
【文章】退院いたしました 

伊勢です、 

この度は、ご心配を 
おかけいたしました。 

メッセージをくださった方 
本当にありがとうございました。 

また、心の中で、無事を祈って 
くださった方も、本当に 
ありがとうございました。 

昨日、退院しまして 
現在は、自宅で療養中です。 

体重は、5キロ痩せました。 

コロナダイエットです。 

まだ、頭が痛いですし、 
寝ていて呼吸が止まったり、 
本調子には程遠いです。 

背中も痛く、頭は常に靄が 
かかっているようで 
考え事ができません。 

あまり、ネガティブなシェアは 
したくないのですが、正直 
鬱っぽいです。 

少しずつ、体が使えるように 
なれば、戻っていくと思うので 
焦らずいきたいと思います。 

もう、ワクチンが広がって 
来ていますし、 

罹る人も今後は減っていくと 



思います。 

なので、必要ないかとも 
思いましたが、 

気になる方もいるかと思うので 
どんな症状だったかについてまとめて 
おきます。 

もし、興味がありましたら 
ご覧ください。 

------------------------------------- 
初日：夕方に発熱を感じる 
------------------------------------- 

その日は、日中に海水浴をしていて 
いつになく焼けてしまいました。 

日焼けをしすぎると体が火照ることが 
あるので、最初は、焼きすぎたと思いました。 

ただ、その後、体の皮膚と関節が痛くなり 
風邪をひいたと思いました。 

この時点では、体温計が家に 
ありませんでした。 

--------------------------------------------------- 
2日目：野菜ジュースファスティング 
--------------------------------------------------- 

激しい頭痛と、寒気がするなか 
ライブセミナーを行う。 

途中で咳き込んでしまう。 

食欲がなく、人参リンゴしょうがの 
ジュースのみで過ごす。 

頭痛が過去に感じたことがないほどの 
痛みになる。 



体中の関節も痛い。 

ようやっと、汗が出てきて 
もう少し汗をかけば治るだろうと 
思っていました。 

-------------------------------------------------- 
3日目：悪化の一途をたどる体調 
-------------------------------------------------- 

座っている事ができないぐらいの 
発熱と頭痛と呼吸状態。 

なんとか、ライブセミナーに参加をする。 

野菜ジュース断食も2日目に突入。 

寝られないほどの頭痛と体の痛み。 

頭痛は、目の奥とこめかみ周りの前側が中心。 

このときも、まだ、痩せてきてるなと 
のんきに考えていました。 

-------------------------------------------------- 
4日目：ご飯を食べ始める 
-------------------------------------------------- 

朝起きると、体が少し楽になっていた。 

カチューユ（味噌汁みたいなの）と 
梅干し、納豆でご飯を食べる。 

少し元気になり、体温計も手に入る。 

38.6℃近辺で落ち着いている。 

野菜ジュースしか飲んで来なかったのに 
強烈にお腹が下る。 

脇腹付近がずっと痛かったので 
コロナの症状だと思う。 



-------------------------------------------------- 
5日目：東京行きをキャンセル 
-------------------------------------------------- 

10日ほど、東京で仕事などの滞在予定が 
あったけれど、見送ることに。 

熱は38℃前半からたまに37℃後半に。 

もう回復状態に入ってきたと勝手に 
思い込んでいる。 

友人の検査結果が、陽性で 
自分もコロナの可能性が高まる。 

東京にいかなくなった事で 
各方面への連絡をしなくてはならず 
弱った体で非常に辛い。 

夜、お伊勢さんライブセミナー。 
なんとか最後まで参加する。 

頭痛が、フロントから 
後頭部に移ってくる。 

痛みも減ってきたので 
これで、症状は終わるだろうと勝手に 
思っていた。 

この時点での感想は、 
人生で一番重かった風邪という感じ。 

3日で終わると思っていたときは 
インフルと同じぐらいだと思っていた。 

しかし長引いていく中で、 
人生で重い風邪だったなと 
思いながら過ごす。 

普段は、風邪をひいても最短で4時間、 
長くても一晩寝れば完璧に 
治してきたので、免疫に自信があった。 



が、完全に打ち崩される。 
悪化している自分が情けない。 

-------------------------------------------------- 
6日目：熱が再度上昇、入院へ（入院1） 
-------------------------------------------------- 

朝起きると、前日とは比べものに 
ならないほど、体調が悪化。 

熱が39.2℃～39.4℃から下がらない。 

昨日から飲み始めたパブロンが 
逆効果だったのか？と疑う。 

トイレにいくのもまっすぐ歩けず 
息が苦しくて、横になっているのが辛い。 

知り合いの消防士さんにアドバイスを 
もらい、酸素濃度を測る機械を友人が 
買ってきてくれる。 

酸素濃度の数値が89。 

95以下は酸素吸入が必要ということ。 

もう少し、家でがんばろうと思うも 
多くの人に、病院に行けと言われる。 

宮本ドクターに相談したところ 
救急車を進められる。 

妻が全てを段取り、各病院にうまく 
伝えてくれた結果、病院が受け入れを 
OKしてくれて救急車で運ばれる。 

肺に影もあるため、そのまま入院。 

酸素吸入開始。 

--------------------------------------------------------------------- 
7日目：解熱が効くも改善なし。酸素悪化（入院2） 
--------------------------------------------------------------------- 



