にして飲ん
でいます。私は⾝体や⽿の中がとても痒くなります。これが濾胞性リンパ腫のせいか、年齢的なものなの
かは分かりませんが、スープをキチンと飲み続けると⽿も⾝体も痒くなくなります。⼀昨年の内視鏡の結
果は少し良くなって（リンパ腫が少し減っていた）いましたが、その後は中断していたり、⾷べ物の制限
を辞めてしまいましたから残念ながら昨年はリンパ腫が増えていました。池⽥様の結果を⾒ながら、ライ
ンを⾒ながら継続する事の⼤切さを感じています。とても役に⽴ち有り難く感謝しています。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



35回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

今のところはあまり感じていません

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

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

現在の病状 ガン闘病 ガンの再発

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



36回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

転移はしているものの、それ以上悪化していない

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

髪の⽑が抜ける以外副作⽤は無い

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 モリンガ、ビール酵⺟
⼭芋、椎茸、エノキ、アスパラガス、ナス、ニンニク、⽣姜、カリフラワー、ブロッコリー

現在の病状 乳癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

簡単にスープを作れて良さそう

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 とにかく野菜が嫌いなので、スープをやって飲んでいる状態
野菜は⾷べてもらえず

闘病⽣活で役⽴ったこと 野菜嫌いなので、スープだけでも栄養素が摂れて良い

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



37回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

便通が改善されました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

 軽かったと思います。
8クールやりきりました。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⽟葱、⼈参、キャベツ、じゃがいも、カボチャ、セロリ、キノコ類

現在の病状 ⼤腸がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

便利だと思う

野菜スープに取り組まれて
困っていること

野菜が⾼い

闘病⽣活で役⽴ったこと ⾷習慣を変えることが出来ました。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



38回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

便秘がなおりました

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

はい。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⼤葉、椎茸、⼩松菜、トマト

現在の病状 ⼦宮頚がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

他のメーカー使⽤中、丸洗いできるものを開発して欲しい。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと こちらの配信。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



39回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

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

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

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

現在の病状 体に気になるところがあるため

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



40回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

便通 肌のつや

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 ブロッコリー
きのこ類 アスパラ イモ類

現在の病状 ⼩脳⾍部症候後遺症 更年期障害

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特にありません

闘病⽣活で役⽴ったこと 情報収集

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



41回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 便秘がなくなった。
ヘルペスがでなくなった。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

 抗がん剤の副作⽤が強くない。
⾷事がとれている

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

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

現在の病状 NET

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

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。

闘病⽣活で役⽴ったこと  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。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



42回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

今はあまり意識してない

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

今は休薬中

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

にんにく、味噌、わかめ、キャベツ、⽟ねぎ

現在の病状 ⼤腸癌ステージ4

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

わからないら

野菜スープに取り組まれて
困っていること

なし

闘病⽣活で役⽴ったこと 思い当たらない

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



43回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

便通がとても良い。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

きのこ類、ゴーヤ、⼤⾖

現在の病状 乳ガン

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



44回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 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。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

⽩⾎球や⾎⼩板が下がらなくなった。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えていま
すか?

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。

現在の病状 ⼤腸がんステージ4

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

ぜひ使ってみたいです。抗酸化⼒が上がるのを試してみたいが⾃分に作り続けられるか不安があるので購
⼊に踏み切れません。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

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。

闘病⽣活で役⽴ったこと 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。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



45回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

便通がよくなりました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

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

現在の病状 癌の再発

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

スープに⽜乳を加えるのは如何でしょうか？

闘病⽣活で役⽴ったこと 特になし

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



46回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

快便

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤治療の前から飲んでいるので軽くなったかはよくわからないが、聞く副作⽤より軽いと思う

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 基本プラス
⽣姜、⻘シソ、ケール、ブロッコリー、しめじ、舞茸、えのき、ビーツ、ニンニク

現在の病状 胆嚢がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

オーガニックショップの福岡のナチュ村 通販オイシックス

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

断然美味しい。鍋より楽

野菜スープに取り組まれて
困っていること

具を⾷べてくれないこと

闘病⽣活で役⽴ったこと  野菜スープ、漢⽅薬、⽔素の吸引、シリカ⽔
 

何でもいいので、何か効いて癌を克服して欲しい

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

何も



47回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

未だ良い報告は出来ません。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 ビーツ、セロリ、トマト、椎茸 、⻘葉、⼩松菜⼜はほうれん草
ある時は⼤根の葉、⼈参の葉

現在の病状 直腸ガン⼿術後 肺と腹膜に転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



48回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

主⼈のガンの、再発なく⾎液検査の結果が良い。私の便秘の解消と肌がきれいになった。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

主⼈は⽉に⼀度オプジーボ投与受けていますが、全く副作⽤がありません。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

きのこ、にんにく、しょうが、季節の⻘菜、モロヘイヤ、芋類

現在の病状 腎臓ガン

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

JA直売所

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

凄く便利で毎⽇活⽤している

野菜スープに取り組まれて
困っていること

野菜の組み合わせかた

闘病⽣活で役⽴ったこと 毎⽇適量の野菜がとれる。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

⾖腐類や、野菜中⼼の⾷事



49回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

⾵邪をひかなくなった。便通は良いし、野菜スープ機器で作ると美味しさがよくわかります。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

野菜スープ初めてから抗がん剤は⾏っていませんのでわかりません。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

基本の野菜にビーツ、ほうれん草、トマト、⾚ピーマン、⽣姜、にんにく、乾燥椎茸、⼤根の葉など

現在の病状 胸腺がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

⽣協

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

本当に使って良かったと思います。美味しいですし、時間と、⽔の量も教えていただき安⼼して作れます
し、簡単ですので教えていただき感謝です。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

ないです。

闘病⽣活で役⽴ったこと 今までの⽣活環境の⾒直し、⾷⽣活を⾒直し、今後の⽣活全般を⾒直す事ができました。健康である事が
⼤切であると改めて感じました。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

再度、和⽥医師の本を読み梅の中に抗酸化作⽤、抗菌作⽤、がん細胞の成⻑するための脂肪酸合成酵素の
働きを抑えると書いてあったのを思い出し梅エキスを飲んでいます。



50回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

お腹の調⼦は安定しています

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

2クール⽬から始めました。ひと通りの副作⽤が有りましたが、特にこれがひどい、という事はなかった
様に思います

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えていま
すか?

トマト、ゴーヤ、⼤葉、キノコ類

現在の病状 ⼤腸癌を原発として肝臓癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

スーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

簡単で助かっています

野菜スープに取り組まれて
困っていること

あえて⾔うなら、毎⽇作る事でしょうか

闘病⽣活で役⽴ったこと スープのおかげで排便が安定している事

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

有りません



51回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

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。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

今は抗がん剤治療していませんのでわかりません。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えていま
すか?

ブロッコリー、セロリ、⼤葉。

現在の病状 ⼤腸がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

欲しいと思いますが、今後⼿術が2回あり、⾦銭的に購⼊が難しく、しばらくは購⼊出来そうにないで
す。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

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。

闘病⽣活で役⽴ったこと 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。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



52回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 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。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤治療はしていません

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

キノコ類、昆布、⽣姜、ブロッコリー、⼤根、カブ他季節の野菜

現在の病状 前⽴腺癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 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？

闘病⽣活で役⽴ったこと  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。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



53回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

毎⽇の快便

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

野菜スープを飲んでいなかった時も副作⽤はない⽅だったので変わらない。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

セロリ、ブロッコリー、じゃがいも

現在の病状 ⼦宮内膜間室⾁腫

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

 毎⽇使⽤しています。
とても便利。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

なし

闘病⽣活で役⽴ったこと  約1年半前に⼦宮内膜間質⾁腫の再発(肺)＆⾻転移を機に野菜スープをはじめました。
 今⽉、念願の経過観察になりました。

 取り組んだことは、
 ・野菜スープ

 ・丸⼭ワクチン
 ・貴重な乳酸菌

 ・⼤⾼酵素
です。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



54回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

抗がん剤の副作⽤の⼀部(だるさ)が、楽になったような気がする

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

上記に同じ

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

ゴーヤ にんにく ⼩⾖を別に煮て冷凍ストックしたもの きのこをペースト状に煮て冷凍ストックした
もの

現在の病状 ⼤腸がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

スーパー 直売所

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

興味はある 毎⽇のものだから、作るのが楽になるのはうれしい

野菜スープに取り組まれて
困っていること

量が多くて、⾷欲が落ちているときは他のおかずが⾷べられない

闘病⽣活で役⽴ったこと わからない

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

特にしていない ⽅法がわからない



55回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

2年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

抗がん剤治療後からコレステロール値が上がり毎年上がり続けて５年。野菜スープを始めて1年半位から
コレステロール値が下がり始めました。これは野菜スープのおかげだと思っています。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤治療中はまだ野菜スープを飲んでいませんでした。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

キノコ類、いも類、トマト、季節の野菜、⽇によってニンニク、⽣姜

現在の病状 乳ガン

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

近所のスーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

使ってみようかな、と検討中です。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 作り置きしたスープを少量だけ温めなおすこと。
鍋で温めた⽅がいいのはわかっているのですが、⾯倒な時はレンジを使ってしまいます。

闘病⽣活で役⽴ったこと ⾝体を冷やさないために靴下の重ね履きや腹巻きをしていました。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

していない



56回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

⾜の浮腫がなくなりました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

マイタケを今は好んで⼊れています。

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと ウィッグ

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



57回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

実感がありません

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

カボチャ、ニンジン、⼤根

現在の病状 癌予防

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



58回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

肌の⾊が⽩くなった

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

しいたけ、えのき、舞茸、トマト、⼩松菜、ほうれん草、パプリカなど(冷蔵庫にある野菜を2,3種類)

現在の病状 がん闘病、がん再発、⾼⾎圧、他症状

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

今は特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと ⼊院中、⾷欲のない時にゼリー飲料などが役に⽴った。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



59回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

抗がん剤治療でエルプラット点滴後1週間ぐらいは倦怠感がありますが、⾷欲はありますし、便も毎⽇快
 便で、⼝内炎などの症状はありません。でも治療のクールが増える度に

末梢神経障害は増えてきました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

きのこ類、トマト、⽣姜

現在の病状 ⼤腸がん 再発防⽌ 術後抗がん剤治療

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



60回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 抗がん剤による副作⽤の軽減
便秘、睡眠に関してはきたいちゅうです。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⼤⾖、⼩⾖、ナス、トマト、切り⼲し⼤根、ゴーヤ、

現在の病状 ガン闘病、ガンの転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



61回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

2年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 術後、直ぐに始めたので変化は解りませんが、まいにちまずまずの体調で過ごしています。
漢⽅やサプリメントも沢⼭飲んでいるので何がどのくらい効いているか検証のしようがないながらも、野

 菜スープのお陰もあると感じています。
ありがとうございます。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤は断り、していません。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

キノコ類、こんぶ、わかめ、ブロッコリー、⼤根、ほうれん草など季節のやさい

現在の病状 卵巣ガン

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

近所のスーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

興味はあります。まだ購⼊はしていないです。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

ないです。

闘病⽣活で役⽴ったこと お灸、ウォーキング、仕事時間の短縮などさんけ

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

サンゴくん



62回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

体調が安定しています。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 きのこ、ゴーヤー、さつまいも、⼩松菜など
あとは旬の野菜を⼊れています

現在の病状 がんとうびょう

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

何の野菜を⾜そうか迷う

闘病⽣活で役⽴ったこと 重曹、湯たんぽ

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



63回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 最近⾷事制限をやめたが、⾷べたいと思うものが変わってきた。
 お⾁と麺類を⾷べたいと思うことがなくなった。

お酒を飲みたいと思う頻度が減ってきた。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤をしていた時は、軽減されていたと思う。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 ⼩松菜、根菜類と季節の野菜。
 今は全て無農薬野菜を使っています。

無農薬野菜にして、⽔と野菜の⽐率を変えたらとても美味しくなったように感じます。

現在の病状 平滑筋⾁腫

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

 電気圧⼒鍋を使っていて、スイッチを押して放っておける部分は同じなのであまり魅⼒を感じない。
逆に部品が多くて洗うのが⼤変そう。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 野菜スープを⾷事に取り⼊れてからもうすぐ1年になるが、増⼤と転移がある。
 ⽐べても仕⽅ないが、思うような効果が出ていないので焦ることがある。

体調は良いので、焦らずマイペースに続けます。

闘病⽣活で役⽴ったこと  ⼿軽に多種類の野菜を摂れること。
作りおき出来るので、料理の⼿間が減る。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



64回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

お通じが、スムーズになりました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

副作⽤のあまりない、抗がん剤になったので、そこは、あまり、わかりませんが、副作⽤があった時は、
顔⾊が、よくなった気がします。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

にんにく。⼤根。冷蔵庫のあまり野菜

現在の病状 外⽿道癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

購⼊を検討しています。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

今は、⼤きな鍋で、3⽇分くらいつくって、その都度、野菜をきっていますが、スープ機器は、⼀⽇分く
らいしか、⼀度につくれないとのことなので、まとめて、野菜を切ってストックしてもいいものか、、
切っておいておくことで、抗酸化作⽤が、落ちてしまわないか、、購⼊を、迷っています。毎⽇、たくさ
んの野菜をきるのが、少し⼿間なので、、ごめんなさい、困ってることでは、ないですね、、

闘病⽣活で役⽴ったこと 病気をして、回復された⽅のブログをみること。⾊々なことをされて、参考になりますし、何より、私
も、頑張ろうと、メンタル⾯にも、効いてると、思います。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



65回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

副作⽤で⾷べれないことも多いのですが、なぜかポタージュにした野菜スープだけは嫌がらずに⾷べてくれます。これ
で命を繋いでいると思っております(障害のある娘のため、闘病⽣活も困難なことが多く、時にはくじけそうになります
が、野菜スープだけはパクパク⾷べてくれるので、そんな姿を⾒るとまだ頑張れる?と思うのです)

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤が40回を越えてきたこともあって、かなり副作⽤が蓄積してるように感じますが、もしかしたらこれでも軽減
 されているのかもしれません。

脱⽑がかなりの頻度である抗がん剤にもかかわらず、ぬけてはいますが、⾒た⽬あまり変わらなく⾒えるのは、もしか
して野菜スープのおかげかも?と最近感じています。(障がいがある娘が受けているおり、訴えがないため周りで感じて
いることです)

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

むね⾁、⼤⾖、ナッツ、ゴマ、にんにくは必ず、他ブロッコリー、⼩松菜、⼤根、⻑芋、れんこん、⾥
芋、トマト、しそ、⽩菜、じゃがいも、ゴボウ、まいたけ、しいたけ、シメジ、えのきなど

現在の病状 ⼤腸がん、卵巣転移(切除)後、腹膜転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

抗酸化⼒が⾼いのはとっても魅⼒なんですが、いろんな野菜を⼊れたいのでちょっと1回に作れる量が少
ないのが残念です。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

いつか⾷べれなくなるときがくるのでは…とドキドキしています。

闘病⽣活で役⽴ったこと 抗がん作⽤や滋養が⾼い野菜をできるだけ使っています。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



66回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

特に感じません。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⼤葉、つるむらさきなど旬のもの

現在の病状 ガン闘病

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



67回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

今のところないです。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

だいこん

現在の病状 ⼦宮筋腫、動脈硬化

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



68回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

現在いったん下がった腫瘍マーカーが再度急上昇してしまっていますが、顔⾊も悪くなく、抗がん剤の副
作⽤もなく元気に過ごせています。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⼤根、エノキ、むき枝⾖、チンゲン菜、ほうれん草など、その時あるものを⾜してます。

現在の病状 肝内胆管癌原発、肝転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

薄味ですが、本⼈が飽きないように味付けしています。ダメかな？と⽇々迷ってます。

闘病⽣活で役⽴ったこと 糖尿病もありカロリー制限がある中、⾷欲はあるので、野菜スープで満⾜感が得られるようです。⾷べ過
ぎ防⽌になってると思います。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



69回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

ウォーキングや糖質OFFと組み合わせて、肌の調⼦が良くなったり、疲れにくく動けるようになったり、
 健康的に痩せたり出来ています。

体質改善できて病気前より体調良く過ごせている位です。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

始めたのが経過観察中なので分かりません

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 出来るだけ有機や無農薬のものを使うので、その時⼿に⼊るもの。
⼩松菜、ピーマン、じゃがいもが多いです

