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我が初体験の告白
＜１＞ 初体験その１：人間ドック
平成 21 年夏、我ら夫婦は人生で初めての人間ドックを受診することになった。メタボ検診と言われる成人
病予備軍発見のための健康診断が叫ばれていたので、一度人間ドックでも受けてみるかということになり、
自宅から近いところにあるＳ病院を選んで申し込んだ。検査の後で美味しい食事が食べられることもこの日
の楽しみのひとつであった。
8 月 31 日：日帰り人間ドック（胃バリウム検査）を受診。医師のコメントは次のようなものだった。
「血圧が尐し高め、コレステロール値が尐し高め、脂肪肝の傾向あり、体を動かす運動を」などなど。
更に「胃にポリープがうかがえる、一度胃の内視鏡検査を受けておきましょう」
二年ほど前から市の健康診断でも「胃にポリープあり、様子を見ましょう」と言うコメントをもらっていた
のでさほど気にしてはいなかったが、内視鏡検査を受けることにした。
＜２＞ 初体験その２：胃カメラ
10 月 1 日：人間ドックを受けたＳ病院でこれまた初めての体験である胃カメラ。
注射と薬とで麻痺させた所をカメラが通過するのだから何ともないだろうと思いきや、喉から食道に下りて
行くところはうまく通過してくれない。不快な体験をしながらカメラが通過してしまえば、後は終わるのを
待つばかり。慣れてきた所で薄眼を開けて医師の動きを見ようと思ったが・・・・。
人間は、目の前で物が近づいてくると反射的に「払いのける」または「身を引く」のが普通である。医師が
ファイバーを前進させる動作をするのが見えると、無意識に体を引いてしまい医師に「動かないように」と
注意された。カメラの通り道の条件反射はブロックされているが、視覚から来る条件反射は生きているとい
うことなのだろうか？ ということもさることながら、気が弱い私としては目を開けて見ているより何をや
っているのか見えない方が恐怖感がなくて良いので、ずっと目を閉じたままで過ごしたが、15 分ほどの時間
は随分長い時間に思えた。
「ポリープは加齢による胃壁の凹凸が原因と考えられ、心配するようなものではない」と説明があり、
「念のため組織を採って調べておきます」とのことだった。
終了後暫くの間は胃袋の中で何かが蠢いているような不快な気分が残った。また、この日とその翌日の夕方
ぐらいまで喉がいがらっぽい感じで、時々咳が出た。恐らく胃カメラが喉に軽い傷を付けたせいではないか
と思う。
＜３＞ 初体験その３：癌の宣告
10 月 19 日：内視鏡検査の結果の説明を受けた。
「胃の上部に直径 5mm 程度のポリープがあり、組織を採って検査した結果癌細胞が発見された」と語る医
師の右手のボールペンが指すカルテの上には鮮やかに「早期 Cancer」と書いてアンダーラインが引いてあ
った。後頭部をハンマーで殴られて目から火花が出たような気分になってしまい、掌に薄らと汗が感じられ
た。医師の説明は続いた。
「委縮性胃炎が認められる・・・・・」そして
「血液検査で異常が発見されていないので、原発性の癌でまだできたばかりで胃の粘膜層より奥までは進ん
でいないと思われる」
手術方法を確定するためにもう一度血液検査をした上で、二日後に説明をするということになり、採血を済
ませて帰宅した。
色々なことが脳裏に浮かんでは消え、平静を装っていてもどことなく落ち着かない気分が続いた。
10 月 21 日：担当医師から対処方針の説明を受けた。
状況は、
「胃の上部に直径 5mm ほどの管状腺癌が見つかった。原発性のもので他の部位からの転移ではない。
粘膜層のみで、それより奥に進んではいないと想定される。早期癌の早期発見ということである」というこ
とで、絵や図や画像を交えての説明は大変わかりやすいものだった。

