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翌日の出発は昨日より早く6時 である。温度が上がらない内に距離を稼ぐのが賢明との大会当局の配慮からであろう。

彼方比方の不口を訴えながらも、僕を含む6人 を除いては皆次のCampを 目指し出て行つた。残つた0人 も車に分乗

してCamp地 に向かい、一時間余り凸凹道を走り到着する。途中の景色は昨日と大差なく、起伏は最やかだ。

今日の距離は40T H弱 で、早い人は昼前にCanpに 若く省だ。Camp地 はほぼ平らな所で、生を含む赤色の上と

小石の土地に膝より低い草が疎らに生えている。放牧に使っている土地であろうか、乾燥 した牛の芸が彼方比方にある。

そんな中に直径 2 c IIlにも満たない小さな花が後方比方に咲いている。花弁の外側は紫がかったピンク、花の中心部は

真っ白で トテモ持鷹だ。カメラが強れて仕舞つたことは何と残念だ。空には雲が多く、場所によつては黒い雲で、雨が

降っている様である。

やがてテントが立ち出すので手伝う。これらの作業はサハラ、アタカマ、ゴビのレースでは殆どが現地頑いの人たち

が遺つていたものだ七比処オーストラリア、特に西オーストラリアでは事情が異なり、この様な仕事をする人を探すの

は不可能だと言う。辛うじて雇い入れた者子の人たちはこの辺を旅している若者たちであった。このため足りないスタ

ま折り曇み式で比較的容易に設置できるが、比れとて抑 以上と

■ント●出来上がると、僕と同じ様に脱落したデンマータ人は

】

|

つて来る。段々人が増えほやかになる頃、大粒の高がパラパ

テントは細い紐である程度は固定してあるが、十分な強さは

ンマーク人のMartinと 僕が抑えて居たので何とか現状

ド潰れているのでそれらの再設置にまた時間を取られる。

初の位置に建てられないテントも幾つかあつた。塩分を含む

1土
は水によりその性情を大きく変える。一度この上に水が浸みこむと非常に軟らかい泥状に成 り、其の上を歩くのは因

態になる。この様な所が乾くと足跡がついたまま非常に硬い岩石状になる。この様な土地は溝れて居ても花いていても

トテモ歩き難くなる。比れは実際に歩いてみないと、実感が湧かないと思う。幸い共の後雨の質来は無く、大半の人が

,つ てくる頃にはテントな何とか安眠できる場所となつていた。

27日、レース3日 目も6時 の出発である。昨日一日休養 しているので元気で出かける。Campを 出て暫くは車の通

れる凸田道を進み、その後活木と下生えの中を歩く。足元は相変わらす凸凹で歩き難い。下生えは主としてSpi一

nifexと 呼ばれるイネ科の多年草で種子の禾は鋭い韓となつて彼方比方に制さり厄介である。

2時 間半程歩き、漸く景色に変化が出てくる。左手に尾根がたり、全体に下りとなっている。谷には小川が茂れて居

るようだ。走路はその右岸である。赤い岩石が 3段 に成っている。

走路は真ん中の岩石とその下の岩石であり、僕は全体が下つているので、やや狭いと思つたが下の段の走路を通んだ。

比れが間違いの元であつた。 レースであるので当然先を急いでいる。岩場を通iB始める瞬問背負つていたSieep一

ing Matが 山田の岩に当たり、共の反動でバランスを失い左の谷田に2-3メ ー トル落ちて仕舞つたのである。幸

いなことは小さな活木が途中にあり、共れを何むことにより、下まで落ち無かったことだ。左日の手、顔面、ほから落

ちた機だ。体勢を立て直し、走路に戻り、進もうと思つたが、次々に現場にヨ着したランナーが動かずに静かにするよ
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傷く
'らいであろうし、2-3分 すれば血併ができる筈だと思つたの名 狭じ場 所に次々に集まるランナーは・心配そうに見

