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夢は在宅ケアへ　～ケアステーションあすなろ始動！～

理事長

坪井 永保

　皆さんにとって、最も居心地のいい場所はどこ
でしょうか。人は病気になった場合、心身を治す
ために病院やクリニックなどの医療機関を利用し
ます。その施設も暖かい空気に包まれ安心して過
ごすことができなければいけません。とは言って
も、長年住み慣れた自分の家に勝るものではあり
ません。衣食住という、好きなものを着てくつろ
ぎ、体調によって変化した食欲や食べ物の好みを
満足させるような食生活を送り、使い慣れた寝
具・風呂・トイレを使って暮らす。自分を包む吸
い慣れた空気の中で生活する。これに勝るものは
ないのではないでしょうか。
　このたび坪井病院では、平成26年８月１日に訪
問看護、訪問リハビリテーションを主な機能とし
た「ケアステーションあすなろ」を開設いたしまし
た。場所は旧坪井診療所のありました郡山駅前で
す。スタッフは看護師、作業療法士、医療事務な
どの精鋭たちです。看護師やリハビリテーション
スタッフがご自宅に伺い、在宅生活環境をサポー
トします。ご自宅で療養生活を送る要介護の方、
治療が必要あるいは、医療機器を使用している方、
健康に不安のある方の暮らしを専門的な視点でサ
ポートします。
　「病気や障がいを持っていても自宅で暮らした
い」「でも本当にやっていけるかどうか不安」「可能
な限り自立した生活を送りたい」「自宅で最期を迎
えたい」などの悩みをお持ちの方に対してスタッ
フたちが支えます。
　具体的なサービス内容は、①療養生活のアドバ

イス（栄養や排泄方法、療養環境の整備、薬の説
明）、②日常生活のお世話（身体の清拭、洗髪、入
浴・食事・排泄などの介助）、③床ずれの予防や
傷の手当て（床ずれ防止の工夫やアドバイス、床
ずれの処置）、④在宅リハビリテーション（体位交
換、関節などの動かしかたのアドバイス、日常生
活の練習（食事・排泄・移動・入浴・歩行等）、福
祉用具、自宅改修の提案や相談、外出・趣味活動
の提案など）、⑤ターミナルケア、緩和ケア（痛み
のコントロール、療養生活の援助、療養環境の整
備、看取りの体制援助、利用者・家族の精神的支
援、人生の最期を住み慣れた自宅で）、⑥症状・
障がいの観察と看護、服薬管理（病気や障がいの
状態・血圧・脈拍・服薬などのチェック、異常の
早期発見、⑦医師の指示による医療処置・医療機
器の管理（注射、点滴、痰の吸引、在宅酸素、チュー
ブなどの管理、インスリン注射・血圧測定、人工
肛門管理）、⑧認知症のケア（認知症状に対する看
護・介護相談、生活リズムの調整、コミュニケー
ションの援助・事故防止のケア）、⑨ご家族（介護
者）への支援・相談（介護方法の助言、病気や介護
不安の相談、健康管理、相談窓口の紹介）、⑩社
会資源のご案内（福祉用具や介護用品の提案）、以
上10項目です。（ケアステーションあすなろのパ
ンフレットより引用）
　まだまだスタートしたばかりで不慣れな点も
多々ございますが、地域の皆さんと一緒によりよ
い在宅ケアに取り組んでいくつもりです。
　今後ともよろしくお願いいたします。



ケアステーションあすなろが開所しました

ケアステーションあすなろ管理者

富田 まち子
　このたび、郡山駅前の旧坪井診療所に訪問看
護・訪問リハビリの事業所として「ケアステー
ションあすなろ」がオープンしました。訪問看護
師３名、作業療法士１名、事務職員１名、全員が
在宅療養を支援していくことに熱い情熱を燃やし
ております。
　病気や障がいを抱えた方とそのご家族が、在宅
でより良い生活を送れるよう、意思決定・日常の
介護とアドバイス・医療処置・リハビリテーショ
ン・社会資源の活用・症状緩和・在宅看取り・遺
族ケアに至るまでサポートしていきたいと考えて