胃の内側

処置方針は、
「内視鏡による当該部位の粘膜切除手術（ＥＭＲ）とな
る可能性大だが、深部に進んでいる場合には開腹手術もあり得る」と
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いう説明を受け、11 月 10 日入院の線で手続きも始まった。

胃の外側

に病院モードになってきた。

10 月 23 日：「入院・手術の前に精密な内視をして最終的な処置方針
を確定したいので・・・」との主旨で緊急呼び出しが入った。もう生
活レベルでの日々のスケジュールが自分のものではなくなって、完全
10 月 27 日：内視鏡手術に先駆けて外科部長のＳ先生による内視鏡目

視チェック。これまでの精密検査結果を受けて、処置方針が確定しその説明を受けた。
「手術方法は、内視鏡により粘膜層を 1.5cm 四方ぐらい切り取るというもので、IT ナイフというものを使
う手術である」とし、
「入院先は千葉大学付属病院、紹介状を用意するので、すぐに手続きに入るように」
この S 先生は千葉大学付属病院のこの分野の出身の方で、しっかりした説明を聞いている内に気分は大分落
ち着いてきた。先が見えぬ状態と先が見える状態との心のありようの違いを感じた。
＜４＞ 初体験その４：不安な日々を過ごす
落ち着かない日々を送りながら、間近に迫った入院のために不在になることを想定して、庭の木の剪定や部
屋のがらくた整理等を進める日が続いた。古い書類の廃棄や整理整頓を進めるうちに時々脳裏に浮かんでし
まう「先に逝った友のことや胃の摘出手術を受けた友人たちのこと」。比較的軽い手術で終わることができ
る可能性があるとは思っても、不測の事態を思い浮かべてしまい不安が走ることがある。
「間もなく死ぬ可能性があるストーリーに乗っかるのかもしれない」と考えると、色々やらなければならな
かったことを思い出してしまう。でもよくよく考えてみれば、
「75 歳で死ぬと想定すればあと 10 年足らず、
80 歳で死ぬとしてもあとさらに 5 年。今回の出来事がなかったとしてもこれまでに過ごしてきた日数を考
えてみればもう残りの方が尐ないのだ。」と考えるようになってきた。これまで「自分がいずれ死ぬ」とい
うことをあまり考えずに済ませてきたが、こんな当たり前なことに気が付かずに暮らしてきたのか、と思う
ようになってきた。
二人の娘たちに状況を知らせておくべく手紙を書いたのもこの頃だったか。しばらく畑に行かれなくなるこ
とを想定して、畑の仕事も忙しくなってきた。
そんな日々の中で、これまでの医師の説明を元に胃癌の分野の先端医療のことをインターネットで調べてみ
た。医師の説明の中に出てきたいくつかの用語の学習もして見た。
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さらに、これらの分野では千葉大学付属病院はかなり先頭を行っている病院らしいこともわかってきた。
こんなことも手伝って気分は随分落ち着いてきた。
＜５＞ 初体験その５：千葉大学病院に通院
11 月 2 日：紹介状を持って千葉大学付属病院消化器外科へ。
今後の予定として、
「入院後の手術の方法を最終確定するために、もう一度精密な検査を行う」と示された。
11 月 5 日：胃と食道のバリウムによる透視検査。
11 月 10 日：ＣＴ造影検査（首から腰まで）及び胃と食道の超音波胃カメラ（ＥＵＳ）による内視鏡検査。
「これは内視鏡の先端が通常のものより太いのでちょっとつらいかもしれませんが・・・」と前置きがあっ
た上で検査が始まったが、確かに若干太かった。また胃の中をくまなく探索しているようで検査時間もこれ
までよりも長かった（20 分以上かかったような気がする）
