司令長官の孤独

山 田

遼

昭和十六年九月十一日から二十日までの十日間︑東京・目
黒の海軍大学校で︑対米英戦争を想定した連合艦隊の図上演

日本海軍の作戦全般を統轄する海軍軍令部では︑八月下旬

には対米︑英︑蘭の同時作戦計画がほぼ出来上がっていた︒

しかしこの計画書の中には︑戦闘を実施する連合艦隊が強く

開戦の第一日目に︑ハワイの眞珠湾軍港に集結している米

要望したハワイ奇襲攻撃が︑まだ盛り込まれていなかった︒

太平洋艦隊に対し︑空母の艦載機集団で奇襲攻撃をかけると

いうこの作戦は︑これまでの日本海軍の戦略計画とはおよそ

かけ離れたもので︑当時の連合艦隊司令長官︑山本五十六大

山本司令長官がこの計画を着想したのは︑前年の昭和十五

将の発案によるものだった︒
年十一月頃とされている︒

彼は昭和十六年一月七日付で︑当時の海軍大臣及川古志郎

習が行われた︒
この年の六月には︑ヨーロッパでは独ソ戦が勃発し︑三〇

大将に﹁軍備に関する意見﹂という意見書を提出している︒

選択を迫られた日本政府は︑外交交渉で事態の打開に努めた

長官を拝命し︑直接攻撃部隊を指揮したいとまで述べている

して︑この作戦の実施に当たっては︑自分は航空艦隊の司令

さらに彼は︑勝敗を第一日において決する覚悟が必要だと

へきとう

〇万の大軍を投入したドイツ軍は︑ソ連領内深くに進攻を続

対し︑アメリカとオランダは日本の海外資産を凍結し︑八月

ず︑七月下旬に日本軍が南部仏領インドシナへ進駐したのに

一方︑日米間の関係改善をはかる外交交渉は一向に進展せ

けていた︒

この中で開戦劈頭にとるべき作戦計画として︑敵主力の大
部分が眞珠湾に在泊する場合︑飛行機をもって︑これを徹底
的に撃破し同港を閉塞すべきだと主張し︑月明の夜または
れいめい
黎明に︑全航空兵力をもって全滅を期して︑敵を強︵奇︶襲
すと記している︒

一日にはついに︑石油輸出の全面禁止にふみ切った︒

が︑同時に陸海軍の対数ヶ国同時作戦の検討も開始されてい

のである︒

予想外に強硬な米国側の対応に直面して︑開戦か撤退かの

たのである︒

- 114 -

対米戦争に踏み切るなら眞珠湾を攻撃しなければならない︒

それが出来ないならば︑この戦争は行うべきではない⁚⁚と

しかしこの破天荒ともいうべき計画は︑作戦の中枢である
海軍軍令部にとっては︑全く異端の発想であった︒

なかった︒

水艦隊や水雷戦隊の夜襲で勢力を削減し︑マーシャル群島付

太平洋を越えて進攻してくる米国太平洋艦隊に対して︑潜

半年間ほど米太平洋艦隊の活動を遅らせてくれたらそれで充

的に敵の侵攻を阻止するための支援作戦と位置づけていた︒

軍令部は︑南方の攻略が第一目標で︑眞珠湾攻撃は︑一時

だが︑この山本の胸中を理解するものは︑ごく僅かしかい

いう彼の信条に基づくものだった︒

日露戦争の後︑海軍の仮想敵国が米国と決定してからは︑当
局がたゆまぬ研究と訓練を積み重ねてきた戦闘方式は︑いわ
ようげき
ゆる邀撃作戦だった︒

ので︑日本海海戦の際︑対馬沖で長途来攻したバルチック艦

近で戦艦を中心の主力決戦を行い︑これを撃滅するというも

態勢が出来上がる︒だからハワイへ向かう機動部隊は︑奇襲

分だ︒その間に南方の資源地帯を攻略確保して︑長期不敗の

隊を全滅させた︑過去の栄光の再現を求めるものであった︒

ずに戻ってきてくれ⁝⁝というのが軍令部の肚の中であった︒

による一撃離脱に徹してほしい︒虎の子の空母は一隻も喪わ

大正︑昭和と時が過ぎるにつれて︑この戦略思想は次第に現

山本五十六の全滅を期して敵を強襲し︑勝敗を第一日にて決

すべての戦備や建艦︑
訓練がこの目的に集中されていたが︑

いまこの時点では︑対米英戦争は絶対に行ってはならない

実から遊離して︑
硬直した制度に変わっていったようである︒

極秘の図上演習は︑九月十六日と十七日の二日にわたって

作戦特別図上演習がそれである︒

九月十六日︑関係者だけが集まり別室で開かれた︑ハワイ

究が行われた︒

山本長官の強い意向で︑一般の演習とは切り離した別個の研

それでも九月十一日から始まった連合艦隊の図上演習には︑

い︒

するという覚悟とは︑およそかけ離れた考え方というしかな

というのが︑山本五十六の信念だったとされるが︑しかし状
況は刻々と開戦に向けて進行しつつあった︒
もし︑どうしても戦えというのなら︑長期戦になったら勝
ち目はない︒何としても短期で終結させるしか道はない︒そ
してそれには従来の邀撃戦法は捨て︑開戦当初から思い切っ
た積極戦法をくり返し︑それを勝ち抜くしか方法はないと山
本は思い定めていたのである︒
つまり周囲の反対を押し切って強行された眞珠湾攻撃は︑
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行われた︒
連合艦隊司令部の担当者と攻撃を受け持つ第一航空艦隊の
首脳部︑それにオブザーバーとして軍令部第一部︵作戦担当︶

か が

ひりゅう

そうりゅう

図上演習の結果は︑この作戦がいかに困難かを︑改めて認
識させるものであった︒

あくまで隠密に行動し︑なんとしても奇襲を成功させるし

﹁なあ宇垣︑帰る前に少し話したいことがある﹂

図上演習が終了して︑
統監の宇垣参謀長が閉会を告げると︑
ふくとめ
これまで黙って傍聴していた軍令部第一部長の福留 繁少将
が近づいてきた︒

たのである︒

のメンバーがひそかに海軍大学内の別棟の会議室に集合した︒ かない⁝⁝というのが立ち会った関係者の一致した印象だっ
オアフ島を中心とした日本軍と米軍の双方が︑さまざまな條
あかぎ

件を想定して対戦するシミュレーションを行ったのである︒
航空母艦四隻︵赤城・加賀・飛龍・ 蒼 龍 ︶を中心とする
機動部隊は︑北方からオアフ島に接近する︒しかしこの艦隊
は︑攻撃開始の前日に米軍の哨戒機に発見され︑奇襲は成立
せず強襲になると想定された︒
空襲し︑戦艦四隻を撃沈︑一隻を大破︑空母は二隻を撃沈︑

てくれ﹂

﹁そうか︒では隣の部屋が空いているから︑そこで待ってい

﹁うむ︑大体のことが判ったからな︒これで失礼する﹂

﹁何だ︑もう帰るのか﹂

一隻を大破︑重巡洋艦は三隻を撃沈するという戦果をあげる

三六〇機の我が艦載機集団は二波にわかれ︑眞珠湾軍港を

が︑一方では米軍の反撃も激しく︑我が方の空母二隻が沈没

部長の前任者が宇垣であり︑また連合艦隊参謀長の前々任者

宇垣と福留は海軍兵学校四十期の同期生で︑軍令部の第一

米軍の攻撃は翌日も続き︑第二日目には︑我が方の残った

が福留という︑共にほとんど同じ職歴を歩む︑ごく親しい間

すると判定された︒
空母も一隻が沈没︑一隻が大破しついに空母兵力は全滅とい

う結果になった︒
柄だった︒
まとめ
図上演習の統監を勤める連合艦隊参謀長の宇垣 纏 少将は︑
図上演習に使われた会議室の隣は︑狭い待合室で︑丸テー
この判定は厳しすぎると考えて︑もう一度やり直すように命
ブルが二卓と︑五︑六脚の椅子があるだけの殺風景な部屋だ
じて︑米軍の爆撃の命中率を変更させ︑ようやく空母一隻が
った︒
残る判定に落ちつくという一幕もあった︒
宇垣が入っていくと︑奥のテーブルの向こうに福留が腰か
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けていた︒

が︑参謀長である貴様の立場じゃないか﹂

﹁その通りだ︒だから何としても山本さんを思い留ませるの

福留は歯に衣を着せずに言い張っている︒

﹁何だ︒話というのは﹂
向かい合って坐りながら宇垣が尋ねた︒

務めているから︑
部内の動向やその戦略思想を熟知していた︒

宇垣は福留の前に軍令部の第一部長︑いわゆる作戦部長を

る気でいるのか﹂

また福留も山本長官の下で参謀長を経験したので︑長官の人

﹁いや︑今のハワイ攻撃のことだが︑山本さんは︑本当にや
﹁もちろんだ︒だからこうやって討議をしているんだ﹂

柄や考え方を百も承知だった︒

その二人が現在では︑自分の置かれた立場で︑それぞれの

﹁しかし︑空母勢力全滅という結果が出ている︒良くて相討
ちだ︒下手すれば甚大な損害を受けて撃退されるぞ﹂

振り直させて︑空母勢力半減としたのは︑いわば格好をつけ

﹁まあな︒そういう観方も出来る︒わしがあの時サイコロを

えすわけがない︒お前もよく知っているはずだ﹂

﹁そうは言っても︑うちの長官がこうと思い定めたことを翻

主張を述べているのである︒

たわけだからな﹂

﹁ああわかっている︒しかしすでに出師準備は発令され︑対
米英の作戦計画が具体化しつつあるんだ︒それにも関わらず
戦略の核心部分が未定とあっては︑我々の責任問題じゃない
か﹂

福留第一部長は︑きびしい評価を下している︒

﹁ところがそうはいかん︒うちの長官はあくまで強行する肚

﹁うむ︑だから︑その落としどころを探っているんだ﹂

べきじゃないのか﹂

年間在任した伏見宮博恭親王に替わって︑永野修身大将が就

軍令部の最高責任者である総長には︑今年の四月から︑九

﹁まあそれより︑
永野さんはどういうつもりなのか聞きたい﹂

福留が問いつめたが︑宇垣は直接には答えなかった︒

すいし

でいるのだ﹂

﹁それで︑貴様の考えはどうなんだ﹂

﹁であれば︑ＧＦ︵連合艦隊︶司令部は︑この計画を撤回す

﹁だからそこがおかしい︒開戦となれば︑まず南方を攻略し
て石油を確保するのが先決だ︒米太平洋艦隊と対決するのは
そっちが片づいてからの話で︑最初から二兔を追う余裕なん
﹁わかっている︒軍令部にして見れば︑空母を全部南方へ振

任している︒

ぞあるわけがない﹂
り向けても︑まだ足りないというのだろう﹂
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﹁そうだな︒総長も次長の伊藤さんも着任して日が浅い︒そ

﹁じゃ︑築地の﹃菅の家﹄でどうだ﹂

﹁うむ︑八時過ぎなら何とかなる﹂
や

れに積極的に押し通す方じゃないからな︒だから俺の意見が

﹁ああ︑八時半までに行くよ﹂

福留はそういい残して席を立った︒

﹁そうだな︑一課長を連れて行くかも知れんな﹂

﹁一人でくるのか﹂

すが

反対されることは︑まずない﹂
当然のことのように言い切る級友の顔が︑宇垣の目前にあ
った︒
丸い︑どちらかというと穏やかな顔つきで︑鼻下に刈りこ
んだ髯を蓄えている︒しかしその眸には極めて眞剣な光が宿

を送り出してから︑宇垣は宿泊している芝の水交社に立ち寄

隊長官の状況報告と会食が行われた︒会食が終わり山本長官

九月十七日は図上演習の打ち合わせが終わったあと︑各艦

明治三十七︑八年の日露戦争で︑ロシア海軍に勝利して以

っていた︒
来︑米国を仮想敵国として︑着々と築き上げてきた日本海軍

昭和通りから右に折れ︑新橋演舞場の前を過ぎて狭い路地

り︑私服に着替えてタクシーで築地へ向かった︒

に入ると︑つき当たりに料亭﹁菅の家﹂が瀟洒なたたずまい

の軍事戦略が︑いよいよ実践の場で験されようとしていた︒
ところが︑その瀬戸際になって︑実戦部隊のトップリーダ

を見せている︒

なかい

四畳の次の間の向こうが十畳の部屋で︑左奥の床の間の右

宇垣が玄関で声をかけると︑すぐに仲居が現れ︑二階の奥
座敷へ案内した︒

﹁お待ちしておりました﹂

海軍省や軍令部の会合にも時々使われていた︒

数多い新橋の料亭の中でも︑
海軍士官がよく利用する店で︑

みの間に踏み石が並び︑その先が玄関になっている︒

格子造りの門扉を開けると︑さして広くない前庭の植え込

ーである連合艦隊司令長官の山本五十六大将が︑これまでの
たのである︒

戦略とはまったく異質の︑ハワイ攻撃案を強硬に主張してい
軍令部としては何とか取り下げてほしいだろうが︑そうは
いかん︒とにかく双方が納得する形を見つけだすしかあるま
い⁝⁝︒
そう考えながら宇垣は︑調子を和らげて語りかけた︒
﹁お前の気持ちはわかる︒わしが第一部長であっても︑同じ
ことを言うだろう︒とにかく何とか納得出来る形を探るしか
ない︒今夜は時間が空いているか﹂
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側に一枚︑左側に二枚の座布団が敷かれている︒右側が上座

﹁うむ︑声をかけるからと伝えておいてくれ﹂

大西瀧治郎は︑やはり宇垣と兵学校の同期生で︑現在は基

地航空部隊の第十一航空艦隊参謀長を勤めていた︒山本司令

になるが︑同期生の気安さで︑宇垣は遠慮なく奥の席に腰を
据えた︒

長官の信任が厚く︑
航空作戦の第一人者として知られている︒

おかみ

蓋つきの培じ茶が前に置かれて間もなく︑当家の女将が姿
を見せた︒

垣は思い立った︒

丁度いい機会だ︒今夜はあいつの意見も聞いて見ようと︑宇

﹁まあ宇垣さん︒お久しうございます﹂

﹁福留とほかにもう一人ほど来るはずだが﹂

もすらりとした立ち姿に︑華やかな風情を残している︒

戦︶課長の富永定俊大佐が入ってきた︒

連れ様がお見えになりましたと仲居が伝え︑福留と第一︵作

ではまた後ほど⁝⁝と女将が引き取ると間を置かずに︑お

﹁ええ︑先ほどお電話がありました︒お二人で間もなくお見

二人とも右胸に金色の参謀 飾 緒 を吊るした軍服姿のまま
である︒

かつては新橋を代表する名妓といわれただけあって︑今で

えになります﹂

﹁やあ︒待たせてすまん﹂
失礼しますと挨拶した︒

福留が座布団に座りこむと︑富永大佐は畳の上に正座して

しょくちょ

﹁しかし︑お女将はちっとも変わらないな﹂
じょうず

﹁踊りの方はどうだね﹂

﹁まあ挨拶は抜きにしよう︒今夜はクラス会のつもりでいる

﹁あら︑お上手ばっかり︒もういい年ですよ﹂
﹁馴染みの方々に頼まれてお座敷で踊ることはありますが︑

んだ﹂

宇垣は富永を座につかせると︑つけ加えた︒

舞台に立つことはございません﹂
﹁そうか︒いずれその中に︑小唄ぶりでも見たいものだな﹂

﹁ほう︑あいつも呼んだのか﹂

﹁おっつけ十一航艦の大西もくることになっている﹂

﹁今夜ここに︑うちの関係はだれか来ているかな﹂

﹁いや︑たまたまこの家にきているそうで︑声をかけておい

・ ・

話しながら宇垣は︑思いついて尋ねた︒
﹁はい︒実は下の座敷に︑大西さんが見えられています﹂

た﹂

たきじろう

やがて三人の前に黒塗りの膳部が運ばれ︑二人の仲居が銚

﹁大西瀧治郎か﹂
﹁ええ︒あとでお呼びしましょうか﹂
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﹁ああ酒は手酌でやるから結構だ︒あんた達は暫く座をはず

子を手にして酌を始めた︒

﹁いまこの時期︑開戦すべきではないとうちの長官は考えて

﹁というと﹂

る︑一種の牽制ではないかというものだった﹂

よ﹂

いる︒だから実現が不可能な條件をつきつけたと思ったわけ

してくれんか﹂
そう言って宇垣が仲居たちを退らせると︑早速︑福留が問
いかけた︒

﹁そのように山本長官が口にされたのでしょうか﹂

宇垣が言うと︑富永第一課長が尋ねた︒

ら山本長官の意図に従うのが当然だろうが︑それはそれとし

﹁いや違う︒これはわしの想像に過ぎん︒長官はあくまで実

﹁なあ宇垣︑貴様は現在ＧＦ︵連合艦隊︶の参謀長だ︒だか
て貴様は︑本心であのハワイ攻撃案が成立すると思っている

面長で額の広い端正な風貌のこの軍令部作戦参謀は︑男爵

富永は明晰に言い切った︒

甘すぎる︒実際はもっと厳しいと思います﹂

﹁いや問題は実施した際の結果です︒私は図上演習の判定は

現可能と考えておられる﹂

その言葉には非難めいた響きはない︒ありのままの疑問の

のか﹂
呈示である︒
宇垣は盃を手にしたまま︑相対する二人の顔を見つめた︒
ここは作戦会議の席上ではないので︑双方とも一応穏やかに

する反論が満ち溢れているのが︑手にとるように窺われた︒

成功の確率は決して低くないと考えている︒うちの首席参謀

﹁たしかにこの計画は相当なリスクを伴う︒しかしわしは︑

暫くは沈黙が続き︑やがて宇垣が口を開いた︒

の爵位を持っていて︑部内では切れ者で通っていた︒

﹁うむ︒わしが参謀長に着任したのは︑知っての通り︑先月︑

の黒島が精魂を傾けて︑詳細プランを練り上げたが︑なかな

しかしその表情の背後には︑この型やぶりな作戦計画に対

構えている︒

八月の一日だ︒その時初めて︑ハワイ攻撃の計画書を見せら

福留が口をさし挟んだ︒

い﹂

﹁というても︑結局はイチかバチかの大博奕には違いあるま

かよく出来ているよ﹂

宇垣は質問には直接答えずに言った︒

れたが︑正直なところ︑まことに驚いたな﹂
﹁そりゃそうだろう︒それで貴様はどう受け止めたんだ﹂
﹁まず最初の印象は︑開戦が必至だとする部内の空気に対す
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﹁まあな︒それは否定できん﹂