|
ており、レースの最中にも拘わらず、立ち去ろうとしない。一人が布を取り出し目の上の頭皮を抑えだした。其の時初 r

おれた姿はエジプ トのミイラ同体であろう。その様な状態でリュックを枕に、右手の岩影で暫し休む。止血の為必要な

時間なのであろう。その後立ち上がり、付き添われながらチェンクポイント向かつて歩き出す。 リュックも持つて行く

というが、無理なのでEい て行けと言われ、従う。片目で凸凹道を歩くのは中々大変だ。やがて湿地に出る。能を置ら

さないように、気を付けて進む。チェックポイントのテントがユえる頃、山崎医師が受け入れのため登つて来て、合茂

して下りだす。急な岩肌を用,ドヽして降ウ、川を横切る。チェックポイントでは対岸の岩の上にあり、英処からは今の川

が滝として流れ落らた滝量ユ【■ft。 緑の中の赤い岩から落ちる持にな水の滝量では何人か泳いでいる。秘験のデヤで

使も泳ぎたいが、今はそれ所ではない。折角景色が変化しだし、比れからが面白いのであろうが、比処で病院行きとは

情けなし、

テントの床シー トの上に寝かされ、直ぐに点滴が始まる。先の伝令の連絡で医療の手配は出来ていたのだ。血圧や体温

の河定もする。34.2度 との声が聞こえる。医者たちは体温低下を防ぐ為に、手持ちの方卜や〃ッフの衣類を何枚か掛けて

呉れては居た。外気温は 35度 を超えている筈であり、それでも体温は下がるのであろうか?へ ,コプターでの数出の話

が出るが、手配は付かない様だ。比れとて何機もあるわけは無いのだ。

めて共処に大きな怪我を負ったことに気付いた。僕は彼等に

ことに気付き、チェックポイントを目指 し、立ち去れ出だし

Ⅲ蛇対処用に配られた包帝を上血月に巻きだした。それでも

た。後も医者である。2人 がかりで、更に出血部を強く巻き締めた。幸うじて右目だけは何と' 見ヽえるように包帝を巻 単
1
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事故当初より付き添っていたBillyや 英の後駆けつけたJanieは 暫く様子を見守つた後、レースを技ける為

去つて行つた。転倒直後に駆けつけた医師のFrankは 専用は麻酔医であるという。自分はレースを待めているので、

お前が病院に若くまで一緒に居てやると言つて、決してレースに戻ることはなかった。共の問も出虹は止まることが無

かつた。点滴をすることにより、体内の液とが増え、血液の粘度も下がり上血し難く成つたのであろう力、 長柚のシャ

ツをおていたが、点活などの器具を付けており、出ぐ3と は無理なので、Franと が経積に挨みで切つて引ぎ取る。1

年半前のMainttPortland Marathonの シャツで初めて者たものであるが,い たし方無い。点湾を

受けながら30分 ほども積になっていたであろうか?其の間中ルナが立ち寄つては心配げに像を見て、給水を受け立ち去

つていつた。幾つかの報道関係者が間近まで来て、保の傾ほどある大きな″ス
・
のカメラで撮影をしていたが、換拶や声を交

わすことは無かつた。僕は彼等にとつては無機物なのであろう。

やがて車で病院に向かう。スタンフのシャツを羽農り、車まで 1的 メー トルのどの不整地を歩く。医師二人が前後に

点滴などの用具を持つて、一機に歩く。車はPickup Truckで ゃ後部座席は 3人掛けである。東ん中に保を

乗せ、彼等が左右のドアから乗り込む。彼等の際に頭と下座を乗せ、横になる。多少窮屈であるが上むを得ない。彼等と

て大変な災客だ。商売とは言え窮日な思いをし、血だらけ男の面倒を見なければならないのだ。点滴のPackは 車の

天丼付近に何とか日定してある。暫く凸凹道を走ると、反対方向から来た車と出会い、乗り換える。今度の車はVan

で、比れには 2人 の女医が乗つていた。大会当局の主任医のBrandiと 中国系米人の女医Dr,Hahnで ある。

Brandiの 運転で病院向かう。

更に暫くたると敏急車に出会い、乗り換える。設有の整つた事であり、乗り換えも楽に出来、やや硬いがへ・ッドに駐か

された。ま急医療十ムと大会関係の医者 4人 も乗り込みKununuraの 病院に向かう。この様な大襲差な医師団の面

倒を受けたのは生まれて初めてだと医者の一人が、血液型を訊くので、Oで あるが、+か ―かは分からないと答える。

病院に着くまでは 3時 間近く掛かつている。病院の手術用のへ・,卜
・
に寝かされ、履いていたタイツなども全部出がされ、生

まれたままの姿にされる。勿由覆いの布などは掛けられている。

やや重いが、こかいマットも掛けられている。頭部の上血用包帯も取られる。看霞婦が体をはいたり、頭妥を切つたりして

いるが、勿おは見ることは出来ない。なすがままの状密である。同に合わせの君物も作つているようである。体の上下

の布を止め合わせ手足、首が出ていれば病人の者物としては十分だと同時に点滴なども新たに始まつている。A液 型の

い定と、輸血との決定の為採血もしたのであろう。 2,ウトルの輸血が必要だと声が聞こえてくる。

その内に怪我をした右目上の頭度にチクチクと何回か痛み感じる。― 遺っているのであろう。やがて、ゴツゴツ

と衝率を感じる。頃皮の種合が始まつたのだ。外科医の仕事は力仕事である。及び腰で出来る様な仕事とは思えない。

一気に力を入れ内や皮を驚い合わせて行く。僕は友達の手術に立ち会つた時、共のことを実8し た。技いて日の下の経

合もする。合わせて20針位の超合であろうか?   !