午前中のＣＴ造影検査から午後の内視鏡検査まで検査が一日がかりとなり、すべてが終わった時にはもう空
腹でくたくたなってしまった。家に帰って早めの夕食をとったが、空腹だったため尐々大目に食べてしまっ
たせいか、胃と腸のコントロールがおかしくなってしまった。まるで空っぽの状態で胃に多めの食べ物が入
って行ったが、胃から腸への送り出し（自動制御）が今までほどスムースに行われない感じになった。この

症状が数日続き、我が生涯で数尐ない「食欲不振」を体験した。後にわかったことであるが、「超音波胃カ
メラ検査の直後は胃に負担の尐ない食事をするように」と注意書きが書いてあった。
ＥＵＳ

Endoscopic ultrasoundscopy 超音波内視鏡

Ｓ病院での検査と千葉大学付属病院での精密検査の連続はほとんどが絶食検査であり、その影響と精神的な
不安定さによる食欲不振とにより、9 月上旪に 60Kg あった体重は 11 月 15 日には 56.7Kg に減ってしまっ
た。
内視鏡による粘膜下層剥離手術（ＥＳＤ）で対応できるであろうとの結論で、文字通り「粘膜下層までを剥
離するというもので、人工的に胃潰瘍を作ることになると考えて下さい」との説明だった。「粘膜下層の奥
には毛細血管があり、ここまで進むと血液を介して体内の他の部位に転移が始まることになる。血液検査で
異常が発見されていないことから、そこまでは進んでいないと想定できます」というコメントでかなりイメ
ージすることができた。入院の準備を整えて指示待ち体制に入るようにとのことだった。
ＥＳＤ
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今後の処置の方向性が見えてきたことで精神的にはかなり楽になってきた。
＜６＞ 初体験その６：千葉大学病院に入院
11 月 12 日：病院から「11 月 17 日に入院せよ」と連絡が入り、にわかに慌ただしくなってきた。
これまで 60 何年かの人生の中で病院に入院したことは一度もないし、歯医者以外で麻酔手術など受けたこ
ともない。「入院する」ということだけで私にとっては初体験の大事件である。
11 月 17 日：病院が示す入院準備項目リストに従って準備を整えて消化器外科に入院。
身長・体重・血圧などの基本検査を受けた後採血。昼食も朝食も美味しいが我が家の食卓に比べると野菜が
尐ないのが物足りない。指示に従って体温測定・排尿の回数と量・排便回数・水分摂取量の記録を取り、7
時と 16 時に体温と血圧の測定が回ってくるときに報告しなければならない。テレビで大相撲鑑賞もしなけ
ればならないし、忙しい。
入院手続き関係資料にあらためて目を通し直してみたらこんな説明資料があった。
「禁煙期間が 3 週間なけ
れば原則として手術は延期します」というタイトルで、「手術後の重大な合併症である肺炎の可能性をさけ
るために・・・」と説明があった。喫煙習慣があるということだけで様々なリスクがあることは昨今語られ
てはいるが、手術に際してのリスクまで・・・ここまで喫煙が問題視されているとは知らなかった。
夜、麻酔科の医師が来て麻酔の説明。20 時に消灯、しばらく読書をしてみたが 22 時前には眠ってしまった。
11 月 18 日：6 時の館内放送で起床。病室の窓から筑波山が見えることに気が付いた。
今後の治療予定の詳細説明があり、この他に呼吸法の説明・手術前の各種準備項目の説明・手術前後の食生
活の説明などもあり一日はあっという間に過ぎた。ＥＳＤ手術で充分な結果が得られない場合には次のステ
ップとして「胃摘出」が考えられるが、
「開腹手術はしません。腹腔鏡手術と言って 6 か所に穴を空けて手
術をして 6 か所目の穴だけは取り出し口になるので 5ｃｍ切ります。他は穴だけですから回復も早いし、心
配はいりません」とのことだった。