現在の病状 直腸がんで切除と⼀次的ストーマ⼿術を受けました。

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

現在はストーマ閉鎖し経過観察中です。

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

⼿間が省ける上に、味も良く、満⾜しております。抗酸化数値も⾼いとお聞きしているので安⼼して使⽤
しております。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特にありません

闘病⽣活で役⽴ったこと スープを始めたのが経過観察中でしたが、お腹の調⼦が本当に良くなりましたし、CT結果も今の所問題な
しです。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

あまり良く知りませんので、取り組んでいません



70回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

腸内環境がよくなった。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

先⽇再発転移が確認されてから1年８ヶ⽉後の診察がありましたが、今回も進⾏を抑えています。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

キノコ類、⽩菜、⼤根、⼩⾖、ニンニク、⼩松菜、ほうれん草等。

現在の病状 腎臓癌からの肺への多発転移

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

スープに⼊れる基本の野菜は、こだわりやという店で有機野菜を購⼊。それ以外はスーパーで購⼊。

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

まだ購⼊したばかりなのでまだ完全に把握してません。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

旅⾏に⾏った時に如何にして野菜スープを飲む事が出来るか…。

闘病⽣活で役⽴ったこと ⾷に対してより⼀層知識がついたこと。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

重曹うがい



71回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

特になし

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

はい。今は抗がん剤投与終了し、緩和ケア中です

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

季節物。

現在の病状 癌転移

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

今回、初めて注⽂しました。⽕で作ることの違いが楽しみです。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと 運動。⾷⽣活の⾒直し。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



72回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

便通が良くなった。肌の調⼦が安定してきた。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

キノコ類、セロリ、トマト、季節の野菜を加え7,8種類は使います

現在の病状 ⾎圧が⾼い傾向

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



73回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

抗がん剤治療を始めて2ヶ⽉間は副作⽤がきつく、苦しい思いをしていましたが、野菜スープに取り組み
始めてからは、驚く程副作⽤の⾟さが軽減され、抗がん剤治療をしながらも、元気に仕事も続けることが

 できました。
また、直腸がんによりストーマを創設、その後閉鎖し現在５か⽉⽬ですが、酷い排便障害もなく、便通も

 スムーズです。
野菜スープ以外にも腸活をしていますが、野菜スープとの相乗効果が得られているのではないかと実感し

 ています。
⽇々、体調が安定しており、疲労からの回復も早いように感じています。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 基本の野菜に旬の野菜２種類と⾖類をプラスしています。
ブロッコリー、パプリカ、椎茸類、ゴーヤ、ビーツ、トマト、ホーレンソウ、⼩松菜、ケール、ズッキー
ニ、⽩葱、⽩菜等

現在の病状 直腸がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



74回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

あまり変わらないように思います。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

⽗の抗がん剤の副作⽤は軽かったように感じます。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えていま
すか?

舞茸

現在の病状 アトピー性⽪膚炎

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

簡便でよいです。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特にないです。

闘病⽣活で役⽴ったこと 筋トレが⼤事だと思います。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



75回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

便通。腸が綺麗になる実感。そぬ

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

その⽇によって、ゴーヤ、ブロッコリーの茎、かぼちゃ、ズッキーニ、キャベツなど。

現在の病状 肺腺癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



76回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

お通じがいい事、腫瘍マーカーが下がった。ホルモン剤、分⼦標的薬服⽤中ですが、副作⽤全くなく、体
温も上がり、毎⽇元気に過ごせています。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

セロリ、ゴーヤ、きのこ類、季節の野菜等

現在の病状 癌闘病

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



77回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

毎⽇飲んでいた時は肌の調⼦がとてもよかったと思う。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

していたと思う。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 基本の野菜がよくわからないので、本を読んでみようと思います。
かぼちゃ、⼤根、⼈参、⽟ねぎ、キャベツ

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

個⼈店、NAKATA

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

安いなら、1万円くらいならすぐ買えるが、それ以上なら

野菜スープに取り組まれて
困っていること

味が上⼿く決まらないので、家族は飲みたがらない。

闘病⽣活で役⽴ったこと 医者が書いてる体験談の本やYouTube、野菜スープについての本や情報。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

いいえ



78回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 スマートになりました
 肌が綺麗になりました

⾵邪ひかな野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 じやがいも   たまねぎ  ⼈参
しいたけ だいず  葉類

現在の病状 糖尿病

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



79回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 顔や⼿のシミが薄くなってきた。
お通じがよくなった。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

セロリ、ブロッコリー、他冷蔵庫にある あまり野菜

現在の病状 上⾏結腸がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特に無し

闘病⽣活で役⽴ったこと 抗がん剤をしてた時、野菜スープのおかげか、特に強い副作⽤がなく、3クールで肝臓に転移していたガ
ンが⼩さくなっていて、⼿術で全部取る事ができた

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



80回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

2年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 便通と体臭等の匂いがなくなった。
 主⼈もオナラの匂いがなくなりました。

以前は、凄かったです。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤は、受けていません。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 舞茸等のキノコ。
佐伯は、⽩菜。⼩松菜。⼩芋。

現在の病状 乳がん再発、

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

近くのスーパー。

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

便通ですが、容量が少なく感じます。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

野菜のカット

闘病⽣活で役⽴ったこと 遠⾚外線サウナ

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

重曹の内服



81回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

抗がん剤治療後は便秘気味になるのですが、それ以外の時はものすごく気持ちよく排便がある

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

季節の野菜、きのこ、昆布、たまに⿃⼿⽻元

現在の病状 癌闘病

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



82回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

肌のキメ、便通

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

元々酷くないので変わらず

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⽣姜、にんにく

現在の病状 ⼤腸がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

スーパーマーケット

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

野菜を細かく砕くと⾷べ易い

野菜スープに取り組まれて
困っていること

仕⽅がないが作るのが⾯倒

闘病⽣活で役⽴ったこと 運動、私の場合はランニングを出来るだけ続ける

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

取り組んでいない



83回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

⼤腸がん、ステージ4.使える抗がん剤治療は終わり、今は無治療状態。どんな状態かしばらくCTもとって
ないけど、とりあえず3⾷⾷べ、⾝の回りのことはできている。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

⾷欲は落ちなかった。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⽣姜、⾦柑、すいかの⽪、⼤根、しいたけ、その時によってちがいます。

現在の病状 ⼤腸がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

機器はなくても⼤鍋で作っているので⼤丈夫かな。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

スープあとの⼤量の野菜の使い道

闘病⽣活で役⽴ったこと ⾼齢なので、毎⽇毎⾷、栄養バランスがとれた⾷事を⾷べるのは難しいが、スープがあるので、安⼼か
な。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



84回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 平⽇仕事や⼦供の⽤事で なかなか作る時間がなくて ⽇曜⽇だけ野菜スープを作り、飲んでます。
週⼀度しか飲んでないので それほど変化はないです。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 にんにく
 ⽟ねぎ

 キャベツ
 とまと

⼩松菜

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと 抗がん剤副作⽤が軽減したように感じます。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



85回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

野菜スープのおかげかどうかははっきりしませんが、抗がん剤2回終わって、副作⽤は軽いほうだと思い
ます。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

シソ、ニラ、ほうれん草、⼩松菜など、その時ある物で

現在の病状 ガン闘病

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



86回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

直腸癌と診断されて、ダ・ヴィンチ⼿術前1ヶ⽉から直ぐに、野菜スープ始めましたので、前後の違い
は、解りませんが、退院後、検診結果は⾮常に良く、数値も、正常値で健康時と、⼤差なく過ごしてま
す。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

⼿術後暫く、抗がん剤治療しましたが、ほぼ副作⽤なく過ごしました。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 ゴボウ、椎茸、⽣姜、レンコン
トマトホウレン草⽔菜等々

現在の病状 直腸癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

道の駅、地元スーパー等々

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

⾮常に素晴らしい機器と、思います。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

味に飽きる事

闘病⽣活で役⽴ったこと  地元の、温泉の、温熱薬⽯浴、
で、⼼⾝共にリラックスしてます。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

⽔素⽔、16種類以上のミネラルを、含んだミネラルウォーターを、ウォータークーラー で製造して⽣活⽔
全てを賄ってます。



87回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 ⼿⾜の痺れには効果はみられませんが
野菜を⾷べた⽇は便通が良く、お腹の張りがまったく感じません。嬉しいことです。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

 抗がん剤は⼀年前に終わりました。
今は経過観察中です。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 基本に季節の野菜、⼤根、春菊、さつまいも
ニンニク、しそ、⻘菜、じゃがいも、キノコ類

現在の病状 ⼤腸癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

スーパー、産直屋さん

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

 他の料理を作りながらついでに⼀⼈分なので
IHのコンロのタイマーを使いほったらかしでも出来上がるので購⼊は考えてません。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

旅⾏などに⾏くと野菜スープをとれないので、直ぐ便秘になってしまいます。

闘病⽣活で役⽴ったこと  抗がん剤治療中は⾷事が取れないと家族が⼼配して頑張って⾷べるようにしてましたが、
⾷べれない時は無理に⾷べなくとも⼤丈夫なんだとわかりました。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

ほうれん草、海藻とか⾷べてます。



88回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

お通じが良くなりました

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

ニンニク

現在の病状 ガン闘病

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 野菜の⽢みは感じられるのですが、味の変化がもう少しあればと思います。
味噌汁にしたり、鶏団⼦を⼊れたりしていますが、効果に変わりはないのかも⼼配です

闘病⽣活で役⽴ったこと メビウスウォーター、還元君、⽉のしずく

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



89回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

肺腺癌の夫に、以前3ヶ⽉ほど野菜スープを飲ませたのですが、野菜嫌いな夫がとても嫌がったので、諦
めてやめてしまいましたが、浅井しんやさんのYouTubeを拝⾒して、また始める事にして半⽉ほど経ちま
した。今のところ変化はありません。でもすごく嫌がって、毎⽇イヤイヤ飲んでいる様⼦です。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

基本の野菜4種とセロリ、パセリ、パプリカ、舞茸、エノキ、⼩松菜。

現在の病状 肺腺癌ステージ4

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



90回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 まだ、なにも変化がない為
少々ガックリ感が！出始めそうな状況てす

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 ⼤根、⼈参、⼭芋、⽟ねぎ
しめじ、えのき、にら、ニンニク

現在の病状 乳ガン

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 本当に安全な野菜を⾷べたいが、
 そうすると、コストが、⼤きくなるので、が⼀番困ること

ゆくゆくは⾃分で、野菜をつくるしかないですね。

闘病⽣活で役⽴ったこと ⾒聞を広めて考えるしかないのか、と思う

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



91回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

薄味に慣れた。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

茅乃舎のだし、きのこ類、⻑ねぎなど 時々は鱈や鶏⾁を⼊れて⽔炊き⾵に。

現在の病状 脳腫瘍 膠芽腫

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

台所に⽴つのが疲れてしまって、⾷事がご飯と野菜スープだけになってしまうことも多く、病気と関係な
い家族に申し訳ない。(この疲れは抗がん剤の影響によるもの)

闘病⽣活で役⽴ったこと ペットとのふれあい

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



92回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

悪い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

花粉症が軽減した

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

分からない

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

ブロッコリー、モヤシ、キノコ、季節の野菜

現在の病状 ⼤腸癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特に無い

闘病⽣活で役⽴ったこと 毎⽇散歩をすると気分が上向く

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



93回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

お通じが良くなった

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⼤根、⼩松菜、きのこ類、ほうれん草もあれば⼊れてます。

現在の病状 肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

無農薬で作りたいけれどなかなか無農薬野菜が⼿に⼊らないのと、あっても⾼いです。

闘病⽣活で役⽴ったこと ⾊んな⽅の情報を得る事ができる。同じ境遇にいると⼼強い

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



94回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

現在は体調の波があり、あまり体調が良くないのですが、当時スープを⾷べ始め２週間くらい経った時
に、すごく気持ちがホッとし体が喜んでいるのを感じました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

昨年の5⽉に⼿術をし術後の抗がん剤を半年しました。抗がん剤を始めて少しで嘔吐と下痢で⼤変でした
が、その後スープと⿊ニンニクを⾷べ始め改善されていきました。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 かぶやかぶの葉、インゲン、ビーツ、だし昆布。
野菜の具材を⼊れる前に⽟ねぎの⽪やブロッコリーの茎や茹で汁、カボチャの種、⼈参の頭、だし昆布で

 スープを作ります。
 ざるで漉したこのスープに基本の野菜や他の野菜を⼊れ出汁をとった昆布をハサミで切って⼊れます。

 ミネラル塩を少し⼊れます。
私はトマトの⽔煮、カレーパウダー、味噌を少し、でその時々で飽きないように味を変えています。

現在の病状 膵癌 現在は3ヶ⽉ごとの経過観察中です。

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

 どの様な物か以前拝⾒したかもしれませんが覚えていません。
抗がん剤治療中に作るのは⼤変なので⼿軽にできる物でしたら喜ばれると思います。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 私はベジブロススープを作ってからの野菜スープで4〜5⽇分作るので結構時間がかかります。
野菜スープだけは⾃分で作りたいので体調が悪い時は⼤変ですが野菜スープが⼤切なのはわかっているの
で、必ず⾷べない⽇がないようにきらさず作っています。

闘病⽣活で役⽴ったこと 昨年の術後の抗がん剤投薬後少しした9⽉頃から野菜スープ、⿊ニンニク、無農薬の梅⾁エキスでだいぶ
 体調が良くなりました。⽔素⽔は何年か前から飲んでおりました。

現在、経過観察では再発は⾔われてないのですが、癌の動きをすごい感じるので5⽉の終わりから⽔溶性
珪素を飲み始めました。珪素でかなり改善されましたが、また少しおかしくなってきています。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



95回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

お通じが良くなった。⾎⾊が良くなった。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤が始まる前から野菜スープをのんでるので軽減の差は判らないが、副作⽤の⾟い期間が短い気が
します。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

セロリ、⼤根、⽣姜、トマト、⽩菜、ピーマン、マイタケ

現在の病状 膀胱癌 連れ合いが乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと 情報を知るためのyoutubeがあること

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



96回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

抗がん剤治療ていたのでわからないが便通が良くなった気がする。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

夏場はズッキーニ、秋になってからキノコが増えました。ジャガイモやサツマイモもよく⼊れています。

現在の病状 乳がん再発

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

今のところない

闘病⽣活で役⽴ったこと ⽔素⽔

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



97回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

夫が野菜スープを飲み始めて約4ヶ⽉になります。抗がん剤の為にかなり少なくなってしまった髪が、⿊
 くふさふさになり、元通りに戻りました。

⼜、便秘も解消しました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 ⿊⾖、しそ、にんにくは必ず加えます。
それ以外に、レタス、春菊、ほうれん草、⼩松菜、ケール、ごぼう、れんこん、かぶ、セロリ、ブロッコ

 リーをなるべく⽣活クラブで購⼊して加えています。
現在の病状 膀胱癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 基本の野菜以外に⼊れる野菜の組合せは、なんでもいいのか？わからない。
⼀緒に⼊れると、効果がマイナスになってしまう野菜があるのかどうかです。

闘病⽣活で役⽴ったこと  夫の闘病⽣活を⽀えてる⽴場からですが、
同じ膀胱癌から膀胱全摘した⼈のアメバブログを読み、情報を仕⼊れた事です。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



98回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

今のところ変化は感じられない。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 基本の野菜にその時ある野菜をいれています。セロリやさつまいもなど。
有機野菜を、宅配で購⼊しているので、送られてくる野菜を⼊れています。

現在の病状 癌の闘病

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

喜んで⾷べるほどおいしいとは思わない。おいしいと思う時もあるが、⾷べないといけないからと、無理
 ⽮理⾷べている時もある。こってりしたものも⾷べたい時もあるので。

みなさん、おいしいとおいしいと⾷べられているような感想が多いので、私は喜んで⾷べるようではない
ので、落ち込むというか、羨ましく思う時があります。

闘病⽣活で役⽴ったこと マヌカハニー

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



99回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 肌がツルツルになった。
抗がん剤をしていても⾷欲が落ちない。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

パプリカ、トマト、しめじ、舞茸、にんにく、⼩松菜

現在の病状 ガンの再発

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

野菜が⾼い

闘病⽣活で役⽴ったこと にんにく

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



100回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 ガンマーgtpが1ヶ⽉で正常化した。 
 

 お酒減らしてもなかなかおちなかってのが、⼀気にへりました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

