
五感を使って日常生活を楽しくする事
(#^.^#)

これこそ！ リハビリ
(*^▽^*)



★はじめに★
まこの本を手に取っていただいて 本当にありがとうございます !(^^)!

病気を経験されてちょっぴり元気を忘れた方・・・

どうやったら元気を取り戻せるの？と、思い始めた方・・・

家族や大切な人が、脳卒中を経験して、何か力になれないかしら・・

けれど・・・どうやって見守っていいかわからない方・・・

42歳で脳梗塞を経験した私を通じて

なにかを感じてくれたら嬉しく思います。

脳梗塞を経験した年齢が早かったから元気を取り戻せたのでは？

と、思っている方・・・♪ブッ・ブー 間違いです。

「今よりも少しでもよくなりたい。もとに戻りたい。元気になりたい。」

この気持ちが芽生えてくれば、もう大丈夫です。

病気をされた方の年齢も性別も環境も症状も誰一人同じ人はいません。

けれども(*^。^*)この先の人生は皆さんにあります。

「もう無理～！もう遅い～ (ノД`)・゜・。 」

本人が諦めてどうするんですか！ ！( ｀―´)ノ

もちろん 私も今でこそ元気になっていますが、

病気を経験した当時は、落ち込んで、悩んで・・・泣きました。
どうやったら元気になれるのか分かりませんでした。

ただ・・・今は（ ＾ω＾）・・・とっても元気(^_^)v

私の周りの脳卒中を経験した方も元気になった人がたくさんいます。

せっかく手に取っていただいたのですから読んでみてください。

きっと読み終える頃には元気になっていますよ。 (*^▽^*)

☆それでは・・・はじまり・はじまり・・・(*^。^*）
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脳卒中（脳梗塞・脳出血・脳幹出血）は、予期せず、突然やってくる

昨日と１８０度違う自分になってしまう病気

朝起きてしばらくすると

体に力が入らず、自分が思うように動かなくなってしまいました。

昨日までは動いてくれていたのに・・・

突然の出来事に自分の気持ちがついていきませんでした。

自分の意志で体が動かない！

「うそ～。まさか！なにが、私の体に起こっているの？」

発症当時を思い出しながら

気持ちの変化を〇〇期としてまとめてみました。

皆さんも病気を経験してこの先に書いてある

〇〇期に似たような思いを経験したのではないでしょうか？
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自分の体の自由がきかなくて驚いてしまった驚 期（驚き！）

この時期は、考える余裕などありません。
足が動かない・手が動かない・呂律が回らないなど・・・
「えっ？何？私の体どうなるの？」
そう思っているうちに病院に運ばれました。

あまりの衝撃的な体の変化に驚いてしまう 驚 期 です。
そりゃそうですよね。
だって、突然自分の意志ではなく、勝手に体が動かなくなるなんて
誰だって驚きますよね。

お ど ろ き

お ど ろ き

４



この時期とほぼ同時期に迎える・・・体が反抗期

自分の体なのに自分の思った通りに動いてくれません。
これって・・・
十分大人になったと思っていましたが、数十年前は心が反抗期・・・
脳梗塞になった時は体が反抗期になってしまいました
体に言いました。「足よ！手よ！動いて！」心の中で叫んでみましたが・・・
まったく反応なし。

まさしく体が反抗期です。
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動かない体を認識し、少し気持ちが落ち着いてきたら・・

落ち込み・・・嘆期（嘆き！）(´；ω；`)ｳｩｩ
「なんで私がこんな目に合わないといけないの？」

「どうして私だけがこんな目に・・・」

病院に運ばれて数日が過ぎました。
病気になる数日前の姿との、あまりの違いに落ち込みました。
頭の中を何度も駆け巡りますが、どうしようもないことに気づきます。
この時期はたくさん泣きました～。
皆さんも泣きたいときは泣きましょう。