手術後の食生活の注意の主だったところを羅列してみると、「手術でできた胃壁の傷が治るまでは、アルコ
ールや刺激物は控えるように、おかきや落花生などの硬いトンガリがあるままで胃に入って行くような食べ
物は不可、とにかく良く噛んで口の中で充分に唾液と混ざった状態で飲み込むように」などの説明だった。
四人部屋の病室には様々な患者がいた。胃癌で胃の摘出手術を受けた男性とよく視線が合うので時々言葉を
交わすようになった。手術後の回復が思うように進まず入院期間が延びているようだった。県下のＪＲの駅
で要職に就いていた人らしく、制服を着た人が見舞いに来ていた。
病室内では携帯電話はマナーモードにして、通話する時には室外に出ることになっているようだが、あまり
守られていない。昼間でも迷惑なのに消灯時刻を過ぎてからも音や話声が聞こえる。
手術は 11 月 20 日朝一番と決まった。
手術は全身麻酔で行い、口に四角い箱のようなものを取り付けてこれをガイドにして内視鏡その他手術用の
道具が体内に入って行く。剥離すべき部分にマークが付けられて、その部分に水を注入して膨らませて、そ
れを剥ぎ取るという段取り。剥離した粘膜は病理検査に回される。手術時間は一時間程度だろう。

剥離する部分の大きさは 2.5cm 四方程度、厚さは 500μとのこと。
11 月 19 日：手術前日としてのスケジュールが進んで行く一日。
手術前日なので入浴、しかも白昼の入浴は温泉旅行以来のこと。
昼食に天ぷら付きの蕎麦が出て美味しくいただきはしたものの、午後から下剤（ラキソベロン）を服用。
（勿
体ない！）これが最後の食事となり、夕方点滴が取り付けられた。周囲のベッドで夕食を食べる音や匂いが
して、さぞひもじかろうと想像していたが、点滴をしていると空腹感が現れない。不思議だ。
担当の看護士が来て「テーモーの確認です」と言う。何事かと思っていると「パンツを下げて下腹部を見せ
て欲しい」と言う。指示に従って下げ始めたら「脱がなくていいんですよ、下腹部を見るだけですから」。
手術のために下腹部の左右に電極パッドを貼り付けるが、下腹部が毛深い人は剃らないとパッドが手術中に
剥がれてしまったりするので剃毛（ていもう）が必要な人もいるとのこと。幸いなことに（？）その必要は
ないということだった。
次に手術室の看護士が来て明日の行動予定を克明に説明してくれた。「手術前夜に眠れない人が多いので睡
眠導入剤を用意しておく、必要ならナースコールするように」とのことだった。睡眠薬を飲んだことは一度
もないので、なくても眠れると思うから・・・と断った。
消灯と同時に眠れそうな雰囲気だったが、何と向かいのベッドのいびきが凄くて眠れない。45 分後止むなく
ナースコールをして、睡眠導入剤を一錠服用したらいつの間にか眠りに着いたようだった。ところが点滴を
しているせいだろうか、何と 23 時になったらトイレへ行きたくなって目が覚めてしまった。もう薬をもら
うことができない時間帯なのでいびきと闘いながら何とか睡眠。
初体験アイテムが連続の一日だった。明日からはすべてがそうであろうが。
＜７＞ 初体験その７：手術
11 月 20 日：いつものように 6 時の館内放送で目が覚めた。指示に従って手術準備を進める。
手術着に着替え、下着を脱いで T 字帯に、ザンタック（胃酸分泌抑制剤）を飲んで浣腸。
8 時 15 分、テレビドラマで見たのと同じような大きな自動ドアを通って手術室に入室。入り口でかみさん
に目で挨拶。手術台横の大きな台に各種道具がてきぱきと運び込んで並べられている。
手術台に横になってしばらくすると腕が固定され、
「じゃ、小林さん麻酔の準備に入りましょう」
。
昨日から付けていた点滴の薬袋が外されて麻酔薬に接続、口にプラスティックのマスクが取り付けられて、
「はい大きく呼吸しましょう」