あまりじっかんしてません。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⽣姜、ニンニク、セロリ、舞茸、トマトなど

現在の病状 肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

今まで通りでつくっていきたい。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

ありません

闘病⽣活で役⽴ったこと 胃がすっきりする。脂っこいものがたべたくなくなった。お酒ものみたくなくなった。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



101回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

野菜スープ以外にもいろいろやっているので、野菜スープだけの効果は分かりませんが、⾝体は⾮常に軽
くなり元気になりました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

上と同じですが、軽減したと思います。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 ほうれん草、⼩松菜、しそ、⾥芋、ねぎ
その他季節の野菜

現在の病状 悪性リンパ腫

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

値段との折り合いだが、興味はあります、

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特にありません。

闘病⽣活で役⽴ったこと  ウォーキング、鍼、整体
陶板浴、お⾵呂、⾜湯

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



102回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

肌がツルツルに。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 ⽟ねぎ
 キャベツ
 かぼちゃ

ニンジン

現在の病状 ⼤腸がん肝転移

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

なし

闘病⽣活で役⽴ったこと スープのおかげで、抗がん剤の副作⽤も軽く、疲れにくくなったし、⼀年以上治療はしてないけど、体調
に問題なく元気に過ごせています。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



103回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

変化なし 今のところ

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

 ⾼⾎圧 糖尿 の薬を飲んでおります。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

キャベツ、にんじん、たまねぎ

現在の病状 ⾼⾎圧、糖尿病です。

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

スウパ-マ-ケツト、野菜農家の

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

野菜農家のかたから。 スウパアマ-ケツト 地元の農家さんがス-パ-マ-ケツトに品物を納品されており
ます。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

家のものがあまりすきでないのが悩み

闘病⽣活で役⽴ったこと ありません

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

してません



104回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 排便がよい
 

副作⽤が軽減した
野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

はい

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 ⼩松菜  トマト  ブロッコリー
えのき  その時家にある野菜

現在の病状 肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

わからない

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 保存⽅法
 

そのままにしてしまう

闘病⽣活で役⽴ったこと いろんな⼈の経験談

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



105回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 降圧剤を中⽌しました。肌がきれいになったような気がします。
前⽴腺ガンの夫は朝スープを飲まないと元気が出ないと⾔ってます

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

ガン患者となり⼀年余ですが、現在ホルモン治療のみで抗がん剤は服⽤していません。発覚当時は２８リ
ンパ節転移があったものの数値は5前後で安定しています。リンパ節の腫瘍も縮⼩しました。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

トマト、⽟葱、⼈参、カボチャ、キャベツ、蒸し⼤⾖

現在の病状 前⽴腺ガン

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

ポタージュ状にして飲んでいるので、特段の必要性を感じません。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

無農薬野菜を⼿に⼊れるのが難しいし、⾼価です

闘病⽣活で役⽴ったこと とにかく朝調⼦が出なくても野菜スープを飲むと元気になるそうで、こんな嬉しいことはありません。野
菜スープが万能でないのは明⽩ですが、今のところ数値安定はスープのおかげだと⾔っています

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



106回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

まだありません

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

セロリ、オクラ

現在の病状 ガン闘病

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 味付け。
 主⼈の病気をきっかけに夫婦で飲み始めむした。

私は素材の味で充分美味しいのですが、主⼈には物⾜りないようです。

闘病⽣活で役⽴ったこと 今のところありません。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



107回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

今から

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 予防的なので、あまりやってませんが、LINEはすごく参考になります。
継続的に始めたいとはおもいます。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

該当しません

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

旬の野菜、椎茸もどし汁など

現在の病状 ネフローゼ、⾼⾎圧

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

有機野菜のお店、

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

習慣化したら、購⼊したいとはおもいます。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

薄味すぎることでしょうか。

闘病⽣活で役⽴ったこと 該当ありません

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

最近、重曹で⻭磨きしています



108回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

今から

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

これから

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

これから

現在の病状 なし

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

レシピが分からない

闘病⽣活で役⽴ったこと 無し

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



109回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 いろいろな種類の野菜を多く⾷べる事で、副作⽤による乾燥や⽪膚炎が治まってきました。
胃痛などもありましたが、前よりマシになってきたように感じます。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

セロリ、⽣姜、きのこ類と、野菜室にある余り野菜など⼊れてます。

現在の病状 乳ガン（肝転移、⾻転移あり）

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 野菜の旨味がありますが、３⾷だと飽きそうになりました。
ただ塩やカレー粉など、その時々の体調で味を変えて続けてます。

闘病⽣活で役⽴ったこと  治療で⾝体が冷えやすい事が多いので、毎⽇寝る時はシルクの腹巻きとレッグウォーマーをつけてます。
かなり暖かく、冷え性改善になりました。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



110回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

抗がん剤も減らしたので、どちらが作⽤したか分かりませんが、お通じが安定してきました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

⼿の痺れがひどくなり、痺れの出る抗がん剤を無くしたので、どちらとも⾔えませんが、副作⽤は、減っ
た感じがします。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 その時に家にある野菜
 ブロッコリーの茎

 トマト
 ⽣姜(あまり⼊れると主張強し)

⼩松菜等

現在の病状 直腸がんからの転移で肺、肝臓がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

置くところが無いので、良いとは、思うが購⼊には、⾄らない。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

以前は、野菜まで⾷べるようにしてました。でもその⽇の気分でスープのみにしたら、とても気が楽にな
り継続出来ると思いました。

闘病⽣活で役⽴ったこと 先にスープを飲むので、暴飲暴⾷に⼀役かっているとおもわれます。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



111回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

⾎液検査の数値のほとんどが正常値範囲内になった

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

⼿⾜のしびれ等はまだまだ改善されていないが⼼配していた⾷欲の減退や吐き気等はほとんどなくおいし
く⾷事ができてるのがありがたい。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

今⽇は⽟ねぎ・⼈参・キャベツ・⽩菜・ゴーヤ・セロリ・ジャガイモ・ピーマン・⼤根・舞茸

現在の病状 ⼤腸がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

普通にスーパーで

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

必要を感じない

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特にない。毎朝作ってかかさず⾷べてる。

闘病⽣活で役⽴ったこと 質問の意味が分からない。役に⽴ったとは闘病⽣活で野菜スープがとの意味かな？治療の効果をあげるの
に寄与してると思う

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

特にない



112回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

抗がん剤が２年近くずっと同じフォルフィリノックスを継続できています。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

⼿⾜の痺れが主です。⾷欲はなくなりますが、下痢便秘などはあまりありません。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

冬⽠、キノコ、じゃがいも、もずく、他季節の野菜など

現在の病状 膵癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

できるだけシンプルに続けたいので、鍋で作りたいです。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

抗がん剤治療中3⽇ほどは、味覚異常があり、⾷欲も無くなるので野菜スープを⾷べる気が失せます。

闘病⽣活で役⽴ったこと 野菜スープのおかげで無理なく野菜をたくさん摂ることができています。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



113回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

便秘でクスリを飲まないと出なかったのが、３⽇に1回くらい出るようになった。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

キノコ、ブロッコリー、ナス、しょうが、ニンニク

現在の病状 ⺟の⾼⾎圧。あとは免疫上げる⽬的

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

味が飽きる...

闘病⽣活で役⽴ったこと なし

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



114回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

アトピー性⽪膚炎なので顔の肌がきれいになった。まだ⾸の辺りは酷いが以前に⽐べると楽になった。便
通が良くなった。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

がんではないがスープを飲み始めて好転反応が酷かった。3が⽉経ちだいぶ軽減した。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えていま
すか?

4種類のみ

現在の病状 アトピー性⽪膚炎、潰瘍性⼤腸炎

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

好転反応が酷いのでまたそれがあるのか⼼配

闘病⽣活で役⽴ったこと いろいろなこてをしてきたが腸をきれいにすることが⼀番だと思います。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



115回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 お通じがとても良い。
肌が綺麗になった気がする。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

出来上がったスープに、ゴマ油とニンニクで炒めたほうれん草を加えてます。

現在の病状 卵管がん及び再発

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと 野菜スープのおかげで⾷欲がなくても栄養や⽔分がとれている。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



116回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

今から

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

まだ結果期待できるほど⽇にちが経っていません

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⽣姜とかきのことかパプリカ

現在の病状 糖尿病予備軍

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 毎⾷⾷べるのが良いのか、現状は⼀⽇2⾷です
野菜スープに味噌を⼊れて⾷べてもオッケーですか?

闘病⽣活で役⽴ったこと なかなか結果が伴っていません。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



117回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

野菜を取る量が多くなった。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

すり⽣姜、トマト

現在の病状 胃がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特にありません。

闘病⽣活で役⽴ったこと 野菜スープを取り⼊れていることで⾃分の体によいことをしているという満⾜感が得られている。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



118回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 抗癌剤治療を始めた頃に野菜スープを飲み始めたのですが、⽩⾎球の減少は全く有りません。
今のところですが‥

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 とにかく沢⼭の野菜を⼊れています。
 12種類は毎回つかっています。

緑⻩⾊野菜はとにかくたっぷりです。

現在の病状 直腸癌、肺に転移。甲状腺癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 飽きて来ました。
家族の⽅が喜んで飲んでいます。

闘病⽣活で役⽴ったこと 最強の野菜スープの本3冊

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



119回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

飲まないと、体調に現れます。不思議なもので、⾝体が美味しく受け⼊れてくれています。以前から、⾵
邪などで熱が出ると、ポカリスエット、くず湯, ⽣姜湯、アクエリアスだけは、⾝体が受け付けていまし
たが、胃の調⼦が悪くても、野菜スープは飲めます。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

該当なし

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

この季節,葉物を多く⼊れています。後、スープではありませんが、ミカン、りんご、バナナなど、誰でも
どこでも購⼊出来るフルーツを、積極的に、多めに⾷べています。

現在の病状 ⾷道ヘルニア、⾮びらん性⾷道炎、萎縮性胃炎です。

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

スーパー、個⼈の野菜屋さん

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

購⼊しました。味がまろやかに感じます。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

今頑張っています。

闘病⽣活で役⽴ったこと 最近では、朝起きると、野菜スープを飲んで、体調を整えて、頑張ろうと思う様になっています。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

お話を聞かせて頂き、⼼にはとめています。



120回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

乳ガン治療でホルモン療法が効かなくなり6⽉からＥＣ療法がスタートしましたが、副作⽤が思っていた
よりも軽く済んだけと、もしかして野菜スープのおかげかな、と思っています。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

上記に記⼊してしまいました

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⼤葉、パセリ、⼤根、トマト、⽣姜

現在の病状 乳ガン⾻転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

近所のスーパーです

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

とても興味があります。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

現在は鍋で作っていますが、時間がかかりとても⾯倒くさいです。そして作り⽅が下⼿なせいか、美味し
 くなく感じて最近では

 味噌を⾜して味噌汁にして飲んでいます。
 美味しく⽑を感じないから飲むのが苦痛…

そのように感じてしまうのが最近の悩みです。

闘病⽣活で役⽴ったこと 確か、前々回のアンケートで、⾷事療法について質問をさせていただき、丁寧なご回答をいただきまし
 た。⾷事は⼤切だということ、⼤変参考になりました。

ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

野菜スープ以外は特にしておりません



121回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

治療を続けている安⼼感

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

無いけど元気に過ごせています

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 無印良品のぬか漬けの抜いた⽔
 味が野菜と相性が良くて

⽣きた乳酸菌が取れるので

現在の病状 乳ガン

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 作るのが⾯倒ですが
キッチンカッターでハードルが下がりました

闘病⽣活で役⽴ったこと  抗がん剤で⾷欲が戻った時に飲んでます
便秘とか免疫⼒向上に役⽴つといいなと思ってます

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



122回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

お通じがよくなったような気がします。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

特に変わらない。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⽣姜、えのき、しめじ 等々

現在の病状 肺ガン

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

スーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

残念ながら価格が⾼く購⼊できない。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 あまり美味しくない。
味が⼀律になり飽きる。

闘病⽣活で役⽴ったこと いろいろな成功体験を読むと励まされる。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

とりくんでいない



123回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

今までの⾷事よりも少ない塩分で満⾜できるようになった

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤治療中は飲んでいませんでした

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

ほうれん草、⼤根の葉（ある時のみ）

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

ほしいと思うが他の圧⼒調理器具で代⽤している

野菜スープに取り組まれて
困っていること

味にあきてきた

闘病⽣活で役⽴ったこと ガンへの効果はわからないが、便通、味覚は良くなった

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



124回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

それまで、ニンジンジュースをしていて、12⽉から野菜スープに切り替えたのて、まだ、効果がわからな
い状態です。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

まだ、はっきりわかりません。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⼩松菜、ジャガイモ、⼤根

現在の病状 ⼦宮体癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特にありません。

闘病⽣活で役⽴ったこと 2⽇分など、ストックできるのが続けやすいと思います。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



125回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

便秘だったのですが 週4くらいで出るようになりました

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

私は抗がん剤終わってから飲み始めました

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えていま
すか?

冷凍スープを取り寄せているのですが味噌を加えて飲んでます

現在の病状 中咽頭癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

使っていません

野菜スープに取り組まれて
困っていること

ないです

闘病⽣活で役⽴ったこと 闘病後に知って飲み始めたので 今は再発と転移予防に飲んでます

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



126回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

肌の艶がよくなった

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

なし

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 ⼩松菜 キャベツ ⽟ねぎ
⽩菜 ⼤根 ⼈参

現在の病状 甲状腺機能低下

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

⼿軽に作れて良い

野菜スープに取り組まれて
困っていること

繊維質が多すぎるのか、便秘気味になった

闘病⽣活で役⽴ったこと 特になし

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



127回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

元々、快便の⽅でしたが、宿便が毎⽇出る様になった事です。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

その点についての効果は、あまりよくわからないです。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

パセリやセロリ⼩松菜等。⾷べませんが⽟ねぎの外の⽪の部分を袋に⼊れて⼀緒に煮込んでいます。また
野菜の捨てる部分等も袋に⼊れて煮込んでいます。

現在の病状 悪性リンパ腫

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

良いと思いますが、⾃分には今のままで充分な効果が出ているので必要はないと思っています。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特にありません

闘病⽣活で役⽴ったこと 特にわからないです。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



128回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

特にかわらず

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

 不明だが
ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ内服、放射線治療開始と同時に野菜スープを飲み始め副作⽤を感じないので効果あり？？

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⽟ねぎ、⼈参、かぼちゃ、トマト、⼲したキノコ、昆布、煮⼲し

現在の病状 乳癌、夫の⾼⾎圧

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

今のところ必要ない

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと 多種の野菜を摂取出来ることで安⼼感がある

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



129回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

便通がよくなりました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤はしていません。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

その時旬なものを適当に⼊れています。

現在の病状 胃腸不良。

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

 興味はありますが、
今の作り⽅でも特に不⾃由は感じていないです。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

 毎回⼀度にたくさん作るので
⼤変です。

闘病⽣活で役⽴ったこと ⼈とのつながり。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



130回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

今の所特になし

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

まだ抗がん剤を使っていないこともあり特になし

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

葉もの野菜。ニラ、ほうれん草、⼩松菜など。

現在の病状 肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

普通の鍋では駄⽬なのか、まだよくわからない

野菜スープに取り組まれて
困っていること

基本の野菜は無農薬でなくても良いのか、時々迷います

闘病⽣活で役⽴ったこと 今のところは特にないです

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



131回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

 便通の良さ
体重減

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤は使⽤していません

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 えのきだけ
 ⼤⾖

ニンニク現在の病状 ⽩板症

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

スーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

普通の鍋と構造的にどこか違うのかまた，お⼿⼊れ(洗い)楽なのかが知りたい

野菜スープに取り組まれて
困っていること

ありません

闘病⽣活で役⽴ったこと  野菜スープの安⼼感があるので
変な不安な気持ちにならずに⽇々を過ごせています

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

いいえ



132回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

体が軽い感覚。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

乳がんのためホルモンの薬を服⽤している。薬の服⽤とスープの取り組みを同時に始めたので⽐較は難し
いが、今のところ⼤きな副作⽤は出ていないので、スープの効果はあると感じている。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⼩松菜、ほうれん草、しそ、トマト、⼤根、⾖類、ネギなど

