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2016-2017年度国際ロータリー会長

ジョン Fジャーム

.会 長横内文行

・幹事谷 裕二

.会報委員長土肥義紹

・例 会 日 毎 週 火 曜 日

12: 10-13: 10 

・例会場四国中央商工会議所

電話 58-3530
FAX 58-6294 

・事 務局四国中央商工会議所

電話 58-3530

心筋梗塞

市川温彦

私がここに居るのは、 5月3日からだ。

ここは、浜松医科大学附属病院・ 7階・循環器内科病室である。

実は長男が理化学研究所に就職したと聞いて、仕事の環境と住まいをみようと 5月1日に神戸に

来た。その足で浜松のタコ上げ祭りを見学しようと足を伸ばしたのだ。私は小学校2年まで、浜松

に居たが、このタコ上げ祭りの夜の部には、学年が低すぎて参加ができなかったので、 一度見てみ

fこかっ fこ。

5月2日に浜松に着き、駅前の見通しの良いホテルを予約した。

翌5月3日、中田島でのタコ上げ祭り、昼の部を見に行った。中田島からの1滑りのパスの中で発

病した。心臓がツメののびた指で握りつぶされるような感覚だった。冷汗が吹き出してくる。意識

がモウロウとしてくる。パスの着いた浜松釈からすぐ近くのホテルへ歩いて行くのが大変。通常 2

~3 分で歩いて行ける所を 2 回休んで座り込んだ。

ホテノレでカギをもらい部屋に入るとまだ清掃中だった。ツインの部屋なので清掃の終わったベッ

Ro町番勝



トに横になった。ぬれたシャツと下着を脱いで、横になると、もう半分頭は混沌としていた。しば

らく意識が切れていたのだろう。 「すぐに救急車を呼んで!Jという女房の声で気がついた。「身体

がつめたい。早く呼んで!J女房が昼食の買い出しから戻ってきたのだ。

救急車は浜松医科大学附属病院に向かった。途中救急隊員は生年月日や名前など、つまらない質

問を何度かくり返した。その間救急車の中で 2度目医吐した。病院に着くと、すでに手術の用意がし

てあったらしく、先生は r3ヶ所ばかり、血管がふさがっているようです。文一本死んだ血管があ

るようなので、カテーテルでステントを入れてみます。カテーテルは動脈と静脈両方に入れます。」

と言った。

すぐ看護婦さんにより、下着を脱がし、弟IJ毛をし尿道にチューブを入れた。それからどの位時聞

がたったか、わからないが、気がついたら胸の痛みは無くなっていた。ステントを入れるのも結局

ーヶ所で済んだようであった。

5月 3日・ 4日と IC U (救急治療室)に居て、 5月 5日普通病棟に移動した。

結局 5月 3日・4日と食事はとらせてくれなかったが、腹が減って困った。手術前より調子がい

いように感じた。

ところが先生の方はそうは考えておられなかったようだ。

「家族を全員呼んでください。」と、女房に告げたらしい。

どうも不整脈が尋常でなかったそうである。

心筋梗塞の合併症には、不整脈が最も多く、危険性が高いらしい。

5月3日・ 4日とベットにしばられた状態だった。 5月5日尿道のチュープをはずしてくれて、

自分でトイレに行けるようになった。それでも病室のある階のみで他の階に行く時は、看護婦さん

に頼んで、車イスにのせられて行くしかなかった。

7日に長男が来た。一緒に長男の嫁の両親も来た。皆びっくりしていたが、私を見て安心したの

か、徐々になごやかな話題になった。

長男は 5月 1日に会ったばかりなのに、女房からのTELでびっくりしたらしい。

5月8日には、川之江から次男が面会に来た。そのあと服部豊正氏が来てくれた。彼とは 5月5

日にゴルフの約束があったので、女房に連絡するように言っておいたので、この状況が分かったの

だろう。それにしても豊正さんには頭が下がる。

普通 2週間入院するのが常であるが、私の場合、遠方であるということから、 5月 13日に退院

が許された。

退院する前の打合せで、榊原先生(担当の医師)とは、次の点を指摘された。

①心筋梗塞は脳梗塞と一緒である。

まず、あなたは脳梗塞体質になってしまったことを自覚してほしい。

その上でいつでもこのような状態になる恐れがある(前ぶれもなく)

常日頃心臓に負担をかけないよう気をつけること。

②今までと同じことをしていたら、いずれ心筋梗塞か脳梗塞で早い時期に亡くなるでしょう。

なるべく早く、今までの生活習慣を変えて下さい。

③今までこちらでとったデータはすべてHITO病院の伊藤先生に送っている。

今後、 HITO病院担当医の指示に従うように。

今回の事件で、 2つの事がわかりました。

①私は運がいいという事。

まず、女房と一緒だったこと。救急隊員の病院選択に間違いがなかった事。その結果浜松医



科大学附属病院を選んで、そこに専門の先生がいた事などである。発症後2時間以内にカテー

テルの手術を行うと致死率が 10%台におちるという統計があるらしい。

②鮪単に死んでしまうという事。

ホテルで横になった時、意識が無くなっていた。胸の痛みも少なくなると同時に、吸いこま

れるように意識が無くなっていった。女房が大声出すまでわからず、そのまま数時間がすぎる

ともっと悪い結果になっていただろう。

もっとも考え方だが、苦しみもせず、そのまま死んで、しまうのであれば、それはそれでいい

死に方かもしれない。

※市JJ[温彦会員より、病状を記した原稿をいただきました。

ありがとうございました。

**自己(会社)紹介等コーナ一宮崎貴

私の自己・会社紹介

横内文行

改めて自己紹介?とお思いの方もおられるかもしれませんが、会員の皆さんの事を知っているよ

うで知らないのではとも思いますので、いい機会だと思います。誠に倦越ではございますが 1番に

書かせていただきます。

《自己紹介》

生年月日:昭和 34年 1月 9日生(大三菱財閥創業者岩崎弥太郎氏と同じ誕生日大)

特 技:松山手春の歌マネ? (自分では似てると?似てるはず!) 