おります。
　ステーションの運営は未経験のスタッフばかり
です。軌道に乗るまでは、多々ご迷惑をおかけす
ることになるかもしれませんが、関連機関との連
携に努め、利用者とご家族が安心して生活できる
訪問看護、担当医や介護支援事業所から信頼され
る訪問看護事業所を目指していきたいと思います。
　なお、当ステーションは坪井診療所の時と同様
に、坪井病院無料送迎車の停留所としてご利用い
ただいております。どうぞお気軽にお声をおかけ
ください。
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専　　　門／呼吸器内科（呼吸器系腫瘍の診断と治療）
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員会の「画像診断分類委員会」委員、International Association for the study of 
Lung Cancer
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新　任　医　師　紹　介
　平成26年５月１日から坪井病院呼吸器内科に赴任しました。前任地は栃木県宇都
宮市の栃木県立がんセンターに約27年間勤務しておりました。専門領域は呼吸器内
科で、特に呼吸器腫瘍の診断と化学療法です。生まれは九州の宮崎県都城市です。
大学卒業後２年間の臨床研修医を終え、その後は国立がんセンターを皮切りに、腫
瘍学を学んできました。微力ながら呼吸器科腫瘍医として福島県のがん医療の充実
と震災復興に尽力し、これからも、「一期一会」の精神で、病気を治すだけでなく、
病人を治す医者を目指して、日々精進していきたいと考えております。呼吸器内科

Kiyoshi Mori
森　 清志
北里大学医学部卒
専門：呼吸器内科

呼吸器内科
Tomohiro Wada
和田 知博
東邦大学卒

専門：呼吸器内科

　７月１日より坪井病院に赴任しました、和田知博です。今回、新任医師紹介とい
うことで簡単に自己紹介させていただきます。
　出身は東京です。平成18年に東邦大学を卒業し、東邦大学大森病院で２年間の初
期研修を行いました。その後同院呼吸器内科へ入局し、現在に至ります。
　私自身、東京を離れて生活をすることは初めてとなります。いままで東北地方に
はほとんど縁がなかったので不安な部分がありますが、早く普段の生活に慣れるこ
とができればと思っております。
　また、東北地方は方言が独特であるときいております。表現のニュアンスが最初
はなかなかつかめなく、何度も同じようなことをきいてしまうかもしれませんが、
どうかよろしくお願いします。
　精一杯頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。

呼吸器内科
Masamitsu Shimizu
清水 理光
弘前大学卒

専門：呼吸器内科

　10月より赴任しました清水理光と申します。平成23年３月弘前大学卒業。埼玉県
深谷赤十字病院で２年間初期研修の後、平成25年４月より日本医科大学呼吸器内科
専修医として勤務しております。
　私は６年間学生時代を東北で過ごしました。東北地方は水や空気がきれいで、食
事も最高に美味しく、人々は皆親切で優しく、学生時代楽しかった思い出しかあり
ません。そのような環境の中で過ごすうちに、私はいずれは地域医療を担う医師に
なりたいと思うようになりました。しかし、そのためにはまず先進医療を学ばなく
てはならないと考え、大学卒業とともに関東へ出てきてしまいました。少し後ろめ
たい気持ちがありましたが、この度、坪井病院への赴任が決まり、少しでも東北の
地域医療に貢献できることを嬉しく思います。精一杯がんばりますので、これから
よろしくお願い致します。
　最後に、私の趣味はスキーです。磐梯山が白く雪化粧をする季節が楽しみです。

呼吸器外科
Tomohiro Shimoda
下田 朋宏
日本医科大学卒
専門：消化器外科

　10月１日より坪井病院に赴任致しました、平成18年卒業の下田朋宏です。
　日本医科大学卒業後、同大学付属病院で初期研修を行い消化器外科に入局いたし
ました。郡山は北国という事もあり、寒さが厳しいそうですが、郡山に赴任して人々
の温かさに助けて頂いております。消化器外科として福島の医療に貢献できるよう
に精一杯努力させて頂く所存ですので、宜しくお願い申し上げます。



　７月26日土曜日ビッグパレットふくしまに於いて、「肺の日記念市民健
康フォーラム」を開催しました。 天気もよく暑い日でしたが、郡山市内外
から246名の方が来場されました。 
　第１部の基調講演は坪井永保理事長が「今、肺炎について考える～死因
第３位のこの病気にどう立ち向かうか～」、わたなべ歯科クリニック渡邊
哲先生が「口腔ケアについて～誤嚥性肺炎～」と題して講演をされました。 
　第２部では昨年に引き続き原口あゆみさんが「心に響く日本の歌メド
レー」をはじめ「蘇州夜曲」など倉本洋子さんの伴奏で美しい歌声を聴かせ
ていただきました。フルート奏者の佐藤眞人さんは榊原聡子さんの伴奏で
「愛の挨拶」やフィギュアスケート荒川静香さんのエキシビジョン曲「You 