病院で処方してもらった熱冷ましの 
カロナールが、めちゃくちゃ効いた。 

4,5時間しか効かないけれど、 
しばらく38.6ぐらいでキープされる。 

楽になった。 

市販で売って欲しいと強く思う。 

カロナールがあれば、家でももっと 
楽だっただろうと思う。 

コロナは5日目以降に肺炎になるので 
5日目以降に熱があがってきた場合 
7日～14日目までが勝負と先生から説明。 

エボラ出血熱用の薬、レムデジベル投与。 

消炎剤、ステロイド、痛風や 
リウマチの薬などの投薬。 

宮本ドクターが細かく状況やデータを 
教えてくださるので、本当に心強かった。 

熱があがって苦しくなると 
カロナールを飲む。 

酸素を吸入していても 
酸素濃度が逆に下がっていくので 
まだ、回復はしていないもよう。 

------------------------------------------------ 
8日目：遂に抜けた感覚が（入院3） 
------------------------------------------------ 

この日は、一度も解熱剤を 
飲まずに済む。 

熱も36℃代にまで下がってきた。 

念願のシャワーもようやっと浴びることが 



できた。 

個室から、大部屋に移動。 

まだ、分からないけれど 
山を超えた気がする。 

大部屋に移ると全員が 
ひどく咳き込んでいる事に気づく。 

皆、数ヶ月は、肺が戻らなそう。 

自分もすぐには戻らないと思う。 

酸素濃度が、80以下の人もいる。 

夜中にICUに人が送られていく。 

部屋の出入りが激しい。 

入院患者がどんどん 
増えているもよう。 

私が運ばれたときは、下で処置してから 
個室に移動だったのが、 

今では、最初から大部屋に運ばれ 
そこで、採血からレントゲンから心電図まで 
やっている。 

------------------------------------------ 
9日目：回復　（入院4） 
------------------------------------------- 

熱も36度台で安定し 
酸素濃度も吸入して95近くを 
キープしている。 

体感覚的には、回復している。 

ただ、心拍数が40代に落ちている。 

レムデジベルの副作用で徐脈 



（脈が下がる）が出ることがあるよう。 

ここでも宮本さんの適切なアドバイスで 
安心する。 

立ち上がるとフラフラするし 
歩くとフラフラするので 
体力を戻さないと、と思い 

現在、この文章を書いている。 

日中は、椅子に座って過ごすことにする。 

------------------------------------------ 
10日目：暇になる　（入院5） 
------------------------------------------- 

酸素吸入をとっても 
酸素濃度が95以上をキープ 
できるようになる。 

ステロイドも中止に。 

後はCTをとって、肺炎の影が入院時から 
大きくなっていなければ、炎症止めも中止に 
して、数日様子をみて退院。 

ただ、200名以上が保留状態で待たされているので 
早めに退院できるかもしれない状況に。 

・・・・・・・・・・ 

大部屋なので、 
他の入院患者さんの話が 
聞こえてくる。 

「奥様が心肺停止になった、けど 
なんとか戻った」 
と、隣に患者さんが聞かされている。 

その後、 

「奥様に人工心肺をつけたいけれど 



入院先の機械がいっぱいなので救急車で 
他の病院に搬送する。 

ただ、道すがら溶体が急変するかも 
しれないから覚悟してください」 

と、言われている。 

隣の患者さんは、男性で70代だろうか？ 
酸素濃度も80くらいしかなく、ただでさえ 
苦しそうだ。 

奥様の事を聞いて、声にならない 
声をあげて、むせび泣いている。 

うーうー、と、咳込みながら 
声を殺して泣いている。 

心に去来する想いを想像すると 
胸が押しつぶされそうになる。 

心が痛い。 

どうか、どうか無事でいて欲しい。 

（その後、退院の日に人工心肺が外れたと 
いう報告を聞いた） 

20代の若者がICUから大部屋に 
移されてくる。 

隣のおじいさんの息子さんのようだ。 

親子で入院している。 

息子さんは、入院したとき 
酸素濃度が80しかなかくICUに 
運ばれたようだ。 

息子さんが来てしばらくしたら 
交代で、お父さんが、ICUに運ばれていった。 

酸素濃度が上がらないからだ。 



翌日再び、大部屋に戻ってきた 
おやじさんのの酸素濃度が 
どうしてもあがらず、再びICUに運ばれていく。 

… 

夜中が落ち着かない。 

激しく咳き込んでいる人がいる。 

いびきもうるさい人もいる。 

隣のベッドにレントゲンが 
運ばれて、ゴソゴソ始まる。 

そのまま、急遽ICUに運ばれていく。 

病室全員、肺炎なので、夜になると 
咳き込む音が止まらない。 

だから、夜はほとんど眠れない。 

とても寝苦しい。 

全員、無事に生きて欲しい、心から願う。 

家族全員が、重病になっている人が多く 
感染力の強さを感じる。 

… 

大変な状況で、感染のリスクをかかえながら 
現場で働いてくれている医療従事者の方に 
心からお礼を伝えたいと思いました。 

また、緊急搬送をする消防の方々にも 
心からお礼を伝えたいです。 

無事に生かしてもらった命で 

「どう生きていくのが良いのだろうか？」 



とても考えさせられます。 

今までの延長線上ではない 
生き方になりそうな事だけは感じています。 

「いつ命が終わるか分からないなら 
何をしてすごそうか？」 

突然、突きつけられた問いに 
戸惑いながら、 

今はまだ、混乱しています。 

全てがどうでも良く思える瞬間がありますし 
何をしても不感症のように感情が 
動かない未来を見て怖くなりますし、 
全てを終わらせたい衝動にもかられます。 

体を戻すことが精神的にも 
一番大事だと思うので、 
焦らず、回復につとめたいと 
思います。 

最後に、皆さんからの応援がとても 
心の支えになりました。 

温かいメッセージ 
本当にありがとうございました。 

少しずつ、日常運転で、 
コンテンツをつくっていきますので、 

これからも、よろしくお願いいたします。 

伊勢隆一郎 