術中に陥ることになります﹂

ハワイまで行きつけるというのは︑大変虫のいい設定には違

が︑いかに冬季の北方航路とはいえ︑まったく気づかれずに

富永の危惧はもっともだった︒あれだけの隻数の艦隊行動

た︒
いない︒

宇垣が答えると︑三人の間に期せずして軽い笑い声が起き

の突拍子もない奇襲計画にはあくまでも反対するつもりだ﹂

﹁なあ宇垣︒はっきり言わせて貰うが︑軍令部としては︑こ

出撃した米太平洋艦隊の全兵力とオアフ島の強大な基地航空

奇襲が成功するどころか︑もしハワイ北方海域において︑

顔を向けうなずいた︒

戦力の双方を相手に戦うとなれば︑結果は火を見るよりも明

福留はやや改まった口調で言ってから︑部下の作戦課長に
﹁では︑私から説明さて頂きます﹂

てしまう⁝⁝というのが軍令部の一貫した考えのようだった︒

らかだ︒下手をすれば︑虎の子の空母が︑開戦劈頭に全滅し

﹁本日の図上演習が示しているとおり︑このハワイ攻撃計画

﹁ああ︑一課長の言い分に一理はある︒しかし奇襲成立の可

富永大佐はそう前置してから語り始めた︒
は︑
失敗の確率が極めて高いと見るべきです︒
理由としては︑

能性も当然あり得る﹂

﹁もちろん︑それは確率の問題です︒ですがこの件は一国の
ぎょうこう
興亡に関わります︒決して 僥 倖 に頼るべきではないと考え
ます﹂

宇垣が言うと︑富永は特に感情を交えずに冷静に答えた︒

悪天候の北方航路での燃料補給の困難や機密保持の問題など
がありますが︑何といっても奇襲の可能性の低いのが最大の
富永は︑低いがよく透る声で話している︒

難点です﹂
﹁図上演習では︑我が艦隊は攻撃前日の午後︑敵の索敵機に

お︑どうしてもやれと言われる上は︑それ相応の根拠がある

﹁そのあたりは山本長官も充分ご存知のはずだ︒それでもな

続いて福留も言葉を添えた︒

れていました︒しかしながら現実は︑敵の哨戒はさらに一層

に違いない︒それを貴様の口から聞きたいんだ﹂

よって発見され︑無線報告の途中にこれを撃墜したと想定さ

よる遠距離の捜索や︑
潜水艦の哨戒線などを考慮すれば︑
二︑

謀長の責任を問うているのだと宇垣は思った︒

福留の言葉は︑司令長官を補佐し司令部参謀を統轄する参

厳重だと考えねばなりません︒長距離爆撃機や大型飛行艇に
三日前に発見される可能性もあります︒もしそうなれば︑手
ぐすね引いて待ち構える中へ飛び込むわけで︑みすみす敵の
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﹁わしは図上演習の統監を勤めていて考えたよ﹂
言葉を押さえ︑ことさらゆっくりと宇垣は語った︒
﹁攻撃開始の前日︑ハワイ北方約六〇〇浬の地点で︑敵の哨
戒機が我が艦隊を発見する︒この想定は一応妥当だったと思
う﹂
福留少将と富永大佐は︑酒杯を置いてじっと耳を傾けてい
た︒

まいし︑翌朝までに万全の態勢を整えるのは︑極めて困難だ

ろうと思う︒何しろそんな事態への準備や訓練は行われたこ
とがないからな﹂

宇垣がそこまで言うと︑富永大佐が問いかけた︒

﹁つまり︑強襲の形になっても︑戦略的には奇襲だとおっし
ゃるのですか﹂
﹁その通りだ﹂
宇垣はうなずいた︒

のない我が国独自のものだ︒また艦載機の性能︑搭乗員の技

﹁大型空母のすべてを集中した航空艦隊の編成は︑世界に例

﹁では︑敵発見の報告を受けた眞珠湾の米太平洋艦隊が︑い
かに対応するかだが︑わしはそこがヤマ場だと思った︒図上

倆がどれほど向上しているか︑
向こうはまだ気づいていない︒

演習では敵の戦艦四隻撃沈︑一隻大破︒空母二隻撃沈︑一隻
大破の戦果をあげたが︑一方︑敵の反撃も激しく︑こちらの

だからいまこの時期︑ハワイ攻撃に投入される空母機動艦隊

艦隊が発見されても︑敵は直ちに有効な反撃態勢を取れまい

﹁そうだ︒図上演習のルールに従えば︑あんな形になるが︑

か﹂

﹁では︑今日の図上演習は︑現実に即応していないと言うの

宇垣が言葉を切ると︑福留が尋ねた︒

いかな﹂

は︑敵の意表をついた︑いわば秘密兵器ともいえるんじゃな

空母はほぼ全滅という結果だったのは︑知っての通りだ﹂
宇垣は言葉を切って︑向かい合う二人を見たが︑共に黙し
たままでいるので︑そのまま語り続けた︒

と見ている︒何しろ開戦の当日︑眞珠湾に攻撃をかけようと

実際は︑向こうにとってはおよそ予想外の状況で︑結局のと

﹁さて︑現実は一体どうなるかというと︑わしは前日に我が

本気で計画したものは︑これまで誰もいなかった︒我々でさ

ころはその場しのぎの対応しか出来ないだろう﹂

﹁とはいえ︑相手は米国太平洋艦隊の全兵力と世界屈指の軍

た局面に違いない︒もしかりに数日前に︑何らかの兆候が伝
えられても︑勘違いだろうと黙殺されるのがオチだ︒前日に

事基地の両方だぞ﹂

え驚いているんだ︒まして米国海軍にとっては︑想像を絶し

なって哨戒機から無線報告があってからも︑容易に信じられ
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﹁もちろん︑どういう結果になるかは︑やって見なければ判
会だな﹂

﹁おお︑富永も来ているのか︒まあいい︒久しぶりでクラス

それから彼は正面の二人に語りかけた︒

ころだ﹂

﹁ああ終わったよ︒いまうちの塚原長官を送り出してきたと

宇垣が尋ねると︑手酌で一杯あおった大西が答えた︒

﹁なあ大西︑そっちの方の集まりはもう終わったのか﹂

言いながら黒い縞模様の単衣に袴をつけた大西は︑宇垣の
脇にどっかと腰を下ろした︒

ひとえ

らん︒
しかしお前たちが心配するほどのことではないと思う﹂
宇垣は言い切った︒
福留はうなずいて︑再び盃を取り上げた︒

﹁そうか︒それが山本さんの主張の根拠というわけだ﹂
﹁どうだ︑納得して反対は取り下げるか﹂
宇垣が問い返すと︑今度は富永が口を開いた︒
﹁ＧＦ司令部の立脚点は︑一応わかりました︒しかし開戦当

﹁作戦部長も課長も︑軍装のままだな︒今日の海大別室の件

初︑戦力を分散することにはやはり反対です︒下手をすれば
二兎を追うことになり︑どちらも不充分な結果になります﹂

を︑再検討しているのと違うか﹂

福留が言うと︑大西はニヤリと笑って続けた︒

がない﹂

﹁その通りだ︒しかし貴様の十一航艦は本件には直接関わり

富永はあくまで自説を貫く構えだった︒
その時︑襖の外から女将が呼びかけた︒
﹁大西さんが︑もうそちらへ行っていいかとおっしゃってい

﹁そりゃタテマエはそうだ︒この攻撃案は極秘の扱いで︑部

内でもごく僅かしか関与しておらん︒しかし俺は別格だよ︒

福留のうなずくのを見て︑宇垣は答えた︒

ますが﹂
﹁ああ︑来て貰って結構だよ﹂

を求められたのが︑今年の一月末だった︒以来︑折にふれて

大西は当然のことのように話していた︒

﹁ああ︑ひと通りのことは連絡を受けている﹂

相談にあずかっているんだ﹂

そもそも山本長官がハワイ奇襲を着想されて︑まず俺の意見

やがて足音が響き︑ガラリと 襖 をあけて︑第十一航空艦
隊の参謀長︑大西少将が姿を現した︒つき従った仲居が手早
く膳を据え席を設ける︒

﹁そうか︑
それで今日の別室の図演内容も知っているんだな﹂

ふすま

目も口も大ぶりな童顔だが︑双方の眸には精気が漲ってい
る︒飾らない磊落な人柄で︑航空士官たちの信望を集めてい
る彼は︑海軍航空の育成発展に深く関わっていた︒
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﹁それは好都合だ︒どうだ宇垣︑先ほどからの検討に大西も
加わって貰おうじゃないか﹂
福留の提案に宇垣が同意すると︑富永大佐が︑これまでの
議論のいきさつを説明した︒
﹁つまり軍令部は︑開戦時の眞珠湾攻撃は︑あくまで反対だ
というんだな﹂
大西は念を押した︒
﹁そうです︒集中と先制は戦略の大原則です︒開戦初頭は︑

航続力の問題だ︒あれは戦闘機にしては︑ずば抜けた脚の長
さを持っているが︑それでも台湾と比島を往復するのは︑か
なりキツイ︒だからぜひ空母の協力がほしいと上申している
んだ﹂

そのあたりの事情は︑この席にいる三人は一応承知してい
た︒

﹁それで零式戦の航続距離延長の訓練をやっているそうだ

富永は明快に断言した︒

くとも十五分間の空戦時間がほしい︒
それを稼ぎ出すために︑

﹁そうなんだ︒ルソン島のクラーク航空基地群の上で︑少な

福留が尋ねた︒

な﹂

大西はうむ︑うむとうなずきながら聞いていたが︑富永が

落下増槽を大きくしたり︑海上でのエンジン回転数を最小限

全兵力を結集して南方攻略に専念すべきだと考えます﹂

語り終え︑福留が貴様の意見を聞きたいと言うと︑少し考え

に押さえたり︑あらゆる工夫を重ねているところだ﹂

手はもちろん︑フィリッピンの米空軍だ︒ルソン島上陸作戦

﹁ああ︑Ａクラスの搭乗員は︑ほゞ目標を達成している︒だ

﹁訓練の成果はいかがですか﹂

その時︑富永大佐が質問した︒

てから口を切った︒

の前に︑何としてもこいつを潰してしまわねばならん︒だか

がＢＣクラスはまだまだだ︒全体的のレベルアップには︑あ

﹁俺の第十一航艦は現在︑台湾の各基地に展開している︒相

らこれまで研究を重ねてきたが︑やはり基地航空戦力だけで

と二ヶ月半はかかる見通しだよ﹂

﹁それで空母を南方にむけてほしいというのだな﹂

福留が水を向けると︑大西は答えた︒

﹁むろん︑それに越したことはない︒なにしろ小型の 龍 驤

りゅうじょう

言い終わると大西は︑手酌で二杯続けて杯を傾けた︒

は無理だという結論になった﹂
大西は言葉を切って︑三人の顔を眺め渡した︒
﹁うむ︑それは知っている﹂
宇垣が言うと大西は続けた︒
れいしき

﹁これはひとつには︑航空撃滅戦の主戦力である零式艦戦の
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一隻では何とも心許ない︒あれは搭載機がせいぜいで四〇機
だ﹂
福留が言うと大西は左手を振った︒

﹁そのためにも︑ハワイ攻撃は中止すべきだろう﹂
﹁そりゃ無理だな︒山本さんは絶対あきらめはせんよ﹂
大西の言葉で一同は沈黙した︒山本ＧＦ長官の強固な意志
は︑四人とも知り抜いている︒
福留がぽつりと呟くと︑宇垣が受けた︒

﹁さて何か方法がないものかな﹂
﹁これはいわば妥協案だが⁝⁝﹂
しょうかく

前置きして宇垣は語り始めた︒
﹁九月一日に正規空母の 翔 鶴 が就役して︑第五航空戦隊が
ずいかく
開設された︒もう一隻の同型艦瑞鶴も今月末に就役するはず
だ︒どうだろう︑その二隻を 南方作戦に廻して︑第一︑二航
戦の空母四隻でハワイ作戦を実施するというのは﹂
﹁うーむ︑そのあたりが落とし所かも知れんな﹂
福留が言うと︑まあ妥当な線でしょうと富永が続けた︒
﹁大西どうだ﹂
宇垣が尋ねると大西は腕を組んだ︒
﹁五航戦のことは知っている︒艦は最新鋭で赤城や加賀以上
の性能だ︒しかし乗務員やパイロットの練成は︑そう簡単に
はいかん︒こちらの方は三ヶ月以上かかるだろう︒そうなる

と︑問題は開戦の時期ということになる﹂
たしかに戦備は急ピッチで進められているものの︑時間と
の闘いというのが現状だった︒
め ど
﹁いまのところは︑戦備完了の目途は十一月上旬とされてい
るが︑とても間に合わんな﹂
福留の言葉を宇垣が受けた︒
﹁ＧＦでは︑戦備全般の進行からして︑十二月上旬までずら
そうと考えている﹂
﹁そりゃ絶対に必要だ︒何としてもあと三ヶ月の余裕がほし
いな﹂
大西も強調していた︒
空母二隻を南方作戦にふり向けるという宇垣の案が︑いわ
ば緩衝材となり論議は何とか形をなしてきた様子だった︒
﹁どうだ︒そろそろ綺麗どころを呼ぶか﹂
宇垣の言葉を福留が押さえた︒
﹁もうちょっと待て︑いい機会だから︑こいつの考えも聞い
ておきたい﹂
そう言って大西に尋ねた︒
﹁このハワイ攻撃案を︑貴様は一体どう思っているんだ﹂
大西は右手の盃を一気に呑み干して膳の上に戻し︑ゆっく
り微笑んだ︒
﹁一月の末に︑山本長官からぶ厚い手紙が届いた︒それが事
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の始まりだ﹂
彼は語り始めた︒
﹁何しろ開戦と同時に︑空母艦載機の全力をもって眞珠湾軍
港を襲撃するというんだからな︒さすがの俺も驚いたよ︒だ
が同時に︑山本さんは我が航空戦力の実情をよくご存知だと
思った︒遠く三〇〇〇浬彼方の敵の本拠地を︑先制攻撃する
というのは︑つい先ごろまでは夢物語りでしかなかったが︑
それが実現できるまでに︑我が戦力は向上しているんだ﹂
大西は言葉を切って聞き手の反応を確かめ︑再び続けた︒
﹁このことは海軍部内でも︑航空関係以外にはよく判ってい
ない︒
まあそれほど︑
進歩発展が早かったとも言えるだろう︒
まして米国海軍は︑まったく予期していないはずだ︒つまり
それが山本さんのツケ目だと思うんだ︒
昨年の五月︑ヨーロッパ戦線では︑ドイツの電撃戦によっ
て︑フランスが僅か一ヶ月半で降伏してしまった︒これは戦
車兵力を結集して︑敵の後方深くへ侵攻するという画期的な
戦法が見事に成功したからだ︒
いま我が海軍で編成された空母機動部隊は︑まさにそのヒ
トラーの装甲軍団に相当する︒アメリカにもイギリスにも︑
まだこの発想はない︒正規空母六隻に︑新鋭の艦載機と熟練
した搭乗員を組み合わせたら︑その破壊力たるや大変なもの
だ︒これこそ世界の海軍戦略を一変させる革命的な戦力なん

だ﹂
日本海軍の航空兵力の発達に︑多大の貢献を果たしてきた
大西瀧治郎の語り口は︑次第に熱を帯びていた︒
だが大西は︑ここで少し調子を押さえて続けた︒
﹁ただしこの優越性は永くは続かないと思う︒相手もバカじ
ゃない︒すぐにこちらを真似て︑さらに強力な空母戦力を立
ち上げるだろう︒だからせいぜい一年か一年半が限界だ︒そ
の間にこの新戦力をいかに使用するかが︑勝負どころだと俺
は考えている﹂
大西は語り終えて︑酒盃を手にした︒
﹁うむ︑貴様の口から聞くと︑さすがに説得力がある︒それ
でハワイ攻撃案に対する意見はどうなんだ﹂
福留はなおも追求した︒
﹁俺はな︒山本さんには充分やれますと返事を書いた︒そし
げんだ
すいせん
て具体的な研究は︑一航艦の源田実が適任だと推薦しておい
た︒だから山本さんの気持ちはよく判る︒相手が何も気づか
ないうちが最も有利だとなれば︑それは開戦時だ︒また南方
に転用すれば︑ジャワ島攻略終了までに︑かなりの損耗は避
けられない︒いざ艦隊決戦という時に航空戦力激減という事
態を一番心配されていると思うんだ﹂
大西が言葉を切ると︑宇垣が引き取った︒
﹁大西の言う通りだ︒
うちの長官は︑
第一機動部隊の用法に︑
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格別の重点を置いておられる﹂
大西は宇垣にうなずきながら言った︒
﹁だがな︑俺は山本さんとは少し考え方が違う︒他にもっと
有効な使い方があるはずだ︒開戦時に奇襲するのは︑いわば
騙し討ちに近い︒下手をすれば︑相手を徹底的に怒らせ︑短
期の戦争終結が困難になる︒だからなるべく避けたほうがい
いと思っている﹂
﹁では︑この攻撃案に反対なんだな﹂
福留の言葉に大西もうなずいた︒
﹁そうだ︒開戦時の奇襲は避けるべきだ﹂
﹁よし判った﹂
大西の考えが示されたところで︑これまで続いた論議は一
応終了した︒
宇垣は襖を開け廊下へ出て︑階下へ向かって声をかけた︒
﹁おい︑話し合いが終わったぞ︒皆来てくれ﹂
﹁ハアイ︑只今﹂
下からは︑なまめかしい声が返ってきた︒
としま

宇垣は脇にはべっている年増芸者から酌を受けながら︑想
いに耽っていた︒
むし
ね
隣の大西が︑渋い声で小唄の﹁虫の音﹂を唄い︑若手の芸
者衆がそれに合わせて︑小唄ぶりを踊っている︒

と

にわづた

虫の音を止めて嬉しき庭伝い
あ
し お り ど
ひとは
開くる柴折戸︑桐一葉⁝⁝

三味線と唄声がよく融け合って︑季節に合わせた小唄は︑
なかなかの出来栄えだった︒
﹁大西閣下は︑随分ご上達ですね﹂
脇の中年増が言う︒
﹁そうだよ︑あいつは見かけよりよほどカンがいい︒飛行機
の操縦も︑すぐに覚えたそうだ﹂
言いながら宇垣は︑向かい合った二人に視線を移した︒福
留と富永は︑踊りなどそっちのけで︑顔を寄せて何か囁き交
わしていた︒
軍令部は︑あくまでハワイ攻撃案を阻止する気でいる⁝⁝
という宇垣の観測は︑
今夜のやりとりで証明された形だった︒
うちの長官の決意を変えるのは︑容易でないことを連中も
よく知っている︒だから四方八方をじわじわと固めているよ
うだが︑決め手は︑当事者である第一航空艦隊司令部だろう
と宇垣は見ていた︒
今年の四月︑新たに第一航空艦隊が設立された︒
空母︑赤城と加賀で第一航空戦隊︒飛龍と蒼龍で第二戦隊
を形成し︑いずれそこへ︑翔鶴︑瑞鶴の第五戦隊が加わるこ
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とになっている︒つまり日本海軍の六隻の大型正規空母はす
べて︑この第一航空艦隊に集められていた︒
この空母群を統括指揮する司令長官には︑水雷戦術の権威
なぐも
として知られている南雲忠一中将が任命された︒
しかしこの人事異動には︑うちの長官は不本意だったらし
いと宇垣は思う︒
そもそも航空母艦の集中運用を考えついたのは︑現在南遣
艦隊の長官に内定している小沢治三郎中将だった︒小沢は航
空作戦に理解が深く︑独得の戦術観の持主で︑このようなま
ったく新しい発想の空母集団の指揮官にはうってつけだと期
待されていたようだ︒
ところが発表された長官人事は︑南雲中将で︑これはＧＦ
司令部内でも不評だったと聞いている︒
だが戦備は着々と進行している︒いまさら長官の変更はあ
り得ない︒そしてその第一航艦司令部に︑軍令部が目をつけ
ている様子だった︒
もしも小沢中将が司令官であれば︑状況は一変している︒
空母集中の発案者であり︑航空戦術について独自の考えを
持っている︒必ずうちの長官の意図を汲んで︑革新的な戦法
を展開するだろう︒ましてハワイ攻撃に尻ごみするはずがな
い︒
くさか
ところがどうだ︒現状︑南雲長官と参謀長の草鹿龍之介少

将の態度は︑何とも煮え切らないものだった︒
今日の図上演習にしても︑肝心の一航艦司令部の反応が︑
どうも冴えない︒
草鹿参謀長は︑何度か質問や意見を述べてはいたが︑ごく
おざなりのものだし︑南雲長官に至っては︑ひと言の発言も
なかった︒
いわば傍観者の姿勢であって︑
当事者の熱意や意気込みが︑
ほとんど感じられなかったのである︒
いずれ本件は取り下げられるだろうと︑タカを括っている
ようにさえ思われた︒南雲長官は以前に軍令部勤務の経験が
あり︑現在の作戦課とツーカーの仲だ︒とにかく︑ハワイ攻
撃反対に関しては︑双方の呼吸はぴったり合っていると宇垣
は観測していた︒