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

興味はあるが⾼いので鍋で調理している

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと 再発予防のために野菜スープとウォーキングをしています。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



133回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

特になし

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

特に変化なし

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

⼩松菜、しめじ、トマト

現在の病状 線扁平上⽪がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

よくわからない

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと 規則正しい⾷事になった

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

【未回答】



134回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

抗がん剤治療後⾷欲が落ちないのは、野菜スープのお陰ではと思っている。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

 吐き気に関しては軽減されている。
⼿⾜の痺れは改善していない。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

舞茸、はなびらたけ、⽜蒡、セロリ、⼩松菜、ブロッコリー、⼤根など

現在の病状 胃がんステージⅣ

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

JAやスーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

 便利。
ポタージュスープも美味しい。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

抗酸化作⽤を考えると電⼦レンジで温める事ができないのが不便に感じる。

闘病⽣活で役⽴ったこと 朝昼晩、野菜ジュースを飲んでいたが、胃を全摘しているため飲むのが⾟く、野菜スープに取り組むよう
 になってからは、ご飯の汁物として具を⾷べながらいただいている。

 主に味噌かワカメスープで味付けをしている。
野菜スープに取り組む前よりは⾷が進むようになったと思う。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

特になし



135回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

⾵邪をひかない。疲れを前ほど感じなくなった。腫瘍マーカーが正常値キープしてる。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

私は経⼝タイプの抗がん剤を毎⽇摂取してて副作⽤もかなり⾊々あるのですが、ほぼ私にはないです

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

ブロッコリー、きのこ類、⽟ねぎの⽪の粉、⽩菜

現在の病状 乳がん ステージ4 胸膜転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

サンヨネスーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

鍋でやってた時は⼤変でしたが楽になったことと、スープの⽢さが全然違っててびっくりしました。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

なにもないです

闘病⽣活で役⽴ったこと 体温を上げることをしてたのですが、野菜ジュースだと冷えるけどスープは温めてくれるのでとても良
かったです

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

レモンとジンジャードリンク



136回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

毎朝の便通がスムーズになりました。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

スープ開始2ヶ⽉弱で抗がん剤２クール⽬を迎えましたが、1クール⽬よりキツイと聞いていた副作⽤は軽
く感じました。1週⽬に便秘薬、２週⽬に抗⽣剤と共に下痢⽌め剤が処⽅されますが、便秘薬を最初の３
⽇間飲んだだけで後は必要ありませんでした。１クール⽬で脱⽑があったものの残り、２クール⽬で全て
抜けると聞いていましたが、少しずつ脱けながらも前髪はあるのでウィッグまでは必要なく帽⼦で過ごせ
ています。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

芋類,きのこ類,⼩松菜を加えています。

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

スーパーや地元の野菜館で購⼊したしています。

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

鍋で作っていますが、⼀度味の違いを⽐較してみたいと思うのと、抗酸化作⽤が違うとの事で、購⼊を検
討しているところです。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

味の変化が無いと思いかけていましたが、ミニトマトを⼊れてみたら酸味がありいつもより美味しく感じ
ました。

闘病⽣活で役⽴ったこと 副作⽤で料理が簡易になり野菜が摂りにくい時でも、スープのおかげで野菜不⾜を感じることなく安⼼で
きます。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

現在は取組んでいません。



137回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

まだなし

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤はしてません

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

トマト、ブロッコリー、しめじ、しいたけ

現在の病状 ⼤腸ガン

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

普通

野菜スープに取り組まれて
困っていること

なし

闘病⽣活で役⽴ったこと 特になし

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

なし



138回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

今のところこれと⾔ってないです。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

⽇々の健康のために続けています。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

 絶対⼊れるのは、ゴボウ、⼤⾖。
毎回10種類は⼊れてます。味付けは塩麹のみ。不思議と飽きなくて、毎朝美味しく頂いてます。

現在の病状 腰痛

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

⾃家製、コープ

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

使ったことがありません。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

ありません。

闘病⽣活で役⽴ったこと なし

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

なし



139回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

まだ特になし。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

まだ不明。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えていま
すか?

今のところ加えてはいない。

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

⼀般の⼋百屋さん。

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

良さそうだが、経済的に購⼊は難しいです。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

野菜を全部⾷べる事ができず、最近はスープのみを飲むようになり、効果があるのかどうか知りたいで
 す。これがモチベーションの低下に少し繋がりつつあります。

 

スープだくでも良いのかどうかを教えてください。

闘病⽣活で役⽴ったこと 歩くこと。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

まだ何もない。



140回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

2年以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

よくわからな

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗癌材は服⽤していない。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

ゆず茶で味付け。

現在の病状 甲状腺乳頭がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

⾃家野菜

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

わからない

野菜スープに取り組まれて
困っていること

効果が解らない。

闘病⽣活で役⽴ったこと 運動で筋⾁強化

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

なし



141回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

体が喜ぶ感じがします。温かくいただけて体を温められて嬉しく感じます。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

コロナ注射の副作⽤もなく感謝でした

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

春菊や⼩松菜などの茎などです。

現在の病状 その他の症状の意味は乳がんからの転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

すべて無農薬にはいかないが。置いて有る店、⾷材で。

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

ありがたい存在です。会員登録はしてますが、情報サイト参加できてるのかは、よくわからないです。

野菜スープに取り組まれて
困っていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと 皆さんの経験談

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

野菜摂取



142回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

今から

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

mdsですが少し体が楽だとおもいます。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

軽い抗がん剤というのもありますが、余り感じません。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

キャベツ、カボチャ、⼈参、たまねぎ

現在の病状 mds⾻髄の病気なのでスープはききませんか？

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

じたく

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

使っておりませんm

野菜スープに取り組まれて
困っていること

なし

闘病⽣活で役⽴ったこと わかりません

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

いいえ



143回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

便通が良くなった

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

今飲んでる抗がん剤はほとんどの⼈に下痢がでると⾔われてますが、私はほぼ下痢なく過ごせています

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

かぶや⼤根、それらの葉っぱ、舞茸など

現在の病状 乳ガン

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

スーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう
思われますか

⼀度に作れる量が少ない

野菜スープに取り組まれて
困っていること

味に飽きる

闘病⽣活で役⽴ったこと  ⽶ぬか酵素⾵呂
 ⽔素吸⼊

⽔素⾵呂

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

アルカリ⽔や重曹など飲んでます



144回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

⽩⾎球の数値が上がり抗がん剤が打てたこと。

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

 最初から野菜スープを実践しているせいか、指先のしびれと髪が抜けたことだけで
今のところ吐き気や体調不良で寝込むことがないので、副作⽤が他の⽅より少なくすんでるようです。先
⽣からもそう⾔われる。

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えていま
すか?

レタス、スープラウト、こまつな、春菊、⼤葉、カボチャ、ニンジン、⽟ねぎ、キャベツ、ほうれん草で
すセロリ。
上記をいれてます。ポタージュにしてます。

現在の病状 膵臓癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

イオン(スーパー)

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

 とっても便利です！
 それに飲みやすいです。匂いや味がきにならず続けられます！

 野菜を切って冷凍保存し、毎⽇作りたてを飲んでます。
とにかく、短時間で作れるので⼿放せないです！

野菜スープに取り組まれて
困っていること

今のところ無いです。

闘病⽣活で役⽴ったこと  眠れない⽇が続き、マッサージを毎⽇したところ、ちゃんと眠れるようになった。
温かい飲み物を飲むようにし冷たい飲み物をやめたら、体の冷えが落ち着き体調も良い。

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

抗酸化の⾷材、⾷事を⼼がけている



145回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉に
なりますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の
体調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に
変わったことは?

体が軽くなった気がします

野菜スープで抗がん剤などの
副作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤治療はしていないです

野菜スープはスープだけを飲
まれていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えていま
すか?

冷蔵庫にあるものなんでも

現在の病状 右披裂喉頭ひだ腫瘤（喉頭結節）⽣検で悪性は認められませんでした 現在 診察終了しています 放置
状態です

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組ま
れていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されてい
ますか？

⽣活クラブ 近くの無添加ショップ

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう
思われますか

気になるが購⼊には⾄っていない

野菜スープに取り組まれて
困っていること

⾃分の作り⽅で抗酸化⼒があるのかどうかわからない

闘病⽣活で役⽴ったこと 闘病はしていないです 予防のために取り組んでいます

弱アルカリ体質に対して何か
取り組まれていますか？

重曹



146回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

発覚、⼿術、退院後から始めているので、変化はわかりませんが、体調はよく、おかげさまで転移
もなく過ごせています。
スープだけでも試してみましたが、
具も⾷べた⽅が、お通じがいいような気がするので、作った後、スムージーにしていただいていま
す。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

同じく、抗がん剤をスタートする前に⾷べていたので、ここはわかりません。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 トマト しょうが 芋 菊芋 チンゲンサイ
しいたけ

現在の病状 ⼤腸がん 転移性肝がん

抗がん剤治療をされています
か?

【未回答】

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

 興味はあります。
財布事情と相談中です。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

 作るのに時間がかかる。
 野菜を細かくした⽅が美味しいので

余計に⼿間がかかっています。

闘病⽣活で役⽴ったこと  リンパ球をあげる。
 ⼤丈夫だと信じきる！

 ⾃分がやりたい事を楽しんで、やりたくない事はやらない！
頑張らない事を頑張る！

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



147回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

今から

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

改めて良さを確認したいと思っているところです

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

上記と同じ

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

家にあるもの

現在の病状 ⾝体の基本つくり

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

あれば欲しいという感じです

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

 つい⾯倒と思ってしまうこと
味に飽きやすいこと

闘病⽣活で役⽴ったこと 健康なので⾃らの体験談はありませんが、参考にしたいことはあります

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

時々重曹



148回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

乳がんで複数箇所にシコリがあります。標準治療は受けていません。
（2017年末にステージ3B相当と診断）
最初にできたシコリは⽪膚を突き破っています。
昨年まで痛みや浸潤液とその臭いに悩まされ、数ヶ⽉おきにシコリからの⼤量出⾎もありました。
シコリ達も成⻑を続けていました。今年は痛みと⼤量出⾎がほぼなくて、浸潤液も減り臭いも気に
ならない程度です。最初のシコリのボリュームが明らかに減り、直近で出来た左脇のシコリが６⽉
頃に消えていました。そして、シコリ達への恐怖や不安も減って穏やかに過ごせる時間が増えまし
た。野菜スープは何も特別なことは必要ないし、冷蔵庫の整理にもなるし、必要以上にお⾦をかけ
なくて良いし、いろいろな⾯で負担が少ないので良いですね。これからも続けていきたいです。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

セロリ、⼤根、ニンニク、⽣姜、パセリ、⼤⾖の⽔煮、キノコ類
私はポタージュにして⾷べているので、ピーマンの種を⼊れたこともあります

現在の病状 乳がん治療

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



149回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

なんとなく調⼦がいい

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

 ゴーヤ、紫フランス菊芋、ブロッコリー、ビーツ、椎茸、昆布、にんにく、⽣姜
 ⾷べる前にトマト、オクラ、モロヘイヤ、つるむらさきを加えて温め

⾷べます。

現在の病状 がん闘病

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

調⼦の悪い⽇に作るのが⾟いこと

闘病⽣活で役⽴ったこと びわ温灸

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



150回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

肌の艶、便秘が改善された。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗癌剤の治療はしていません。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

現在は、しめじ、えのき、舞茸、椎茸、⽣姜、鶏⾁、天然塩、樺のあな茸の粉末を加えています。

現在の病状 悪性軟部腫瘍

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

出来る範囲で地産品を購⼊しています。

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

使⽤しておりません。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にありません。

闘病⽣活で役⽴ったこと 再発をしましたが、野菜スープを飲まなければ腫瘍の再発が早まったかもしれません。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

重曹クエン酸、天然塩、果物を取り組んでいます。まだ取り組んで、間もないため結果が楽しみで
す。



151回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 毎⽇お通じがあるようになった。
飲んでるお薬の副作⽤がほとんどなく、腫瘍マーカーも安定している。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

副作⽤はほとんどなく、そして体調もいいように感じます。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

基本の⽟ねぎ、にんじん、カボチャに⼩松菜とキノコの舞茸や椎茸、しめじ、そしておろし⽣姜を
加えています。

現在の病状 乳がんの⾻転移

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

毎回煮込むのに時間がかかるのでスープメーカーを検討しています。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

私は割と野菜を細かく切ったり、キノコも細かく切ってと下処理が少し⼤変かも

闘病⽣活で役⽴ったこと こうしてがん治療していても元気で過ごせている事は野菜スープのおかげだし、飽きる事もなく続
けられている事です。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



152回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便秘しなくなりました

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤治療をしていません

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

⼤根、⼩松菜、きのこ類

現在の病状 卵巣がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

なるべく基本の野菜を⼊れたいのですが、季節によっては有機野菜が⼿に⼊らない時が困ります。

闘病⽣活で役⽴ったこと ヨガを始めました。と⾔ってもYouTubeを⾒ながらですが、体が温まってとてもいいです。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



153回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 野菜スープを始めて、体調はとてもよいです。
＋教えていただいた乳酸菌を摂るようになりましたら、ジワジワと上がってきていたCEAの数値が
わずか10⽇後の検査で、半減しました。 完全に基準値内です。
しかも、驚くほど便通がよいです。野菜スープ＋乳酸菌は、ずっと習慣化していこうと思っていま
す。ありがとうございます。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

 ニンニク、⽣姜、⾖、⾼野⾖腐、季節の野菜など。

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

無し

闘病⽣活で役⽴ったこと  クエン酸、アマニオイル、
乳酸菌、サーディンオイル

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



154回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

抗がん剤の副作⽤がかなり軽減された。最後のほうはほとんど副作⽤がなかった。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

以前、アーユルヴェーダで⾃分にあった野菜スープのレシピをメインにしながら、旬の野菜やキノ
 コ類を⼊れています。

 ⼤根、⼈参、アスバラ、(ビーツ)
季節の旬の野菜、キノコ類、⾖類、海草等。(抗酸化作⽤のある野菜)

現在の病状 卵巣がん4a (腹膜播種)

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



155回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

薄味に慣れて来た

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

下痢と便秘が減って来た

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

⼤⾖、ブロッコリーの茎部分、⼩松菜、⽣姜、ニンニク、キノコ類、セロリなど2〜3種類組み合わ
せて加えている

現在の病状 膵臓癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

具合が悪い時のスープ作り。数⽇分は冷凍してますが、具合の悪い時とスープの在庫が無くなる時
が重なってしまうと、作るのをやめてしまうのでその間飲むことが出来ない

闘病⽣活で役⽴ったこと プロバイオティクス乳酸菌から貴重な乳酸菌に変えてから腸のハリやグルグルがなくなって来たこ
と。乳酸菌も⾃分に合う合わないがあるのだなと思った

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



156回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

実感する体調が良い

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

 ブロッコリー、ニラ、セロリ、舞茸、榎茸、しめじ、⼲し椎茸、切⼲⼤根、⼤葉
トマト、ゴーヤ、⽣姜、⻑ネギ、⼩松菜、ワカメ

現在の病状 左腎臓ガン摘出後、多発性肝転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

体調が良くないと作ることが出来ないので、⼀週間分まとめて作って冷凍ポタージュにしていま
す。ので、今は特別問題ありません。

闘病⽣活で役⽴ったこと 分⼦標的薬を23ヶ⽉続けられています。平均は11ヶ⽉だそうです。副作⽤も軽く最近まで病変の総
容量は変わらなかったのですが、21ヶ⽉⽬に初めて⼩さくなっていました。分⼦標的薬の耐性が出
始める頃と覚悟していたので、嬉しい誤算でした。私としては、とうとう野菜スープの効果が現れ
た！と思いました。次回どうなるかは判りませんが、今はこの結果を喜んで暮らしています。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



157回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

⾵邪をひかなくなり花粉症が和らいだ気がします。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤治療は⾏ってなかったのでわかりません。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

⼲し椎茸、舞茸、エノキ、⼩松菜、ブロッコリーの茎、出汁昆布、ニンニク、⽣姜

現在の病状 ⾷道癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

使ってないです。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

ないです。

闘病⽣活で役⽴ったこと ないです。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



158回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

排便。とにかくいい便が毎⽇出ます。
スタートは抗がん剤治療の副作⽤の軽減のためにスープを始めましたが、いまは転移防⽌、健康維
持の為にスープを飲んでいます。ホルモン治療の副作⽤は⼀切なく、健康的に過ごせています。
4⽉にあった3ヶ⽉ごとの検査も転移なくクリアしました。
引き続き、継続していきたいと思います。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