我慢せず、この時期にたくさん泣いていたら・・・
そのうち涙も出なくなります。（泣くだけ泣いてすっきりしました。）

※ ただし、入院中の方は、ほかの方の迷惑にならないように

★ワンポイントアドバイス★
落ち込み・・・嘆期は短期集中型にして、早めに切りあげることをお勧めします。
体がうまく動かないけれど時は過ぎていきますよね。
そうなんです。時間はどんどん過ぎていきます。
数時間？数日？ 時間の経過を感じるという事もとても大切です。
現実と向き合っている証拠です。

な げ き
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次に来る時期は先の人生にとても役に立ちます。
自分の今まで生きてきた人生を振り返るチャンス到来！！

今までの人生を振り返る・・・反省期
泣きつかれた後は、自分の半世紀を振り返ってみるのも一つの方法です。
半世紀を振り返る反省期です。 !(^^)!

なかなか、自分の過去を振り返るチャンスはないのですが、
入院中はたっぷり時間があります。
反省・・・
たとえば・・・仕事を頑張りすぎたな・・・とか・・・

・・・塩分とりすぎたな・・・なんでもよいのです。

ここでもう一度、自分の人生を振り返るチャンスができたことは、
これから先の生き方に大きく影響してきます。
振り返ってみて、もしかしたら病気になった原因は「これかな？あれかな？」
と、思いあたることがあれば、ラッキーです。
これから先の人生・・・気を付けるだけなのです。
見つけた人は超ラッキーな人です！
反省する内容がみつからなかった方は「振り返った」ことに意味があります。
なかなか、自分を振り返るチャンスは、時間がないとできません。
この時間、このチャンスを生かしましょう！

はんせいき
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次にくる時期は、あまり長居をしないほうが良い時期です。

この時期を経験しなかった方を私はとても尊敬します…私は、ちょっとだけ入りました。

自暴自期（自暴自棄）もういいや！どうせ治らないし！

これは「自分の体にとても失礼なことだ。」と、後になって気がつきました。
せっかく助かった命です。
助けてくれた方々や心配してくれた方にとっても失礼です。
数十年もずっと一緒に付き合ってくれた体を大切に
愛おしく思ってください。
生きたくても生きられない人もいるのに・・・

じ ぼ う じ き
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命のありがたさに気づいたら、すぐに次の時期がやってきます

さあ、次へ・・・レッツ・ゴ～ (^^)/

助かった命の大切さを感じたら

「この先の人生をどうやって生きていこうか？」と、思い始めます。

さあ、次から大切な時期を迎えますよ～。

頑張るべ期 （自分で頑張るべき！やるべき！）

おめでとうございます！

この時期に来た方はとうとう回復へ向かうスタートラインに立ちました。
この時期を迎えたということは、

自分が、病気になったことを受け入れたということです。
受け入れるまでにかなりの時間を要する方もいます。
それでも、自分自身のあなただけの大切な体です。

が ん ば き
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この時期を迎えた自分を褒めてあげてください！
最初の最高の瞬間を覚えておきましょう！さあ、回復のスタートです！

今が、チャンス 波に乗って！ やる期（やる気！）
さあ、回復しましょう！
やる気が出た自分の体はとても喜んでいます。
「元気になりたい。」「もとに戻りたい」「少しでも良くなりたい」
理由はなんでもよいのです。
この気持ちを持つことはとっても大切なのです。

まさか、この年で・・・体が成長期！
もう、年だから・・・動かないから・・・「関係ない！関係ない！」
今は、うまく動かないだけなのです。
あきらめたらそこで成長はストップしますよ。
「大丈夫。きっと動くはず。」自分自身を信じてください。
その思いは体が答えてくれます。
その思いで体は成長したくてウズウズしてきます。心も体も成長してい
きましょう。
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自分を信じて！( ｀―´)ノ
ここまでくればあとは回復の波に乗るだけです。

回復の波って何？
回復するために自分自身のリハビリをすること。
そして継続する事です。
自分に合うリハビリを考えて継続するのは、
なかなか難しいことだと思います。
もちろん病院で習ったリハビリを継続るのもOK。
リハビリの専門の施設に通うのもOK。

しかし、ついつい忘れたり、今日は、やめておこうか？などと思ってしま
う自分がいませんか？
しかし、朝がくれば起きるし、ご飯は食べるし、日常生活はしなくてはい
けませんよね。
そこで、日常生活に、リハビリを取り入れてみました。
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５感を意識して日常生活をリハビリにする方法です！