﹁おい宇垣︑お前も一曲唄ったらどうだ﹂
大西が隣から聲をかけた︒
﹁まあ嬉しい︒久しぶりで閣下の名調子をお聞き出来るわ﹂
脇の綺麗どころも︑調子を合わせている︒
三味線は何でも弾きこなすヴェテランのお姐さんだった︒
はくとうさん
﹁よし︑では白頭山ぶしをやろう﹂
﹁踊りもつけますか﹂
﹁いや︑唄だけでいい﹂
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宇垣は座り直して︑やおら唄い始めた︒正面の二人も話し
を止めて耳を傾けている︒
白頭み山に︑ テンツルシャン 積もりし雪は︑
融けて流れて︑アリナレの⁝⁝
自己流のかなり怪しい節廻しだが︑とにかく一曲唄い終え
ると︑拍手がきて︑芸者衆たちは︑口々に褒め言葉を並べて
くれた︒
﹁それでは我々は︑これで失敬する﹂
汐どきと見たらしく︑福留が腰を上げた︒
富永大佐も︑
失礼しましたと両手をついてから席を立った︒
﹁送っては出んぞ﹂
﹁ああ︑そのままで結構だ︒二十四日の軍令部の打ち合わせ
会で︑また逢おう﹂
福留はそう言って︑富永を伴って立ち去った︒
﹁さて︑これからゆっくり呑み直すとするか﹂
二人差し向かいに席が改められ︑あんたたちはご苦労だっ
たと芸者衆を引きとらせると︑大西は手酌で酒盃を満たしな
がら言った︒
﹁なあ宇垣︑お前も何かと気苦労なことだな﹂

﹁うむ︑まあなあ﹂
﹁山本さんとお前の間がしっくりいかんのは︑俺もよく知っ
ている︒あの人は随分と好き嫌いがあるからな﹂
﹁いや︑気が合う合わんは︑どうしようもない︒わしはここ
は︑裏方に徹しようと思っているよ﹂
ＧＦ司令部の中では︑山本長官の就任以来︑もう二年以上
首席参謀を勤める黒島亀人大佐が︑実権を握っていた︒
変人参謀とか︑仙人参謀とか渾名のある一風変わった個性
の持主だが︑このハワイ攻撃という常識はずれの計画の立案
には︑まさに適任だったといえよう︒とにかく長官の全幅の
信頼を得ているのは確かだった︒
一方︑宇垣の方は︑八月一日に着任してまだ日が浅いせい
もあるが︑司令部内では︑いわば浮き上がった立場にいた︒
四月に人事部から︑参謀長にと内示があったのを山本が断
わり︑八月に再び提示され︑ようやく就任の運びになったい
きさつは︑司令部内に知れ渡っていた︒
なぜ長官が自分を敬遠しているのか︑宇垣にはわからなか
った︒
山本長官が海軍次官だった頃︑身体を張ってまで阻止しよ
うとした日独伊の三国同盟に対して︑当時の自分が︑同盟締
結の賛成派であったと誤解されているらしい︒
たしかに三年間ドイツに駐在した経歴がある︒しかし決し
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てドイツびいきでもなく︑三国同盟の熱心な推進派でもなか
った︒
だが︑いまさらそんな言い訳をしても始まらない︒好悪の
感情など超越して︑参謀長としての責務をまっとうするだけ
だと︑宇垣は思い定めていたのである︒
﹁しかしな︒俺がハワイ攻撃に反対するのは︑何も空母を廻
してほしいからじゃないんだ﹂
しばらく沈黙が続いてから︑大西が低く押し出すように言
った︒
﹁うむ﹂
宇垣はゆっくりとうなずいた︒
﹁じゃ︑お前にはわかるのか﹂
﹁ああ︑わかる︒空母機動部隊の司令長官が不適任だからだ
ろう﹂
﹁その通りだ﹂
大西は膝を叩いて言った︒
﹁もしも司令長官が小沢治三郎であれば︑俺は双手をあげて
賛成するよ︒開戦劈頭︑ハワイ海域で米太平洋艦隊に︑真正
面から決戦を挑むんだ︒まさに千載一遇の機会じゃないか﹂
大西の言葉は︑一段と熱を帯びてきた︒
﹁いいか宇垣︑六隻の正規空母の搭載機は︑最新鋭の零式艦

戦を始め︑世界一流の九七式艦攻︑九九式艦爆併せて約四〇
〇機だぞ︒しかも搭乗員は︑鍛え上げたヴェテランが揃って
いる︒これがどれだけの力を持っているか︑航空関係者以外
は︑とても理解出来まい︒
例えば零式艦戦だ︒俺は去年まで大陸で︑航空隊の司令官
をやっていたが︑その時に送られてきた零式戦は︑まさに向
かうところ敵なしだった︒いま米軍の最新鋭は︑グラマンＦ
４Ｆだが︑俺は零式戦一機で︑グラマン三機に充分対抗出来
ると見ているよ﹂
大西は︑意気当たるべからざる勢いだった︒
﹁お前の話だと︑図上演習の結果もかなり変わってくるな﹂
宇垣の言葉に大西は答えた︒
﹁当たり前だ︒演習では敵味方の戦闘能力が︑ほゞ同一と想
定されている︒
それであんな結果になるんだ︒
実戦となれば︑
技倆や性能の差がモロに出てくる﹂
いくさ
﹁では︑もしお前がこの作戦を指揮したら︑どんな 戦 をや
って見せる気だ﹂
宇垣が水を向けると︑大西は居ずまいを直した︒
﹁そうさな︒いま我が海軍の中で︑数百機という航空機集団
を自由に操り統御出来るのは︑三人しかおらんよ﹂
大西は胸を張って言う︒
﹁まず第一は小沢さんだ︒次は二航戦の司令官をやっている
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たもん

同期の山口多聞︒三番目がこの俺だな﹂
﹁南雲さんには︑やれんか﹂
﹁ああ︑とても無理だ﹂
大西はあっさり言ってのけた︒
﹁参謀長の草鹿や︑航空参謀の源田実がついていてもか﹂
﹁そうだよ︑あの二人は航空戦闘に詳しい︒だがな︑参謀は
あくまでも補佐役だ︒とんとん拍子で進んでいる時は︑参謀
に任せておけばそれでいい︒しかし︑もしも死地に陥った場
合は︑そうはいかん︒例えばだ︒兵力の半分を切り捨てにゃ
ならん場面に︑ぶつかったとしよう︒そんな時に︑眉ひとつ
動かさずに決断出来ないようでは︑
こちらが全滅してしまう︒
南雲さんは︑そんなカンも度胸も持っていない︒だからダメ
なんだ﹂
大西の主張には︑宇垣も同感されるところあった︒
南雲長官が任命されたのは︑
四月初旬だった︒
その時点で︑
ハワイ攻撃案は内示されている︒
航空戦に自信があれば︑今ごろはとっくに︑適切な作戦計
画が完成しているはずだった︒ところが現場では︑今なお腰
の引けた状態が続いていたのである︒
﹁もし俺に一切まかせてくれるならばだ︒それこそ世界の海
いくさ
戦史に残るような 戦 をやって見せるよ﹂
大西はニヤリと笑いながら銚子を振って酒が切れたぞと言

った︒
立ち上がって襖を開け︑冷やでいいから持ってこいと註文
すると︑すぐに五合は入りそうな陶器の酒器と︑大ぶりのぐ
い呑が二箇届けられた︒
﹁まだ飲む気か﹂
﹁ああ︑今夜はここで泊ってもいいな︒久しぶりで飲み明か
そうじゃないか﹂
大西はテコでも動きそうにない︒仕方がないヤツだと言い
ながら︑宇垣も腰を据えた︒
﹁それじゃ︑お前の海戦史に残る戦闘というのを︑具体的に
聞かせて貰おうか﹂
宇垣が求めると︑大西はなみなみと注いだぐい呑みを︑ゆ
っくり傾けて言った︒
﹁まあそう急ぐな︒秋の夜長だからな︒ゆるゆる語るとしよ
う﹂
しかしながら︑なぜこの時期にこいつを︑基地航空隊の参
謀長に任命したのだろうと︑宇垣は思った︒
草鹿龍之介の替わりに︑第一航空艦隊の参謀長をやらせる
べきだ︒前人未踏のハワイ遠征作戦に自信が持てず︑尻ごみ
している南雲長官を叱咤激励するにはうってつけだ⁝⁝︒
﹁いいか︑よく聞け﹂
グイ呑みを持った右腕をまくり上げて︑
大西は語り出した︒
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﹁図上演習では︑攻撃前日の午後に︑敵の哨戒機が我が艦隊
を発見する︒翌日未明︑我が艦載機の大編隊は︑全力をもっ
て眞珠湾を空襲︑在泊する米太平洋艦隊を襲撃して多大の戦
果をあげる⁝⁝︒大体︑こんな想定だったようだな﹂
﹁その通りだ﹂
﹁だがな︑その判断は間違っているよ︒もちろん突然︑敵大
艦隊発見の報告を受ければ︑敵サンはあわてふためくだろう
が︑対応する時間は充分あるんだ︒日本軍の攻撃開始は翌朝
以降だから︑真珠湾内の艦艇はすべて出撃するに決まってい
る︒従って当日は︑米太平洋艦隊の全兵力プラス五〇〇機の
基地航空部隊を相手に︑ハワイ北方海域で一大決戦が展開さ
れることになる﹂
大西はグイ呑みを膳に戻し︑左の腕もまくり上げた︒
やしな
もち
﹁十年︑兵を 養 うは︑ただ一日これを用うるが為なり︑と
ほんかい
いう︒どうだ︒まさに男子の本懐これに過ぐるはなし⁝⁝じ
ゃないか﹂
彼はまるで歌うように言った︒
﹁それでどうだ︒我が方に勝算があるのか﹂
﹁ああ︑あるとも﹂
大西は無造作に言う︒
﹁これまでの艦隊決戦の研究とは︑およそ次元が違う︒航空
戦の視点に立てば︑相手の主役は三隻の正規空母だ︒現状で

は︑レキシントン︑サラトガ︑エンタープライズが米太平洋
艦隊に配属されている︒搭載機は併せて二四〇機だ︒こいつ
といかに渡り合うかが︑最大のポイントだよ︒
あとは脇役として︑オアフ島の基地航空兵力がある︒これ
は約五〇〇機と数が多いが︑実際に二〜三〇〇浬向こうの空
母機動部隊を攻撃するとなると︑多大の困難に直面すること
になる︒使用可能の機種は︑飛行艇一一〇機︑陸軍の爆撃機
一五〇機などで︑この中の四〇機ほどが四発の大型機だ︒し
かし陸軍機は長時間の海上飛行が苦手で︑攻撃も水平爆撃だ
けだから︑命中率は極めて低い︒だから陸上からの航空攻撃
は︑さほど脅威ではないんだ︒
つまり実質的な対戦相手は︑敵空母にしぼられるが︑これ
も三隻ばらばらに︑戦艦部隊に配属されているので︑集中と
連繋に弱味がある︒
まあこのあたりが︑
こちらのつけ目だな︒
まず第一にオアフ島の航空基地を叩く︑撃ち洩らしたやつ
の攻撃を適宜あしらいながら︑敵艦隊を可能な限り島から離
れたところへおびき出す︒そこで三隻の空母を個別に潰して
しまえば︑あとはもうこちらのものだ︒残った戦艦や巡洋艦
は︑何とでも料理して見せるよ﹂
大西はほとんど一息に喋り続けた︒
なるほど︑こいつの頭の中では︑航空戦闘の様々なパター
ンが︑絶えず組み立てられていると︑宇垣は醒めた目で見て
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いた︒
大西に代表される海軍航空の士官たちは︑自信過剰で鼻っ
柱の強いことにかけては︑定評があった︒たしかに零戦艦戦
は︑画期的な性能を備えている︒最初の十五機が大陸戦線へ
進出した時︑重慶や成都で一方的な戦果を挙げ︑我が方の損
害は皆無だったことも承知している︒
しかしながら今度の相手は︑世界一流の米軍の航空隊だ︒
果して零式艦戦は無敵だという評価が︑そのまま通用するだ
ろうか⁝⁝︒
宇垣の危惧を見通したように︑大西の語調が少し変わって
きた︒
﹁しかし︑こちらにも弱みがある︒機材にしても人員にして
も︑すべてワンセットだけで︑スペアがないんだ︒層の薄さ︑
余裕のなさが現地にいると身にしみるよ︒山本さんは︑開戦
するなら︑零式戦と一式陸攻の各一〇〇〇機が︑絶対に必要
だと言われたが︑俺もつくづくそう思うよ﹂
大西はそれから︑据わった両眼を向けた︒
﹁なあ宇垣︑無いものねだりをしても始まらんよ︒艦戦や陸
攻の数にしても︑指揮官の適︑不適にしてもだ︒我々は与え
られた条件の中で︑やれるだけのことをやるしかないんだ﹂
﹁おいおい︑少し飲み過ぎたようだな︒妙に愚痴っぽくなっ
たぞ﹂

宇垣は気を引き立たせようと声をかけた︒
﹁うん︑お前の言う通りだ︒少々疲れが出たらしい︒しかし
寝る前にもう一度言うが︑
俺はやはりハワイ攻撃には反対だ︒
あれだけの重荷を南雲さんに押しつけるのは︑
絶対に無理だ︒
失敗するに決まっている︒だから何とか山本さんを説得する
しかあるまい⁝⁝﹂
言いながら︑大西の頭は次第に前に垂れてきた︒
﹁おい大西︒眠るなら横になったらどうだ﹂
﹁ああ︑そうしよう﹂
顔を上げた大西は︑大きくあくびをすると︑そのままごろ
りと横になった︒
やがて肘まくらしたその口から︑規則的ないびきが洩れ出
した︒

︿ 未 完 ﹀

旧帝国海軍少将旗
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ちえのわ

ぬまざき

榎 本 笹太郎
﹁沼崎さ〜ん︒お食事でーす︒どちらで召し上がりますか︒
食堂にしますか︑それともお部屋にしますか？﹂
﹁どちらでもいいわ︒それどう違うの？﹂
﹁歩ける人は皆さん食堂で食べてます︒歩けない人は部屋で
﹁ああそうなの︒歩けるけど今日は初めてだから︑お部屋に

もいいですよ﹂
しておくわ︒いいかしら？﹂
﹁は〜い︑じゃこれね﹂
と言って配膳トレイをベッドサイドのオーバーテーブルの上
無かった︒一瞬公子の顔色が変り驚いた様な目付で看護助手

にポイと置いた︒ガシャと音を立てたが汁がこぼれることは
の岡野しげ子を見上げた︒同時に
﹁あらごめんなさいね︒皆さん待ってるんで︒忙しいわ﹂
と言って岡野は部屋を出た︒部屋にはオーバーテーブルの上

に︑いくつかずれて並べられたプラスチックの食器を乗せ︑

斜めに投げ置かれた小さいな長四角のトレイが残った︒公子

は暫く箸をつけることができなかった︒涙が静かに頬をつた
った︒

﹁お早うございます︒朝食で〜す︒沼崎さん︑昨日の夕飯大
分残したのね︑大丈夫？ 具合悪いことない？ あれば遠慮
なくゆって下さいね︒ところで今日︑朝ご飯の後十時ごろか
らラウンジでお茶会があるので︑その時声かけるから参加し
て下さいね﹂
公子は昨日のこともあり助手望月の手元を見つめていた︒
まと
質問はされたものの︑公子は咄嗟には考えが纏まらず口ごも
っているうちに望月は︑じゃあネと行ってしまった︒その日
の午前十時に各部屋から歩ける者は歩き︑かなわぬ人は車い
すに押されて三々五々病棟の東端にありピアノ︑バーカウン
しつら
ター︑ソファなどが 設 えてあるラウンジに集合し始めた︒
公子も再度促され︑パジャマで人前に出るのは如何なものか
と思案したが軽く着替えて出席することにした︒
ここにきて腰痛は執拗であり︑公子は廊下の手すりにまさ
に手を擦るようにしてゆっくりと歩み︑廊下の他端にあるラ
ウンジのソファに腰をおろした︒見渡すと十人程の患者がソ
ファに座り︑互いに視線を合わせることなく各自静かに茶を
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﹁まあ！ 沼崎さん︑赤い服がとっても似合うよ！ 若いの

すすっていた︒
すると一人の愛想のいい看護師飯塚玲子が

して修練を重ねた︒数年後︑管理栄養士試験の難関を突破し

へ進学し栄養士を目指した︒卒業後は都内の病院で栄養士と

一方︑公子は自ら料理することもこよなくこれを愛した︒

地元の高等学校を卒業後都会に憧れ︑東京の大学家政学科

ねぇ︒皆さんこの方は昨日いらっしゃいました︒皆さんの後

免許を取得し︑主任補佐となった︒

輩です︒よろしくお願いします︒はい沼崎さんご挨拶﹂

かったが︑ここでおどけて見せるのはいかにも自分らしくな

と小さく言って手に持ったお茶碗を少しもち上げた︒申訳な

﹁よろしく﹂

裕が無い︒

ればならないのか︑合点がいかない︒今はそこまで自分に余

で私がこの看護師を孤立させないようにここで張りきらなけ

れる度に︑ウッとする痛みが腰から臀部にかけて走った︒何

たが︶と帳簿に向かう半生であった︒子を授かり両親を送る

抜きをはめ︑ひたすらそろばん︵晩年は簡単な計算機を使っ

指導する傍ら自ら実技も指導した︒定夫は右腕に黒木綿の腕

の小病院の管理栄養士となり︑患者の食事を栄養面から管理

務員の定夫と結婚し沼崎姓となった︒夫が勤務する地方都市

のものであった︒一定の経験を積んだ後︑地元に戻り地方公

愛情の表現でもあった︒それはゆるがせにできない何か必須

彼女にとって食は︑たしなみであり教養であり文化であり

またそれ故に自らも食を愛すること︑他を凌駕した︒

いと公子は思った︒とは言え公子は自分らしさなどという事

など通常の生き様の中で小さい幸福感は常に有った︒

ソファは軟らかかったが︑腰椎の背側突起が背もたれに触

は改めて考えたこともなかったのではあるが︒

利発であった母の血を受け継ぎ小︑中学校では優等生である

補佐として︑
特に調理実習の際の実技担当として腕を振るい︑

夫の定年に遅れること数年で公子も退職し︑その後は請わ
飯田公子は茨城県の緑多き中堅農家の長女として生まれた︒ れるまま地方の介護士養成の専門学校の調理実習担当の教官
ことを持続した︒自給自足を旨とする農家の生活である長女

ミ食などの作り方を教えた︒単なる練食の作り方ではなく︑

如何に練り食であってもご馳走として味を調えるか︑その腐

数年の間働いた︒若い男女にミキサー食︑ペースト食︑トロ

なかった︒その頃から彼女の意識の裏側では与えられる喜び

心の実を語った︒生徒たちは何が何グラム︑何が茶さじ何杯

として子供の頃から母親の家事料理の手伝いをした︒苦では
の下で与えることの喜びが少しずつ芽吹き始めていた︒
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などという︑教科書改訂実践栄養学の記載は音楽の音符であ
り︑読んでも解らない異国の言葉であった︒これを翻訳し演
奏して見せると生徒たちの目は輝いた︒この輝きを見ること
が好きであった︒この輝きこそ公子が戦後の混乱期︑母の手
助けをした際に見せた母の目の光でもあった︒
﹁先生のものよりうちのお母さんの方がおいしいよ﹂
﹁そりゃそうだよ︑お母さんって偉いね︒でも今日だけは授

いた︒昨夜のことが原因であったかも知れない︑いやきっと

そんなある朝︑公子は下着に不正出血があることに気がつ

みを愛で︑冬は漬物で少ない緑を補った︒質素ではあったが
季節の滔々とした廻りに︑がっちりと歯車がかみ合った生活
であった︒求めなければ心がゆとり︑これでよいと思えば心
は安住する︑亡き母の口癖でもあった︒
夫婦の前で時計の針が動きを止め︑時の流れは息を潜めて
たたず
佇 んだ︒二人は︑ああ︑これが人生であり天命なのであろ
う︑そう思った︒