 きのこ類、ブロッコリースプラウト、⽣姜、にんにく、かぶの葉 など
路地ものを選んで購⼊しています。

現在の病状 乳癌の再発防⽌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



159回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

体重が8kg程減りました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

服⽤していません

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

⼈参 ジャガイモ ⽩菜 ⼩松菜
ほうれん草 ⻘梗菜 ゴーヤ
三つ葉 ⼤根 キャベツ サツマイモ ⻑芋 トマト 茄⼦ きのこ3種 ワカメ ⽜蒡 ⽟ねぎ
⽣姜

現在の病状 ⼤腸癌の再発 ⾎糖値がやや⾼い

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

味付けがマンネリ化してしまう傾向

闘病⽣活で役⽴ったこと 闘病と⾔う闘病はしていません

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



160回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 肌の吹き出物が出なくなり、便の状態が良いです。
 野菜をとっているという安⼼感があるので、

たまに泊まりに出かけたりして野菜スープを飲まないと気分的に落ち着きません。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

その時によりますが下記のものをローテーションで3〜5種類くらい加えています。
あえてその時々で違うコンビネーションにしています。
にんにく、しそ、⽣姜、ゴーヤ、ブロッコリースプラウト、⼤根、マッシュルーム、えのき茸、に
んじんの葉、⼤根の葉、レタス、ズッキーニなど。
飲む時ににぼし粉とお味噌を少々⼊れています。
（ポタージュにはあまりしません）
貴重な乳酸菌も取り⼊れたいので、案内をいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

現在の病状 乳がん トリプルポジティブ、stage2、化学療法で完全奏功

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



161回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

⾎圧⾼めでしたが、最近は120-70に安定してるのは、スープのおかげかなぁ。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

⼩松菜、トマト、セロリ、しそ、⽣姜など家にある⾷材。

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



162回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

⾎圧⾼めでしたが、最近は120-70に安定してるのは、スープのおかげかなぁ。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

⼩松菜、トマト、セロリ、しそ、⽣姜など家にある⾷材。

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



163回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便通が良くなった

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

副作⽤は軽かったと思います。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 ⽜蒡、舞茸、⽣姜、ネギ
など家にある野菜

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

 毎⾷作るとかなり負担になるように思います。
 普通の鍋だと保存や冷凍できるので

⼿間がかからないと思ってます。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

 味がマンネリになって
美味しいと思えない⽇があります。

闘病⽣活で役⽴ったこと 副作⽤が軽かったと思います。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

なにもしてないです



164回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 体調が良好に感じる
便通が良い

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

副作⽤があまり感じられなかった。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

季節の野菜

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

便利で良い

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

家族は⾷さないので、⾃分の分だけ作るのは⼤変

闘病⽣活で役⽴ったこと 便通の改善には⼤変良いと思います。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

重曹を飲んでいる



165回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 抗がん剤(R-COHP)治療後、2年
 再発なく暮らしております。

野菜スープの効果もあると思ってます。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

⼤根、トマト、時々、ハーブなど

現在の病状 悪性リンパじゃ

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

圧⼒鍋は、やはりあまりよくないのでしょうか？

闘病⽣活で役⽴ったこと  ⾝体を動かす事が⼀番だと思います。
あと、東洋医学の養⽣とらいう考え⽅

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



166回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

・⾎液検査の結果がとても良い
・5年前の⾻密度測定と⽐較して、この5⽉の測定値は、⼤腿⾻の⾻密度が30％近くも増えていた。
(野菜スープにプラスして、ウォーキング、サプリ、体操などを総合しての結果だとは思いますが)

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

⼤学病院の担当医⽈く"100⼈に1⼈いるかいないかの稀に⾒る副作⽤の強さ"…であったため野菜
スープを作る事も出来ず、残念ながら効果は分かりませんでした。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

シソ、ブロッコリー、カリフラワー、⽜蒡、⽣姜、めかぶ、⼩松菜、⻘梗菜、ゴーヤ、ケール、ミ
ニトマト、しめじ、舞茸、えのき、蓮根、⼤根、⽩菜、など

現在の病状 ⼤腸がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

希望の容量に満たないため、今のところ選択肢から外しています。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にありません

闘病⽣活で役⽴ったこと ステージ3bの宣告から2年半が経ち、幸い今のところ再発がないのは、まずは外科医の素晴らしい
技術による⼿術のおかげでしたが、そこから先は、様々な⽣活の⾒直しと共に、⼀番⼤切なのは"⾃
分で作ったガンは⾃分で治す！"という意識改⾰であったと思います。そのために多くの本を読みま
した。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



167回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

野菜を迷わず簡単に摂れる。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

椎茸の粉、味噌、よもぎ餅

現在の病状 亡くなった⺟親がガンでネット検索で野菜スープを⾒つけました。⾃分は病気予防のため。

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

味噌で味付けて飲み始めたので、味噌無しでは飲みにくい。

闘病⽣活で役⽴ったこと 思いつかない

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



168回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 健康的に痩せた
お通じが良い

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

特になし

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 季節の野菜
 ⼤葉

 つるむらさき
 モロヘイヤ

ゴーヤ
現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

味に透明感がある

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

なし

闘病⽣活で役⽴ったこと 特になし

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



169回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便通が良くなった

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

⼩松菜

現在の病状 肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと 副作⽤の軽減

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



170回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便通が良くなった

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

⼩松菜

現在の病状 肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと 副作⽤の軽減

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



171回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

2年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

・不安な中でも、野菜スープを作って頂く事で、精神的に落ち着く事が出来ています。沢⼭の情報
に⽬移りしそうになりますが、野菜スープという中⼼があるので、フラフラする事が減りました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

・⼿術後の更年期障害の症状はありますが、野菜スープ等で減らせているのではないかなと思って
います。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

・⼩松菜、⽟ねぎの⽪、⼤根、⼤葉、きのこ類、海藻類、茹で⼤⾖、⽣姜、ブロッコリー等です。

現在の病状 ⼦宮体ガン。

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

家族が無農薬の野菜を作ってくれています。スーパーのお野菜も毎回使います。

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

気になっています。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

・特にありません。

闘病⽣活で役⽴ったこと  ・ブログやLINEでの情報が⼤変参考になります。
 ・ヨモギ茶を飲んでいます。

・冷えとり靴下です。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

私も今、和⽥先⽣の本を読み始めました。



172回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

疲れない 便通がよい

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

レンコン、ゴボウ、ニラ、⼤⾖、クコの実、キノコ類、⽣姜、ニンニクなど。味付けはハーブ(バジ
ル、クローブ、クミンなど)とウコン

現在の病状 前⽴腺がん(夫)

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

ない

闘病⽣活で役⽴ったこと 同じ病気の⽅からの情報

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



173回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

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。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

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。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えています
か?

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)

現在の病状 肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

味がまろやかで、⾃然の⽢さが良くて飲みやすいと思います。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

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。

闘病⽣活で役⽴ったこと 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。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



174回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

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。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

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。

現在の病状 卵巣がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

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。

闘病⽣活で役⽴ったこと 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)

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



175回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

今から

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

悪い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 ・基本の野菜だけでもいいから毎⽇飲む
・よく噛んで飲む

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

これからアレンジしていこうと思います

現在の病状 がんの再発

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



176回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

2年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

以前に⽐べて、⾵邪をひかなくなりました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

吐き気が和らいだ気がします。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

⽩菜、菊菜、しいたけ、⼤根

現在の病状 卵巣がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

JA

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

 購⼊してから、スープ作りが
楽になりました。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

味がマンネリになりやすいこと

闘病⽣活で役⽴ったこと  夏ぐらいから、ヨモギ茶を飲み始め、
さらに便通がよくなりました。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

とくにやっていません。



177回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 飲み始めは１⽇２回バナナうんちが出ていました。
今は慣れてしまったのかまい出ないです。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

あまり感じませんでした。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 季節の野菜です。
 ゴーヤ

 ナス
 ピーマン

 ⽣姜
ニンニク

現在の病状 卵巣がん ステージ３C

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

スーパーや地域の集荷場

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

気にはなっている

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

 特にないです。
 私は味付け無しで⾷べています。

それも慣れました。

闘病⽣活で役⽴ったこと  朝晩２回のみました。
 私はスムージーにしていました。

 これが、私を守ってくれる
 と、強い⽀えでした。

本当に⼼強かったです(^^)

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

重曹とクエン酸をのんでいます。



178回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

⼤きな変化はありません

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

⺟が抗がん剤治療はじめましたがまだ飲めていません

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 椎茸、トマト、⽣姜、ブロッコリー
⼩松菜

現在の病状 ⺟が肺がんで再発を防ぎたい

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

素晴らしく良い商品だと思います。時々材料を詰め込み過ぎるとブザーがなり減らす作業が⾯倒に
なりますが、それだけ性能上良く作られていると認識しています。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

ありません

闘病⽣活で役⽴ったこと 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

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



179回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

特になし

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

特になし

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

なし

現在の病状 甲状腺ガン

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

⾼い

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

味に飽きた

闘病⽣活で役⽴ったこと 特になし

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



180回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

2年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

乳癌ステージ3aと肺癌が2020年に⾒つかりました。2020年11⽉に乳癌と脇のリンパ郭清⼿術、放
射線治療をしました。診断と同時に野菜スープを始めました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤はしていないのでわかりませんが、ホルモン剤治療の副作⽤はほとんどありません。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

⼤葉、⻘梗菜、⼩松菜、⼩⾖、⼲し椎茸、舞茸、⼤根、茄⼦から3、4品加えています。

現在の病状 乳癌、肺癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

近所のスーパーで有機野菜を購⼊、農薬はベジセーフという洗剤で洗っています。

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

調理中他の事ができるのが助かります。毎⽇野菜スープを作る事が出来るようになりました。ポ
タージュモードで作ると美味しいですが、抗酸化⼒が落ちるようですので煮込み1で作っていま
す。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

美味しくはないので続けるのは本当につらいです。癌でなければ絶対続かないと思います。

闘病⽣活で役⽴ったこと 放射線治療の副作⽤で⽪膚への影響が少なかったと思います。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

外⾷以外は殆どビーガンです。



181回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 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。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

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。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えています
か?

ブロッコリー、⼩松菜、きのこなど

現在の病状 乳がん(トリプルネガティブ2bからの肝臓転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

よく分からない

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

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。

闘病⽣活で役⽴ったこと  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。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



182回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

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

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤治療していません

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 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

現在の病状 悪性軟部⾁腫

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

今のところは情報不⾜で知識が無いのでコメント出来ません

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

無いです

闘病⽣活で役⽴ったこと 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

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



183回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 他の代替⽅法も取り組んでいますが、
転移がありません

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤は使っていない

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

ブロッコリー

現在の病状 ⼼不全、⼼筋梗塞、狭⼼症

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

使っていない

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

ありません

闘病⽣活で役⽴ったこと 気持ちの持ちよう

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



184回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 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。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

ショウガ、ニンニク、旬の野菜何種か

現在の病状 術後９年経ちますが乳癌の再発、転移を恐れています。今は治療はなく経過観察を半年毎にしてい
る状況。

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



185回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

⾷欲がなくてもスープさえ⾷べていれば安⼼するところ。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

キャベツ、⽟ねぎ、⼈参、さつまいも、しめじ、えのき、⽣姜

現在の病状 ⼦宮癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

なし

闘病⽣活で役⽴ったこと 調味料を無添加に変えた

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



186回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 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。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

ブロッコリー

現在の病状 がん闘病、再発

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



187回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

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。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

まいたけ、にんにく、⽣姜。

現在の病状 すい臓がん、乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

 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。

闘病⽣活で役⽴ったこと  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。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



188回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

薄味に、慣れた

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

基本だけです。

現在の病状 糖尿

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

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。

闘病⽣活で役⽴ったこと ⾁⾷から野菜⿂中⼼に変わってきた

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



189回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 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。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

 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。

現在の病状 がんの経過観察中です

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

 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）。

闘病⽣活で役⽴ったこと 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。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



190回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便秘や下痢をほとんどしなくなった。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

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）

現在の病状 乳がんで⼿術2回と放射線ブースト照射を終了し、ホルモン療法（アリミデックス）5年⽬に突⼊し
ました。しかしアリミデックスの副作⽤が⼀般には⼿の指で済むところ、私の場合は⾜と腕の⼤き
い関節にまで出てしまい、家事が⼤変です。主治医にはホルモン療法10年を勧められていますが、
続けるかどうか迷っています。最近始めた漢⽅治療と共に野菜スープをしばらく続けようと思いま
す。

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



191回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 便の臭い、最近は良く浮く
肌荒れ、乾燥も治まっている。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

経過観察中で３年ほど再発してない。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

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

現在の病状 ⼦宮頸がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

欲しいけど⼿が出ない

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にありません

闘病⽣活で役⽴ったこと  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

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



192回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

お通じがいい

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

季節の野菜

現在の病状 糖尿病

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



193回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

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。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

軽減されました

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 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。

現在の病状 ⼦宮体がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

昨年購⼊したばかりなのでまだ買い替えは出来ませんが、お勧めの機器の情報や検査結果のデー
タ、レシピを教えていたたけるとありがたいです。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

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。

闘病⽣活で役⽴ったこと 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。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



194回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 ・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。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

野菜スープだけではないと思いますが、多少軽減された。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

キノコ類、セロリ、パプリカ、⽣姜、ある季節の野菜

現在の病状 ⼦宮体癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

とても良い機器だと思いますが、購⼊は考え中です。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特に無し

闘病⽣活で役⽴ったこと 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。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



195回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

腸内環境がよくなった。疲れが溜まらなくなつた。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

キノコ類4〜5種類、⼩松菜やほうれん草、旬の野菜、⽣姜、にんにく

現在の病状 甲状腺乳頭がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと  症状が全く出ていない状況ため闘病⽣活をしていると思っていません。
⼿術や術後に向けて体調を整えています。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



196回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

再発や転移も⾒られず、持病の⾼⾎圧の安定、コレステロールの正常値を維持、
⽚頭痛の軽減、便秘解消、肌荒れ防⽌、平熱が35℃台から36.5までアップ、むくみ改善などです。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

 再発防⽌の⼊院での抗がん剤治療だったため、
野菜スープは飲んでいませんでした。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

基本の野菜の他、ブロッコリー、ゴーヤ、パプリカ（⾚、⻩、橙）、レンコン、ごぼう、まいた
け、しょうがなど、季節の野菜を中⼼に⼊れています。
基本的に10種類以上の野菜を⼊れて作ります。
また、体調によって便秘気味の時は⾷物繊維が豊富な野菜を⼊れたり、冷えが気になる時は冬野菜
を⼊れて体が温まるようにしています。

現在の病状 ⼦宮頸がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

⾃家栽培やスーパーで購⼊しています。

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

 私は1週間分をまとめて作り、冷凍しています。
野菜スープ機器は⼤量に作ることはできるのかなど知らないこともあるので迷ってます。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

元々、野菜が苦⼿であり、野菜スープを始めて2年近くになりますが
まだ味が好きではありません。ですが、体のために美味しい美味しいと感謝をしながらいただいて
います。

闘病⽣活で役⽴ったこと 池⽥さんをはじめ、アメブロなどの闘病⽇記は同じ境遇の⽅などがいて
とても勉強になりました。池⽥さんも、治療がうまくいっていたり壊死をしていたり、読んでいて
とても嬉しくなります。これからもお⾝体⼤切になさってどうか治療がうまくいき、寛解できます
よう願っております。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

重曹とクエン酸とレモン。あと⿊酢です。



197回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便通が良くなった

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤はや放射線治療はやっていないのでわかりません。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

ケール、きくらげ、ニンニク、エリンギ、しいたけ

現在の病状 肝細胞癌、完全⼤⾎管転位症の術後後遺症による上⼤静脈の塞がり・下⼤静脈の狭窄

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

ポケットマルシェ、⾷べチョク

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

 便利で良いと思います。
作ってから1時間ほど蓋をした状態で放置しておくと⽢みが増す感じがします。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