五感 とは、視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚
５つの私たちが持っている感覚のことです

病気をする前は、五感を意識せず、体に対して無意識で生活していませんでし
たか？
歩くこと・息をすること・手を使うこと・・・
私自身も病気になる前まで五感を意識して、生活していませんでした。
動くのが当たり前と思っていたからです。

しかし病気を経験して五感のありがたさに気づきました。
そして今までの自分の体の凄さに気づきました。
そして愛おしくなりました。

五感を意識して生活していると・・・
心も体も喜んでくれることに気が付きます。
病気に耐えて生きてくれている体！愛おしくありませんか？
耐えている体にご褒美をあげるつもりで、五感を使って自分の体を喜ばせてあ
げましょう。(＾◇＾)
その喜ばせ方を感覚別に一例をあげています。
参考にされて自分自身の好きなもの・心地よいものを考えてみてください。
視覚・触覚・嗅覚・味覚・聴覚それぞれ自分自身が喜びそうなもの 楽しくな
るものをあげてみましょう。
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視覚
あなたの目で見て楽しくなるもの・楽しくなるものは何ですか？

自分の好きなもの・ホッとするもの・楽しい思い出のもの

を見るように周りにおいて見るようにする。

例えば・・・好きな写真・絵・好きなスター・よい思い出の写真・楽しい旅行
の品・趣味のもの・ゴルフセットなど楽しいことを想像させるものを

意識して見る。（目から入る体へのご褒美）
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聴覚
好きな音楽・自分が楽しかったころの思い出の曲はありますか？

幼いころに聞いた曲・楽しい思い出にかかっていた曲

学生時代に聞いた曲・初恋の人が好きだった曲など・・・

思い当たらない方は

癒しのＣＤ・自然の音を意識して聞く。（耳から入る体へのご褒美）

そして聞きながら音楽に合わせて歌ったり体を動かしたり・・・

全身運動は、血行もよくなります。

歌うのが苦手、踊るのが苦手な方でもひとりの時に練習して

言葉も動きもよくなってみんなを驚かせてみませんか？
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触覚
自分自身が触って気持ちが癒されるものは何ですか？

例えば フワフワしたクッション・ぬいぐるみ等

自然が好きな方は土いじり

テレビを見ながらでもいいし、時間があるときに触りましょう。

感覚がなくても自分の体を触りながら

「良くなってね～。動いてね～。」と

意識しながら触る。（手で触って足で触って体へのご褒美）
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嗅覚
大好きなにおいは何ですか？

おいしい料理のにおい

朝のにおい・雨の匂におい・自然の匂い 意識して匂います。

アロマや好きな香水でもかまいません。自分が癒されるにおいなら

たくさん意識して匂う。（鼻から吸って体へのご褒美）

リラックス効果があり、気持ちも楽に前向きになれると思います。

１６



味覚
大好きな味はどんな味ですか？
好きな食べ物を思い浮かべて、味を想像するのもオッケーです。
味覚を意識するのを理由に好きなものばかり
食べてはいけません。
栄養のバランスを考えて食べることは基本です。
食べすぎもいけませんし、塩分にも注意は必要です。
目でおいしいものを見て、においを感じて
よく噛んで味を意識して食べる。（口から味わって体へのご褒美）

脳梗塞を発症したとき、味覚がなく、ゴムを食べているような感じでし
たが、今は味がわかるようになり、何でもおいしく食べています。
太りすぎには注意 (；ﾟДﾟ)
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★すべて基本は自分の好きなもの・楽しくなるものです！
好きなものに囲まれているので癒されますよね。

