
　大西　患者さんの立場からみて腎臓
病の診療に何を望むかということを中
心にうかがいたいと思います。
　初めに、石橋さんは公益財団法人石
橋由紀子記念基金の発起人ということ
でよろしいでしょうか。
　石橋　はい。
　大西　公益財団法人石橋由紀子記念
基金について、どういったものなのか
ご紹介いただけますか。
　石橋　腎臓病で透析までいくと、治
りません。患者のほうはだんだんクレ
アチニンが上がって、「そろそろ透析
ですね」と言われたまま、透析に入っ
ていくわけです。昔、50年ぐらい前に
ちょうど透析医療が始まった頃は、年
間数千万円かかって、透析ができる人
とできない人がいまして、そのときに
私の友人が自殺したのです。途中まで
透析していて、年間2,000万円ぐらいか
かった。自費だったものですから。途
中から透析のできなくなった友人は苦
しくて、寝ていられないから、夜中ふ
らふらしてらして、そのうちに「ああ、

おられないわ」と。
　そういう経過をみてきていますので、
透析を受けるようになったときに、本
当はその瞬間が死の宣告だったと思う
のです。自分の力だけで生きていけな
いわけですからね。
　でも、今は「クレアチニンが上がっ
て、とうとう透析になってしまった」
というところから始まるのですね。そ
うではなくて、自分の力だけでは生き
ていけないのだ。それを皆さんに助け
ていただいていると考える。そう思え
ば医療への患者側の態度も違ってきま
す。
　あまり行状のよろしくない患者さん
も多いので、先生方もご苦労されてい
るでしょうね。言うことを聞かない患
者さんがいることをずっと自分で治療
を受けながら見てきたものですから、
きちっと患者側が自覚することによっ
て医療へ感謝できる。それを見た先生
方も、「ああ、あの患者さん、頑張っ
ていたな」とか、「この患者さん、何
を思ってるんだろう」と、相互の理解

が高まっていく。
　現在、透析者数は約30万人、１人500
万円として医療費が今１兆5,000億円ぐ
らい使っているそうなのです。年間100
兆円の予算ですよね、国家の規模が。
その中で１兆5,000億円使っているとは
すごいことだなと。
　私は55年、腎臓病で、ほかにいろい
ろな病気を起こして、助けていただい
ているので、70歳目前にちょっとでも
お役に立てていければと思いまして。
「私たちは死んでるにも等しい状態な
んですよ」ということは患者しか言え
ないと思って、「ですから感謝しまし
ょうね」という運動が本当のところな
んです。ですから、患者さんとお話し
させてもらったり、知り合いを通じて
お話に行ったり。病院でお話しすると、
病院のほうも「患者さんは疲れていま
すし」ということになりますから、終
わったあとに患者さんとお茶飲みまし
ょうよと。
　話していくと、私たちは透析になる
ときに、そんなふうに教わらなかった。
「次、透析よ」というだけで、「いやだ、
いやだ」と思っていたけれども、死ん
でしまうところを助けてもらったのだ
となると話は別です。そういう教育を
されなかったという声が多くて、ちょ
っとはこの活動をやっていてよかった
かなと思うのです。
　大西　この基金は、実際にはいつご
ろから始まったのですか。

　石橋　2011年に、私のゴルフ場の資
産を寄付して財団をつくって、それか
ら２年かかって公益財団法人の認定を
いただいたのです。
　大西　名称は石橋さんのお名前その
ものをつけて。
　石橋　私、ちょっと恥ずかしがり屋
なので、石橋由紀子なんてとんでもな
い、恥ずかしいと言ったのですが、私、
腎臓の移植を４度やっているのです。
妹の腎臓をもらって、弟のももらって、
あとはアメリカで２度。ですから、４
回やって生きている人ってそういない
のだそうです。
　それで、どこへ行っても、「石橋由
紀子でいいじゃないですか」と、そん
な感じで、何となくきてしまったので
す。
　大西　具体的にその基金ではどのよ
うな活動をされていらっしゃるのです
か。
　石橋　若い先生方の研究のきっかけ
になるような、本当に小さな寄付です
けれども、お一人50万円で、2016年は
34名の応募がありました。
　大西　研究費ですね。
　石橋　このごろは大学の教室もタイ
トになっているようですね
　大西　今なかなかたいへんですから
ね、学術活動も。
　石橋　本当に貧者の一灯ですけれど
も、「そういえば、あの基金のおかげ
でちょっとアメリカに行ってこれたな」

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅵ）

石橋由紀子記念基金発起人
石　橋　由紀子

（聞き手　大西　真）
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とか思っていただけたら嬉しいですし。
　大西　石橋さんの今までの体験です
が、今までどのような病歴といいます
か、経過をたどられたのか、さしつか
えない範囲で、少し教えていただけま
すでしょうか。
　石橋　15歳のとき、卒業式の直前に
一気にむくんだのです。それがきっか
けで、ネフローゼ症候群だと判明しま
した。それから、新潟県ではちょっと
治療が難しいだろうということで、千
葉大学に移って、そこでできたてのア
ルダクトンという薬をヨーロッパから
輸入して治療しました。
　大西　当時は珍しい薬だったわけで
すね。
　石橋　そうですね。とても高くて、
結局、私のうちも家を売ったり、医療
費もそのころは半額ぐらいだったので
しょうか、家族５割負担ということで。
ずっとそれをのんで、20歳ちょっとぐ
らいまで、病院を出たり入ったりして
いたのです。その後、はしかをやった
あとに元気になりまして、結婚して、
子どもも、男の子が２人います。
　その後は、32歳ぐらいでいきなりま
た今度はどーんとクレアチニンが上が
って、透析だということになりました。
その原因はちょっとわからないのです
けれども、シャントをつくったのです
が、エーラス・ダンロス症候群という
のがありまして、針が刺さらないので
す。穿刺に非常に苦労しまして、そん

なことがあって、弟の腎臓をもらって、
次は妹の腎臓をもらいました。透析も
非常に難しくて、透析不足で消化管出
血を起こしたこともありました。
　大西　いろいろな経験をされていら
っしゃいますが、様々な経験をもとに、
腎臓病の患者さんに何かお伝えしたい
ことはありますか。
　石橋　何度もしつこいのですけれど
も、昔に比べたら、今は生きていける
のよ、私たちということでしょうか。
　大西　昔は死の宣告みたいだった。
　石橋　それも、亡くなるとき、すぐ
には死ねないのです。苦しい期間が続
くのです。
　大西　水もたまったり、いろいろあ
りますからね。
　石橋　50年前は随分そういう方たち
を見てきました。
　大西　一方で、医療従事者に何か、
患者さんの立場からこういったことを
伝えたいということはありますか。
　石橋　特に透析に限っていえば、ま
ず申し訳ないなと思いますね。何キロ
以上体重を増やしてはいけないという
のを、「だって増えちゃうんだもん」
とか、「もう苦しいから、透析終わら
せてください」とか言うのですね。言
う気持ちもわからなくはないのです。
やはりお水が飲みたいのに、おしっこ
が出ないから制限されますし、わかる
のはわかるのですが、「本来なら死ん
でいるのよ」というのがおなかに落ち

たら、もうちょっと態度も違ってくる
のではないかなと。
　私も随分やんちゃでしたから、そう
いう私たちを先生方はよく診てくだす
って、体重が増え過ぎたら、加減しな
がら器械を動かしてくださったり。た

だ、これがずっと続いていたら、先生
方のモチベーションも下がるのではな
いかというようなことを日々感じてい
ました。
　大西　貴重なお話、ありがとうござ
いました。
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