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エッセイ

脳梗 塞 体 験 記

十年以上 も薬を 飲むこ となく 元気に 過ごして きた私 だっ

山 本 文 子

と座った まま、 救急車 を呼ん でもら って、そ の到着 を待っ

う ともが いたが、 立ち上 がれ ない。大 声で呼 び立て たら、

滑り落 ちて、仰 向けに 床に転 がった 。あわ てて起き 上がろ

自分の 部屋で 私は腰 掛けてい た椅 子から不 意にず るずる と

二〇 一六年 、桜便り の聞か れる 頃だった 。夜の 九時頃、

かっ たです ね。も っと重い 人が 多い。死 ぬ人だ ってあ るん

なかった。続けて救急士は言った。「あなたは軽くてよ

「握り 返してみ て下さ い」と 言った が、ま ったく反 応でき

士が私 の両腕 と両脚 を入念に 調べ た後、私 の左手 を握っ て

ピー ポーピ ーポー鳴 らしな がら 走る救急 車の中 で、救急

た。

末娘 が飛ん できて 後ろから 私の 上半身を 抱えて 引き起 こし
です からね」 この言 葉はそ の後の 私の心 の支えに なった 。

た のに、 遂にダウ ン、脳 梗塞を 発症し てしま った。

てく れた。左 腕に違 和感を 覚える ので見 ると、左 腕がだ ら

搬 入され た救急 病院で昼 夜に 亘る点 滴を九日 間受け た。

とぶら 下った まま動か ない。 右手で 押して みると 、ゆらり 、 自分は 軽いの だからめ げては いけな い。頑 張らな きゃ、と 。
ゆ らり、 と揺れ る。左腕 はま るで丸 太棒のよ うにず っしり

点 滴の管か ら解放 される 日のな んと待 ち遠しか ったこ とか 。

なんと いうこ とだ。 それで はお茶 碗が持て ない。 リハビ

と 重い。脳 梗塞の 発症だ な、と 気づい た私はそ の場に じっ

入院し た翌日 には、 思いが けない ことに左 手指先 がピク

そ れだけ ではな かった。 私は 左腕こそ 動かな くなっ たも

リもで きない。 私は憤 懣やる かたな い心境 になった 。

発 症直後 は安静 にこだわ らず 一日も早 くリハ ビリを 始めた

のの 、脚の 方は左 右とも健 全で ある。 杖を使わ ずに歩 ける。

リと動 いたので 、あっ と思っ た。そ ういえ ば、医学 書には

方が 効果的 である との記述 があ ったこ とを思い 出した 。ベ

なの にトイレ へ歩い ていっ てはい けない 、と車椅 子に乗 せ

点 滴から解 放され 自分の 脚でト イレに 通えるこ とにな っ

ッド に横にな ったま ま私は 自分で 指先を 動かす努 力を始 め

た いと思い 、看護 婦に申 し出た ところ 、主治医 の指示 があ

て、 やれ嬉 しやと思 ったら 、今度 は杖を 使わな ければい け

られた 。発作 直後に歩 くと再 発とか 悪化の 恐れが あるのだ

るま ででき ないと言 う。受 診の日 までな んて辛 くてとて も

ないと 指示さ れた。 これがま た厄 介である 。なぜ ならば 杖

た。グ ー、チ ョキ、パ ーを繰 り返し た。ト イレに 行こうと

待てな い。末 娘に頼 んで三角 巾を 用意させ 、自分 で左腕 を

などなし で歩け る身だ から、 杖を洗 面所や トイレに 置き忘

ろうか。 それな らそうと 説明 してく れればよ いもの を。

肩から吊 るした ところ 、先生 の許可 がない のにと看 護婦に

れ してき てしまう 。取り に戻る という ことを 何度繰り 返し

起き上が る度に 左腕がず っし りと重 いので、 三角巾 で吊り

叱 られた 。重さに 耐えら れない から私 は看護 婦の注意 を無

ら、自 分は桁外 れに我 儘な患 者だろ うな、 という自 覚と済

言う ものの、 職員の 皆さんは 笑顔 いっぱ いで優し かった か

視し て三角 巾を外 さなかっ た。 自分は我 儘な患 者だろ うな、 たや ら。私 は馬鹿 馬鹿しく なり 、腹が立 ってき た。そ うは
とは 思うもの の苦痛 は一日も 早く 和らげ たかった 。
指先は 一日目よ り二日 目、 二日目よ り三日 目と日毎 に動