公子は学生を採点する立場にはなかった︒そのためか意外

業の通りやってね︒お願いだから﹂
にも学生に人気があった︒しかしながらこうした授業も程な

そうに違いないと思い様子をみた︒それは消失したり再発し

自身の将来について他人から指図されて流されざるを得なく

病院が怖いわけじゃない︑医者が怖いわけじゃない︑自分

かないだろ﹂

﹁君だって昔は病院関係者だったじゃないか︒怖いことなん

﹁隠してなんかいませんよ︒様子を見てたのよ﹂

﹁えっ！ なんだってそんなこと隠してたんだ﹂

で止まり︑その手をテーブルの上に慌てて戻しながら

何気なく夫に話した︒ビールのコップを運ぶ定夫の手が口元

部に鈍痛も覚えるようになってきた︒このことを夕食の際︑

心なしか量が増してきた気もする︒そう思えば下腹部と腰背

たりを繰り返し︑一向に完治する気配もなく︑それどころか

く終了し︑
夫に遅れること六年にして完全なる定年を迎えた︒
定年後は子供たちも家を出て︑あとは何の変哲もない田舎
の二人暮らしであった︒近所の農家から数坪の土地を借り︑
自宅の小スペースと併せて花作りと家庭菜園を楽しんだ︒定
夫も町方の出ではあったがよくこれを助けた︒
公子は︑半ばは夫のため半ばは自らのために︑せっせと料
理をつくりささやかながら心ある食生活を楽しんでいた︒つ
くし︑つわぶきの若茎のほろ苦さに春を求め︑風が吹いては
折れた枝にきくらげを探した︒初夏にはふきの葉の佃煮︑柿
の葉︑タラの芽のてんぷら︑夏は梅干しを漬けプランターを
利用したミニ菜園から少量の緑と香りを頂いた︒
秋には家の境界のフェンスに絡ませたブドウから少量の恵
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なる︑その可能性が怖い︒その宣告に自分の努力は関与でき

さい︒痛い検査ではありませんから︒すぐ終わりますよ﹂

再度指示されるままに低ベッドに移り︑今度は下着をさげ
て下腹部を露出した︒

ない︑そのことが恐ろしいのである︒突然個人に襲いかかる
この理不尽さが何とも空恐ろしく思われたのである︒

﹁先生︑子宮ってどんな形してるんですか？﹂

面を見ててください︒お腹が映りますよ﹂

﹁ジェリーを付けます︒ちょっと冷たいですよ︒こちらの画

﹁一緒に行こうか﹂

﹁膨らます前のゴム風船のようです︒ですから超音波ビーム

止まっていた時計の針が再び大きな音を刻み動き出した︒

﹁そうね︑明日早速いってみるわ﹂

﹁あなたは気が弱いからだめよ︑来ないほうがいいわ﹂

の切り口によって色々な形に見えますよ﹂

﹁はい︑ここが⁝⁝﹂

子の下腹部の上を滑らせた︒

と言いながら︑医師はプローベをジェリーでぬるぬるする公

﹁⁝⁝⁝⁝﹂
翌日︑公子は近所の婦人科を受診した︒激務から既に産科
たされずに順番がきた︒

と言われたので画面を見たが︑壊れたテレビのようにただ獏

を廃業した医院であり患者の数にも限度があった︒それ程待
﹁沼崎さーん︑沼崎公子さん︒どうぞお入り下さい︒どうし

とした白い光の塊のようなものが見えただけであった︒良く

﹁いやどうも︑うちの機械もかなり古いものだからアーチフ

スイッチを切ってしまった︒

分からないので︑と質問しようとした矢先︑医師はパチンと

ましたか？ 先生にお話し下さい﹂
若い外来看護師に促され︑公子はかい摘まんで事の経過を
﹁分かりました︒では診させて頂きましょ︒用意して診察台

ァクトが多くてやりきれませんわ﹂

話した︒
のほうへ︑どうぞ︒
﹂

切れなかった︒がしかし看護師の介助もあり内診を終えた︒

言い聞かせてはみたものの︑何ともおぞましい気持ちは拭い

介しますから︒紹介状を渡しますから御主人呼んでいただい

に支障︑大ありってぇところです な︒いいです︑大学病院紹

﹁雑音です︑ラジオで言えばガーガーピーピーですよ︒診断

﹁アーチファクトって？﹂

その後初老の婦人科医は浮かぬ顔をして

ていいですか？﹂

診察への準備をしながらこの年になって何を今更と自らに

﹁じゃ今度は超音波をやってみましょう︒こちらに移って下
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何を言ってんの︑はっきりゆって欲しいわ︑いいも悪いも
無いじゃない︑と思いながら
﹁必要があるなら呼びますけど﹂

日通院してあげたい︑そのために東京ではなく地元のホスピ

スを選んだ︒他意はなかった︒

病院について多少の情報は持っていたがホスピスに関して

くとなり町︵現実的には市であるが︶の某病院を紹介してく

近くの内科クリニックを受診する形で訪ねてみた︒すると快

は皆無であった︒
病気の性格上闇雲に聞き廻ることもできず︑

察室に呼ばれ短い会話の後紹介状が渡され二人は帰路に着い

れた︒疲れも限界に近く一日家でゆっくり休みをとり︑翌々

数人の患者の診察が終わった頃︑定夫が到着した︒一人診

と答え︑電話器のある待合室へ向かった︒

た︒紹介された大学病院でも同様の検査診察が施行され︑骨

スとトイレがあり︑部屋には大型のテレビと小さいがソファ

日紹介状をもちその病院のソーシャルワーカーに見学のため

手術は選択されず放射線療法と化学療法が施行された︒が

がしつらえてあった︒廊下は板張りで毎日の清掃が行き届き

盤腔内に広がる腫瘤陰影が証明された︒恐らくは子宮原発の

程無く肺と小脳に転移が発見され恐らくは全身転移があるで

塵の一つも見られなかった︒公子は躊躇なく決めた︒自分の

の案内を請うた︒病室は一間ではあったが小さな炊事スペー

あろうとの判断から︑治療方針の百八十度転換が提案され決

回復を託す場所としてここに決めた︒

末期がんであることも二人に告げられた︒

定された︒すなわち医師から夫に対して余命はほぼ半年程度

それは直ちには受け入れ難いものであったが︑いずれにして

主張することの苦手な夫にとっても︑治療の放棄を意味する

しては如何か︑との提案があった︒日頃から口数も少なく︑

敏となった︒

た︒体の不如意さに逆比例するかのように公子の感受性は鋭

動きが悪くなり始めて車いすを利用することが多くなってい

入院の前後には腫瘍の脊椎転移のためであろう︑両下肢の

であろう︑従って残りの人生はホスピスなどで有意義に過ご

もここではこれ以上治療はできない︑との結論は動かしよう

看護助手が配膳の際に︑音をたててトレイを投げてよこし

れる中で︑栄養も味も見た目も満足し得るものでなければな

た事がいかにも心にこたえた︒病院の食事は費用が制限さら

いくつか候補施設の紹介も受けたが︑看病︑身辺介護のた

らない︒苦労は痛いほど良く分かる︒食器がプラスチックで

た︒

もなく︑得心のゆかぬまま転院退院を首肯せざるを得なかっ

め︑そして定夫にとっては何よりも治療のため︑ただただ毎
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あった︒後で見舞いにきた定夫に涙ながらに事の顛末を語っ

には食べられる訳がないのである︒その事を注意はしてみた

言っても私は犬や乞食ではない︑投げ与えられた食事を素直

あることも仕方あるまい︒だけど如何に私が大病したからと

はない︑などと縷々彼女なりの弁明をした︒そしてそれくら

ままある︒しかしそれは患者さんを馬鹿にしたということで

であり︑トレイをテーブルに置く際は多少の音が出ることは

ち︑左手でドアを開ける必要がある︑女手には大変な力仕事

部屋の扉が閉まっているときは︑右手ひとつでトレイを持

いの事は師長として当然理解してしかるべきだと反論した︒

が︑はあ？ という答えが虚しく公子の胸底に届くばかりで
た︒定夫は公子の涙を忘れていた程であり余程の事と感得し

﹁分かったわ︒でも今後はなるべく両手を使うように︑いい
わね﹂

た︒
夫定夫はかねてより頼れる妻の言う事を疑うことはなく︑

べられなくなったらおしまいだわ﹂

﹁こうして少し飲みながら食べられるうちが華ね︒口から食

夕餉の際︑妻がよく

と心の中で声を出した︒沼崎公子にたいする漠とした異和感

れないよ﹂

﹁冗談じゃないわ︑音がしたぐらいでクレームか︑やってら

と言って看護助手は部屋を出た︒

﹁はーい﹂

瞬時︑微妙な空気が部屋に流れた︑が一呼吸おいて

と繰り返すことが多く︑定夫もその都度

が嫌悪感に変化してゆくのを感じた︒

その傾向は自らの定年以後尚更であった︒そして二人しての

﹁そうだね﹂

介助を必要としない限り毎日でも利用することが出来た︒ま

公子はゆっくりではあるがまだ歩くことができた︒入浴は

と︑これまた決まって同じように相槌を打つのであった︒こ
のように公子の訴え事は︑疑われることもなく素直に定夫の
耳に届いたのであった︒

﹁まさか師長さん︑そんなことしませんよ︒だいいちご飯が

﹁あなた先日患者さまに食事を投げつけたって本当？﹂

ープの上に足をのせ︑恐れていた転倒を初めて経験した︒幸

で浴室内を一人で歩行中︑タイルの床に残っていたボディソ

せないものになっていた︒ところが先日おぼつかない足取り

して最近は病気の性質上︑帯下も多くなり毎日の入浴は欠か

載っているお盆をどうやって投げれるんですか？ 無理です

い骨折は無かったが臀部を嫌という程強打し歩行不能に陥っ

後日︑当番であった看護助手が看護師長に呼び出された︒

よ︑お汁がこぼれちゃうじゃないですか︒
﹂
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ととなった︒時には︑痛みのあまり車いすでの移動もままな

介助下のみになり︑回数自由度ともに大きく制限を受けるこ

とには大きな抵抗があった︒

で見世物の品物であるかのごとく︑ベッドの上に置かれるこ

ままならない︑これは承知している︒しかし全身丸裸でまる

私の両下肢の動きが悪い︑排泄が思うに任されず︑入浴も

と雑談を始めた︒公子の苛立ちが鎌首を持ち上げた︒

らず︑心ならずも床上で全裸となり︑いわゆる清拭を受ける

た︒ストレッチャーでの帰室を余儀なくされた︒以後入浴は

こともあった︒
と岡崎看護師︒

下に見下されている感じが何とも許しがたい感じがした︒で

置かれた夜店の品物あるいは特売品のように︑一目も二目も

一人ならいい︒数人であしらわれるときは如何にも道路に

﹁ほんと︑ほんと︒それにシワも少ないのね︒じゃ横になる

思った︒二人いても世間話が多くなるだけで︑利用者に対す

きれば家族がそうするように︑一対一で対応してほしい︑と

﹁まあ沼崎さんって思ってたより色白ね﹂

に黒子がある︒沼崎さん知らないでしょう︒背中だから見え

わよ︒背中吹きますから︒よいしょっと︒あれこんなところ

初めはお愛想に相槌を打っていた公子も︑次第に何で裸に

でビルの窓拭きじゃない︑私は品物じゃないのよ︑しっかり

﹁ねえ︑あんたたち︑雑談止めて集中したら︑これじゃまる

る言葉もいや増しに子供扱いの体を強めるだけなのだ︒

された上隅から隅までじろじろと観察されなければならない

﹁どうかしましたか︑痛かったですか？﹂

仕事に集中して頂戴︒
﹂

ないもんね﹂と石井助手が笑う︒

のか︑看護師は何で黙って清め拭うことができないのか︑思

﹁どうかしましたかじゃないでしょう︒あんたたちね︑今後

うだに怒りがこみ上げてくるのを覚えた︒
﹁沼崎さん︑足を開いてください︒清拭しまーす︒はい︑そ

は一人でやって下さい︒そのほうが無駄話も無くて仕事に心

で行うこととなった︒ところが案の定患者の体位交換には多

公子の強い希望もあり︑現場判断で翌日からは清拭を一人

して看護師達は凡その所で退室を急いだ︒

次第に激昂してくる公子の声に︑収拾がつかなくなると察

がこもります﹂

うです︑それでいいです﹂
そして
⁝⁝﹂

﹁ねえ智子︑あのテレビ見た？ けっこう面白かったのよー
と続けた︒
看護師は他動的に公子の両足を広げながら補助の看護助手
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たが

だ︑患者さまの希望を徹底的に実践してみては⁝⁝等々あっ

法が討議された︒こちらの方針を貫くべきだ︑いや転院が筋

の発議でウイークリカンファレンスにかけられ︑問題点解決

公子の部屋から看護師の足音が遠のいた︒この事は現場から

分泌液が吸引され公子の顔にわずか赤みが戻った︒定夫は由

ラトンチューブを口腔内に挿入した︒米飯塊が混じた多量の

けるとチアノーゼであった︒急いで吸引を全開にして太いネ

化してしまった︒大声で呼ばれた看護師岡崎由利子が駆け付

い咳き込みに襲われた︒咳は止まるどころか顔色が土色に変

そんな或る日︑いつものように介助したところ︑突然激し

飯を口元まで補助することが多くなっていた︒

﹁じゃ︑それなら介助シャワー浴なんかも止めてサー︑機械

利子に感謝した︒

大な体力が求められ︑腰痛を訴えるものが続出した︒自ずと

浴を試してみたらいいじゃないの﹂

入浴法である︒慣れて恐怖感がなくなれば高い満足度が得ら

寝たままで静かに入浴させることのできる装置︑またはその

機械浴とは︑利用者を機械台に乗せ自力他力を必要とせず

﹁結論的には経管栄養を薦めます﹂

従って今後は口からの摂取は極力制限せざるを得ない

の動きを支配する頭蓋咽頭神経の機能が障害されつつある︑

今︑公子の頭の中では小脳に転移した腫瘍が大きくなり︑喉

夕刻︑医師から呼び出しがあって定夫が面談した︒そこで

れるものである︒公子も痛みが強いときにはこの利用者とな

﹁お腹を切るんですか？﹂

とのことであった︒

愛嬌のある令子の提案が通った︒

まめにその勤めを果たした︒

﹁いえ注射の要領で胃に細い管を通すだけです︒麻酔をする

った︒定夫も暇を見つけては来院し︑爪切り食事介助など小
保潔行為は順調であったが定夫には気になる点が一つあっ

ので痛くありません﹂

痛い痛くないの問題ではなかった︒二人で囲んだ夕餉の席

た︒食事の際によくむせ込むのである︒とくに味噌汁︑食後
のお茶をすする時に目立つようであった︒看護師を介して医

った公子の声が︑顔が︑走馬灯のように定夫の脳裏を駆け巡

で毎日のように︑食べられなくなったらおしまいよね︑と笑

ったのである︒答えは留保した︒後日公子が喉の渇きと空腹

師にもそのことを訊ねたが︑ゆっくり食べなさい︑様子を見
手は使えるのであるが︑
腰痛のため臥床していることが多く︑

感を初めて吐露した︒この機会だと思いこの前の医師との面

ましょう︑といま一つ煮え切らない返事であった︒公子は両
箸が使いにくいのである︒従って定夫がスプーンを使ってご
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音を立てる︑いかにも自分を馬鹿にしているように響く︑だ

談内容を要約して話してみたが︑食器があまりにも軽々しい

﹁あのね︑さっき例の部屋に行ってさ⁝⁝﹂

何があったのよ？﹂

﹁どうしたのよ︑
あんたこそ訳わかんないよ︒
話してごらん︑

﹁沼崎さん︑おはようございます︒シーツ交換です︒
﹂と言い

から
﹁プラスチックの器ではなく︑ちゃんとした陶器の器を使え
ばうまく食べられる気がするわ﹂

﹁新しいタオルケットありますか？ 体の下に敷きますか

ながら若い看護師が入ってきた︒

い︑とも付け加えた︒定夫は初めて公子の言う事に疑念を感

ら﹂

そして︑ほかの人にはきっと陶器を使っているのに違いな
じた︒

﹁無いよ︒そんなものあるわけが無いじゃないか︒何のため
が車いす生活となった︒腰部脊椎への転移巣の突出部が脊髄

﹁いいか悪いか︑じゃないのよ︒本来は病院のシーツを使う

﹁⁝⁝？ でも今まで使ってましたよ︒
いけないんですか？﹂

とするの？ それってずるくない？﹂

にするのよ︒大体あんたたち何で個人の所有物を利用しよう

と末梢神経を圧迫しているためであった︒傍目にはそうでは

べきでしょ︒変なもの挟まないで︑しっかりベッドメイクし

公子の足の動きは更に悪化の一途を辿り︑移動はその殆ど

あったが︑公子自身では何より焼けるような口渇と火のよう

なさいよ﹂

﹁は・い・ じゃ使わないでおきます︒なるべくベッドを汚

せて飲みたいと思うのであった︒諦めてはいけないと自らに
言い聞かせるのであるが︑体力が消耗しきって頭の中が混乱

さないでくださいね︒
﹂

な体のほてりが苦しく︑ああ水が飲みたい︑ごくりと音をさ

し︑ものの筋道が立たない︒

だお若いからね︒とにかくシワを作らないようにしっかりや

の仕事でしょ︑
私の責任じゃないのよ︒
お分かりになる！ ま

﹁なにをゆってんのよ︒汚れたベッドを掃除すんのはあなた

たり込み大粒の涙を流しながら由利子に訴えた︒

塚本君江が休憩室に戻るやいなや崩れるように畳の上にへ
﹁だって今までやってじゃない︒突然なによ︑あんたは若い

ってよ﹂

誰かがわざとやったのに違いない︒昨日の朝の看護師と補

って︑冗談じゃない︒年の違いで仕事してるんじゃないって
んだよ︒何よ︑突然訳わかんない事言い出してさ﹂
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こ

昨日︑ベッドの上に仰臥していて背中に異和感を感じた︒

助は誰だったか︑よくは思い出せないがこの娘だったかも知
れない︒いやきっとそうであると公子の想念は理由もなく確
信へと高まっていった︒
我慢しているうちにそれが次第に痛みに転じ︑時間の経過に
伴い塗炭の苦しみに燃え上がた︒

公子は眼を細めて彼女の主人を見上げた︒夫は既に目線をは
ずして別の動作に移っていた︒まあいい︑いつものことだ︒
とりあえず全身から湧き上がるような眠気が脳髄を包んだ︒
しかし激しい脱水から夢はいつも決まって水と食料を求めて
さまよ
彷徨い咆哮する自身であった︒

﹁どうしたんだ？ 一体︑そんな大きな声を出して﹂

と叫んだ刹那︑ドアを開けて定夫が入ってきた︒

﹁皆さん分かっていることとは思いますが︑今私たちは一つ

スタッフが参加した︒師長がまず口火を切った︒

ブレムカンファレンスが開かれた︒勤務にある病棟のほぼ全

事の重大さを認識した病棟師長の発議により月一度のプロ

﹁背中が痛いのよ﹂

問題を抱えています︒
﹂

﹁痛い！ 誰か来て﹂

と言って︑誰か私に恨みを持っている人がガラスのようなも

﹁一体誰のこと？﹂

であった︒

そこで是非忌憚のない意見を聞かせて欲しい︑と言うもの

﹁馬鹿な事を言うんじゃない﹂

っと見てくれ︑と嘆願するのである︒

﹁馬鹿ねェ︑沼崎さんのことよ﹂

のをシーツの下に入れた︑それが刺さっている︑だからちょ

と軽くたしなめてから︑背中と腰の下に手を差し込み右下側

﹁ああ！ 楽になったわ︑あなた︑ありがとう︒
﹂

と言って︑タオルを直し公子の体を元に戻した︒

﹁何もないよ﹂

なっているだけであった︒定夫は

﹁分かったわ︑我々の理解に不一致が在るようね︒これじゃ

を束ね括るように師長が言った︒

冗談じゃない︑等々それぞれが個人の感情を吐露した︒それ

とにかく頑固︑言葉使いがどこか丁寧でユーモワもあるわ︑

分もある︑
ダンナが全く言いなりよ︑
食事どうすんのかしら︑

ああそうか︑あれ全くおかしな人よね︑いやまっとうな部

﹁いや何もしてないよ︒ただタオルケッットのシワを直した

まるでゴチャゴチャになったちえのわね︒私若い頃︑方向性

臥位に起こして見ると︑厚手の上等なタオルケットが折れ重

だけだよ︒
﹂
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恵の和”に広げて欲しいの⁝⁝﹂

でもそう信じてるの︒皆の知恵を出し合って“知恵の輪”を

い︑きっと何かが見えて来るって︑先輩から教わったわ︒今

を見失ったら必ずもう一度患者の立場に返って考え直しなさ

意に逆らう決断をした︒

会った刹那︑心は決った︒定夫は結婚してから初めて公子の

すべきか定夫は苦悩した︒しかし公子の訴えかける視線と出

なくなったら終わりよ︑生きてたって意味がないわ”を順守

れていた︒公子の命を救うのか︑以前からの口癖“食べられ

分程で胃ろう造設が終了

すでに朦朧 状態であった公子は少量の静脈麻酔で眠りに
おちた︒見える景色はどこであろうか︑生まれ故郷の茨城の
原であろうか︑好きだった漢詩の世界であろうか︑近くには
ピンクの桃の花が咲き乱れ︑足元はタンポポの絨毯である︒
遠くに目を凝らすと︑杏子か梨の花か真白に丘を染め空に続
いている︒見上げると︑薄いコバルトブルーの穹窿から霧の
ように細かく真珠のように白く輝く驟雨が︑音もなく幾重に
も幾重にも降り注ぎ無数の小鳥たちが謳歌した︒どこかで主
人が︑おーいと呼ぶ声がした︒その方に向い︑私はここよー
っと手を振った︒