「小林さん、終わりましたよ」という声で目をあけると、看護士と医師とかみさんが上から覗き込んでいる。
天井の風景はもう病室に変わっていた。今朝と違う病室に移ったことを知らされた。
ボーっとした状態から徐々に醒めて行くのが感じられる。すっきりと覚醒した時にふと時計を見たら、まも
なく 11 時になるところだった。約三時間の間の記憶が全くないという不思議な体験になった。
腕には点滴、鼻には酸素吸入チューブ、胸には心電図のパッド、股間には導尿の管が取り付けられており、
ベッドの横には心電図と点滴の液が。あらためて「手術後の病人」を実感した。身動きができないので目を
閉じているとすぐに眠れる、食事もないしすることはないのでひたすら昼寝。
16 時 15 分、手術部位の確認のための内視鏡検診。手術後の病人なので軽い麻酔をしてくれて、何の苦痛も
ない気楽な胃カメラ。手術で付けた傷跡からの出血はなく経過良好とのこと。
「手術により胃壁に傷を付けた状態なので、胃潰瘍になっているという認識でいて下さい」と説明があった。
夜、担当の看護士が巡回の時言うには、「手術が終わって麻酔が覚めた時に、小林さん気分はどうですか？
って聞いたら、腹が減ったって言っていましたよ、覚えていますか」
。全く記憶なし。
＜８＞ 初体験その８：手術後の日々
11 月 21 日：朝の回診後に胸部と腹部のレントゲン撮影。水を尐しずつ飲むことが許された。
心電図と導尿の管を抜去。看護士に「痛いかもしれませんが・・・」と前置きされると余計構えてしまい、
尐々痛かった。
さらに「チューブで軽い傷が付いていると排尿時に痛みがあるかもしれませんが、しばらくで治まります。
それから、導尿をしていた関係で膀胱に適量溜まると尿意を催すと言う条件反射が狂ってしまったので洩ら

す可能性があります。しばらくは早めにトイレへ行くようにして下さい」
体にぶら下がっているものが一つでも減ると身軽になって、回復が一歩前へ進んだ気分になれる。
パリエット錠（胃酸分泌抑制）とアルロイド G（胃の粘膜保護と胃潰瘍からの出血防止）の服用と大相撲鑑
賞だけの一日。
11 月 22 日：昨日同様に単調な一日。週に一度の体重測定日、何と 55.6Kg になってしまった。
昼頃からポカリスエットを尐しずつ飲んでみた。意外に美味しかった。（メーカーの方には申し訳ないが）
売店で買ってきた時刻表を読んで、
「出発地別行き先別航空便の便数表」を作って見たがすぐに飽きてきた。
持ってきた落語のカセットテープで「井戸の茶碗（古今亭志ん朝）」を聞き、
「主な登場人物の間で動く商品
と現金の流れ図」を書いてみた。そして 16 時になるのが待ち遠しい大相撲鑑賞。
11 月 23 日：「今日から流動食が食べられる」と大きな期待を持って目を覚ましたが、何と昼食からだった
のでかなりがっかりした。左腕の点滴の針を刺している所が炎症を起こして腫れあがり痛くなってきたため
右腕に指し直してもらった。不慣れな看護士で何度も指し直して、さらに痛いことこの上なし。
待望の昼食のメニューは、「重湯 180ｇ・味噌スープ・乳飲料（抹茶ラテ）
」。胃袋が驚かないように、ゆっ
くり時間をかけて啜った。
「食べられることの有難さ」を感じた。
同室の患者、手術後の回復が思わしくないためまだ普通の食事が食べられない。「粉砕してジュース状にし
た食べ物」を食べているがとても不味い。多数の薬も飲んでいてそれも美味しくない。なかなか回復に向か
わない苛立ちから連日連夜かみさんや息子に携帯電話でわめく。「もうこんなのいやだ、死んだほうがまし
だ」。電話の向こうでかみさんや息子がなだめる、看護士が来てなだめる。翌日息子が来て説得すると治ま
る。毎日このシーンを見ている方は、最初の内は「気の毒だなあ」と思って聞き流しているが、毎日続くと
厭になってくる。携帯電話の規制がきちんとできていないのも問題だが・・・。