リハビ リにな るな、と 気づい たので 私は三 角巾を 外した。

にお 茶碗を載 せてみ ると、 そのま ま食事 ができ る。これ は

数 日のうち に肘が 胸の高 さまで 上がる ようにな った。 左手

の日には エレベ ーター の前や 病院の 玄関先で リハビ リの先

たリハ ビリテ ーション 病院に 転院す ること になっ た。転院

ハビ リ治療も 受けた りした 後、ベ ッドの 空くの を待って い

結 局、救急 病院で は四週 間お世 話にな り、いく らかの リ

ま なさは 感じて いた。

そうした らまた もや看 護婦か ら注意 された。

生 や看護 婦が見送 って下 さった のには 感激。 涙が出た 。

き が増し ていき 、腕が少 しず つ持ち上 がるよ うにな って、

「 先生の 許可なく 外して はいけ ません 」と。
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転院先 のリハ ビリテー ショ ン病院で はベッ ドが百 五十余

単純な 私は「 えっ、私 の笑 顔が素晴 らしい って？ 」と嬉

「 もっと 若い時に 知って いた ら、ボク 、山本 さんに惚 れて

しがって 洗面所 の鏡の 前で一 人でニ ッと笑っ てみた りした 。

リ ハビリ の質が高 いだけ では ない。こ の病院 には愛情 が
しま ったか も知れ ない」と 見事 にふざけ てみせ たＭＦ 先生

あり、九 十余名 の療法 士を擁 して、 リハビリ の質が 抜群に

溢れ ている 。病院 の廊下で 行き 会う人た ちはス タッフ も患
は、 ひょうき んで面 白い若 者だ。 そうい う私は口 軽婆さ ん

後 で、先生 の褒め 言葉は 病人を 励ます ための 、つまり 心の

者も 会釈を交 わし合 う。に っこり と微笑 む人もあ って和 や
か。「 先生たち は孫の ように 可愛い 」と言 ったら 、すかさ

優 れている と私は 感じ取 った。 毎日一 時間の リハビリ を三

かだ。 リハビリ のお世 話にな った先 生方は 顔を覚 えていて
ず にゅっ と手を 突き出し て「 お年玉頂 戴」と 言った 先生と

ケア だった と気がつ いた。 オメデ タイな 、私は 。

下 さって 、どこ で出会っ ても にっこり 笑い、 中には 握手を
は 漫才のコ ンビが 組めそ うだ。

回、 計三時 間受ける 。お陰 で私の 腕は万 歳がで きるよう に

求 めてくる 人もあ る。若 い男性 の先生 は特にふ ざけて 冗談
「山 本さん が歩けな くなっ たら、 私が抱 っこし てあげる 」

「山本さんは本当に元気だね。百二十歳まで生きられる

で患 者の心 を和ませ ること が上手 である 。
とＨＭ 先生。 冗談と思 っても その 優しさが 嬉しい 。退院の

なった 。上方 向だけ でなく、 横に も後ろに も回り 、ぐる ぐ

「山本 さん、 近所のゴ ミ拾い をし ていたん だって ね。道理
日には

よ」な んて言わ れる筈 だ。

で私が○ ○町（ 著者の 住む町 ）を通 ったら、 ゴミ一 つ落ち
「 もう私 が抱っこ する必 要はな くなり ました ね」と祝 福し

ると回 転させる ことも 可能に なった 。

て いなか った」と 言うＨ Ｔ先生 の言葉 に、私 はお腹の 皮を

じっと 私の目 を見つ めて視 線を離 さずリハ ビリを 続けて

て下 さった 。

「山本 さんは 色が白 いですね 。何 か塗って います か。何 も

くれる 先生があ って、 私はそ の目に 心を引 き寄せら れそう

よじ らせて 笑ってし まった 。

その方 がいい

やかな 笑顔。握 手。さ らに抱 擁。そ の上で の心を開 いた会

の秘訣 はここ にある のではな いか 。見つめ 合う。 重ねて 和

「山 本さん の笑顔 は実に素 晴ら しい」 はＴＭ先 生の言 葉。

の かも知 れませ んね」さ らに

け だった その人 がやがて 私の 言葉に答 えるよ うにな った。

かって いる人が ある。 声を掛 けると 硬い表 情のまま 頷くだ

へ集まってくる患者のうち、表情の暗さから私の心にか

い視 線は人 の心を 引き寄せ る。 そこで 気がつい た。人 の和

な 自分を 感じた 。自分に 注が れる視線 は眩し い。そ の温か

若い 時から ずっと なの？

話 。これ らは世 界共通の 友好 表現であ り、人 類にと っての

いまに笑顔も・・・と思っているうちに私が退院してし

塗って いない？

最高 の幸せ 、平和 を守る手 段で はない か。平和 を守る ため

まっ た。会い たいな 。あの 人たち は今ど んな思い でいる こ

入院生活 を笑っ て楽しん で生 きてい る人など 滅多に ある

とか。 どうか 明るい気 持ちに なって 欲しい 。

に必 要なのは 決して 軍備で はない 、とつ くづく思 った。
各階毎 に食堂 がある。 脳梗 塞患者は 歩けな い人が 多い。
食事時に は車椅 子の人た ち三 十人ほ どが集ま ってき て食卓