自画自賛:菅原文太に似ている(人から言われたことはないですが・・・)

放浪癖:

幼稚題…三輪車で金田の叔母さんの家までフラフラ行く(一度行くと記憶に残っている)

小学2年…自転車で新居浜の叔母さんの家までフラフラ行く(途中挫折)

高校 1年…東京へ桜田淳子の追っかけでフラフラ行く(かなりガチで)

社会人…飲み会の途中で抜けてフラフラ街をさまよう

現 在…地に足がしっかり着いてます

《会社紹介》

Hana三昧:花商品・雑貨販売・お祝い・葬儀用スタンド生花等

Hug garden :外構・エクステリア工事(門・塀・庭・カーポート等)

(株)横内造園:個人庭園・公共造園・緑地工事・維持(努定他)工事等

四国クレーン:クレーンのリース事業

以上

2016年~2017年度会長を務めさせていただきます。どうぞご指導・ご協力よろしくお願い致します。



第 2661回例会記録 H.2 8. 7. 5 
第一夜間例会 18 時~:細川にて

出席報告

1.出席会員(51名中)

2.来訪ロータリアン

(伊予三島RC) 

・森貫達治様

・仁野 昭様

・白石英之様

-宮崎

・大西

・青木

・外山英敏様 ・高岡

・久米良樹様

(観音寺RC)
・森英治郎様

3.当日出席率

4.前々回補足修正率

(メイクアップ会員)

43名

茂 喜 様

英 彦 様

良 臣 様

淳様

84. 31 % 
94. 12 % 

6/24 矢野隆志会員(伊予三島RC)

入会式

①新入会員紹介(推薦者)鈴木 謙 会 員

②新入会員挨拶

梅錦山}Il株式会社 藤原康展氏

株式会社本田洋行 田辺龍夫氏

③四つのテスト額・会員バッジ贈呈

会長の時間

委員長の時間

・出席報告出席委員長石村栄一会員

会務報告

1.国際ロータリ一日本事務局 経理室

2016年 7月のロータリーレート

先週お伝えした(1ドル=106円)レー

トから、 1ドル=102円に変更になりま

す。

2.国際ロータリ一日本事務局

新ロータリ一年度へょうこそ

3. 2015 -2016年度ガパナ一事務所

ガパナ一事務所閉鎖のお知らせ

(6月 30日をもちまして、閉鎖いたし

ました。 9月末までは、直前ガパナ一事

務所として、残務整理を行います。)

4. 2016年 7月 近隣クラブ例会のお知ら

せ(出席委員会)

ニコニコニュース

横内…本日第一例会。

いろんな思いで迎えさせていただ

きました。楽しい例会、居心地の

良いクラブを目指したいと思いま

す。 1年間よろしくお願い致しま

す。

谷 …①今年度最初の例会です。

一年間皆様宜しくお願い申し上げ

ます。

②今年度週報の挿絵は、土肥会報

委員長に、谷品子の「ピエロjを

選んで頂きました。母に代わり感

謝申し上げます。

石川豊…本臼から、宇高次年度会長予定者

の横で、前列に座らせていただき

ます。プログラム委員長の石川で

す。 1年間よろしくお願いします。

石川雅…構内会長、谷幹事、 1年間気合を

入れて頑張ってください。

宇高光…本日より、前テーブルに席をおか

せて頂きます。欠席が目立たぬよ

う、 100%の出席を目指して精進

致します。

佐々木…やっと解放され、バトンタッチで

す。大西宣弘SAA、これから 1

年間、ニコニコを宜しくお願いし

ます。

鈴木謙…本日より、藤原様、田辺様の 2人

の新しい会員が入会致します。会

員の皆様よろしくお願い致します。

尾藤…横内会長、谷幹事、一年間頑張っ

てください。私は本年度、親睦委

員長でお世話になります。

大西宣… SAAの初仕事となりました。多

くのユーモアあふれるニコニコを

お待ちしています。

クラブ協議会

①会長運営方針発表

②会長就任挨拶

③幹事就任挨拶



食事と交歓 (司会:高橋

①会長挨拶

賢司会員)

横内文行会長

高畠重章会員②乾杯音頭

③食事と交歓

④ソング 「手に手つないでJ
ソングリ ーダー 高畠重章会員

山川浩一郎会員⑤中締め

近隣RCの例会日

7月14日附新居浜RC
(7/12に新居浜南RCと合同例会)

7/14、リーガ新居浜にて、メーキャ ッ

プの受付をしております

7月 14日開観音寺RC

(観音寺商工会議所)

7月 15日後)伊予三島RC

(三島商工会館)

7月19日(刈観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

7月 19日同新居浜南RC
(リーガ新居浜)

例会プログラム

7月 19臼(必

(職業奉仕委員会担当)

結婚記念、祝

(定例理事会)
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