もうろう

処置が終わり内視鏡室から帰室した公子は︑衰弱しきって

した︒

された後︑局所麻酔が併用され約

事は数日も経ず実行された︒点滴が繋がり静脈麻酔で眠ら

﹁分かりました︒
﹂

﹁先生︑お願いします﹂

作って下さい︑そして更に本人家族も巻き込んで大きな“知
賛成︑ここはホスピスだよ︑立場の弱い患者さまと張り合
うことは許されないわ︑沼さんのいい点を探そうよ︑じゃ原
点に戻ってもう一度カルテをさらってみよう︑など話し合う
中で
﹁アッ︑沼さん料理学校の先生してたんだア﹂

取した食物を嘔吐することもしばしばであった︒公子はすで

はいたが︑点滴による水分補給のためか多少肌に湿り気が感

若いと罵られた君江がカルテの記載から目ざとく見つけて

に衰弱から自分の意見を口にすることはできなかった︒
ただ︑

に一度誤嚥を繰り返し︑その都度激しい咳嗽からせっかく摂

与えた︒しかし公子はその努力に報いることができず︑数回

死に食事を介助した︒水もスターチで固め︑とろみ水として

次第に︑るい痩を強めていく公子の傍らに座り︑定夫は必

リーダー格の由利子が続いた︒

﹁よし︑それで行こう﹂

叫んだ︒

ただ水がほしいと眼で訴えた︒医師からは早い決断をと迫ら
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20

じられた︒しかしいかにも憔悴しきった妻を見ると何か胸を

突き上げてくるのを感じた︒定夫も戦中派の男である︒あか

らさまに口に出して言えない言葉︑できない事があった︒し

かし今言わなければ機を失するかも知れない︒

﹁おーい公子︑おーい分かるか？﹂

と大声で呼びかけたが︑あとは声が小さくなり心の中で︑愛

してるよ︑愛してるよ︑と繰り返し︑そっと布団の下に手を

差し延べ妻の手を握った︒何度も握った︒こころなしか偶然

か握り返されたような気がした︒

高品質水溶性経管栄養剤と十分な水分の補給により公子の

体力の回復は順調であり︑下肢麻痺は残しつつも意識レベル

は正常化した︒栄養のバランスが是正されるに従い︑公子の

精神も安住の方向に向かった︒毎日の清拭の際には

﹁まあ︑こんなに若い人たちが赤の他人の年寄りの体を拭い

てくれるなんて︑うちの娘では到底できません︒ほんとにあ
りがとう﹂

お礼の言葉も自然に口にするようになった︒畢竟スタッフ

の足の運びも繁くなり︑ある時機を見て幸江が

﹁沼崎さん昔先生してたんですか﹂

﹁そうよ︑専門学校で調理を担当したわ﹂
﹁ワーッ︑私も習いたい﹂
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いす押しまーす﹂

﹁大丈夫︒先生は頭がクリアーだから︑ラウンジまで私が車

﹁いいわよ︒もっとも私動けないから︑やっぱり無理だわ﹂

の？ だめでしょ︑皮はぬか漬けに最高よ﹂

感触といってもいいかな︒むいた皮はどうするの？ 捨てる

コツは？ 振ってみるのよ︑
耳元で︒
種が動く音を聴くのよ︒

では先生よろしくお願いします﹂

﹁では皆さん︑
今日から沼崎先生の料理の勉強会を始めます︒

進んだ︒

と皆が異口同音に声を掛けたが︑あれが初めは“サクラ”で

しいお話︑待ってます︒
﹂

﹁先生のお話ためになりました︒早く元気になって︑また楽

れも叶わぬものとなった︒毎日の検温の際

好評のまま講義は５〜６回続いたが︑病勢の進行に伴いそ

と愛層のいい飯塚が司会役となった︒パチパチと２︑３人の

見れば公子にはすぐ感得された︒その上でただ

あったこと︑でも最後には皆本気であったこと︑生徒の目を

﹁そーお︑じゃちょっとね﹂と事は計画通りとんとん拍子で

﹁皆さん料理とはなんですか？ もてなしですよ︑その心で

﹁ありがとう︑ありがとう﹂と繰り返すばかりであった︒
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生徒役のスタッフが手を叩いた︒
す︒それともう一つ大事なことは？﹂

てほしいと告げられた︒定夫の心は抵抗なくこれらの言葉を

定夫が医師に呼ばれた︒師長からはその時の装束を用意し

﹁面白い答えね︑だけど正解は天の恵みに感謝し︑自然から

女らしさを貫き︑完全に人生を全うせんとしている︒なんで

受け止めた︒すでに皆で十分悲しみを分かち合った︒妻は彼

﹁はーい︑ええと︑食べることかなァ﹂
の贈り物に大切にする行為です﹂

悲しいことがあろうか︑定夫の心の中にむしろ穏やかな安堵

﹁オー﹂
﹁普通右手で包丁持つわよね︑その時足の位置は？﹂

日︑薫風に乗り公子は逝った︒主を失った病室

感に似た感情が流れた︒
某年５月

﹁はーい︑床の上﹂
﹁あなたって面白いわね︒でも正解は右足を後ろに引いて半

花言葉は“気高く威厳に満ちた美しさ”と聞く︒

に残された花瓶︑誰が投げ入れたか一枝のタチアオイ︑その

︵完︶

れ味が向上するのよ﹂
﹁じゃ今日はデザートね︒熟れておいしいメロンを見分ける

週一回の公子の話は評判となり聴衆も次第に増した︒

身になるのよ︒そお︑よーいドン︑あの姿勢ね︒爆発的に切

10

赤い光芒
︵その二︶

︱︱重症くも膜下出血の﹁オペ﹂

浜 名

で信頼は得られたか

Ⅱ Ａ病院の事例回想
③﹁Ｉ・Ｃ︵説明と同意︶
﹂

新

﹁ひどい再出血だな︑脳ヘルニアから救命するには︑手術し

Ｕへ急いだ︒

深夜に近い時間帯で︑病院の薄暗い廊下は︑なんとなく不

気味な雰囲気が漂っていた︒ベッドの後ろを押していた西沢

脳動脈の瘤︶
の再破裂を誘発させた因子は何かを考えていた︒

は︑勇の様子を観察しながら︑エムシーエー︵ＭＣＡ︑中大

︱︱苦労して出血発作六時間以内に脳血管撮影したこと

か？ 兄夫妻と対面した勇の精神的動揺か？ 生体防御的に

血小板の止血作用でできた﹁かさぶた﹂が︑
﹁くも膜下出血﹂

による脳圧と血圧が急に上がり︑再度はがされて︑瘤の孔か

ら血流に乗った血液が一気に流れ出したためであろう︒

通常︑破裂脳動脈瘤の臨床では︑再破裂︵出血︶のたびご

とに︑くも膜下出血並びに脳内出血の量が増えて︑症状は重

当直医の西沢は︑脳外科医としての使命感から︑自分の経

かないね﹂

験と知識から︑患者を救命するには何をするべきかを考えて

篤となり︑致死率は増大する︒

さ︒家族が納得しなければ︑手術承諾は︑すんなりいかない

﹁兄夫妻に救命手術に対する﹃説明と同意︑ＩＣ﹄してから

いた︒

﹁これから︑オペになるんでしょう﹂

ときもあるからね﹂
﹁家族は︑急なことで︑心配で︑決断がなかなか出来ないと

治術﹂しかありえない︒

腫除去術﹂と︑瘤の再破裂を根本的に防ぐ﹁破裂脳動脈瘤根

り除き︑頭蓋骨をはずして︑脳圧を減じさせる﹁減圧開頭血

端的にいえば︑頭を開き︑脳内の血の塊と液状の血腫を取
か⁝⁝﹂

ていた︒

兄夫妻と西沢は︑ＩＣＵに隣接した面談室で︑再び対面し

﹁これからが正念場になるね︒それをクリアしないと先に進
められないわけですから︒外科医の宿命でしょうかね﹂
西沢と山岸は︑勇のベッドを押して︑うす暗い廊下をＩＣ
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者が思わしくなく︑深夜夜勤者への交代時刻を迎え︑ＩＣＵ

どの場合︑担当看護師が立ち会う︒山岸は︑ＩＣＵの担当患

﹁Ｉ・Ｃ︵説明と同意︶
﹂
︑あるいは︑患者の﹁病状説明﹂な

出血︶して急変し︑脳ヘルニア状態に陥ってしまいました︒

おられると思います︒勇さんは︑破裂脳動脈瘤が再破裂︵再

点灯されたシャーカステンに︑急変したときのＣＴフィル

の業務から離れるわけにはいかないようだ︒やむを得ない︒
ムと入院時のものが写し出されていた︒
西沢は最初の面談で実兄夫妻とのやり取りを思いだした︒
︱︱原則的には︑くも膜下出血を起こした破裂脳動脈瘤に
ップをかける﹃クリッピング術﹄です︒あるいは血管内の﹃コ

対して︑再破裂を防ぐ処置が必要です︒瘤の首根っこにクリ

﹁勇が急変したのはわかります︒医学用語は分かりにくいの

急性脳ヘルニア状態が長時間続きますと︑脳幹は機能障害
に陥り︑回復不可能となり︑早晩︑
﹃脳死状態﹄へ移行してし
まいます︒ですから︑脳ヘルニア状態を開放させるため︑今
から︑
﹃減圧開頭血腫除去術﹄が必要になります︒頭を開き︑
脳の内部に拡がった血の塊や液状の血腫を取り除き︑脳圧を
下げてから︑今回再破裂した脳動脈瘤に対する根本的な根治
術︑つまり︑瘤の首根っこにチタンのクリップをかける﹃ク
たす
リッピング﹄の処置が必要です︒今夜しなければ︑到底救け
られません﹂

イル挿入術﹄です︒

出た血液を示しています︒脳内の白い塊は︑三倍くらいに増

院時の画像と比べてみましょう︒白いものは︑血管からもれ

で︑分かりやすくご説明願いします﹂と︑実が言った︒

︱︱急なことですぐに答えられません︒頭を開くことは︑

実兄である実の率直な気持ちであった︒

え︑前頭葉︑側頭葉︑基底核部︑放線冠へと波及しています︒

﹁承知しました︒再破裂して急変したときのＣТ画像を︑入

救命治療に対する﹁インフォームド・コンセント︑ＩＣ︵説

髄液を満たした黒っぽい側脳室の形状は︑右から左へ極度に

すごく怖いですからな︒脳の中をいじられるのは嫌だなあ︒

明と同意︶
﹂が始まった︒午後十一時を過ぎ︑蛍光灯で照らし

圧迫・変位しております︒脳底部の脳槽の形も変形していま

そうじゃありませんか⁝⁝︒

出された面談室は静かで︑三者三様の息遣いと︑思惑がみら

リますが⁝⁝﹂

﹁確かに︑入院時の画像より︑白い部分は︑かなり増えてお

す︒脳の構造はモザイク状で分かりにくいですが⁝⁝﹂

﹁勇さんのために︑夜分︑ご迷惑をおかけします﹂

義姉の美子は︑緊張に耐えかねて口を切った︒

れた︒

﹁いえ︑当直医の仕事です︒皆さん︑突然のことで混乱して
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の破裂を防止させなければなりません︒つまり︑瘤の首根っ

必要です︒同時に︑再破裂した右の中大脳動脈瘤の︑三回目

頭蓋骨を外し︑硬膜を開き︑脳の占拠病変となっている脳内

脳の内部に進展した血腫で︑右脳の容積は急激に膨らみま

こを閉塞させる﹃ネッククリッピング﹄の根治術をおこなう

﹁大事な脳組織は︑頭蓋骨・硬膜・くも膜・髄液で︑何重に

した︒そのため︑右脳の側頭葉の内側部分の鉤回部は テン

の血の塊と液状の血腫を取り除く﹃減圧開頭血腫除去術﹄が

ト切痕から下方に存在する中脳︵脳幹︶へ向かって︑逸脱・

ことです︒点滴による保存療法では限界があり︑早晩﹃脳死

も保護されています︒

ずれ込む現象が起きました︒
﹃テント切痕ヘルニア﹄が生じま

状態﹄へ移行します︒

沈黙のときが流れた︒

担を感じたのか︑押し黙ったままであった︒

たのか︑あるいは︑手術の決断を迫られることに対して︑負

説明した︒だが︑実兄夫妻は耳慣れない医学の用語に辟易し

西沢は︑白板に黒色と赤色のマジックペンによる概略図で

ェーマで説明しましょう﹂

ができます︒脳の構造は︑複雑で分かりにくいですから︑シ

院では︑麻酔医︑手術室の協力が得られ︑最善を尽くすこと

夜中の手術は︑条件的にいいとは言えません︒しかし︑当

した︒テント切痕に平行に走行する動眼神経は圧迫され︑瞳
孔不同︵瞳が左右不同になり︶
︑光によると瞳孔の収縮反応が
間脳︵視床下部︶と中脳が圧迫されて循環障害に陥り︑意

鈍くなりました︒
識障害が強くなり︑昏睡状態へ悪化してしまいました︒この
状況が長く続きますと︑中脳のみならずその下方の橋脳・延
髄が傷害され︑
﹃中枢性呼吸麻痺﹄が生じます︒
その際︑気管チューブを気管内挿管し︑生命維持装置の象
せ回復を図ります︒回復しないと︑人工呼吸器の延命処置で

実兄の実は︑
西沢の真剣に話す迫力と目つきに圧倒された︒

徴である﹃人工呼吸器﹄で︑肺のガス交換を人工的に維持さ
﹃心臓死﹄を免れ︑
﹃脳死状態﹄に移行します︒医療技術の進

すっかり動転したのか頓珍漢な質問をした︒

実兄夫妻が︑
勇の病状をしっかり理解し︑
納得しなければ︑

いようにした︒

西沢は兄の質問にうんざりし︑その気持ちを表情に表さな

﹁勇は疲れで眠っているようですが︑違いますか？﹂

歩︑つまり﹃人工呼吸器﹄の登場で﹃脳死状態﹄を生み出し
たともいえます﹂
﹁︱︱なるほど︑脳ヘルニアですか︒放置すれば呼吸麻痺に
なるのですか？ 脳死ですって︑脅かさないで下さい﹂
﹁そこで︑
脳ヘルニアを開放するにはどうするか？ 手術で︑
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手術承諾は得られるはずはない︒まさに正念場であった︒

血のスピードと量が激しいので︑血液は脳内へ進展し︑右側

そして︑頭蓋内の抵抗の弱い部位から︑脳の一部︑つまり︑

の脳容積は︑一気に増えました︒

に破れ︑ものすごい﹃頭痛と嘔吐﹄で緊急入院しました︒集

ニア﹄が出現し︑脳の幹︑脳幹が圧迫され︑循環障害で昏睡

側頭葉の内側部が︑下方へはみ出され︑ずれ込んで︑
﹃脳ヘル

﹁勇さんには脳動脈瘤が四個あり︑そのうちの一個が運転中

その直後︑昏睡状態に陥りました︒

状態へ進行性に悪くなってしまったのです︒点滴だけでは限

中治療室で対面した直後︑
大きな叫び声を聞かれたでしょう︒
止血されていた﹃かさぶた﹄がはがれ︑瘤に孔があき︑出

界があり︑早晩﹃脳死状態﹄へ移行します︒

手術で頭を開き︑脳内の血の塊︑液状の血腫を取り除き︑
術をしなければなりません︒

脳圧を減じてから︑同時に︑再破裂した瘤の破裂防止の根治

くも膜下出血を繰り返すごとに︑症状はひどくなり亡くな

る率が高くなります︒点滴だけでは絶望的で︑
﹃脳死状態﹄へ

移行し処置なしです︒理屈がお分かりでしょうか﹂

﹁︱︱なるほど︑そういうことですか︒勇は五〇歳か︑この

まま︑
死ぬのは無念でしょう︒
やりたいこともあるでしょう︒

現代医療の恩恵にあずかり︑生かしてやってください︒是非
お救けください﹂

実兄はようやく手術の必要性を分かったようだ︒

着かせ︑瘤の首根っこに﹃ネッククリッピング﹄しなければ

﹁手術は救命目的です︒脳内の血腫を取り除き︑脳圧を落ち

なりません︒瘤が破れて止血に困難になれば︑親動脈︵中大

脳動脈︶の中枢側の本幹を︑一時的に止めたりします︒永久
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に止めれば脳梗塞が出現し亡くなることも︑遷延性意識障害

西沢はいらいらしてきた︒職員の控室でコーヒーブレイク
して︑気分転換を図った︒

それにしても︑夜︑西沢から突然呼び出されて︑実弟の緊

になることもあります︒
脳内の血の塊が運動神経の通路を直撃していますので︑救

沢のはやる気持ちを鎮める効果があった︒

西沢は患者の様態が心配になり︑彼を観察した︒

急手術に対して諾否を求められた実兄の逡巡する態度は︑西

﹁頭は切り開かれ︑大事な脳の中がいじられるのですか？

︽脳圧下降剤の効果で︑意識レベルは痛み刺激で覚醒しな

命された場合︑左麻痺は避けられないでしょう︒術後の脳浮

想像するだけで︑鳥肌がたつなあ︒いやだなあ︒怖いなあ︒

いものの︑払いのける動作は存在している？ 三桁で︑いび

腫︑脳圧亢進に対して頭蓋骨を外します﹂

大丈夫でしょうか︒本人は昏睡状態で判断できず︑俺が決め

す︒これから深夜の手術でしか救命できません︒お兄様が決

﹁率直に︑正直に言いましょう︒リスクはすごくおおきいで

拒否した場合はやむを得ない︒そのときはそのときだ︒点滴

いない︒大事な弟を見殺しにはしないだろう︒だが︑手術を

れるように努力をしたのだから︑彼らは分かってくれるに違

︱︱実兄夫妻へ伝えたい事柄を理解させ︑結論を引き出さ

同はあるが眼頭反射は維持されていた︾

き呼吸だが︑酸素飽和度は酸素吸入で正常値を示し︑瞳孔不

断してくれないと先に進められません﹂

による保存療法も一つの選択肢に違いないではないか︒

夫の実は不安そうに妻の目を見つめた︒

なければならないのか﹂

﹁あなた︑どうなされますか︒勇さんは昏睡状態で︑判断で

西沢は夫妻に向かって慇懃に返事した︒

﹁はい︑承知しました︒最善を尽くすよう努力します﹂

﹁︱︱覚悟を決めました︒手術よろしくお願いします﹂

った雰囲気が流れていた︒

連絡を受けて西沢は面談室へ入った︒退出するときとは違

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

きず︑答えられないでしょう︒先生はあなたの返事をお待ち
ですわ︒責任重大よ﹂
﹁︱︱分かっておりますよ﹂
﹁ご了解いただけましたでしょうか﹂
兄の実はこの期に及んで逡巡し︑結論を言い出せない︒

﹁連絡する人がいますので︑いま少しお時間を⁝⁝﹂
﹁いったん席をはずさせて下さい︒一五分後戻ります︒その
とき結論を⁝⁝﹂
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︱︱切羽詰まったあわただしい時に︑医師と患者側との間
が対象であった︒