た がどう してそん なに元 気なの か秘訣 を知り たいから 会わ

うしても 目立つ 。看護 婦が近 寄って きて「 山本さん 、あな

稀な中 で歩き 回って いる私は 食事 も一番早 く終わ るので ど

箸を 使えな くなって 食べる のに時 間がか かる。 歩ける人 は

たち にどう したら 私の考え 方を 伝えられ るのか 。死は 現世

れ るから であろう 。私に はその 恐れが ない。 死を恐れ る人

ない。病 んだ時 、人の 心が暗 くなる のは病 気を案じ 死を恐

にかく 今こう して生 きている とい うことが 嬉しく てたま ら

お腹 の皮が よじれる ほど笑 った。 なぜ笑 えるの か。私は と

を 囲む。こ の人た ちは食 べ物を 飲み込 む力が弱 くなっ たり 、 も のではな いが、 この私 は入院 中もケ ラケラと よく笑 った 。

せて 、とい う患者 さんがい るよ 」と一人 の女性 患者に 引き

以上 に素晴ら しい霊 界への移 動で ある。 恐れるど ころか 、

結 局、こ のリハ ビリテー ショ ン病院に は六週 間お世 話に

会わ された。 その人 の手を握 って みると 、指先は 動かせ る

し てグー 、チョ キ、パー に毎 日励むよ う勧め た。私 が食堂

な った。温 かい先 生や看 護師た ちに見 守られて の六週 間は

楽しみ にすべき ことな のだ。

に 姿を見せ るとい つもす がりつ くよう な目で車 椅子の 上か

実に 楽しかっ た。退 院の日 、主治 医のＭ Ｓ先生 は左手で 私

のに動 かそうと しない 。私は 自身の 努力が 必要なこ とを話

ら私 を見つめ る女性 患者が いる。 その肩 に手を 回して私 が

辛いだろ うな、 歩きた いだろ うな、 と思うだ けで私 まで涙

で あろう か。そこ に私は 先生の 温かい 心を感 じて嬉し かっ

ハビリに よって 復活し た私の 指の力 を確かめ たくて のこと

「頑張 ってね 」と声を かける と、じ わーっ と涙を 浮かべる 。 の右手 を握り 、右手で 私の左 手を握 りしめ て下さ った。リ

が 込み上 げてくる 。その 他に三 度の食 事時に 車椅子で 食堂
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振 るってい た。