ガンの再発を繰り返しているため効果の程が不明です

闘病⽣活で役⽴ったこと タブレット

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

重量を⼊浴時に⼊れています。梅⼲しを毎⽇2つは⾷べ増す



198回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便の状態がちょうどいい

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤治療の1ヶ⽉前からとっていましたので⽐較ができませんが、しゃっくりと便秘になった
だけで頭髪抜けず吐き気もなかったので効果はあったと思います。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

ほうれん草、⼩松菜、⽔菜、⽣姜、わかめ、しめじ、すだちかレモン、セロリ、他ゴーヤなど季節
もの

現在の病状 肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

JAショップ

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

興味はあるが、間に合ってる。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

保存⽅法

闘病⽣活で役⽴ったこと ほぼ毎⽇のウォーキングで標準体重になって⾎圧が正常になった

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

アルカリ⾷材とシリカ⽔



199回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便秘

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

海藻やキノコ類

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



200回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 薄味になれて、⾷材そのものの味が楽しめるようになった。
調味料の使⽤量が減った。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤はまだしていません。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

季節の旬の野菜を加えます。

現在の病状 膀胱がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

欲しいが、年寄りに使いこなせるかと考えています。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特に困っている事はありません。

闘病⽣活で役⽴ったこと ⼈⽣の残り時間を突きつけられて、⼤切な事に早く取り掛かろうと思い⾄りました。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



201回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便通が良くなった。⾜のむくみがなくなった。朝起きる頃⾜がつりやすかったのが、なくなった。
朝。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤後から飲み出したので、変化はわかりません。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 ナス、⼈参の葉、ピーマン、ゴーヤ、
ケール、煮⼲し、⽟ねぎの⽪、⼤根の葉、カボチャの種がある所、紫ジャガイモ、サツマイモ、⼤
根

現在の病状 膀胱癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

スーパーやJAの販売所

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

⼆⼈で２⽇分を作っているので、容量が我が家には、⼩さい。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

ありません。

闘病⽣活で役⽴ったこと 術後何の治療もないのですが、スープを飲んでいると、安⼼感がある。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

どういう意味かわかりません。



202回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

まだ⽇が浅いので特に変わりはないですが、便通が良くなったかな？と。今⼜飲んだり飲まなかっ
たりですが毎⽇飲んでる時の便通の違いがわかるようです。頑張って続けなくちゃと思っている所
です。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

作る⽇に、有るものです。基本野菜?いりこ、鰹節でダシを摂り、とまと、⼤根、シメジ、榎茸、
⼩松菜、⽣姜、にんにく、ほうれん草等々。

現在の病状 中性脂肪、⾼⾎圧、病気予防

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



203回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 体調が良い
肌の調⼦が良い

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

セロリ、かぼちゃ、まいたけ

現在の病状 ⼦宮体癌、⼦宮頸癌、卵巣への癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

味が飽きる

闘病⽣活で役⽴ったこと 希望が持てた

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



204回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 瞼の上に出来た茶⾊のシミが
 今まで化粧品や⽪膚科の薬など何をやっても薄くならなかったのに

野菜スープを毎朝飲むようになったら⾊が薄くなっていました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

舞茸 セロリ トマト その他冷蔵庫のある残り野菜

現在の病状 リウマチ

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



205回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

肌の調⼦がよくなったと思うあまり変わらない

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

あまり変わらないと思う

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 冷蔵庫のなかの野菜
特にこれだけというのはない

現在の病状 乳ガン

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

マーケット

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

使ってない

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

使ってない

闘病⽣活で役⽴ったこと 特にない

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

いいえ



206回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

体が軽く感じます。野菜の⽢味に慣れた為か揚げ物や味の濃いものを受け付けなくなりました。便
通もよく肌の調⼦も良好です。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

舞茸、もずく、リンゴ、バナナ、ごぼう、家庭菜園で取れた季節の野菜。

現在の病状 甲状腺に良性の出来物、⾎球異常、不整脈、下脚動脈瘤

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



207回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

気分が前向きになりました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

じゃがいも。セロリ。ニンジン。⽟ねぎ。

現在の病状 花粉症などのアレルギー症状

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



208回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

肝臓の数値が正常値に近づいた、それに伴い、⽩⽬や肌に出ていた⻩疸が消えたり薄くなったりし
た。中性脂肪、コレステロールも正常値になった。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

⼤根、⼤根葉、ブロッコリー、⼩松菜など。

現在の病状 乳がん、転移性肝臓癌、⾻癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

冷蔵庫が⼩さく作り置きや冷凍が出来ず、毎⽇、作るのが⼤変な時がある事。

闘病⽣活で役⽴ったこと 飲尿療法も野菜スープと同時に⾏ない始め、相乗効果があるように思えた事。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



209回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

お通じがよくなりました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

 パセリ、シソ、ビーツ、ゴーヤ、⼩松菜、
ブロッコリー、キノコ等

現在の病状 癌の闘病、再発

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



210回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

去年会社の健康診断で肝臓の数値が⾼かったのが正常にもどってました。あと何⼗年も尿検査の潜⾎が+2や+3
 がずっとあったのが今回初めて潜⾎なしの結果になったことには驚きました。

これが野菜スープのおかげなのかわかりませんが 飲みはじめてから⾎液検査がすべて正常値になり、なにかし
ら効果があったのではないかと思ってます。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

昨年4⽉に乳がんで右胸全摘しましたがリンパ節への転移が少なく、抗がん剤の治療せず、ホルモン療法のみで
 経過観察中です。

ちょうど更年期になるかならないかの瀬⼾際でホルモン療法を始めてから⽣理がたまたまあがってしまったので
 すが

更年期障害の症状が全くでなくて安⼼してます。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 冷蔵庫に余ってる野菜などその時に応じて加えてます。
基本は⼈参を多めで、シソやセロリ、パセリなどは⾵味が好きなのでどれかは必ず⼊れるようにし
てます。

現在の病状 乳ガン

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

平⽇仕事してるので まめに作れないのでおおちゃくですが、圧⼒鍋に1週間分作り置きしてました。私はブレ
ンダーでポタージュにして飲んでたのですが 1週間分をブレンダーするその作業が結構⾯倒になり何かでたま
たま野菜スープを作る機械を⾒つけて（スープリーズと⾔うものです）今はその機械で気楽に作ることが出来る
ようになって助かってます。ただ、鍋でじっくりと炊いたときと同じ栄養分がちゃんととれてるのかは さだか
ではないですが続かないよりはいいかなと思って続けてます。

闘病⽣活で役⽴ったこと 乳がんがわかってから⾷⽣活を⾒直すきっかけになれたと思ってます。野菜スープラインに参加させていただい
たり、ブログなどを拝⾒させていただくようになってから いろんな情報が本当に勉強になり参考になります。
この野菜スープラインを知らないままだったら 今後どうなってただろうと不安でたまりません。抗がん剤は今
のところ間逃れてますが 再発の恐怖や病院の先⽣では教えてくれない 実体験の話はとてもためになり 精神
的にも救われてます。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



211回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

まだ分かりません

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

最近マーカーが少しずつ上がってきているので、1割量の内服抗がん剤を服⽤中。1割量でもお腹に
ガスが溜まりゴロゴロしますが、気になる程ではなく、それは野菜スープを始めてもまだ変化な
し。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

ゴボウ、セロリ、ブロッコリー、ニンニク、⽣姜、キノコ

現在の病状 肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

家庭菜園

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

 味が美味しい
⼿間が軽減されほぼ毎⽇作れて嬉しい

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

ないです

闘病⽣活で役⽴ったこと 2016.4⽉に⼿術、術後ステージ4で5年⽣存率20〜30%と⾔われ、和⽥先⽣の考えに賛同して6年半.
アルカリ化⾷を続けています。今まで元気に過ごしてこれたのはアルカリ化⾷と思います。私の場

 合はかなりゆる〜く頑張っています。継続は⼤変なことで、リタイアされる⽅は多いです。
アルカリ化する⾷事、散歩、酵素⾵呂、など。⼈参ジュースはアルカリ化にはとても役⽴つのです
が、冬は飲みにくいし、⼿間がかかるし、⾝体が⼈参⾊になるしで、最近は野菜スープにシフトし
ています。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

私の場合は⾷事だけではPHは7.5⽌まりなので、重曹で8になるよう調節しています。



212回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

⾼⾎圧でクスリを20年位飲んでいたが今はクスリ無しで安定している。便通が良くなった。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤の影響がほとんど無い。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

キノコ、ゴボウなど冷蔵庫にある野菜を⼊れている。

現在の病状 肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

家内にまかせている。毎⽇作ってくれて感謝している。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

最初は味が無く進んで⾷べてなかったが今は野菜の味が良くわかり、⼊院中は薄味の⾷事もすべて
⾷べている。

闘病⽣活で役⽴ったこと 2018年8⽉に右肺上葉を⼿術し2021年1⽉に再発しタグリッソ服⽤9⽉に副作⽤で間質性肺炎に9⽉
の時点でがんは消滅2022年6⽉に再再発今抗がん剤治療中で副作⽤無し。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



213回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

野菜スープにプラスして鶏ガラの⾻スープも混ぜて飲んでいます。
スープを飲む前の⾎管年齢は年相応（50代）でしたが、先⽉の測定では３０代になっていました。
そんなに⾎管がわかくなるとは思っていなかったのでビックリです。
⾻スープは圧⼒鍋で作っています。野菜スープと⾻スープを混ぜると美味しいですよ。
塩も少々いてれます。塩は宮古島の「雪塩」をつかっています。マグネシウムが豊富でおすすめで
す。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

 パセリ、⼤葉、明⽇葉、春菊、
 おかひじき、キノコ類、葉レタス、

最低でも野菜は１０種類⼊れて作っています。
現在の病状 動脈硬化

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



214回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 便秘が改善しました。
疲労感をあまり感じなくなりました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

 舞茸 セロリ パセリ ブロッコリー ⼩松菜
パプリカ 茄⼦ ⽜蒡 蓮根 トマト

現在の病状 アレルギー性⿐炎 ⽿鳴 主⼈が糖尿病

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



215回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

肝臓の値が改善した

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

⽟ねぎ、にんじん、⼩松菜

現在の病状 ⼤腸がん肺転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



216回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

まだ始めたばかりなので変わったことはまだありません。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

ブロッコリーとしいたけです

現在の病状 ガンの闘病

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



217回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

健康に対する意識が⾼くなった。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

きのこ

現在の病状 胃腸の不調 緑内障

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特に無し

闘病⽣活で役⽴ったこと 健康に気遣う様になった

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



218回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便秘改善 野菜不⾜改善

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

季節の野菜 オーガニック野菜 オーガニックトマト⽸詰

現在の病状 乳癌 肺と⾻に転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

5⽇分のスープをまとめて作って冷蔵庫で保管するが⽇が経つと抗酸化や栄養が落ちてしまうので
はないかと気になります。

闘病⽣活で役⽴ったこと 腹巻、温熱器具

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



219回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

癌発覚して早いうちにスープを飲み始めたので、変わった事はあまりわからない。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤はしていません。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

基本野菜の他はブロッコリー、ミニトマト、花びらたけ、⼤根葉、ニンニク、しょうが、季節の野
菜

現在の病状 直腸がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

⾃然⾷のお店、⽣活クラブ

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

買って良かった

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

出かけてたりして飲めない時はどうしようかと思う。

闘病⽣活で役⽴ったこと 規則正しい⽣活になった

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

クエン酸と重曹の錠剤



220回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便通がいいです。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

副作⽤が余り出ないタイプのようです。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

春菊、⼤根、等です。

現在の病状 すい臓がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にありません。

闘病⽣活で役⽴ったこと 野菜中⼼にしております。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



221回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 まだ⼀ケ⽉弱で効果は特にわかりませんが1⽇3回スープ
 これからも続けていきたいと

思います。
野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

 最近⽣姜すりおろしを
いれてます。時々キノコ類いれますが、主は基本のみ。

現在の病状 癌闘病、転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



222回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

浮腫みで呼吸が苦しかったのですが、浮腫みが取れて楽になりました。夜中に苦しくて⽬が覚める
 こともなくなりました。⽔分だけで3kg弱あったようです。

 

⼀番驚いたことは顔のくすみ・シミが取れて明るくなりました。登⼭が趣味なのですが、⽿たぶに
⽇焼け⽌めを塗り忘れることが多く、⽇焼けで⽿たぶが酷いシミになっていたのですが、たった

 １ヶ⽉の野菜スープでシミがキレイに消えました。
 

野菜はサラダで⼈⼀倍⾷べていたのですが、⽣野菜では効果も薄かったこと、⾝体は⾷べたものか
ら出来ているというのを⾮常に実感しています。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

カブ、キノコ類

現在の病状 機能性ディスペプシア

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



223回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便秘が無くなった。こ

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

⼩松菜、椎茸

現在の病状 胆管癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

ありません

闘病⽣活で役⽴ったこと ⽔素⽔

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



224回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

お通じが良くなりました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤治療中はまだ野菜スープと出会っていませんでした。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

⼤⾖、⼩⾖などの⾖類、しいたけ、ピーマン

現在の病状 悪性リンパ腫

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

ちょっとお⾼めですが、あればいいなと思っています。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

旅⾏等、外出時に摂取出来ない事。

闘病⽣活で役⽴ったこと 質問の答えとは違うのですが、私はこの1か⽉、娘の⾥帰り出産の為に多忙で野菜スープを1か⽉⾷
 べることが出来ませんでした。

その結果、毎⽇出ていたお通じが便秘になり、1か⽉の間に3度も膀胱炎になりました。改めて、野
菜スープのおかげで、体調の安定を守られている事を思い知る事となりました。今は平常に戻り、
野菜スープを再開し、体調を取り戻しています。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



225回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

尿管がんの術後、⽚腎になったため腎臓の機能が低下し、あまりカリウムやリンを採ることができ
ないので野菜スープは朝⼣の２回にしています。野菜スープを始めてお通じが良くなりましたが、
癌の再発で抗癌剤をしたときは便秘がちになり、マグネシウム剤を飲んでいました。11-1乳酸菌と
併⽤するようになってからは薬に頼らずとも便が良く出るようになりました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

にんにく、プチトマト、セロリ、茸類(マッシュルーム、椎茸など)、⾃家製の⽟葱塩麹、たまに南
⽠の代わりに薩摩芋やじゃが芋、あれば蕪の葉、⼤根、しそ、ゴーヤなど

現在の病状 尿管がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



226回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

特にありませんが、抗がん剤で気持ち悪い時も野菜スープは喉を通りやすく残すことはありませ
ん。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

セロリ、⼩松菜、⼤根、ブロッコリー

現在の病状 がん再発

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

⽤意に負荷感がある。(こどもが幼児のため)

闘病⽣活で役⽴ったこと ⿊ニンニク、⾖乳、⾖乳ヨーグルト

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



227回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

お腹の調⼦が良い

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

キャベツ?トマト?⽟葱?ブロッコリー?きのこ類?ほうれん草?⼩松菜?茄⼦?じゃがいも?かぼちゃ

現在の病状 ⼤腸がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



228回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

肌の調⼦が良い。ガンになって、いろいろ⼿抜きしている⼀つに化粧があるが、シミが減ってしっ
とり肌に!