いただく︒治療開始までに︑時間的余裕があれば︑あるいは

﹁同意﹂には患者側が説明を聞き︑理解し︑自己決定された

患者自身の意識が明瞭で︑自身で検討し︑セカンドオピニオ

に一筋の灯りが灯されたことは決して偶然ではないだろう︒

その結果︑患者側は手術承諾を決断された︒まさに医師と

ンの受診︑あるいは︑他の病院へ転院とか︑選択肢は広がる︒

事が含まれている︒必要な治療内容を理解し︑治療内容によ

患者側との間に︑
大切な信頼関係の糸がつながったのである︒

だが最終的には︑自己責任・自己決定で意思表示が求めら

西沢は脳外科医の使命感から︑救命手術の意義と必要性を︑

だが︑手術の結果次第で︑灯った灯りは︑すぐ消えてしま

れる︒しかし︑緊急事態の場面で︑選択肢の中から﹁救命手

り負の結果が起こりうることを了解された上で自己決定して

う︑きわめてもろいものかもしれない︒信頼の糸が切れてし

術﹂しかベストの治療法が無いと宣告されれば︑家族の困惑

患者側に理解させるべき粘り強い努力をした︒

まえば︑たちどころに︑医師への不信・憎悪が芽生え︑ある

は︑計り知れないのも真実であろう︒

いはクレーマーになり代わるかもしれない︒
しかし︑西沢としては︑一旦︑築かれた信頼関係を信じて︑

ない︒目の前にいる医師を︑一応︑信頼するからこそ︑気楽

︵あいまいな︶関係で診療・治療が行われているのかもしれ

現在でも︑多くの病院では︑患者側と医療側とのファジー

手術実施と決まれば︑術前の準備︑肝心な手術と︑重大な

に︑深く考えもしないで︑口にするのかもしれない︒

救命手術に進むしかないわけだから⁝⁝︒

術申込書の作成︑輸血申込書の作成︑患者の頭の毛を剃るこ

任務が西沢の肩にのしかかってくる︒手術承諾書の作成︑手

﹁素人ですからすべてお任せします﹂
︑
﹁何も分からないので

よきに計らってください﹂
︑
﹁良いと考えられる治療法を行っ

と︑助手の確保などである︒
まず﹁手術承諾書﹂の作成である︒

とになっている︒医師はそのときの患者の様態から︑医師の

に見合った︑治療の選択肢が必要十分に︑説明明示されるこ

期待から︑完璧な治療結果は当然であり︑医療技術が進歩し

う自覚は極めて乏しいように思われる︒医療に対する過剰な

患者側は︑治療を受けた自分たちには︑責任を負ったとい

てください﹂などなど︒

経験と知識に応じて︑最適な治療法を説明し︑勧める︒良い

てどんな病気も治るはずだ︑治らないのは担当医師の治療が

﹁説明﹂には患者側の理解度に応じた︑そのときの医療水準

面︑悪い面︵合併症︶を十分説明する︒この場合﹁救命手術﹂
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不十分であるとのマスコミの論調もあり︑合併症で不利な状

ので︑遷延性意識障害︑脳死状態︑亡くなる場合もありえる︒

くなる場合︑予後は厳しくなる︒＊脳へルニア状態が厳しい

脳外科医は︑破裂脳動脈瘤のクリッピングに異常な執念を

ないが︑真価を問われる場面でもある︒

力を尽くして救命に立ち向かう︒やりがいのある場面に違い

した脳外科医は緊張する︒脳外科医としての使命感から︑全

急性頭蓋内圧亢進による脳ヘルニアをきたした患者に直面

最後に読み上げて︑兄の実のサインと押印をいただいた︒

況に陥った場合︑医療側にクレームを示し︑何らかの代価を
求めるようになるのではないか？
最近︑怪物患者︑クレーマーとして医療の現場を混乱させ
る異常な社会現象として注目されている︒
医療事故は︑民事のみならず︑刑事罰として告発される場
合もある︒
福島県立Ｏ病院の産婦人科医師の事件の成り行きは注目さ

こにする﹁とき﹂かもしれない︒不十分な瘤の首根っこの剥

クリッピングというスリリングな﹁とき﹂が︑医師をとり

燃やす︒なぜか？

た産婦人科医師︵四〇歳︑休職中︶に対し︑福島地裁は二〇

離でクリッピングする﹁とき﹂は︑瘤が破れやすい﹁とき﹂

手術中に死亡した事件で︑業務上過失致死などの罪に問われ

れた︒二〇〇四年帝王切開で出産した女性︵当時二九歳︶が

〇八年八月二〇日﹁標準的な医療措置で過失はなかった﹂と

で︑
今までこつこつと積み上げてきた努力が水泡に帰する
﹁と

は︑頭部外傷による急性硬膜外血腫︑脳挫傷を伴う急性硬膜

急性の頭蓋内圧亢進をきたして脳へルニアをきたす疾患に

の結果︶であろう︒

いてくるのは︑悪性腫瘍の場合とは︑きわだった違い︵予後

総じて︑手術中のトラブルが無ければ︑おのずと結果はつ

う﹁とき﹂かもしれない︒

﹁とき﹂は︑患者に後遺症などのダメージを惹起させてしま

き﹂かもしれない︒穿通動脈などの微小血管一本を損傷する

して無罪判決︵求刑禁固一年罰金十万円︶を言い渡した︒
患者側と医師の信頼関係が維持されていても︑一旦こじれ
てしまうと︑厄介な展開とならざるをえない︒
西沢は手術承諾書に︑
手術名として︑﹁減圧開頭血腫除去術﹂
並びに﹁破裂脳動脈瘤根治術︵ネッククリッピング︶
﹂
︑麻酔
は﹁全身麻酔﹂と記入した︒
特記事項として︑＊未破裂脳動脈瘤には手をつけない︒＊
すると予後不良︵死亡︶になる︒＊瘤が破れて止血困難の場

下血腫︑高度な高血圧性脳内血腫︑脳腫瘍の増大進展例︑急

左側の片麻痺は避けられないこと︒＊術後︑血管攣縮が出現
合︑中大脳動脈本管を一時的に止め︑永久に止めねばならな
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﹁ヒアリハット﹂
︑
﹁アクシデント﹂事例を︑日ごろから考え

︽後悔先に立たず︒注意してください︾

硬膜下血腫進展例︑脳炎急性期などが︑遭遇しやすい病態と

て行動し︑事例に遭遇したら︑書類に記載して︑提出するこ

性水頭症︑急性期の広範な脳梗塞︑重症くも膜下出血︑慢性
考えられる︒これらの病態では︑適切な対応がなされても︑

とが求められている︒職員の仕事上の油断を戒め︑注意を喚

︱︱今夜︑
やり慣れた手術とはいえ油断したらいけないぞ︒

起する﹁標語﹂が︑各部署に毎月掲示されていた︒

﹁脳死状態﹂へ移行するかもしれない︒
日本では一九九七年七月公布一〇月施行︑臓器移植法が制

脳ヘルニアに陥った再出血の重症くも膜下出血の救命手術だ

西沢は︑手術申込書︑輸血申込書︑助手の確保︑勇の頭部

定された︒臓器移植を前提とした﹁法的脳死﹂を受けた患者

の髪の毛の剃毛などを急いで行わなければならなかった︒そ

から︑一筋縄ではいかないだろうに︱︱

ため︑生命維持装置である﹁人工呼吸器﹂で肺のガス交換が

脳ヘルニアに陥り︑治療を受けたけれども呼吸状態が不良な

して︑
手術室の看護師と麻酔科医師へ対面して申し込みをし︑

の多くは︑先にあげた病態であった︒急性脳圧亢進を示して

人工的に行われ︑
﹁心臓死﹂を免れた人たちであった︒

了解を求める必要があった︒
た︒

西沢から口頭で頼まれた山岸は手際よく仕事をこなしてい

﹁先ほど藤田医師に連絡しましたが︑
呼び出し音だけでした﹂

西沢は︑手術室の看護師の菅谷へ電話連絡した︒
﹁緊急です︒
五〇歳男性の破裂脳動脈瘤のクリッピングです︒

の頭部を︑バリカンでざっと刈り︑Ｔ型のカミソリで右の前

山岸看護師は︑額が後退して髪の毛が少なくなっている勇

﹁すまん︑すまん︑ほんとに助かりました﹂

例外ですよ！﹂

﹁ヘッド︑剃毛しときました︒チェックしてください︒今回︑

へ連絡してみるから﹂

﹁連絡つかないのか︑まずいな︒それじゃ︑僕から小池医師

至急伺います﹂
④ミッドナイトのオペ
︱︱怒りに震えている﹁ブレイン﹂
手術承諾書を手にした西沢は︑ＩＣＵの勤務室へ入った︒
今まで気にもとめていなかったが︑入り口に一月の標語が
貼られていた︒
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であるイソジン液をたらし︑ガーゼでカバーさせていた︒

た︒急いでいるので皮膚を傷つけ・出血した部位へ︑消毒液

頭・側頭・頭頂部分を中心に︑てかてかのスキンヘッドにし

ると︑
﹁ハイ﹂と返事があった︒部屋へ入ると︑パソコンと向

務室の入り口へ来た︒ドアは閉まっていた︒ドアをノックす

高ぶる心の西沢は︑手術申込書を手に︑急いで手術室の勤

﹁やあ︑今晩は︑いつもお世話になります︒電話連絡した緊

かいあっている看護師がいた︒菅谷であった︒

を探し出し︑スタッフの卒後七年目の小池医師宅にプッシュ

急のオペカン︵手術患者︶の申込書です︒今︑カイザー︵帝

勇の頭部をチェックし終わった西沢は︑病院の緊急連絡表
ホンのボタンを押した︒

菅谷看護師は以前︑脳外科病棟に働いていた︒オペ室勤務

王切開術︶は行われていないのでしょう？ ついているね︒

になって一年以上になる︒気心が知れていたので変に気を使

﹁小池先生ですか︒夜分︑お休みのところ︑突然の電話で申

破裂脳動脈瘤だ︒ＩＣＵで観察中リブリーデング︵再出血︶

だ︒五〇歳男性︑右エムシーエー︵ＭＣＡ＝中大脳動脈︶
︶の

わなくてよい︒

よろしくお願いします﹂

して︑脳ヘルニアさ︒手伝いに来てくれ︑君が頼りだからな︑

﹁今から︒
﹃キンキュウ﹄ですか︑できますよ︒どの先生が︑

し訳ない︒緊急オペのオタスケマンだ︒十二時二〇分頃入室

よろしく⁝⁝﹂

手洗いなさいますの？﹂

小池のあっけらかんとした爽やかな返事に︑西沢の心は和

らず︑手袋のサイズまで大方知っている︒医師に対する観察

手術室の看護師たちは︑外科系の医師の名前︑技量のみな

﹁元気印の小池先生だ！﹂

菅谷は笑いながら聞いてきた︒

﹁はい︑了解しました︒十二時頃には大丈夫と思います﹂
﹁そうか︑来てくれるか︑助かるね︒じゃ︑期待して待って

み︑
﹁地獄に仏﹂の気持ちになっていた︒勇気百倍︑元気にな

は︑手術の実際を観察しているだけに的確である︒

いるからな﹂

った︒
人で手術をすることになっている︒ただし︑慢性硬膜下血腫

血してね︒脳ヘルニアへ悪化して昏睡状態さ︒ようやく家族

﹁ザー︵ＳＡＨ＝くも膜下出血︶の患者で︑ＩＣＵで︑再出

﹁患者さん︑ひどいんですか？﹂

の穿頭・血腫腔洗浄術では︑単独で行うことも珍しくなくな

を﹃説明と同意＝Ｉ・Ｃ﹄して︑へとへとさ︒すぐオペがで

顕微鏡下の手術も含めて︑西沢の施設では︑原則として二

っている︒
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すよ︒十二時二〇分入室でどうかしら︒
﹃クリッピング﹄にな

えてスタンバイしておりましたから﹃クリッピング﹄できま

﹁救急外来患者のアンギオの情報で︑
﹃キンキュウオペ﹄に備

非救かって欲しいですよ﹂

きるなんて今夜の患者と医師たちには︑
﹃運﹄があるな！ 是

﹁十二時二〇分です﹂

﹁入室は何時でしょうか？﹂

よろしくお願いします﹂

果で自発呼吸はしっかりあります︒深夜の手術になります︑

状態へ陥り︑レベルは三桁の一〇〇点です︒脳圧下降剤の効

﹁了解しました﹂

もう一度︑おさらいをして家族に手術の内容︑後遺症などに

西沢はＩＣＵへ戻ると︑兄夫妻をベッドサイドへ呼んだ︒

自の﹁承諾書﹂を作成する決まりになっていた︒

この病院では︑麻酔に関して麻酔科関与の場合︑麻酔科独

てしまう︒

勿体を付けられては︑準備で高揚した気分は︑一気に萎え

宮本からＯＫをもらい︑西沢の表情は晴れやかとなった︒

ると︑なぜか︑先生方︑すごく元気になりますね﹂
菅谷は茶目っ気たっぷりに笑いながら言った︒かわゆいえ
くぼが表れた︒
﹁新人でなくて︑君なら願ったりかなったりだ︒あと三十分
後か︒了解﹂
﹁麻酔科の宮本先生に承諾をもらってくださいね！﹂
﹁オー﹂と︑西沢はおどけて叫んだ︒
平日の時間外︑休日の緊急手術では︑人手がある場合は別

ついてだめを押した︒

い結果が得られますようがんばります︒術後の脳圧を管理す

﹁これから手術室へ行きます︒あくまでも救命手術です︒良

手術室に隣接した︑麻酔科の医局のドアをノックすると︑

るため︑頭蓋骨を外したままにします︒意識障害が続き︑脳

として︑現在行われている手術が終わるまで︑待たされるの

内部から﹁どうぞ﹂という声が響いた︒ドアを開けると︑パ

内に伸展した血の塊で︑左側の手足の運動麻痺は避けられな

が通常である︒

ソコンと向き合っている宮本の姿があった︒学会でのスライ

などが残る可能性を強調した︒たとえ︑手術しても改善され

西沢は︑救命されても︑意識障害︑左側の手足の運動麻痺

一杯がんばります﹂

いでしょう︒緊急登院するスタッフの小池医師と︑二人で精

宮本が直に質問した︒

ド原稿を準備していたのかもしれなかった︒
お互い会釈した︒
﹁患者さんのレベルは？ 呼吸状態は？﹂
﹁右中大脳動脈瘤の破裂脳動脈瘤で︑再出血して脳ヘルニア
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ない不利な結果を︑家族に再度伝え︑念を押して︑手術医の
心の負担を少しでも減らそうとした︒

更衣室へ入った︒

ロッカーを開け︑淡いブルーの綿製の半そでのシャツとズ

ちは動転し︑後遺症の内容を吟味する心の余裕は無いからで

に念仏﹂かもしれない︒切羽詰った状況下では︑家族の気持

いつしかクッションつきの長椅子へ身を横たえていた︒これ

肝心な勝負じゃないか︒しかし︑いささか疲れたな︒西沢は︑

︱︱ようやく︑ここまで来たか︒やれやれだ︒これからが

ボンに着替えソックスをはいた︒

ある︒

から始まる手術の手順を︑あれこれ考えるうちに睡魔に襲わ

一方︑家族にとって︑医師が強調する説明内容は︑
﹁馬の耳

﹁今は︑先生にすがるしか方法がありません︒よろしくお願

突然︑ドアが荒々しく開けられた音に︑眠りを醒まされた

れ︑うとうとしてしまった︒

西沢は︑
ここは手術室の更衣室であることに︑
びっくりした︒

いします﹂
それではこれから︑ここへ戻れるのは朝の七時頃になるでし

﹁やあ︑来てくれましたね︒ありがとう︒お休みのところご

ドアのほうを見ると小池医師の姿があった︒

﹁承知しました︒全力を尽くします︒救かって欲しいです︒
ょう﹂
﹁それでは︑よろしくお願いします﹂

くろうさま︒緊急オペは︑始まるまでに準備でへとへとさ︒

﹁
﹃クリッピング﹄久しぶりじゃないですか︒右のエムシーエ

でもやらなければ救命できないし⁝⁝﹂

兄夫妻は︑西沢と山岸たちが勇のベッドを押して︑手術室
へ入っていくのを見送った︒夫妻は思い足取りで待合室へ戻

たでしょう︒毎夜間当直体制ですから︑ザー︵ＳＡＨ＝くも

ーエヌ︵ＡＮ︱脳動脈瘤︶の﹃クリッピング﹄のオペをされ

エーコムエー︵ＡＣＯＭＡ＝前交通動脈︶とか何例か︑エ

しょう︒口頭試問では実際のオペのことを聞かれます︒

﹁先生は確か卒後七年目で︑夏の専門医の試験を受けるので

小池は︑深夜のオペに興味津々︑はりのある声で言った︒

ー︵ＭＣＡ︶ですか？﹂

った︒
︱︱すべて先生に任せたわけだから︑今夜︑ここに仮眠し
て︑勇と同じようにがんばってみるか︒夫の呟きは︑妻の美
子に︑あたかも命令のようにズシンと響いた︒
︱︱忙しいさなか︑勇さんたら︑大変な脳卒中になってし
まって︑しょうがないわね︒頑張ってください︒私も夫と一
緒にここで見守っておりますから︒
西沢は患者を手術台へ移した後︑手術衣に着替えるために
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膜下出血︶の患者を受け持つでしょう︒
夜中に呼び出され︑助手では張り合いが無いでしょう︑や

表面の﹃コルチコトミー 脳(皮質切開 ﹄)の部位から︑針付き
シリンジ︵注射器︶で吸引します︒

理にうつります︒
脳の圧迫でエーエヌが破裂することもあり︑

脳圧を減圧させてから︑エーエヌ︵ＡＮ＝脳動脈瘤︶の処
瘤の発育方向に注意します︒

ってみますか？﹂
﹁︱︱難しい症例ですが︑先生のご指導の下によろしくお願

︱︱蝶形骨に沿って脳ヘラを挿入︑視神経・内頚動脈︵Ｉ

いします﹂
小池の目は生き生きしていた︒頼もしい後輩であった︒

ＣＡ＝アイシーエー︶を確認します︒周辺のくも膜︑やや下

方のリリクエストのくも膜を剥離・切開し︑脳底部からの血

西沢は少し間をおくと︑
﹁少し質問するけど悪く思わないでくれ︒ずばり︑開頭とエ

しずつ内頚動脈から前大脳動脈︵ＡＣＡ＝エーシーエー︶と

液と髄液と混ざり合った赤い液体を︑丹念に吸いながら︑少

中大脳動脈︵МＣＡ＝エムシーエー︶との分岐部から中大脳

このケースは︑脳ヘルニアに陥った︑脳内血腫を伴った破

ーエヌ︵ＡＮ︶へのアプローチ︵接近法︶
︑どうします︒
裂脳動脈瘤の﹃クリッピング﹄だ︒脳に優しい手技の工夫と

動脈の三叉部の動脈瘤へ順行性に接近します︒

途中︑
﹃シルビウス裂︵側大脳裂︶
﹄の底面の入口部の硬い

いうか︑考えがありますか？﹂
﹁身近な先生に改まって質問されるとすごく緊張します︒

ＣＡ︑前大脳動脈︶とエムシーエー︵ＭＣＡ︑中大脳動脈︶

くも膜を剥離・切開し︑脳の可動性を得て︑エーシーエー︵Ａ

分岐部から︑中大脳動脈の外側を剥離して三叉部の瘤へ接近

﹃減圧開頭血腫除去術﹄になりますので︑前頭・側頭開頭の
を管理しやすいように︑やや広範囲に頭蓋骨をはずします︒

します︒エムシーエー︵ＭＣＡ︶の水平部にある線条体動脈︑

頭皮切開線を多少膨らませます︒気休めですが︑術後︑脳圧
頭蓋骨は冷凍保存して︑後日︑患者の様態が安定して骨を植

前側頭動脈を注意します︒距離が長く︑時間がかかりますが

が剥離されたら︑脳表面の﹃シルビウス裂﹄からも分け入り

﹁異論は無い︒ある程度︑脳底部のエムシーエー︵ＭＣＡ︶

やむをえません﹂

えるとき︑使用します︒
脳内血腫に対してもっぱら﹃吸引術﹄で対処します︒硬膜
てから行うか︑迷いますね︒脳内血腫は再出血して間もない

ませんか？ ﹃シルビウス裂﹄に溜まった血液を排除して血

切開に先立って吸引するか︑硬膜を大きく開き脳圧を逃がし
ので︑
﹃液状の血腫﹄が大部分と思います︒前頭部から脳皮質
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管攣縮の予防です︒気休めかもしれんがね︒確か︑瘤の方向
は内上向きだったな⁝⁝﹂
﹁まだ︑アンギオ︵脳血管撮影︶の写真を見ておりません﹂
した︒