Raise Me Up」などを美しいフ
ルートの音色で演奏されました。
原口あゆみさんと佐藤眞人さんはこの日会うのが初めてでしたが、「宵待草」
と「故郷」を歌とフルートの演奏で共演されました。 
　今年も、第１部と第２部の間には「座ってできる呼吸体操」を行いました。
来場された方々からは「先生方の話が解りやすく勉強になった」、「次回も楽
しみにしています」、「色々な測定が受けられるので嬉しい」など、たくさん
の感想をいただきました。 

　９月27日土曜日の午後から当院の講堂で、第９回「乳がん患者
会」が開催されました。参加者は患者さんと家族43名と多数の方々
においでいただきました。乳腺サポートチーム一同御礼申し上げ
ます。
　今回の講師には金曜日の乳腺外科を担当していただいている、東
京都保健医療公社荏原病院の日野眞人先生をお招きし「乳がん術後
のフォローアップの方法」について講演していただきました。乳が
んのガイドラインに沿って話され参加者の方にはショックを受け
た方も中にはいらしたのではないかと思いましたが、日野先生はあ
くまでもガイドラインであるということを説明されていました。
　坪井病院での術後フォローアップの基本方針は、①２～３ヶ月の問診、触診②骨シンチ、胸部CT（肝臓を含む）③
６ヶ月に１度の視触診、としています。再発を早期発見しお互いの安心のためにも血液検査や症状に合わせた検査
も必要であることを聞き、参加された方は安心されたと思います。患者さんのアンケートでは「参加してよかった」
「最新の治療や再発状況について理解できた」「フォローアップCTの意味がわかった」初めて参加した方は「前からこ
んな会がないかと思っていた」と回答をいただきました。
　平成27年は患者会を開催して10回の節目を迎えます。患者会のネーミングや院内でいつでも相談できる窓口の開
設等できるところから検討していきたいと思います。なにかお困りのことがありましたら気軽にお声を掛けていた
だければ対応させていただきたいと思います。
 乳腺サポートチーム　大槻 秀子

肺の日記念
市民健康フォーラムを開催しました

乳　が　ん　患　者　会



坪井病院リハビリテーションセンター
座って出来るバランス練習

　今回は前回に引き続きバランス練習です。座って行う運動を紹介させていただきます。その日の体調や
転倒に注意して行ってください。

全身運動

⑴背筋伸ばし
● 手を挙げて背筋を伸ばします。
● 手を挙げるときに息を吸い、戻す時にはくように
しましょう。

●５回行います。

⑵つま先上げ練習
●座った状態からつま先を上げて、３秒保持します。
●３秒後足を元に戻しましょう。10回行います。

⑶膝伸ばし練習
●座った状態から膝を伸ばし３秒保持します。
●３秒後元に戻しましょう。10回ずつ行います。

⑹背筋伸ばし
●⑴をもう一度行って終了です。

⑷足踏み練習
●両手を大きく振りながら足踏みしましょう。
●10回行いましょう。

⑸タオルギャザー
●タオルを敷きそのうえに足を乗せます。
●足の指でタオルをつまむように手繰り寄せましょ
う。タオルの端まで手繰り寄せたら反対の足も同
様に行います。



　皆さんは「終活」という言葉を聞いたことがありますか？
　終活とは「人間が人生の最期を迎えるにあたって行なうべきことを総括したこと」「人生の終焉を見つめ、準備
することで今をよりよく生きようという想い」と定義されますが、婚活・就活などと同じく生きている時の活動
に対する流行り言葉といえるでしょう。
　終活の中身には、セカンドライフの生き方を考える、エンディングノートの作成、自身の葬儀や墓の準備、
相続の計画、遺言の作成、遺品整理などが挙げられます。
　最近の相談支援センターへのご相談の傾向として、独居・老老世帯・ご家族がいても遠方というケースが増
えているように感じます。先日は「本人の希望で葬儀はお別れの会形式にしたい」というご家族からの相談や「遺
言を作りたいけどどうしたら良いか」という患者さんからの相談がありました。
　それらに対し、ソーシャルワーカーは、お気持ちや具体的なご希望・お考えを伺いながら、専門家などの関
係機関にお繋ぎし連携を図っていくことができます。先程の二例について、前者は家族葬に力を入れている葬
儀社様をご紹介し（そちらはご本人やご家族がプロデュースする葬儀を家族葬と捉えています）、後者は司法書
士などが在籍する企業様と連携を図りました。
　多くの方がキョトンとしますが、人間の死亡率は100％です。誰しもにいつか来るときに備えて、元気に普
段通りの生活を送れている時から周りの方とお話ししていきませんか。
　誰に話して良いか分からないという時は、ソーシャルワーカーにお声掛けください。