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

モロヘイヤ・舞茸・昆布・⼲し椎茸・⿊ニンニク・⼩⾖・⿊⾖・ひよこ⾖・ブロッコリー・⼩松菜
等

現在の病状 ⼩細胞肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

無い

闘病⽣活で役⽴ったこと 特に無かった。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



229回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

やはり抗がん剤の副作⽤が劇的に減ったことです。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

毎⽇異なり、モロヘイヤ、さつまいもなどです

現在の病状 ⼦宮頚がんの転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと 特になし

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



230回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 毎⽇⾷べているわけではないのでわかりません
が2⽉に転移の疑われた腫瘍と思われたものが8⽉の検査でも⼤きくなっておらず 良性の所⾒をい

 ただきました
⾊々続けてきて良かったと思っています

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

 旬の野菜 昆布
⼤量に作って 減ってきたら ⽟ねぎ じゃがいもを⾜してカレーにします

現在の病状 原発ガンからの転移の疑い

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

美味しくなくて つらい

闘病⽣活で役⽴ったこと  ⽔素⽔ シリカ⽔ びわ茶
陶板浴

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



231回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 極度の貧⾎がやや貧⾎に戻り、⼿術後も
 体調が良くて、便通も良く⾝体が元気に

なった気がします。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

⽞⽶粉 キノコ類 季節のお野菜

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



232回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便通が良くなった

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

キノコ類

現在の病状 乳癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



233回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

⾝体の変化はわかりませんが、精神的に落ち着く気がします

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

⼭芋、パプリカ

現在の病状 ⽩内障、胃痛

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



234回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

特にまだない、わからない

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

きのこ類、芋類、セロリ、⼩松菜、トマト等、その時にあるもの

現在の病状 肺腺癌ステージⅣ

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



235回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

アルカリ体質になりつつあります。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗癌剤はやってない

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

⼭芋、シメジ、えのき、ブロッコリー、しょうが、⼲し椎茸、ねぎ、⼤根など

現在の病状 乳ガン

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

スーパーのオーガニック売り場、⾃然⾷品店、無農薬野菜や⽶などの宅配

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

今は必要を感じない

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

ない

闘病⽣活で役⽴ったこと アルカライズできつつある

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

アルカリ⾷品群からの⾷材を主にする。クエン酸、重曹、ナノ化ケイ素



236回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

⾷事をほぼ取れない状態だったのですが、野菜スープを始めたところ、胃腸への負担もなく便通も
良くなり、他のものも少しずつ⾷べられるようになってきました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

キノコ、トマト、

現在の病状 がん再発転移しているため、⾃分で出来ることを探っでいます。

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



237回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便通が良くなった。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤を減薬したと同じタイミングなのでどちらが影響しているのかわかりませんが副作⽤は軽
くなりました。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

季節の野菜、⾖類、昆布など

現在の病状 肺がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

時々作るのが⾯倒くさい時がある

闘病⽣活で役⽴ったこと  SNSやインターネット上の情報。
まだまだ闘病が始まって数ヶ⽉なので情報収集がやはり必要だと感じています。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



238回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

抗がん剤の副作⽤が少なくなりました

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

キノコ類

現在の病状 胆管癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



239回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

特にはわからないのですが、続けていきたいと思ってます。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

よくわかりません。。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

トマト、ブロッコリー、パプリカ、⼩松菜、セロリ、キノコ、⻘葉、⽣姜、ビーツの粉末、⼤⾖

現在の病状 胃がん、卵巣がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

無農薬⽞⽶はメルカリで購⼊してます。

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

 スープの味が濃いと感じました。
鍋で作っていた時よりとても楽になりました。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

スープ機器から離れてしまってタイマーを忘れてしまって、何分経ってるかわからなくなってし
まった時。

闘病⽣活で役⽴ったこと ネット情報

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

サプリ



240回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

まだ分からないです。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

 季節の野菜
 ⾖乳

きのこ
現在の病状 ガン闘病

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

【未回答】

闘病⽣活で役⽴ったこと 【未回答】

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



241回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

体温が35度台→36度台になりました。去年の夏から始めて1年になり、朝⽔を飲んでも体が冷える
ことなく、お腹が痛くなることありませんでした。去年まではクーラーで冷えてお腹が痛くなり下
痢をしていましたが今はそれもありません。便秘にも良いと思います。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

私はがんではありませんが、姉が去年腫瘍マーカーが下がりました（でも⾷べられなくなり昨年末
に亡くなりました）

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

しょうが、にんにく、⼤葉、セロリ、パセリ、ごまは絶対に⼊れます。あとは冷蔵庫にある野菜を
⼊れます。

現在の病状 兄、姉をがんで亡くしてるので。

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

使いたいと考えています。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

⼀度にたくさん作りたいので、ヤサイヲ切るのが⾯倒なときがあります。

闘病⽣活で役⽴ったこと 現在有り難いことに病気していません。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



242回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便秘で悩まされてましたが野菜スープを飲むようになって便秘しなくなりましたく

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

今の所抗がん剤は経験なしです

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 ブロッコリー、⼩松菜、ニンニク、シヨウガ、わかめ、ごま
冷蔵庫に残っている野菜はなんでも⼊れます

現在の病状 乳がんが10年⽬で再発して今、治療中です原発から１３年⽬に⼊ります

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

普通のスーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

購⼊を考えてますがまだ買ってませんまい

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

毎⽇の味付けです

闘病⽣活で役⽴ったこと 野菜スープのおかげかよくわかりませんが、今のところ病状が安定してるので続けて⾏きたいとお
もいます

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

何もしてません



243回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

疲れにくくなった。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

現在抗がん剤はしてない。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

にんにく ⽣姜 舞茸 セロリ ⼤葉   ⼩松菜 ⽟ねぎの⽪ 林檎の⽪や芯

現在の病状 直腸癌術後の排便障害

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

スーパー 農協

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

興味があるが毎⽇作るのが⾯倒

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にない

闘病⽣活で役⽴ったこと ウォーキング

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

特にしていない



244回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

野菜スープを始めて変化してきてことは、お肌の調⼦が本当にしっとりしてきて良い状態なのと肌
がお顔だけではなく全体的に⽩くしっとりしてきています。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

基本のお野菜に、きのこを多めに⼊れています。シメジ、エノキ、舞茸など。後はさつま芋にワカ
メをいれたりもしていています。朝さはスープカップに⼀杯、お昼はスープジャーに⼊れて会社で
⾷べていて１⽇２回をほぼ毎⽇⾷べています。

現在の病状 病気予防の為

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

冷凍保存とかはチョット⾯倒に思うこともあります

闘病⽣活で役⽴ったこと ソマチッドを飲んでいます。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



245回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 お通じがよくなった
 ゆっくり時間をかけてスープを作ることが、⽣活の中で潤いになっている

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

⼤葉、だし昆布、きのこ類、さつまいもなど。

現在の病状 ⾷道癌（夫の病名）

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にありません。

闘病⽣活で役⽴ったこと  夫は知⼈の勧めでフコイダンエキスを飲んでいます。
  あとは、冷えないように絹の五本指ソックスです。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



246回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

今から

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

お腹がすかない

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

癌ではないのでわかりません

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

にんじん、⽟ねぎ、カボチャ、キャベツ だいこん

現在の病状 からだか重い

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

機器があるのを知りません

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

⽔も厳選する

闘病⽣活で役⽴ったこと 闘病ではないです

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



247回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 野菜スープに味付けを全くしなくなった！
野菜の旨味がわかるようになった

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

病気は無いです

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

柿 ⼤葉 トマト ごぼう きのこ類 おくら 茄⼦

現在の病状 貧⾎のみ

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

興味はあるが、正直、物は増やしたく無い

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

深刻な悩みが無いので特にない

闘病⽣活で役⽴ったこと 闘病無し

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



248回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

⾝体が弱アルカリ性（2phc）になり、体調が良くなりました。お通じも順調です。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

カブ、カボチャ、ダイコン、⼤⾖、⿊⾖、キャベツ、⾚キャベツ、ピーマン、⼩松菜、春菊、トマ
ト、にんじん、⼤葉、セロリ、⽣姜、しめじ、舞茸、⽟ねぎ

現在の病状 ガン闘病

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

野菜の組み合わせの是⾮がわからない。

闘病⽣活で役⽴ったこと  エビオス錠のビール酵⺟
 乾燥プルーン

 アマニ油
はちみつ

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



249回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

私は家族なんですが、特に変化はなく、飽きずに毎⽇ランチに持っていってます。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

⺟が治療中ですが、つわりの⽤に気持ち悪いようで、スープそのままのにおいはダメみたいです。
なので、味噌汁やカレーにして⾷べさせてます。⾷欲はないわけではないです。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

キャベツ、⼤根、ブロッコリー、⽟ねぎ、⽩菜、⼤⾖、キノコ類、カボチャ

現在の病状 盲腸癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

 特に…投薬治療中ですが、肝臓の数値があがって、投薬もまだ様⼦みつつ。
４週飲んで１週休みを、５⽇飲んで２⽇休みのスタイルに。

闘病⽣活で役⽴ったこと 同じく肝臓の数値が上がった⽅のお話や、改善⽅法があれば教えて欲しいです。あと、やっぱり⾊
素沈着？指が⿊くなりつつあります。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



250回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

まず、⺟が胃がんになり毎年、年に⼀度定期検診に⾏ってるのですが、昨年肝臓に去年なかったも
のがなにものかわからないけども何かがあると⾔われPET検査やMRI
CT超⾳波と、3か⽉ごとに検査しました。結果なにかわからないとなり半年後に再検査となりまし
た。また私⾃⾝もマンモグラフィーで少し異常が⾒られ超⾳波での検査。なにかあるようだけどな
にものかわからないので半年後に検査となりました。この間野菜スープをつくり毎⽇⽋かさず飲み
続けました。その結果です。⺟も私も検査の結果なにものかわからないものが、なくなっておりま
した。なので追検査の必要は特に無くまた来年定期検診してください。という結果になりました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤治療はありませんでした。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

セロリ、ほうれん草、⼩松菜、きのこ類 エノキや椎茸など、茄⼦、⼤根

現在の病状 胃がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

 ⾮常に気になったので
 購⼊しました。

健康はなにも何も変えられません。
野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にないです。2.3週間に⼀度⼤鍋２つに各野菜多めに切り半分づつ
お⽔に成城⽯井で購⼊する国産素材６種でつくった、だしの素 ⾷塩不使⽤を⼊れて煮出した後野菜を⼊れ茹で
てます。タッパーにいくつかに分けて、冷凍します。やり始めてしまえばなんて事ないのですが、ちょっと⼿間
がかかるので気合いを⼊れます。

闘病⽣活で役⽴ったこと  闘病というほど
術後の⽣活では、痛みも苦しいとかも無いようで助かってます。ただ、痩せてしまってなかなか体重が増えない

 ので
かなり体重があったのが35kgまでにやせてしまっあたのでなんとか増えたらいいた思っています

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



251回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便通が良くなった。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤はしていませんが、乳がん治療で更年期症状が少し軽減しているように思います。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

⼩松菜（緑、）⽟ねぎ、にんじん、かぼちゃ、キノコ類、トマト

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

 ⼤量に作る事ができたらいいなと思う。
⼩分けにして、冷凍しておけるから。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にありません

闘病⽣活で役⽴ったこと  バイタミックス（ジューサー）で、スープ状にしていただいています。
⽪や、かぼちゃの種、芯もそのまま⼊れてもいただけます。（有機野菜、無農薬の野菜に限ります
が。）

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



252回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

⾎圧が⾼めでしたが、飲み始めて2ヶ⽉ほどで正常値に近づきました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

あまり多くの野菜を⼊れないようにしています。5種類ほどの野菜を⼊れて、ポタージュにするの
で、⾊味がきれいになるように作っています。

現在の病状 ⺟の抗がん剤治療のために⼀緒に始めました

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にありません

闘病⽣活で役⽴ったこと 特にありません

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



253回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

今から

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

まだわかりません

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

⽟ねぎブロッコリー舞茸

現在の病状 がんの再発

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

野菜の⽤意

闘病⽣活で役⽴ったこと あまりないです

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



254回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 お通じがよくなり、毎⽇ニンニクいりのスープを作ることで⾵邪もひかなくなりました。
レシピをいろいろ考えるより、夜と翌⽇のランチに⾷べる習慣ができて、お料理がとても楽になり
ました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤は使⽤しないで、セルフケアで治しています。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 基本はにんにく、⼈参、ブロッコリーです。
他はいろいろ、キャベツ、⽟ねぎ、まいたけや⾖です。

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

わかりません！

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にないです

闘病⽣活で役⽴ったこと ⼼も整うこと

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



255回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

今から

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

３⾷とも野菜スープにした時は⼣⽅になっても疲れた感じがしなくて元気で不思議でした

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

今は抗がん剤をやめているのでわかりません

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えています
か?

ニンニク、⼤葉、パプリカ、さつまいもなど

現在の病状 ⼗⼆指腸がん、肝臓と副腎、リンパ節転移

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

⾃宅の鍋で作っていた時よりも味がスッキリしていて美味しく感じます。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

⼀⼈暮らしなので⾷事がルーズになってダメですね。もっと体のことを思って進めなくてはと反省
してます。

闘病⽣活で役⽴ったこと 物事を深く考えないように過ごすようにしてます。逆にブログなどを⾒させてただき私も真剣に取
り組もうと毎回決⼼してばかりです。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



256回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

今から

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

今⽉から始めたばかりだが、便通が良くなったように思う。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

今のところ基本の野菜だけ。

現在の病状 がんの予防

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

毎⽇摂取するのが難しい。

闘病⽣活で役⽴ったこと 闘病していないのでありません。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



257回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 がん治療中の⽗のために野菜スープを作っています。
抗がん剤1クールが終わったところですが、吐き気の副作⽤はほとんどなく、⾷欲もありよく⾷べ
るので野菜スープの効果かなと思っています。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

ゴボウ、レンコンなどの根菜、しいたけ、エリンギなどキノコ類、⼩松菜、トマトなど家にある野
菜を加えています。

現在の病状 がん闘病、糖尿病

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

いつも同じだと飽きてくるので味の変化をどのようにしたら良いかなと思っています。

闘病⽣活で役⽴ったこと 特にありません。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



258回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

まだ、ありません(お義⺟さんが癌になったので作り初めました)

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

 ミネストローネっぽいかんじで
 ⽟葱の⽪を煮出して野菜とキノコ類を⼊れてます

 アブラナかは無理して⼊れずに季節の新鮮な野菜をチョイスしています
ブロッコリースプラウトは盛り付け最後に散らしてます

現在の病状 癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

飽きない味の⼯夫

闘病⽣活で役⽴ったこと  私が病にかかってないので解りませんが
 普通に考えて、⾷⽣活は勿論の事。適度な運動と、愛情と笑い。

本⼈の諦めない気持ちかな

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



259回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

具体的にはありませんが、薬が効いてくれています。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

 椎茸やしめじなどのキノコ類
たまに、⼤根やさつまいもやニンニク、ブロッコリー、インゲン⾖などその時にある野菜。

現在の病状 肺内多発転移、脳内多発転移、髄膜癌腫症

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

かぼちゃを切るのが⼤変です。

闘病⽣活で役⽴ったこと ⾊々な本を読んだりYouTubeを⾒たり、ネットを⾒たりすることで体のことについて勉強になって
います。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



260回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

今は特に分からない

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

つるむらさき

現在の病状 ⺟のがん闘病 直腸癌 肺転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にない

闘病⽣活で役⽴ったこと 特にない

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



261回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

今から

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

健康ですがこれから病気予防のために始めるつもりです。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

まだ⾊々作ってませんが、ブロッコリーやカリフラワー、サツマイモなど、余った野菜を⼊れるつ
 もりです。

ロンドンで⾃家製味噌も作っているので、最後の味付けにサッと⼊れても良いなと思っています。

現在の病状 病気予防

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

今のところ特にありません

闘病⽣活で役⽴ったこと  闘病はしていませんが、予防に梅⾁エキス、熊笹エキスを⽇本に⾏くたびに購⼊してます。
またなるべく⾷材はオーガニックにしています。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



262回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

顕著に変化したことはまだありません

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

⾥芋や⻑芋などです

現在の病状 ⼤腸癌（S状結腸）

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

ありません

闘病⽣活で役⽴ったこと まだよくわかりません

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



263回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

今から

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

始めたばかりで分からない

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

⽟ねぎ、⼈参、キャベツ、かぼちゃ

現在の病状 癌、糖尿病

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

保存のしかた

闘病⽣活で役⽴ったこと 特になし

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



264回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

今から

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

今始めてから10⽇ほどです。⼀週間に⼀度は必ずある下痢が、ありません。即効性があるとは思え
ませんが、スープの効果だと思っています。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

舞茸、⼩松菜、さつまいも

現在の病状 ⼤腸癌 ガン闘病 再発

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

【未回答】

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

とくになし

闘病⽣活で役⽴ったこと ⼿にフィットするビニール⼿袋（⼿⾜症候群で、指先が切れすぎて痛いとき、野菜を切ったり料理
するときに役に⽴ちました）

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



265回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

特になし

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

あまりよく分からない

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

にんにく、きのこ類

現在の病状 ⼦宮がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

あまり必要を感じない

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

最近マンネリになって来てモチベーションが下がっています。

闘病⽣活で役⽴ったこと がん体験者との励まし等

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

なし



266回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

⾷欲が出てきたような気がします。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

【未回答】

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

【未回答】

基本の野菜に何を加えています
か?