﹁そうだったな︒うっかりしていた︒接近方法を聞いて安心

くお願いします﹂

五人の意思が確認された瞬間でもあった︒手術は共同作業
である︒

手術の機械だしを担当するのは菅谷で︑外回りの役目を担

当する看護師は箱田であった︒
看護師は手術では原則として︑

いえども︑人それぞれに微妙に違い︑やさしいものはありま

頭を左三〇度くらいに傾け︑右の眉毛外側が一番上になるよ

皮から頭蓋骨にねじりこませ︑頭が動かないように固定し︑

小池は頭部固定器具を手術台にセットし︑ピンを患者の頭

二人で分担︑対応する︒

せん︒俺も大きな口をたたけないが⁝⁝︒急性期だけに瘤の

うに固定した︒そして︑皮膚消毒薬であるポピヨドンヨウソ

だが︑口と手の動きは別人ですからね︑見慣れた動脈瘤と

剥離中に破れる可能性があるわけで︑まあ︑落とし穴がある

っぷり浸した大ぶりな綿球をつまみ︑勇の頭皮を繰り返しこ

滅菌手袋をはめた医師たちは︑長い鉗子にイソジン液をた

ものになった︒

菌された使い捨ての術衣を羽織ると︑表情は凛とした厳しい

が︑手指と前腕を消毒していた︒箱田に手伝ってもらい︑滅

手洗い場では菅谷が先行して︑やや遅れて小池︑西沢たち

の感染予防の処置を行った︒

製剤である﹁イソジン液﹂で手術部位をブラッシング︑頭皮

と思って注意していきましょう︒
内頚動脈・中大脳動脈の血管の走行に従って︑くも膜をは
がし︑切離して︑真っ赤な液体︵血液と髄液が混ざり合った
もの︶を丹念に吸引して︑気長に行きましょう︒朝までには
二人の意思が合体すれば︑これから遭遇するかもしれない

たっぷり時間がありますから⁝⁝﹂
手術操作上のバリアを突破できるはずだと西沢は信じた︒
二人は五号室へ入った︒
杉原勇は︑既に気管内挿管され︑自動麻酔に切り替えられ

ン溶液をつけ皮膚切開線をえがいていった︒サージカルドレ

間をおき︑ガーゼでふき取り︑細い棒に紫色のピオクタニ

すって消毒を完了させた︒

術の始まる挨拶をした︒

イプ︵滅菌された透明な薄い膜︶を貼付し︑使い捨ての掛布

医師たちは看護師たちと麻酔医に辞儀をした︒そして︑手

ていた︒

﹁よろしくお願いします﹂
﹁よろしくお願いします﹂
﹁よろし
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で手術を行う場所を除いてカバーしていった︒
一枚皿に吸引管︵二本︶
︑電気メス︑バイポーラー電気メス

感じるのが常であった︒

西沢は手術に伴う負の遺産を体験した後︑つまり歳と経験

外科医にとって︑手術は︑目に見えないおおきなストレスに

的圧迫は無くなることは無く︑かえって増大した︒普通の脳

を重ね︑技量が多少進歩しても︑負の遺産に伴う苦痛と精神

菅谷から手渡されたキシロカインの皮膚浸潤麻酔薬のシリ

などがセットされた︒
ンジ︵注射器︶を手にした小池は︑皮膚切開線に沿った皮下

違いないと︑西沢は考えている︒

師の体調の具合で︑ミスを誘発させる魔物が︑悪さをしでか

やりなれた手術でも︑患者ごとに様態が違い︑その日の医

と言われれば︑
﹁確かにそうです﹂と答えるしかない︒

﹁手術では合併症を生じさせないことは当たり前でしょう﹂

に針を刺し溶液を注入していった︒
小池はメスを右手に持つと手術開始を告げた︒
﹁それでは始めます︒お願いします﹂
皮膚は少しずつ切り裂かれ︑左右に分かたれた皮膚の断端
に頭皮クリップが装着された︒

マスコミで喧伝されている﹁神の手﹂を有した外科医︑あ

すかもしれないからである︒

無影灯に照らし出された手術台で︑ドラマが静かに始まっ

るいは練達の外科医といえども︑第三者に知られたくない負

箱田は︑
﹁加刀時間午前一時一〇分です﹂と告げた︒
た︒静寂の中に︑自動麻酔器の無機質な音がリズミカルに響

の遺産があるのかもしれない︒その負の遺産の内容は︑第三

期があるようである︒西沢にもそういう時期があった︒しか

るのかもしれない︒外科医に聞くと︑多くの人はそういう時

やく手術が面白くなり︑毎日でもやりたい時期の入り口にい

全層を頭蓋骨から外す︒もみ上げの近辺には顔面神経の前頭

らを切開・止血・凝固し︑もみ上げの近辺まで骨膜を含めて

覆われた側頭筋の筋層が現れた︒頭皮の切開端に沿い︑それ

まず︑切開された頭皮を顔の前面に翻転させると︑筋膜に

事柄であろう︒

者に露出されないで外科医の心にそっとしまわれておくべき

いていた︒
小池は医学部卒後七年目で︑手先が器用で︑どちらかとい

し︑西沢の性格なのか手術患者を受け持つと︑手術したい意

枝が走行し︑運が悪いと傷つけて﹁医原性顔面神経麻痺﹂を

えば手術が好きなほうの部類に入るのかしれなかった︒よう

欲と不安が交錯し︑予定手術日の相当前から︑精神的圧迫を
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生じさせてしまうこともある︒

小池は一瞬躊躇して︑西沢に意見を求めた︒

﹁早く硬膜を開け︑脳圧を外に逃がしてから︑液状の血腫を
吸引しよう﹂

サージアトームで頭蓋骨を掘削し︑掘削した孔から硬膜剥
離子で頭蓋骨と硬膜との癒着をはがしていく︒サージアトー

﹁承知しました﹂

小池は硬膜を半月状に切り出し︑まえ側の硬膜を翻転させ

ムの刃先を取り替え︑
孔から孔へ向かって骨切りをしていく︒
熱を持ち︑骨きりを助けるため︑水を掛けたりする︒切離さ

初めて外気にさらされた大脳︵ブレイン︶には︑合計二回

顔面側の組織に縫い付けると︑うしろ側の硬膜に切り込みを

のくも膜下出血で脳表面のくも膜下腔に流れ込んだ血液︑諸

れた頭蓋骨を外すと︑張り切ったグレイの硬膜が現れた︒硬
手術の邪魔にならぬように蝶形骨を︑リュエル骨鉗子で頭

所の脳の溝に赤黒くなった血液の凝固した沈殿物︑脳圧亢進

入れ硬膜の減張をして脳の損傷を防いだ︒

蓋低に向かって少しずつ削っていった︒底のほうから血液が

膜表面の血管からの出血する部位を丹念に止血した︒

わいてきて︑止血に難渋した︒そこで︑ゼルフォームを挿入

で脳表面の充血した細い血管群の集簇した情景が展開されて
いた︒

して止血を図った︒
外用止血剤として︑
﹁アルギン酸ナトリウム︵ゼラチンとし
てスポンゼル︑ゼルフォーム︶
﹂
︑ゼラチンは創傷表面に付着

脳は緊張し膨れ上がっていた︒

無影灯の光を浴びて︑むき出しにされたブレインから︑薄
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
い透明なくも膜を通して︑赤い妖しい光芒は︑幾重にも重な
って錯綜していた︒

し︑塩を作って凝固塊となり止血効果を現す︒両者は脳外科

心臓のビートにつれ︑
﹁ドクン︑ドクン﹂と︑上下に激しく

ス製剤︵サージセル︶
﹂は︑ヘモグロビンに著しい親和力を有

しフィブリンと同等の止血効果を示す︒一方︑
﹁酸化セルロー

の手術に必須の止血剤である︒

た︒

﹁かなりの出血と脳圧ですね！﹂

揺れ︑杉原勇が救けを求めている切実な表情そのものがあっ

び出しそうであった︒

﹁早く︑高い脳圧を減圧し︑怒りを鎮めてやらないと︒脳ヘ

過去に﹁フィブリン糊﹂が使用されたときもあった︒

﹁液状の血腫の吸引操作は︑硬膜の小切開のみで︑それとも

ルニアが進行し不可逆性変化になってしまえば救からないだ

灰色の硬膜は緊張し︑硬膜を開くと脳組織が勢いよく︑飛

硬膜を大きく開けてからにしますか？﹂
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ろう﹂

差し出した︒

﹁ＣＴでは前頭︑側頭︑基底核︑放線冠にも血腫が︒前頭葉

も丹念に吸うと︑合計四〇ミリリットルぐらい吸いだされて

至赤黒い液状の血腫を吸い出した︑方向と深さを変え︑なお

角度で前頭葉の内部へ五から七センチメートル進め︑赤い乃

小池はＣＴガイドによる吸引術の要領から︑四〇度くらい

の表面の部位を﹃コルチコトミー︵脳皮質切開︶
﹄して注射器

﹁︱︱はい﹂

で吸引しよう︒うかうかできないぞ﹂

きた︒

操作による見事な減圧効果であった︒

膨らんだ脳は︑怒りを鎮め︑柔らかい脳へ戻った︒簡便な

﹁承知しました﹂
小池は右手のバイポーラー︵双極︶の電気メスで︑脳表面
を被覆しているくも膜を凝固︑鋏で切離すると︑脳表面の皮

小池は︑脳表面が乾かないように生理食塩水に浸したガー
ゼでカバーした︒

﹁第一関門は無事クリアした︒さあ︑顕微鏡をセットして︑

しかし︑このちょっとした操作にも︑ジワッとする出血が

質を少し凝固・切開し︑穿刺する部位を確保した︒
付きまとい︑完全な止血までには時間がかかってしまう︒脳

肝心のクリッピングに移ろう︒勝負はこれからだ﹂と︑西沢
は次のステップを指示した︒

圧亢進で血管がうっ血しているからである︒
脳外科の手術は﹁止血と吸引﹂の連続である︒くも膜の剥

てしまう︒

高さへ降ろした︒二人は顕微鏡に滅菌された袋をかぶせ終え

箱田は天井に吊るされた顕微鏡を︑医師たちが操作できる

小池は自分に言い聞かせるようにつぶやいた︒

﹁︱︱このくらいの脳の柔らかさなら︑
﹃クリッピング﹄でき

﹁神の手﹂
と喧伝されている達人の手術操作では無駄が無く︑

ると︑頭蓋固定器具に自在脳ヘラ固定器具を固定した︒そし

ますよね﹂

いつの間にか肝心な操作は終了されてしまうことが︑テレビ

て︑
バイポーラー凝固装置と︑
顕微鏡の光源の強弱を決める︑

離を如何に無駄なく操作し︑病変への接近の巧拙︑周囲の脳

放映される時代である︒

組織を愛護的に操作し︑止血を完璧にするかで予後は決まっ

﹁横穴針に︑シリンジをつけて用意してください﹂と西沢が

術者の足で操作するフートスイッチ類を入念に点検した︒

マイクロサージェリーの操作は︑足︑左右の手と︑左右の

指示すると︑
﹁これでよいですか﹂と︑菅谷はすばやく器具を整え小池へ
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目による共同作業で︑術者は孤独の作業に入る︒

くも膜を外し︑つっぱるくも膜をマイクロの鋏で切り︑分岐

﹁エムシーエー︵ＭＣＡ︶の外側のくも膜を外して進めば︑

部から外側へのびる中大脳動脈が垣間見えてきた︒

面へ長方形の綿を敷き︑脳ヘラを綿の上から深部へ滑らせ︑

﹁はい︑承知しております﹂

動脈瘤のある三叉部へ⁝⁝﹂

小池は顕微鏡の光を蝶形骨の内側の硬膜内へ入れた︒脳表
骨と脳の間へ︑糸つきの綿の小片を挿入し︑真っ赤な液体を

小池は手を休めることなく︑左手に吸引管を︑右手にバイ

吸いながら︑脳ヘラを底面にすすめた︒
西沢は︑生理食塩水を注入し︑吸引を助けた︒

離す操作を熱心に進めていった︒

ポーラー摂子を︑双眼鏡をのぞき︑くも膜を剥離︑鋏で切り

膜を切り︑赤い液体を吸うと︑右側に丸みを帯びた弾力ある

スを確保したかい？﹂

﹁緊急時︑エムシーエー︵ＭＣＡ︶の本幹を遮断するスペー

次第に︑左側に黄白色の視神経が見えてきた︒周囲のくも

動脈硬化を示す黄色い斑点が見られた︒動脈の周囲のくも膜

やや赤みを帯びた縦長の索状物が見えてきた︒内頚動脈で︑

剥離は確実に進行していたのか︑小池が直ちに答えた︒

﹁この位置でどうでしょうか﹂

性にたどっていくしかない︒丹念に吸い出しながら︑やや下

﹁見せてくれないか？ 十分なスペースで︑いいんじゃない

をはがし︑突っ張るくも膜をきり︑血管の走行に従い︑順行
方のリリクエスト膜を破り︑脳底部の髄液槽との交通をつけ

今度は︑
﹃シルビウス裂﹄の末梢から︑脳表面から攻めてみ

か︒君はすごく上手だね︒センスがある︒

術者は孤独の作業に没頭しなければ︑決して目的を達成す

た︒

瘤の破裂︵出血︶に備えた︒西沢はある症例では積極的に一

西沢は︑一時的遮断クリップを用意して︑突然に出現する

ませんか︑本幹の血管を遮断する部位を︑確保したから⁝⁝﹂

ようやく﹁シルビウス裂﹂の底面の入口へ達した︒この場

時的遮断操作を実施してきた︒瘤からの出血でパニックに陥

ることはできない︒
所は前頭葉底面と側頭葉底面の移行部で︑
﹁シルビウス裂︵側

るより︑事前に出血防止の準備をするほうが得策であると思

っている︒しかし︑ある症例では瘤が破裂し止血困難に陥っ

っかり保護している︒手術ではこれを切り離し︑脳の可動性
を得て︑内頚動脈の分岐部︑すなわち前大脳動脈と中大脳動

た事例があった︒︱︱突然︑鎮魂の気持ちがわきあがった︒

大脳裂︶
﹂の底面の入口に相当し︑くも膜は厚く硬く︑脳をし

脈が分かれる部位から中大脳動脈へ辿らなければならない︒
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して︑赤い液体を吸いだしていた︒

だ︒と︑同時に西沢は︑太い吸引管を直ちに硬膜下腔へ挿入

前頭葉と側頭葉の脳を分け入った︒二回の出血で血液が入り

﹁癒着が強いですから︑少しひっぱったときに︑ブチュッと

小池は注射針で
﹁シルビウス裂﹂
のくも膜を丁寧に剥離し︑
込み︑癒着が強く︑藪こぎのたとえで︑遅遅としていた︒よ

﹁血管ではないだろうな？ 急性期のオペでは︑止血されて

いた﹃かさぶた﹄がはがれやすくて︑瘤の壁が破れやすいん

音がして⁝⁝﹂

今度は︑顕微鏡の光を脳底面に入れ︑脳ヘラをいれ側頭葉

だ︒これからが真剣勝負だ︒慎重に大胆に︒出血した部位に

うやくエムシーエー︵ＭＣＡ︶の枝をとらえて︑下方へ丹念

を多少持ち上げるようにしてＭＣＡの本幹の血管をはがし︑

綿片をあて︑吸引管で上から吸引・圧迫していけば︑止まる

に辿っていった︒枝の本幹らしく部位に行き着いた︒

水平部の動脈から三本の枝が分かれる分岐部に小さい瘤が垣

幹へ掛けよう︒多少︑心の余裕が生まれ︑左右の手の動きは

トクリップ︵一時的遮断︶を︑エムシーエー︵ＭＣＡ︶の本

でしょう︒そうなって欲しいね︒一息ついたら︑トランジッ

表面のシルビウスの静脈やくも膜を剥離していくと︑意外

間見えてきた︒
にも︑浅い部位に︑瘤が見えてきた︒

﹁それ綿片だ︒吸引して︑きれいにして︑バイポーラー摂子

﹁たぶん︑あすこで⁝⁝﹂小池の声は震えている︒

よくなるはずだから⁝⁝﹂

血の海に一変し︑パニックに陥ってしまう︒術者の心臓に極

で︑綿片を︑出血したポイント︵部位︶へきちっとアプライ

︱︱急性期手術では瘤の剥離操作中に瘤がプツーと破れて
めて悪い︒幸運に止血されればいいのだが︑西沢に一抹の不

﹁︱︱がんばります﹂

︵当て︶してくれよ︒頼むから﹂

安がよぎった︒
小池は深呼吸し︑気分を落ちつかせた︒瘤の全貌を把握す
るため︑前面の親血管から分岐している首根っこの周囲を剥

西沢は小池をエンカレッジ︵励まし︶した︒困難な場面で

のアドバイスにより︑術者はどれほど救われるか知れない︒

離しているとき︑瘤の先端部の癒着を引っ張ったのか？ そ
のとき︑勢いよく血液が噴出してきた︒

が︑術者として予想外の﹁火事場﹂に遭遇してみると︑その

小池は助手として︑何回も﹁火事場﹂に遭遇したに違いない︒

瞬 く間に︑渦を巻いて術野のスペースが真っ赤な液体で充
満してきた︒

怖さ︑心理的圧迫の程度が︑助手として立ち会ったときに感

またた

﹁破れたな！ とうとう来るものが来たぞ﹂と︑西沢は叫ん
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じたときとは︑まるで違う︒金縛りに似た恐怖の連続である

瘤の中ほどで巻きついていた︒瘤の根元でないのは幸いだっ

側・上方へ向いているのが観察された︒一本の枝︵分枝︶が
た︒

ことを自覚させられた︒
︱︱必要な操作をしていたのにこの出血はなんて不条理な

﹁少し瘤を持ち上げ手前へ倒したら⁝⁝︑瘤の首根っこを凝

裏側の剥離に移っていった︒

から︒患者の今後を左右しかねないではないかー

固︑つっぱっている膜を切れば︑すっきりして︑クリッピン

ことだ︒がんばって凌いで︑自分で止血するしかないわけだ
﹁宮本先生︑マニトールの急速注入を！ 一時的に︑エムシ

グのスペースができると思うが⁝⁝﹂

菅谷が用意した︑直線型のクリップを装着したクリップ鉗

ーエー︵ＭＣＡ︶の本幹を遮断しますから⁝⁝﹂

子を手にした西沢は︑それを使い︑かけ布に試しクリッピン

﹁先の丸い銀の剥離子で持ち上げながら︑やってみます﹂

し︑一時的遮断クリップを掛けよう︒きついけれど︑エムシ

﹁圧迫止血されている間に︑エムシーエー︵ＭＣＡ︶を確保

グして︑機器の調子を確かめた︒

﹁了解しました︒ステロイドを︑かぶせましょう﹂

エー︵ＭＣＡ︶の本幹を視野に⁝⁝﹂

込むように挿入させ︑落ち着いて装着させた︒裏側を観察す

プのブレードを少しひらき︑ブレードを瘤の首根っこに挟み

小池はクリップ鉗子の把持部分を閉じかげんにし︑クリッ

だが︑この操作にも︑脳ヘラを移動し︑顕微鏡の光と角度

ると︑動脈の分枝を挟み込んでいないことを確認した︒

﹁︱︱はい﹂

がＭＣＡの本幹に装着された︒

を調整しなければならない︒ようやく︑一時的遮断クリップ

小池は︑脳ヘラと顕微鏡の光を変えて︑遮断したクリップ

をエムシエー︵ＭＣＡ︶の本幹から外した︒すると︑動脈は

肝を冷やされた﹁火事場﹂は︑どうやら﹁ボヤ﹂ですみそ
うだった︒

血流が流れ︑丸みを帯びて充実性を増し︑しっかり拍動を始

﹁山場を乗り切ったね︒ごくろうさん﹂

は

瘤の先端部とシルビウス裂のくも膜を︑慎重に剥離した︒

﹁やっと︑
﹃クリッピング﹄できて︑すごく嬉しいです︒あり

箱田は︑
﹁約二五分の遮断時間でした﹂と告げた︒

めた︒

止血操作を何回も繰り返すようだと︑しだいに脳が腫れて
こないとも限らない︒その可能性は二回目のくも膜下出血を
経ているので︑大いにありえた︒
最終的に︑瘤は本幹と三本の主要な枝との間に鎮座し︑内
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がとうございました﹂
小池の顔に︑しっかりやり遂げた充実した気がみなぎって