ざいまし た」と 言った 私の言 葉に対 する先生 のコメ ントが

た。「 忘れら れない楽 しい入 院生活 でした 。あり がとうご

です か？」 に始まる 質問で 最後は 趣味を 問われ た。書く こ

一 回目の面 接には 「今日 は何年 何月で すか？

く、担当 のＨＡ 先生と の面接 は二回 で打ち切 りにな った。

による 検査を 受ける。 私は幸 いなこ とにこ の点に は問題な

とと答 えたら 、その 内容を問 われ 、著書名 まで問 われた 。

ここは どこ

「私 のこん な顔でも よかっ たら、 思い出 して下 さい」
大きな 目をぎ ょろり とさせ て、口 元をほこ ろばせ たＭＳ

「 山本さ んの回 復の速さ は不 思議現象 の一つ かも知 れませ

万別で すよ」の 答えし か返っ てこな い。

のか 見当がつ かない 。訊い てみて も、「 人それぞ れ。千 差

たけ れど、 私とし ては自分 が他 の患者よ りどの 程度に 速い

何 人もの 先生が、 私の回 復の 速さを驚 き感心 して下さ っ

は 、「拍手 ！

語 る』の 反応は すこぶる 良か ったが、 中でも 永六輔 氏から

た め 私 は 流行 作 家 扱 い さ れ て し ま っ た 。『 改 訂 版 墓 標は

から 五万円の 値をつ けられ ている ことが 知れ渡り 、これ が

『 改 訂 版 墓 標 は 語 る 』 が ア マゾ ン で 定 価五 百 円 が五 千 円

り ました よ、あな たの本 」と 声を弾ま せて言 われた。 拙著

次の面 接でＨＡ 先生か ら「山 本さん 、図書 館で調べ たらあ

ん ね」と言 って下 さった ＳＤ先 生の言 葉には感 動。リ ハビ
の方 のお力 でアマゾ ンの値 が吊り 上がっ たのか な、とい う

先生の 顔は最高 に魅力 的だっ た。

リを 受けな がら私が しゃべ った自 分の不 思議体 験を大抵 の
気がし ている 。

に受け止 めて耳 傾けて 下さっ たのだ 、と思う と本当 に嬉し
読 みまし たよ。凄 いわね 」と声 を掛け られて 私は恥ず かし

エレベー ターの 中で出 会った ＨＡ先 生から「 山本さ ん、

脱 帽！」 という 身に余 る賛辞を 頂いた 。こ

先生は 軽く聞 き流して しまう 。け れども、 ＳＤ先 生は真剣

か った。 思考が深 くて温 かい人 に違い ない。 長身だけ れど

と言わ れたりし た。そ れには まだ応 えてい ないので 、代わ

いや らきま り悪いや ら。「 また 書いてね 」とか 「オバ マ大

脳梗塞 は脳神経 が冒さ れるた め、手 足だけ に限らず 、話

り にここ で簡単 に一言で 答え ておきた い。オ バマ大 統領の

心は とても 細やかな ＳＤ先 生と はもっと もっと お話を する

す 能力や 記憶能 力、思考 能力 が衰える 場合も あるか ら、言

メッ セージ は実に 幅広い観 点か ら深く 掘り下げ て語ら れて

統領の 広島来 訪時の メッセー ジに 対する感 想を書 いてね 」

語リ ハビリ 担当の 先生から 患者 はあら ゆる角度 からの 質問

づいた かなと 思うた びに、懐 かし く蘇って くる二 人の恩 師

機会が 欲しか ったな あ。

いるの で強く 感動し た。それ に較 べて日本 側のメ ッセー ジ

しての 膝曲げ 運動、ま た寝た 姿勢で の腰上 げ運動 や脚上げ

リハ ビリを毎 日実行 してい る。つ ま先立 ち運動、 お尻突 出

トレ メニュ ーを自 分の部屋 の壁 に貼っ て、そこ に書か れた

退 院後の 私は、 リハビリ 担当 のＴＭ先 生から 頂いた 自主

文子さん の顔に 何か光っ てい る。ま た増えた 」と平 野富貴

んでの おしゃ べり中に 私の頬 から金 粉が出 始めた 。「あっ 、

を級 友四人で 訪れた のは二 十年く らい前 だった。 先生を 囲

びに 来てよ 」との 電話を先 生か ら再度 頂いたの で、先 生宅

百 合先生 の九十 歳頃の姿 。「 文子さん 、お友 達を誘 って遊

は表面 的なあり きたり の平和 論に過 ぎず、 お粗末に 思えた 。 の話に 触れたい 。まず は小学 校一、 二年の 担任だっ た小川

運動に加 えて、 毎日三十 分ほ どの散 歩を心が けてい る。

て「脳の復活だ」と喜び、五か月ぶりに音が出たときは

た ことか らそう感 じた。 発症後 八十七 日目か ら夢を見 始め

や、ビロ ウな話 で恐縮 だが、 沈黙の おなら しか出な くなっ

たらし い。発 症と同 時にぱっ たり と夢を見 なくな ったこ と

微震 だと思 った私な のに、 どうや ら影響 は全身 に及んで い

う一 人の恩師 三年の 担任だっ た梅 村芳郎 先生は昔 、新聞 の

全う された 。私も それにあ やか りたい、 と願っ ている 。も

代 さんと 私の二人 だけだ 。小川 百合先 生は百 歳まで自 立を

いる」と 言われ た。こ の時の 五人で 今健在 なのは平 野富貴

しまっ た。小 川百合 先生から は「 文子さん には神 が宿っ て

以来 、私は 同級生た ちから 霊能者 扱いさ れるよ うになっ て

脳 梗塞は人 間の体 が地震 を起こ したよ うなもの に思え る。 代 さんが叫 び、み んなが 総立ち になっ て私を取 り囲ん だ。

「腸 の復活だ 」と喜 んだ。な んで も喜び の種にな る私で あ

地方版 に拙著『 金粉の メッセ ージ』 『詩歌 集

蟻ん この独

る。だ が、この 先も復 活への 道一筋 とは限 らない。 予震の

筋肉 が鍛えら れ、結 果的に は足腰 を強め て長命 に繋がる か

再 発を防ぐ ことが できれ ば、リ ハビリ に励むこ とで手 脚の

せられ ないか ら、まだ 死ぬわ けには いかな い。大 成とは何

下さ った。大 成から 程遠い ために 私は梅 村先生 に顔を合 わ

で す。大成 して下 さい。 あなた なら出 来る」と のお手 紙を

後 に本震 が来る ように、 脳梗 塞は再発 がかな り多い と聞く 。 り 言』の 紹介文 が顔写真 と共 に載った とき、 「あな たは宝

も知れない。よく体を動かし、心を安らかに保つことに

九 月二十 四日）

ぞや。世 の中に 益する 人間に なるこ と、と思 ってい る。
（ 二〇一 六年

よって再 発を防 ぎたい 。
少 し横道 へ逸れる が、自 分はい よいよ 人生の 終着駅に 近

- 5 - 6 -