夕食は「重湯 180ｇ・野菜味のスープ・パインキャロットジュース」
11 月 24 日：朝食は「三分がゆ 240ｇ・味噌汁・シュウマイもどき（練り物と卵）
・ダイコンおろし・カリフ
ラワー（ひとかけら）
・練り梅・牛乳 200ｍℓ」。ご飯粒との出会いが感激だったが、牛乳 200ｍℓが飲み干せ
ず、午前中に時間をかけて尐しずつ飲むことになった。
昼食は「三分がゆ 240ｇ・カボチャスープ・サバの味噌煮・トマトのたたき・練り梅・ゴマゼリー」。
勝手に体重を量って見たら 56.9Kg だった。入浴が許されたが、点滴をぶら下げたままで体を洗ってシャワ
ーを浴びるのはかなり難しいものだった。
夕食は「三分がゆ 240ｇ・いり豆腐・茹でポテト・海苔の佃煮・卵焼き・水ヨウカン」
何とも不思議なことに、これっぽっちの食事で食い足りないどころか一生懸命食べてようやく食べている。
胃に傷があるからなのだろうか、それとも体がまだ求めていないせいなのだろうか、不思議だ。
同じ部屋の患者と回診に来た看護士とのやりとりを聞いていたら・・・。脳梗塞・心疾患を体験した人や糖
尿病関係を患っている人が消化器系の外科手術を受けると、手術そのものにリスクがある他に投薬や食事な
どの術後の対処の上でも数々のリスクがあるようだ。自分が他にトラブルを持たずに入院してきたことで、
難しい局面を辿らずに済んでいることがわかった。
11 月 25 日：朝食は「五分がゆ 280ｇ・味噌汁・ひき割り納豆・茹で菜にシラス・トマトのたたき・練り梅・
牛乳 200cc」。にわかに豪華メニューになって驚いた。
午前中に点滴が外れたので尐し歩行練習をすることにして院内を散歩してみた。昨日までは点滴をころがし
て歩く関係で、エレベーターを使って売店へ行く程度だったが尐し階段の上り下りもして見ることにした。
しかし足腰は疲れるし息は上がるし、横になって暮らして一週間でこれほどに衰えるものなのかと驚いた。
担当医の回診で、
「経過は良さそうなので明日から全がゆ、全がゆで異常がなければ 11 月 27 日に退院」と
示された。順調な回復ということと先が見えたこととで、かなり爽快な気分になってきた。余裕ができてき
たので、最近コマーシャルでもよくやっている「鼻から内視鏡なら楽です」ということについて医師に質問
をしてみたら、こんなコメントが返ってきた。
「小林さんのケースだと鼻からの内視鏡で発見できたかどうかは微妙ですね」
ファイバースコープの太さと視角の関係で、細めのスコープで突起のない 5mm 程のターゲットを見つける

のは難しいかもしれないということだった。
「医師がこういうコメントをして良いかどうかわかりませんが、
できれば口からの内視鏡の方が良いでしょうね」と語った後、「小林さんの場合、内視した最初の医師の技
量が素晴らしかった」ということも言えますね」と結んだ。
昼食は「五分がゆ 280ｇ・厚焼き卵・ダイコンオロシ・イモガラの煮物・ポテトサラダ・海苔の佃煮・チー
ズスティック」
次々と新しい患者が入ってくるため、再び部屋の異動。今度の部屋には手術待ちの新入患者が入ってきた。
初日ゆえに医師や看護士が来ては問診や説明が続いている。聞きたくなくても聞こえてしまう。胃の不調な
状態を長く放置してしまったためにかなりかなりひどい状態まで進んでしまったようだ。全摘手術になるら
しい。しかも相当のヘビースモーカーだったらしく、一か月禁煙を果たして入院に至ったようだ。
夕食は「五分がゆ 280ｇ・煮魚・カリフラワー入り炒り卵・カボチャ（皮なし）練り梅・ムース」
11 月 26 日：朝食は「全がゆ 350ｇ・キャベツの味噌汁・インゲンの鰹節和え・厚焼き卵・シーチキン入り
ダイコンおろし・牛乳 200ｍℓ」。かなり普通に近いメニューになってきたが、全がゆはずっしりと重い。完