 季節の野菜や菊芋など少し変わっているけど体にいいとされる野菜を加えています。
スープもベジブロスを作り使⽤しています。

現在の病状 ⼤腸がん→肝臓転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

スープの味付けが単調になることです。

闘病⽣活で役⽴ったこと 野菜スープのことや野菜のことを⾊々調べているうちに多少なりとも知識が⾝に付いてきたことで
す。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



267回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

⾵邪はひかなくなったと思う

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤などは使⽤していない

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

セロリ、ビーツ、トマト、ブロッコリーの茎、⼤葉

現在の病状 褐⾊細胞腫

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

【未回答】

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

会員になっていないが、もう少し情報がほしいなと思っている

闘病⽣活で役⽴ったこと 気持ちの部分でこれを飲んで、野菜から栄養をしっかりもらおうと⼼の⽀えになった

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



268回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

貧⾎が改善されたきがしますあ

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

まだ始めたばかりなので、これから様⼦を⾒ます

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えています
か?

かぶ、ビーツ、ブロッコリーなど

現在の病状 肝細胞癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

購⼊したいが、中々⾼額で迷っている

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

毎⽇3回飲むのは難しい

闘病⽣活で役⽴ったこと ⽞⽶カイロ

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



269回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

抗がん剤治療が始まる頃からなので今副作⽤等あまりないのでこの状態が続いています

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

そう思います

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

しいたけ、しょうが、葉物野菜など

現在の病状 乳がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

スーパーや道の駅

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

とてもいいと思います

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にないです

闘病⽣活で役⽴ったこと 野菜スープを軸にして⽣活していると体調もいいのでそれが⼼の状態にも影響して不安が軽減され
ていると思います

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

特になし



270回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

夫のがんが発覚してすぐに夫婦で飲み始めました。妻の私は特に病気はありませんが便秘が緩和さ
れ、肌の調⼦が良くなりました。ちなみにスムージーも飲み始めたので、野菜スープだけではなく
相乗効果かもしれません。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

夫は抗がん剤治療の前から野菜スープを飲んでいるので⽐較はできませんが、副作⽤はかなり軽い
と思います。微熱と軽い便秘と数⽇間の⾷欲不振程度です。⾷欲不振とはいえ、普通に⾷事もでき
ています。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

トマト、芽キャベツ、ケール、ブロッコリ、ごぼう、にんにく、⽣姜、トマト、⼤根、⼤根の葉、
セロリ、⼲しシイタケ、昆布、煮⼲し

現在の病状 前⽴腺がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

興味はあるが、値段が⾼いと感じています。⼀般的なスロークッカーと同程度の価格だと嬉しいで
す。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

野菜を刻むのに時間がかかる。味が単調になりがちで、夫から飽きると⾔われる。味付けなしで飲
むことを勧められるが、上記の理由で味付けなしでは飲んでもらえない。

闘病⽣活で役⽴ったこと 毎⽇続けようと思うと義務感で疲れるけれど、野菜スープを常備しておけばカレーにしたり、トム
ヤムクンにしたり、いざという時に使えて良いと思う。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



271回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 私は重症筋無⼒症と膠原病の⼀種成⼈スティル病の２つ合併しております。
昨年末重症筋無⼒症⽅で胸腺腫（悪性腫瘍）が2つ再発しておまけに、肺ガン（切除済み）も、みつかり体質改

 善したいと野菜スープを飲み始めました。
 難病の薬であるプレドニン、免疫抑制剤など
 処⽅されてるので便が出にくかったのですが

野菜スープを飲むようになって、まずしっかりとした便が出るようになり、⼀⽇2回から3回も出る時がありま
 す。診察時の⾎液検査では、変動はありますが、成⼈スティル病の

フェリチン数値も正常値になるときもあります。⽩⾎球はプレドニン使⽤してると、どうしても⾼値なのですが
少し下がってきてます。太ももにできてた脂肪の塊のイボのようなものと、⽼化現象の⼀つで、頭⽪にできてた
イボは、あっという間に⼩さくなりました。まだ飲み始めて3ヶ⽉、免疫抑制剤と、プレドニンなど強い作⽤の

 薬の服⽤もあり、
野菜スープの効果がまだ少ないかもしれませんが、少しずつではありますが薬に頼らない状態にもっていければ
と思ってます。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤は使ってません

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 ブロッコリー、⼩松菜、⼈参、⽟ねぎ、
カボチャ、チンゲンサイ、キノコ

現在の病状 2016年重症筋無⼒症発症、2020年膠原病の1つで、成⼈スティル病、胸腺腫の再発、肺ガン摘出済
みで経過観察

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

昨年末に⼿術してから、仕事復帰できておらず、そして⼦供の進学やらにお⾦がかかってるので、
残念ながら今はスープ機器購⼊には⼿が出ません。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

味付けは、初め野菜のみの味だけでしたが無添加の出汁パック使⽤が良いのか？
⼀⽇2回⼜は1回のときもあり、⼀⽇1回だと効果得られないでしょうか？
スープにニンニクいれるといいとか、⽣姜⼊れるといいとかありますか？
成⼈スティル病を克服された⽅が野菜スープの本にのってましたが、その⽅は⼀⽇何回野菜スープ摂取してたの
か、野菜スープだけの⾷事で他、揚げ物とか普通の⾷事はとらなかったのか？パンや、⽩⽶より、⽞⽶にかえた
のか？難病克服したかたの情報も聞きたいです。

闘病⽣活で役⽴ったこと 医者は難病を治せない。炎症起きれば抑える為の薬をどんどんだして
薬漬けにする。⾃分で⾃分の⾝体の声をきく。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



272回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

数値が減りました

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

薬は使⽤しておりません!

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

⽟ねぎの⽪粉末タイプです

現在の病状 甲状腺

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

早くて使いやすいです!

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

無いです

闘病⽣活で役⽴ったこと 考えずに運動などで紛れております!

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



273回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 便秘改善
卵巣癌と卵管癌の疑いが濃厚でしたが、８ヶ⽉⽬で癌のように⾒えなくなったとのことで、検査⼿
術が⾒送りになりました。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤は使⽤していません

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

にんにく、かぼちゃ、にんじん、ビーツ、キクラゲ、⽟ねぎ、⼩松菜、キャベツ、ブロッコリー、
レンズ⾖がベースですが、季節の野菜を⼊れるようにしてます。無農薬にしていたす。

現在の病状 卵巣癌、卵管癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

今のところ鍋でやってても苦ではないので必要ないかなと思ってます。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

とくにありません

闘病⽣活で役⽴ったこと 癌と諦めていましたが、⾷事療法などで変わっていくものだと体験することができました。また同
 じことにならないように野菜スープは必ず続けます。

ありがとうございました。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



274回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

 疲れにくくなった。
体⼒が付いたかなと思ってます。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

下痢が少なくなりました。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

家にあるものを⼊れてます。たりまかったら、基本の野菜を増やしています。

現在の病状 肺がんと脳腫瘍

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

マックスぎりぎりなのて、後少し容量が多かったらなと、思います。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

今は別にありません。

闘病⽣活で役⽴ったこと  完璧に何でもやる必要は無い。
緩く⻑くやる。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



275回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便通が良くなった。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

 抗がん剤の副作⽤はかなり軽い⽅だと思う。
⾮常に強い薬でしかも髪の⽑が2.3週間で抜けると⾔われていたが4ヶ⽉経ってもあまり抜けなくて
先⽣に不思議に思われている(*^^*)

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

⽣姜、にんにく、⼤⾖、舞茸、かぼちゃ、⼈参、キャベツ、⼤根、⽟ねぎ、⼩松菜

現在の病状 ⼤腸がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

 良い機器だと思う。
機会があれば使ってみたいです。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと 腫瘍マ−カ−CEAが4ヶ⽉で450→16に下がった。免疫⼒を⾼める為に朝のウォーキング、⽞⽶菜
⾷、⾜湯、湯船に30分つかる等も含めて野菜ス−プの効果も⼤きいと思います。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



276回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

肌がキレイになったと感じる。ツルツルした感触がある。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

現在 糖尿病の治療だけしている

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

⽟ねぎ ⼈参 ニンニク ニラ シソ

現在の病状 糖尿病

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

 スープや煮物等イロイロ作れる。
ポタージュも野菜の残りカスもなくなめらかな仕上げになる。ほとんど毎⽇使⽤している。家族も
美味しいと⾔っている。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

野菜と⽔を⼊れても多すぎるのかエラー⾳がなることが多い。もっと容量が多く作れるのが欲し
い。

闘病⽣活で役⽴ったこと ずっとあなたがいろんな療法を挑戦している姿をブログをとうして⾒てきました。そしてとうとう
ガンを克服され皆にも伝えていこうとされている姿に頭が下がります。私の⽗も⼤腸がんで失意の
まま死にましたが30数年前に野菜スープを知っていたら⻑⽣き出来たのではと残念です。これから
の活動をも応援していきます。また私も糖尿病の治療を頑張ります。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



277回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

味に対して鋭くなったこと

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤は、まだやってない。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープのみ飲んでいる

基本の野菜に何を加えています
か?

スーパー買い出しのときにより、毎回違うけど、キノコ類、⾊の⾚いもの、例えば⽟ねぎは⾚⽟ね
ぎ、キャベツなら⾚紫⾊のキャベツ。抗酸化が⾼そうな野菜など

現在の病状 悪性リンパ腫

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

スーパーか、商店街

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

悩み中

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

細かく切る。計量など。

闘病⽣活で役⽴ったこと 今の処はない

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

元々⽢味は摂取しないけど、意識してブドウ糖に変わりそうなものは避けている



278回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

悪い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

わからない

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

わからない

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

基本の4種類

現在の病状 ⼤腸ガン

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

わからない

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

効果が、劇的で⾒えない事

闘病⽣活で役⽴ったこと 安⼼感

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

重曹、クエン酸



279回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便秘しないです。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

多分していると思います 他にも治療しているのではっきりとはわかりません

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

ブロッコリー きのこ類 はと⻨ キヌア

現在の病状 胃癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

地元の⾃然⾷品屋さん

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

あった⽅が良いと思います

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

味に飽きる事

闘病⽣活で役⽴ったこと  お⽔は⼤切だと思います。
⾎液循環も⼤切です。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

⽔素⽔を飲むと 野菜を多く摂る



280回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

今から

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

⼀ヶ⽉未満ですが、⾷べると美味しいし、体に良いような気がします。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤中の友⼈にも勧めました。3回⽬なのですが1.2回めよりも軽い気がすると連絡がありまし
た。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

⽣姜、冬⽠、きのこ、セロリ、冷蔵庫にあるもの

現在の病状 甲状腺疾患、⾼⾎圧

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

⾃分で作ります

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特になし

闘病⽣活で役⽴ったこと 今、継続中なので、体に優しい気がします

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



281回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

⾎圧が下がり安定している。15年以上、⾎圧の薬を服⽤してきましたが、野菜スープを始めてから
 ３ヶ⽉程で⾎圧が安定しだして、現在は薬も２ヶ⽉間お世話になっておらず正直驚いています。

これからも毎⽇飲み続け様⼦をみます。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

癌の治療は受けていません。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

ゴーヤ、ブロッコリースプラウト、ミニトマト、⼩松菜、ニンニク、舞茸

現在の病状 ⾎糖値が⾼い 悪⽟コレステロール値が⾼い等。

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

【未回答】

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

【未回答】

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

持ってません。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

ありません。

闘病⽣活で役⽴ったこと 野菜スープに関する本を何度も読み返し、健康に対する知識が⼤変向上しました。⾎液検査の結果
 にも今まで以上に、感⼼と理解を持てるように成りました。

今後の⾎液検査が楽しみです。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

【未回答】



282回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

特に変化はないです。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤はしていませんが、放射線と今後予定のホルモン剤治療の為に飲んでいます。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

キノコ、ブロッコリー、、⼤⾖、ワカメ、⼤根、ニラなど、季節の野菜や冷蔵庫にあるものなど何
でもいれています。

現在の病状 乳癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

スーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

良いものなんだろうなと思います。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

飽きてきてしまう。

闘病⽣活で役⽴ったこと 特に思い浮かばないです

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

何もしていないです。



283回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

排便が良い本

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

免疫チェックポイント阻害薬なのでもともと副作⽤が少なく、わからない。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

春菊と⽣姜。

現在の病状 肝がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

普通のスーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

⼤きな鍋でたくさん作りやすくしてますので今のところ良好です。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

味がいまいち決まらない時があり良好なだしみたいものが知りたい。

闘病⽣活で役⽴ったこと 癌医療の本質。補完代替医療の重要性

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

メイプルシロップ重曹



284回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

⾮常に良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

腎臓機能が良化傾向にあります。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

 ⽩⾎球の数値が下がり抗がん剤治療がstop中
これからですね。次回1⽉４⽇からなので副作⽤軽減できてれば良いなぁ

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 スープは味付けしてません。
野菜はスムージーにしたり、ゴロゴロ野菜は味噌、コンソメなど

現在の病状 盲腸がん

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

スーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

⾒てないので分かりません

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にありません

闘病⽣活で役⽴ったこと 運動プラス⾷事改善で調⼦が良くなった。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

クエン酸



285回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

1ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

始めたばかりで、まだ思い当たらない

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

変わらない

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

キノコ類、パプリカ、イモ類

現在の病状 直腸がんによる肝転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

⽣協

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

良いと思う

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

種類をいれようと思うと、結構⾯倒

闘病⽣活で役⽴ったこと 味覚障害の時にスープだけは飲んでくれた

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

梅⼲しや梅エキスを⾷後にとる。



286回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

3ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

抗がん剤をはじめる前から野菜スープを飲み始めました。便通も元々良かったのでわからないで
す。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

野菜スープのおかげか抗がん剤の副作⽤はほとんどありません。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

葉物の野菜、⼤⾖、きのこ、さつまいも、等

現在の病状 ⼤腸癌

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

スーパーか道の駅

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

いいえ

野菜スープ機器についてどう思
われますか

今現在抗がん剤の副作⽤があまりないので、購⼊したい気持ちはあるけどなくてもいいように思っ
ています。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にないです

闘病⽣活で役⽴ったこと ⽔素⽔を飲むようにしています。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

重曹クエン酸⽔を飲んでいます。



287回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

2年以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

便通が良い。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤は、受けていません。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

 その時の、旬の野菜。
今だと、⼤根や⽩菜などです。

現在の病状 肺癌

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

農家さん、無農薬野菜のお店など

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

 使っていないのでわかりません。
ル・クルーゼのお鍋で、作っています。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

なるべく、無農薬のものを選びたいので、その辺は気を使います。

闘病⽣活で役⽴ったこと やはり、便通が良いことです。腸内環境も、よくなっていると思います。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

重曹プラスクエン酸を飲んでいます。



288回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

6ヶ⽉以上

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

良い

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

特にこれというものはありませんが、体にいいことをしているという安⼼感があります。

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

特に感じられません。

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

ブロッコリー、にんじん、⽟ねぎ、かぼちゃ、キャベツ

現在の病状 肺がん、⾻転移

抗がん剤治療をされています
か?

はい

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

はい

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

コープ⾃然派、スーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

なべで作っているので、あまり関⼼ありません。

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

特にありません。

闘病⽣活で役⽴ったこと 野菜スープ関連ではありません。

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

クエン酸錠、くだものをとること、四本⾜の⾁や乳製品はとらないこと



289回答者

野菜スープを始めて何ヶ⽉にな
りますか

今から

野菜スープを始められて今の体
調はいかがですか?

普通

野菜スープを始めて具体的に変
わったことは?

排便した便がしっかりしている

野菜スープで抗がん剤などの副
作⽤は軽減しましたか?

抗がん剤はしていない

野菜スープはスープだけを飲ま
れていますか?

スープも野菜も⾷べている

基本の野菜に何を加えています
か?

ブロッコリー、セロリ、

現在の病状 花粉アレルギー

抗がん剤治療をされています
か?

いいえ

無農薬や有機野菜に取り組まれ
ていますか？

いいえ

野菜をどちらで購⼊されていま
すか？

近くの⽣協やスーパー

野菜スープLINEプラスに会員
参加されていますか

はい

野菜スープ機器についてどう思
われますか

簡単に濃い野菜スープが作れて便利

野菜スープに取り組まれて困っ
ていること

便秘気味になる

闘病⽣活で役⽴ったこと 特になし

弱アルカリ体質に対して何か取
り組まれていますか？

重曹⽔、クエン酸⽔