相談支援センター 　　　　　　　　
医療ソーシャルワーカー　塩田 剛士

　坪井病院が市民ソフトボール大会に出場したのは、
私の記憶を辿れば平成12年頃だったような気がしま
す。当時のメンバーはほとんどが退職しており、現
在のメンバーで残っているのは、医局では山下先生、
検査部では佐藤さん、放射線部の三村さんと服部さ
ん、事務では渡邊さんぐらいになってしまいました。
私も当時はキャプテンなどを務め、坪井病院のユニ
フォームを自分の好きな横浜大洋ホエールズ球団を
意識したデザインにした記憶が蘇ってきました。病
院対抗のソフトボール大会では、３位になったこと
はありますが、公式戦では勝った記憶がなく、今回
も残念ながら１回戦５回コールドで敗退しました。
今回監督という責任のある立場で試合に臨みました
が、練習には１回しか参加していないため、シート
ノックでの選手とのコミュニケーションが上手くい
かず、そのため試合では監督の采配が思うように発
揮できなかったことが敗因であります。けがだけは
させないようにと理事長から言われた教えと、終わっ
たあとの選手の笑顔、そして何より早朝にもかかわ
らず、看護部長をはじめとする大応援が選手を後押

しして頂き、最終回坪井病院の反撃を見せることが
できたことがよい思い出になりました。来季は、練
習不足と成績不振のため解任されていると思います
ので、初の１勝は次期監督に託したいと思います。
ソフトボールクラブの再結成に関しまして、ご尽力
されました、畠山代表、北野選手にこの場をお借り
して感謝申し上げるともに、職員の皆様方には本当
に温かいご支援を頂き試合に臨むことが出来たことに
対して選手を代表して感謝申し上げます。

ソフトボールクラブ　監督　原田 仁稔

相談支援センターかわらばん Vol.11
『終活　～終わり良ければ全て良し！～』

郡山市民 ソフトボール大会に参加 して



一般財団法人
慈山会医学研究所付属

福島県郡山市安積町長久保一丁目10番地13

TEL 024－946－0808（代）
URL　http://www.tsuboi-hp.or.jp

●診療科目
内科　外科　消化器内科　消化器外科　大腸・肛門外科　呼吸器内科　
呼吸器外科　乳腺外科　婦人科　放射線科　麻酔科　病理診断科　緩和ケア内科
病床数／230床（内 緩和ケア病棟18床）

●診療受付時間
月～金曜日　午前８時30分～11時30分／午後１時30分～４時
　　土曜日　午前８時30分～11時30分
予約専用ダイヤル／024-947-1599
（受付時間／月～金曜日：午前９時～午後４時）

●専門外来
乳腺外来　睡眠時無呼吸外来　禁煙外来　甲状腺外来

●がん相談（無料）
専用ダイヤル／024-946-7630（相談支援センター直通）
　受付時間／月～金曜日：午前８時30分～午後５時
　　　　　　　　土曜日：午前８時30分～午後１時

●地域医療連携室
専用ダイヤル／024-937-4778
（受付時間／月～金曜日：午前９時～午後４時）

●休診日
土曜日午後、第５土曜日、日曜日・祝祭日
年末年始（12月30日～１月３日）

一般財団法人慈山会医学研究所

ケアステーションあすなろ
福島県郡山市駅前一丁目12番３号

TEL 024－923－5121
〈事業所番号：0760390369〉

●営業日・営業時間
月曜日～金曜日：午前８時30分～午後５時

第２・４土曜日：午前８時30分～午後１時

●休日
第１・３・５土曜日、日曜日・祝祭日

年末年始（12月30日～１月3日）

坪井病院
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【交通のご案内】
福島交通バス、郡山駅前（❶番ポール）
■ 南タウン経由向陽台団地行　坪井病院前下車バス停❶
■ 須賀川行　安積行政センター入口下車 バス停❷ 徒歩15分
■ 安積団地行　安積行政センター前下車 バス停❸ 徒歩５分