食後すぐに牛乳を 200ｍℓ飲むのはまだ難しい。午前中のおやつ用に残した。
午前中は、隣の棟の売店まで出向いて買い物と散歩。帰りに階段を上がって見たら汗をかいてしまった。
昼食は「全がゆ 350ｇ・鮭の切り身・ジャガイモとニンジンの煮物・菜っ葉の煮物・ミカンの缶詰」。
午後は隣の棟の最上階にある図書室へ行き、散歩と読書そして毎日欠かさず見ている大相撲鑑賞。
夕食は「全がゆ 350ｇ・味噌汁（豆腐・ダイコン・ニンジン・鶏ガラスープ入り）
・チキンフライ・茹で菜・
ナス」、かなり普通の食事になってきた。
夕食後、明日の退院に備えて身辺整理。同じ手術を受けたということから親しくなった同室の老人に雑誌数
冊を提供。
11 月 27 日：入院して 11 日目の朝。いつものように 6 時の館内放送で起床。
最後の朝食は「全がゆ 350ｇ・ダイコンの味噌汁・ひき割り納豆・ナスとピーマンとインゲンの海苔の佃煮
和え・牛乳 200ｍℓ」。
食後に最後のアルロイド G を飲んでひと休みのあと荷物を片づけて、かみさんが来るのを待つ。
手続きを済ませて病院の外へ一歩出ると、さわやかに晴れた空がまぶしい。約 10 日間時計が止まっていた
感じで、11 月 17 日に秋を感じてこの建物に入ったのにもう冬の寒さが身を取り巻いた。いささか肉のそげ
落ちた体をいたわり、ジャンバーの襟を立ててマスクをして・・・。
「娑婆へ出る」という感覚はこういうものなのだろうかと思いながら車に乗り込んだ。
＜９＞ 初体験その９：退院後の生活
6 時起床・20 時消灯・21 時就寝という規則正しい生活が続いたので、退院後もこのパターンを崩さずに暮
らしてみた上で、徐々に通常の生活パターンに戻ることにした。家の中でのデスクワーク中心の椅子生活と
夕方から炬燵で大相撲鑑賞。
退院後三日目から自宅周辺を尐しずつ散歩して足慣らしを始め、四日目から半日だけ畑へ収穫に。
全がゆで終了した入院生活を受けて、自宅での食事はおかゆ・雑炊・うどんなどの消化の良いものからスタ
ートした。普通食に戻ったのは二週間後ぐらいだっただろうか。それにしても一度に食べられる量は戻らず、
栄養補給に 10 時と 15 時におやつを食べたりした。
退院した日の体重は 54.7Kg、通常の体重は 60.0Kg 前後だったので 6～7Kg 減ということになる。また、人
間ドックで「やや血圧が高い」と指摘されたが、見事に正常値の範囲に戻ってしまった。ジーンズはベルト
がないとはけないし、30 歳代で着用していたスラックスがちょうど良い状態になってしまった。おそらく内
臓の脂肪もどこかへ去ってしまったかもしれない。
12 月 4 日：手術で剥離した患部の病理検査の結果の説明を受けた。明らかに「体外に除去した物の中に病
原があった」と説明があった。
その 10 日後、友人の父上が亡くなりお通夜に行くことになった。礼服を着て見て愕然とした。拳ほどの隙
間ができてしまいズボンがゆるゆる。やむを得ず洋服ダンスの中を漁った結果、30 年前に着た礼服が見つか
った。胸部は尐々窮屈だったがウエストサイズはぴったりなので、これでしのいだ。

平成 22 年正月、二人の娘の家族が来てにぎやかな夕食。娘がビールをコップについでくれた。9 月のいつ
だったか以来久しぶりのビール、さすがにゴクリとは飲めず、一杯のビールを異変が起きないように確認し
ながらゆっくりゆっくり飲んで味わった。アルコールの回り方も早く、二杯程度しか飲めなかった。
＜１０＞ 初体験その１０：ピロリ菌退治
普通の食事の戻り普通の生活パターンにも慣れて、
体重も 56～57Kg をキープできるようになってきたので、
退院時に渡されたピロリ菌除去の薬を始めることにした。
ヘリコバクターピロリ菌は胃酸から身を守るために強いアルカリ性のバリヤを作って胃壁に付く。これがも