|でこ督号【者鑑射獣圧せtt号謎協ピ軽啓関す基王景を要篭眺ず、;i者繁:
8度 目のコムラッズをたるとも言つていた。好感の持てる t50前後の医者であつた。手行の後は包帯を巻くことも無

く、頭師の農合跡には枯岩■フ
・
を張つただけのようだ。日の下は経い合わせただけであつた。題れ上がつて右日は完全

に同じた状態が悦いている。

手常室から嘉室に移される。大きさは lo畳 ほどあり、トイレも付いた個室だ。点済や輸上の管が左右の手の甲に付いて

おり、トイレの使用は出来ないので、へ'フト
・
の傍の尿瓶を使うようにとのことであつた。

当日の食事に付いては確かなことは記憶 していないが、昼食は何か間に合わせの物を食べたような気がする。侯は急

患であるから、用意していないのは当たり前だ。夜からは正規の病人食が出た。看壊用は病院の食事は旨い駒ではない

ですよと言つていたが、比れは日本の病院でも同じだ。栄養の′ヽ
・
ラ冴は良いのであろうが、

1野
菜などは歯応えの無いほど

に大を通したものであつた。

輸上の同中点済も焼く。輸とは500CCの 容器入りつ もので、比れが終わるのに 5-6時 同排かる。その他心いモニタ

ーが付けられており、常時遺臨観猿をしている様だ。夕方になり、やや傷日がおくなつたので、看書月に言うと慎痛打を

2健 注された。後は 2時 間ごとに看窓母が血圧 と語を開りに遺つて来た。若い看書帰で非常に規切で、何か用があれば

頭上のな
°
ルを押すように言うが、何も不都合はないので、呼ぶ必要は無かつた。

輸とは鼻夜中まで祝いた。医者が明日午前中には退院出来ると言つていたので、僕は 3本 目の輸とが完了したものと

思つて眠りに付いた。

翌朝 7時 には輸血が始まる。看霞舛はこれが終わればシャワーを浴びても良いと言い、′ギン
・
ャマも置いていつて県れた。汗

をかいて4日 近くもシャ7-tま浴びていないので、有とい。フ
・
ラ灯タタのフィ払で間に合わせの防水幕を作つて貫い、シャ,―を浴び

る。シャワー室には館があり、比処で初めて自分の今の姿にお目にかかる。頭は虎刈りなどと言う物では無い。と日の大部

分は5 c nttt=さぼさ廷びており、右前項部は長さが不描いな段違い刈りである。比れを美しいNew Hair S

tyleを 見る人は皆無であろう。元々外見は余り気にしないが、比の保人前に出るには些か気が引ける接理である。

日本の痢院であれば、もつと外見に気を使い、見てくれの良い刈り込みをするのではなかろうかと思うがどうであろう

か?

シャ"は 天丼に付いており、手にとって局所的には水することが出来ないのが残念である。 しかし、賞沢を言つている

母合では無し、たっている仲間は後の何付も汗をかいているが、オワーが浴びられるのは後 2-3日 待たなければ成らない

のだ。

',′f,と した気分で昼食と取ることが出来た。病院の飯は、朝は'ヽ
中
ン2切 れ、おトミヤ、3-t―で極簡単である。昼と夕食

に関しては各々2種 類のメニューから選択が出来、賄いの女性が朝食の後好みを訊いて回つていた。僕は夕方までは退院す

る予定なので、昼のみチ串 理を注文 した。

昨日の医師が回惨に来る。輸止前のHb営 は 7と 低かったが、過院時には9ま で回復が見込めるという。輸血完了後

採虫をし、潤定してみると言う。Q日 の測定償では 11と なつており、予想以上の決復であると言つていた。)

研食が済んで同も無く、大会当局の女医のHahnが 様子を見に来た。お土極だと言つて沢山の飲み物やお薬子など

を持って来てくれた。病人がこんなに食えるわけね―だろう。俺を何日ここに置いて置く積もりだと言いたい程の置で

あるが、有確く頂く。残れば,スに戻つた時、仲間に渡せばいいのだと彼女が言うには比処にはもう一人入院していると

いう。偽控と内刺の感染で歩ける状臨ではないそうだ。揮は改めて夕方には退院 して,スに復掃するので、議か迎えのも

のを向ける様にと伝えるが、彼女は強抽をせずに帰つていつた。 へつづ子ます。