ーと毛布が用意されていた︒昼夜を問わず担架で搬送される

ＩＣＵの待合室に隣接した仮眠室には︑椅子と机︑ソファ

⑤マカロニ症候群︱管だらけの勇

手術は終盤になっていた︒まず止血を何回も確認しなけれ

いた︒
ばならない︒宮本に頼んで血圧を少し上げてもらった︒生理

救急患者の関係者が︑仮眠できるように配慮されていた︒

のことを考えているうちにいつしか眠り込んでしまった︒

実兄夫妻はコノ字型のソファーに横になると︑弟︵義弟︶

食塩水による術野の洗浄を繰り返し行い︑止血を完璧にしな
ければならない︒
小池は細い排液管を内頚動脈の隙間の奥へ︑シルビウス裂

すぐ気がついた︒
誰がドアを叩くのか一瞬いぶかしく思った︒

ドアをノックする音に目覚めた夫妻は︑自宅でないことは

留置された排液管は︑特定の部位に留置し︑溜まった液体

﹁お休みのところ恐縮ですが︑杉原さんでしょうか？ 西沢

の隙間︑硬膜の外側のスペースに挿入・留置した︒
︵血液・髄液など︶を体外へ排除して︑合併症を未然に防ぐ

です﹂

変失礼しました︒すると︑手術は終わったんですか？ ずい

﹁寝込んでしまい︑暗くて分からなかったものですから︒大

姿を認めた︒

入り口に︑淡いブルーの半そでの手術衣を羽織った西沢の

直った︒

夫妻は︑西沢医師と分かると︑ドアのほうへ直立して向き

処置で︑
﹁命綱﹂であった︒
外された骨をきれいにし︑滅菌済みの手袋にしまい︑冷凍
閉頭の作業に移行した︒一時間くらいはかかる︒

保存することにした︒
手術に参加したクルーたちは︑疲れていたが︑救命手術が
無事終わり︑爽やかな︑和らいだ気分に包まれていた︒
ベッドに気管内挿管されたままの勇がいた︒

﹁いいえ︑もう︑朝のラジオ体操の時間になります︒手術は

宮本は時折バックを押して酸素を勇の肺へ送り込んでいた︒ ぶん早いようですが﹂
ベッドを押して手術室から廊下に出ると︑日の出の陽光は

えしたいと⁝⁝﹂

廊下の外側の窓の下部をオレンジ色に赤々と染め出していた︒ 無事終り︑勇さんはＩＣＵへ戻っております︒取り急ぎお伝
冷気が肌に心地好い︒
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とか咳で人工呼吸器とバッテングするときもあります﹂

吸器で管理され︑麻酔剤で眠っております︒激しい脳のむく

﹁勇さんは長時間の麻酔と︑術後の呼吸管理のために人工呼

妻の美子が礼を言うと︑二人は深々と辞儀をされた︒

は︑手術は成功したんですね︒ありがとうございました﹂

﹁ご心配掛けてすみません︒予定時刻にＩＣＵへ戻れたこと

る人工呼吸器と管だらけの勇さんに︑胸が締め付けられ︑息

﹁くも膜下出血の手術後の状況を︑初めて見ました︒作動す

胃に留置されたチューブが鼻の穴から︑膀胱に留置された
チューブがペニスから︑頭からは３本のチューブが貯留する
袋につながっております︒脳内に留置した一本は︑脳圧調整
用の機器につながり︑脳圧が二〇センチメートルより上がる
と︑赤い髄液が体外へ排液され︑脳圧を調整するようにセッ
とされております︒脳内の浅い部位に留置した一本はゴムの
袋に︑脳をカバーする硬膜の外側に留置した一本は皮下に溜
まった血液を体外へ排液しています︒頭蓋内の合併症を予防
するチューブで極めて大切な﹃命綱﹄です︒世間では︑重症
ろう
の手術直後とか︑延命処置として︑胃瘻︑腸瘻︑気管切開の
チューブ︑留置バルーンなどを揶揄する言葉として︑
﹃マカロ
ニ症候群﹄あるいは﹃スパゲッテイ症候群﹄などと称するこ
ともあります︒ご心配を掛けます︒改善するよう対応してい
きますからご安心ください⁝⁝﹂

器とバッテングしてアラーム︵警報︶が鳴りまして⁝⁝︒

は自分の呼吸があり︑気道内の分泌物や強い咳きこみで呼吸

り︑人工呼吸器による補助呼吸が行われております︒勇さん

内チューブは︑人工呼吸器から出ている二本の蛇管とつなが

ります︒胃からの出血はありません︒自発呼吸があり︑喀痰

患者様の酸素飽和度︑排尿︑バイタルサインは落ち着いてお

ンチメートルにセット︑赤い髄液は体外へ流れ出ています︒

排除用のチューブを脳圧調整機器につなげ︑排液圧を二〇セ

﹁お疲れのところご苦労様です︒小池先生は︑先ほど︑髄液

たちに軽く辞儀をして︑西沢に病状を報告した︒

深夜担当のナースの土井は︑椅子から立ち上がり︑西沢

西沢は夫妻を連れ立って勇のベッド脇へ案内した︒

﹁どんな様子なのか見たいですね﹂実兄は言った︒

惑うかもしれません︒ぜひ︑お会いになって下さい﹂

保護しております︒手術前とは様子が違い︑管だらけで︑戸

み︵脳浮腫︶と脳圧亢進状態が強いので︑麻酔薬で脳細胞を

﹁ありがとう︑よろしく観察願います﹂と︑西沢はねぎらっ

するのでしょうか？ とても心配です﹂

苦しくなりました︒大変なことは分かりました︒本当に回復

た︒
西沢は夫妻に患者の様態を説明した︒
﹁管だらけで奇異に思われるでしょう︒口から出ている気管
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になるのではないかと︑悪い予感がして胸が騒いだ︒

し︑痰を気管の外へ出せれば︑気管内チューブを抜くと思い

係は麻酔科の管理です︒意識が戻り︑自分の呼吸がしっかり

﹁今日︑早いうちにＣＴ撮影します︒ＩＣＵでは︑呼吸器関

﹁
﹃大丈夫回復します﹄と自信を持って言いたいですが︑一週

﹁わかりました︒今日︑昼間︑建築現場へ行かなければなり

ます︒そうすれば口元がすっきりします﹂

義姉の美子は︑義弟がこのまま回復しないで︑
﹁植物人間﹂

間ぐらい注意深く見守るしかありません︒救命手術は︑生き

ません︒夕方︑詳しい説明をお聞きしたいですが⁝⁝﹂実兄

るか死ぬかの瀬戸際の手術で︑医師たちは必死で︑どうして
も管だらけの重装備になってしまいます﹂

﹁くどいようですが︑身内の気持ちは︑勇がよくなってくれ

﹁結構です︒夕方六時以降の面会時間にご説明しましょう﹂

は言った︒

﹁身内が大きな手術をしたのは︑勇が初めてでして⁝⁝︒身

ることです︑その一点です﹂

西沢は正直に答えた︒
内として勇の意識が速やかに回復して︑普段の状態に戻って

西沢は勤務室に小池医師を手招きして︑
兄夫妻に紹介した︒

す﹂

﹁承知しました︒患者さんが早く改善するよう願っておりま

欲しいですね﹂
実兄の実は率直に言った︒
﹁お身内の不安な気持ちはもっともです︒脳ヘルニアに陥っ
た重症くも膜下出血の術後管理は︑
︽呼吸・循環・脳圧・血管

側の中大脳動脈に︑
﹃血管攣縮﹄
︑つまり血管が細くなり血流

今回破れた動脈瘤が存在した右側の内頚動脈︑あるいは右

欲しいです﹂

ていただきました︒手術は成功しましたので︑是非救かって

﹁初めまして︑小池です︒西沢先生と一緒に手術を担当させ

﹁一緒に手術した小池医師です﹂

が途絶える現象が生じますと︑脳梗塞へ進展し︑意識障害や

﹁勇のためにご協力いただきまして︑ありがとうございまし

攣縮予防︾
︑と多方面に気を配って診なければなりません︒

麻痺が強くなり︑最悪︑再び脳ヘルニアへ移行し︑亡くなる

﹁オペ﹂の﹁麻酔チャート﹂を吟味した︒出血量二五〇ミリ

実兄夫妻はＩＣＵから退室した︒

た︒失礼します﹂

﹁難しい理屈は分かりません︒先生のお言葉を信じて︑何卒

リットルで︑あの時﹁ボヤ﹂で消し止められなければ血の海

りな管が順次外れますから︑ご安心下さい﹂

こともあります︒患者さんの意識レベルが回復すれば︑目障

よろしくお願いします﹂と︑美子は言った︒
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次ぐ輸血︑血圧は下がり修羅場となったに違いない︒

へ︑手の付けられない本格的な﹁火事場﹂になれば︑輸血に

それ以外にも︑昔から﹃三Ｈ療法﹄があるぞ︒痙攣予防剤は

たちが︑深夜︑格闘したオペの苦労は台無しになるからな︒

バルビツレート剤が注入されるから当分併用しないでおこ

﹁承知しました︒いいと思われる薬と方法を使い︑万全を期

う﹂

だが︑練達の士ならば︑好機到来と瘤の周りの肝心な詰め
の剥離を行い︑クリッピングしてしまうだろう︒技術と経験

﹁
﹃血管攣縮﹄させ乗り切れば︑何とかいけるんじゃないか︒

小池は執刀者としての配慮を口にした︒

﹁︱︱このケース︑どうですか︑救かりますか？﹂

小池は注射箋に項目別に薬剤を書き込んでいった︒

しますから﹂

が未熟な者にはとうてい無理な話で︑止血に難渋すればする
ほど︑それだけ予後は厳しく︑不幸な結果にならざるを得な
い︒
西沢の心配事は瘤が破れて出血したとき︑
﹁ボヤ﹂以上に悪
時的閉塞﹂したことに対する代償であった︒

くならないように︑中大脳動脈の本幹を敢然と意識的に︑
﹁一

のおかげさ︒君は︑
﹃運﹄があるね﹂

瘤の破裂は﹃ボヤ﹄ですんだからね︒トランジットクリップ

圧下降剤のマニトールと副腎皮質ステロイドホルモンを直ち

﹁なんとしても︑救かって欲しいですよ︒杉原さんに頑張っ

閉塞時間は二五分と意外と少なく︑脳梗塞予防剤として脳
に血管内へ注入した︒そして閉塞クリップを外すと︑中大脳

術後は︑一筋縄ではいかないだろうがね⁝⁝﹂

﹁脳内血腫を伴った︑脳ヘルニアに陥ったザー︵ＳＡＨ︶の

てもらわんと﹂

だから脳梗塞は出現しないだろうと西沢は楽観した︒希望

動脈の血管の太さは元に戻り血流の流れを確認した︒
的観測で︑頚動脈系の灌流域に広範囲に脳梗塞が出現すれば

﹁先生︑今日は︑外来診察では？﹂

る﹁脳ヘルニア﹂で喪った過去のケースが浮かんだ︒

︱︱西沢の脳裏に︑
﹁血管攣縮﹂による脳梗塞と脳浮腫によ

﹁脳虚血防止剤のトロンボキサン合成阻害薬︵キサンボン︶
︑

﹁徹夜のオペをしたからといって︑休診するわけにもいかな

遷延性意識障害︑脳ヘルニアによる死亡もありえる︒
フマル酸ニゾフェノン︵エコナール︶あるいは︑脳細胞保護

﹁しばらくここで観察しますから﹂
小池は先輩思いであった︒

いし⁝⁝﹂

剤であるバルビツレートを使いますよ﹂
小池は強い口調で西沢に言った︒
﹁そうだな︑広範囲の複数の脳葉の脳梗塞に進展すれば︑俺
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﹁
﹃運﹄とは意味深じゃないですか？﹂

﹁動脈瘤から出血したけど﹃ボヤ﹄ですんだからね︒救かっ

﹁先に失礼するよ︒夕方の説明は︑俺がするから⁝⁝﹂
西沢はシャワーを浴び︑さっぱりした︒

て欲しいですよ﹂

一〇時半頃︑Ｋ診療所から紹介された六五歳の男性︑Ｔ氏

分業で院外処方箋を発行する機会が多くなった︒

再診患者が中心で︑病状を聞き︑薬を処方していく︒医薬

当直室へ立ち寄り当直日誌に記入し︑庶務課の日誌入れに
た冷めた朝食を摂った︒ライスと味噌汁︑小ぶりのタラコ︑

投函した︒医局談話室で︑上席当直医が検食する︑配膳され
納豆︑
おひたしであった︒
テレビの画像をぼんやり見ていた︒

の番になった︒

﹁本人は飲酒で転倒し頭を打撲︒その後︑頭痛あり︒慢性硬

さて︑
今日はどんな日になるのか︑
吉になるか凶になるか？
外来診察︑夕方手術患者への病状説明︑佐藤との食事への誘

します︒私︑神戸の救命センターにいましたから︑
﹃クリッピ

﹁深夜のオペでお疲れでしょうが︑外来診療よろしくお願い

室の形状は対側へ押され歪んでいる︒典型的な﹁慢性硬膜下

沿って三日月状のグレイの幅広のゾーンが広がっている︒脳

ＣＴ写真をシャーカステンへ写し出すと︑頭蓋骨の内部に

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

査のＣＴ撮影！﹂

﹁頭部打撲と筋力低下︑頭痛︑何かありそうです︒脳画像検

りました﹂

した︒Ｋ診療所で説明を受けましたが︑怖くて︒つい遅くな

﹁頭が重く︑右の手足がしびれ︑言葉も滑らかでなくなりま

出張で受診が遅れたことを言い訳した︒

Ｔ氏はふらふらするのか︑
机に手を衝いて丸椅子へ腰かけ︑

膜下血腫疑いです︒ＣＴ画像などご高診願います﹂

西沢は携帯を手にすると︑
佐藤の携帯へメールを飛ばした︒

いなど︑思案する西沢であった︒
オペカンの状態からしばらく急変しないように思われた︒
︽今晩食事どうですか？ 池袋東口Ｅホテルロビー７時
半︾
体よく振られるかもしれない︒当たって砕けろというじゃ
ないか︒俺の気持ちを伝えられたらいい︒
第一診察室へ入ると︑机に患者リストが置かれていた︒外
来主任看護師の松屋は用事を済ませて帰ってきた︒朝の挨拶

ング﹄は大変ですよね︒救かるといいですね﹂

血腫﹂像である︒

を交わすと︑松屋は言った︒

﹁
﹃運﹄があるからね﹂

- 170 -

﹁やはり︑血が貯まっております︒外傷から一か月経ってい

併発症があるからである︒

血腫腔内再出血︑脳内血腫出現︑血腫の再貯留とか予想外の

外来診療から開放された西沢は︑小池にオペカン︵手術患

ますか︒ＣＴ写真から手術しないといけません︒頭蓋骨に一
箇所穴を穿ち︑血腫腔を洗浄し︑同部にチューブを留置しま

手術が原則です︒暴れたりして

最近︑通りに面して洒落た回転寿司が

出た︒寒いが陽光は降り注いでいた︒

西沢は小池を誘い気分転換に院外へ

者︶の具合を聞くと︑さして変化は無いとの返事であった︒

不穏になる人もいるからです︒

オープン︑築地直送で鮮度がよく人気

帰り手術も可能ですが︑入院・

す︒チューブから排液がなくなればチューブを抜きます︒日

軽く考えないほうがいいですよ﹂

店らしい︒

でよければ入院の予約をされま

ＣＴ写真を貸し出します︒ここ

所の先生へご返事を書きます︒

受けないといけませんね︒診療

﹁できるだけ早いうちに手術を

コ・イカ・アマエビ・イワシ・アジ・

ていった︒マグロ・エビ・シャコ・タ

呑んで食べて︑瞬く間に皿は積まれ

トルの健闘と患者の無事﹂に乾杯した︒

ガツンと鳴らし︑﹁くも膜下出血とのバ

きびきびしている︒二人はジョッキを

西沢は﹁中生﹂を二つ注文︒店員は

﹁やはり手術が必要ですか︒困

すか？ それとも診療所の先生

カツオ・アナゴ・シャケ・マグロ・ギ

ったな﹂

と相談されてからにしますか﹂

ョク・カンピョウまき⁝⁝︒腹が膨ら

六時まえ西沢はＩＣＵへはいり︑ＣＴ写真を検討した︒脳

看護師であった︒

午後五時から︑準夜の勤務体制になる︒今夜の担当は堀江

むと︑眠くなり︑無口になった︒

慢性硬膜下血腫は認知症や脳
卒中と間違えられることがある︒
治る痴呆などと言われているが︑術後︑高齢者ではなかなか
脳が盛り上がらない︒
脳外科領域ではマイナーな手術になる︒
だが︑
侮ると落とし穴にはまって手ひどい目にあいかねない︒
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ら脳がはみ出している︒

改善されている︒骨が除かれた部位では 頭蓋骨のラインか

内の血腫は七割ぐらい除去され︑脳の正中構造物のシフトは

﹁いさむ︑おれだ︑みのるだ わかるか？﹂

かけていいですよ﹂

れるとは思いますが︑まだまだ沢山の関所があります︒話し

勇は右手足を乱暴に動かし始めた︒気管内チューブのため
口を使えなかった︒

勇は刺激すると覚醒する状態へ改善している︒意識レベル
は一〇点︱三〇点の間を行き来している︒だが︑西沢をガッ

﹁いさむさん︑よしこです︒ がんばりましたね﹂

頭の手術で頭皮の切開をしているので︑まぶたと顔面はひど

勇は左目をうっすら開けようとしてうなずいた︒
右の目は︑

カリさせたものは︑患者の左側の手足が﹁ダラン﹂としてい
ることであった︒
堀江は︑西沢に︑ＣＴ写真の状態を尋ねた︒

﹁手術後のＣＴ写真などをご覧に入れましょう﹂

く腫れあがって︑気の毒な様相になっている︒

西沢は勤務室内のシャーカステンの場所まで案内した︒

﹁七〇％ぐらい脳内の血腫がのぞかれています︒脳の腫れは
﹁意識レベルは改善し︑三桁から二桁へ︑しかし︑左側の手

写真の説明を受け安心した夫妻は︑ＩＣＵから退室した︒

相当あります︒再出血はありません﹂
足の動きはだらしない状態で︑麻痺があります⁝⁝﹂

兄夫妻には彼らの生活があり︑実弟にばかりかかわること

信メッセージが浮かんできた︒

﹁Ｅホテルロビー七時半了解﹂

西沢の気持ちは一気に明るくなった︒

︵続く︶

そのとき西沢の携帯が振動した︒取り出して開けると︑着

医局へ帰る途中︑佐藤のことが気になった︒

はできない︒

﹁やはり麻痺になっているのか！ あれだけ血腫を除いたの
﹁麻酔剤のイソゾールは続けるんでしょう？﹂

にがっかりだな﹂
﹁少なくとも三日間は⁝⁝﹂
﹁順調に回復されるといいですね﹂
午後六時すぎ︑実兄夫妻が入室された︒西沢は彼らを手招
﹁顔のむくみはひどいですが︑意識レベルは回復しておりま

きして挨拶すると説明を始めた︒
す︑右手で﹃
﹁グーチョキパー﹄をしてくれます︒だが︑左手
足は﹃ダラン﹄として麻痺が認められ大変残念です︒救命さ
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