とで胃壁は委縮して委縮性胃炎になる。これが引き金になって胃癌発症のきっかけとなると言われている。
渡された薬はランサップ 400 という薬のセットになっていて、その中身は「タケプロン 30×１、クラリス
200×1、アモリン 250×3」を一回分として、一週間にわたって毎朝晩の食後に服用する。強い抗生物質の
ため軟便・下痢などの消化器症状や味覚異常の副作用がある。人によっては発熱・腹痛・血便が起きること
もあるという。薬のパッケージに書かれた注意書きを読んでびくびくしながら 2 月 2 日に服用を開始した。
服用直後に胃にかなりの不快感を感じることが何度もあったが、さほど強い副作用もなく無事終了。
＜１１＞ 初体験その１１：経過観察の日々
3 月 4 日：手術後三カ月の内視鏡検診（ＥＵＳ）は異常なし。
8 月 28 日：二度目の人間ドックを受診。11 月に内視鏡検診を受けることが決まっているので、胃の検査は
何もせず。終了後の医師のコメントでは、昨年指摘された脂肪肝と血圧に関するコメントは何もなく、この
一年間の出来事によって消滅したようである。
11 月 4 日：手術後一年経過の内視鏡検診（ＥＵＳ）も異常なし。
11 月 16 日：担当の医師から「これをもって経過観察を終了、今後は自己管理として年に一度内視鏡検診を
受けるように」と説明があり、今回のビッグイベントは幕引きとなった。病院を出て駐車場に向かう足取り
がこれまでになく軽く感じられた。
体重は 57～58.5Kg の間を行き来するようになり安定してきた。これを機に元の体重よりやや尐なめのとこ
ろで推移するようにコントロールすることにした。
＜１２＞ おわりに
最近の統計データによると「日本人の二人に一人は癌にかかる」と言われており、発見が遅かったり処置が
困難な部位に発症したりで対応ができないケースも尐なくない。そんな中で「早期発見」が可能な部位に発
症して、素晴らしい医療技術に支えられて「早期処置」を体験した。医者嫌いで通っていた私に病院の門を
くぐらせ、体を大事に使うことを改めて教えてくれた。貴重な体験と言わなければならない。
「この癌はいつ頃できたものか？」を医師に尋ねてみた。発症の時間的経過を遡って確認する技術はまだで
きていないと前置きした上で、
「10 年も前とは考えにくい、10 年経っていたらもっと進行してしまうはずだ。
しかし 1,2 年とも考えにくい、この程度にしか言いようがないですね。」との答えが返ってきた。仮に三年
から五年前にでき始めたものと考えると原因となるイベントは何であろうか？
最も考えられそうな経緯として、
「ピロリ菌の存在→委縮性胃炎→胃癌」と言う筋書きが最近語られている。
ピロリ菌は井戸水等を介して人体に入ってきていると言われており、富士山の麓の地下水で育ち、青年期に
山歩きをしながらそこかしこに流れる水を飲みまくった私としては思い当たる節は充分にある。
ピロリ菌は、免疫力ができる前の 5 才未満位の幼児には伝染するらしい。大人が自分の箸で孫に食べ物を与
えたり口づけしたりすることで移ってしまう。移された子どもはやがて大人になり前述の筋書きを経て胃癌
になるとすると、
「胃癌になりやすい体質が伝染する」とも言える。
これまで病気になって病院に入ることなどはあまり考えたことはなかったので、この体験は色々な意味で収
穫があった。こんなことがなければ死ぬまで知らずに済んでしまったかもしれない知識や情報が沢山あった。
ただ漠然と「命にかかわる危険な病への心配」だけをしている人や、「現在見えない所で病が手を伸ばして
いるのに気が付いていないだけの人」は沢山いるに違いない。また病気の種類もさることながら、医療技術
も日々進化しているので、どの程度有用なものかはわからないが事例報告としてまとめてみようと思って整
理してみた。

以上