これは自分自身を喜ばせるものです。

ご褒美をもらう＝「体は喜ぶ」＝「幸せな気持ち」

＝前向きな気持ちの芽生え・・・プラスの循環の繰り返し

実はこれ、脳に大きく影響してきます。

セロトニン・オキシトシンなどと言われる

幸せホルモンをだすのに役立っているのです。

これが、脳内に出ると前向きな気持ちになりやすくなります。

五感を意識した生活をしていると、少しずつ少しずつ体に変化が出てきます。

見逃さないでください！

ほんの少しの変化でも！

見つけたら大喜びしてください！

幸せホルモンもたくさん出てきますよ！

良い変化がみられると気持ちも前向きになり・・・
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前向きな気持ちで気分は・・・ウキウ期（ウキウキ（＾０＾）/）
成長期を経た体は少しずつ何らかの反応を見せてくれます。

ちょっとでも体が動いてくれたら大いに喜んでください。

体は褒めて成長させましょう。

あきらめずに自分の体を大切に思っていると体は答えてくれます。

少しずつ少しずつ

その変化に気づいてあげてください。

褒めると気持ちも体もウキウキです。

自分の気持ちが通じて体が反応してくれると、

「もっとよくなりたい、もとに戻りたい」という思いが芽生え

そのために毎日を生き生きと生きていこうと思い始めます。
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そう、ここから生き生期（いきいき(＾◇＾)）が始まります。

この時期は、この先の人生・・・ずっと続いてほしいです。

とにかく人生を楽しみましょう。

心も体もいきいき♪

病気をしたことを忘れるくらい元気をとりもどしましょう。
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生活自体を楽しむ
五感を意識する生活をしているだけなのですが、
実はこれがリハビリになっているのです。
そして自分が発症時よりもよくなっていることに気が付いた時、
「やはり、自分の体は自分で何とかしないといけない。
自分がやれば、必ず体は答えてくれるんだ。」と、確信し
これから先の人生につきあってくれる体に対して

自分の体は「自分で守るべ期」

そうなんです。
誰でもない・・・自分の体は自分で・・・
心も体も自分で守るべきなのです。
愛おしい・大切な・だれのものでもない自分の体
褒めてあげてください。大切にしてあげてください。愛おしんでください。

何度も言いますが、あなたの心の願いは必ず体に通じます。
自分の体を守れるのは自分自身です。
そして
あなたの思いを一生懸命かなえてくれようとしている大切な体と一緒に
これから先の人生を
よりよく楽しく、そして幸せを感じて生きていきましょう。
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病気になった後もたくさんの幸せを感じながらいきている

マリアンヌより（もちろんペンネームです） (^_-)-☆

あとがき
病気になった時から思い返して経験談を書かせて頂きました。

なぜ、書こうかと思ったのは、「脳卒中を経験した人が良くなりたいけれど、
どうしたらよくなるかわからない」という声を聞いたからでした。

私が実際にやってみた方法が、皆さんに合うかどうかわかりません。

そして

皆さんがすべてこの道をたどるわけでもありません。

経験しても順番が違っているかもしれません。

ただ、同じ病気を経験していろんな時期を経て

元気に生活している人がいることを知ってください。

はじめにも書かせて頂きましたが、年齢を理由にするのは通じませんよ。
（笑）

自分自身の体を自分自身がどうしたいのかだけです。

自分がこのままでよいのか？それともよくなりたいのか？の違いだけなのです。

私も発症時は、この先どうなるか、不安でたまりませんでした。

しかし、月日はどんどん流れていきます。

まだまだ先の人生はあります。

平等に与えられた１日２４時間をどう使いますか？

落ち込んで過ごしても２４時間。泣いて過ごしても２４時間

同じ２４時間なら笑って・楽しんで過ごしたほうが良いと思いませんか？

病気になったことは事実です。

すこしでも発症時より回復したら病気もよい経験に変わりますよ。

病気をしたから学ぶこともたくさんありますよ。

現状より少しでも良くなるチャンスは皆さんあります。

回復をしたいのにやり方がわからないと、思っている方。

まずは、「やってみる!(^^)!」と、いうのはどうでしょう (^^♪

せっかく今、生きているのですから・・・

みなさんの周りには皆さんの回復を願っている方が、

たくさんいることを忘れないでください。

みなさんが、発症したときよりも少しでも良くなることが、

皆さんをいろんな形で助けてくれた方への恩返しになると思っています。

最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございました。

お会いすることができない誰かの役に立てたら嬉しく思います。
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