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「改革と保守」

理事長

坪井 永保

　明けましておめでとうございます。年頭にあた
り、ご挨拶をさせていただきます。
　ここ数年の地球規模の気候変動に伴い、昨年も
集中豪雨、台風などの異常気象と記録的猛暑に悩
まされた１年でした。そのような中、３人の日本
人ノーベル賞授賞者が出たり、テニスの錦織　圭
選手が大活躍したりなど明るい話題もありました。
はたして今年はどのような１年になるでしょうか。
　昨年、４月に公益法人移行制度に従って当財団
は「財団法人」から「一般財団法人」に移行しました。
従いまして現在は名称が「一般財団法人慈山会医
学研究所付属坪井病院」となっています。しかし、
患者さんにとっては何の影響もございません。ご
安心ください。
　５月には病院機能評価の更新がありました。５
年ごとの更新で今回４度目の更新になります。病
院機能評価とは、病院が組織的に医療を提供する
ための基本的な活動 （機能） が、適切に実施され
ているかどうかを評価する仕組みです。評価調査
者 （サーベイヤー） が中立・公平な立場にたって、
所定の評価項目に沿って病院の活動状況を評価す
るものです。評価の結果明らかになった課題に対
し、病院が改善に取り組むことで、医療の質向上
が図られます。今回の当院の評価結果はＡ評価が
８割を占め、最高の評価が１件「地域に向けて医
療に関する教育・啓発活動を行っている」の項目
に付けられました。ちなみに再審査や改善報告の
指摘は一切なく、非常に優秀な結果でした。日頃
職員たちが行っていることが間違いないことと、
今回の更新に当たっての専任担当者と各部署のス
タッフの並々ならぬ準備が報われた結果となりま

した。
　さらに８月に「ケアステーションあすなろ」が
オープンしました。かねがね、当院の在宅ステー
ションを開設したいと思っており、すでに長年坪
井病院には在宅ホスピス、在宅ケアのシステムが
ありましたが、このたび在宅リハビリテーション
の機能も備えたケアステーションを、坪井診療所
の機能変更として同じ場所に開設いたしました。
同時に坪井診療所はその長い歴史に終止符を打ち
ました。
　今年はまず「薬剤師外来」が開設されます。２月
に開始予定です。県内でも初の薬剤師による専門
外来です。服用方法・量の確認、治療スケジュー
ルの説明、有害事象とその対策の説明。併用薬の
確認などを医師の診察後に行います。患者さんも
今まで以上に安心して薬を服用できるようになる
と思います。チーム医療ではとても重要な構成要
素になります。この薬剤師外来の他、口腔ケア外
来、リンパ浮腫外来などの特殊外来も引き続いて
開設していきたいと思いますがこちらにつきまし
ては時期は未定です。
　「改革を恐れると停滞が始まる」と言われます。
守るべきものは守りつつ、しなければいけないこ
と、した方が良いことについては迷い無く実行に
移す。こんな姿勢でこれからも取り組んでいきた
いと思っています。
　当院は、がんの専門病院としての責務とともに
地域の住民の方の健康管理、安心と安全の医療を
提供することをこれからもしっかりと保ちつつ、
日々精進してまいります。
　今年も坪井病院をよろしくお願いいたします。



中央検査部　原　田　仁　稔
　10月11日㈯、11月２日㈰坪井病院講堂で福島県細胞検査士養成講習会が行われました。東京から合計５
名の講師を招き、研修会が無事終了しました。この研修会は昭和62年から実施しており、今年で28回目を
迎えました。毎年４月から11月まで、月１回日曜日に細胞検査士資格取得を目指す県内の臨床検査技師を対
象に行っています。この研修会で育ったスクリーナーは県内で42名、県外７名です。東日本大震災後はがん
研究会有明病院付設細胞検査士養成所同窓会OBが福島復興支援として、３年連続で休日返上して駆けつけ
て一緒に研修会を手伝ってもらっています。また11月２日の研修会には宮城県から２名の参加がありました。
現在東北地区で研修会を開催しているのが坪井病院だけなので、合格した受験生の口コミが広がっていて、
ここ４年間ですが、青森県や宮城県から受講したいとの問い合わせが来るようになりました。平成26年度細
胞検査士認定試験が、12月13日㈯、14日㈰に東京富士大学で行われ、新しく３名の細胞検査士を誕生させ
ることができました。研修会を通じて人の絆や、人材育成の大切さを改めて再認識できたこと、微力ではあ
りますが、地域に発信できたことなど、この研修会を通じて学ぶことが出来ました。継続は力なりという言
葉がありますが、継続するエネルギーは、一人の力だけでなく、周りの人達のサポートが重要なアイテムです。

福島県細胞検査士養成講習会

緩和ケア認定看護師　樽　川　栄　子
　11月８日㈯～９日㈰に「平成26年度がん診療に携わる医師およびコメディカルに対する緩和ケア研修会in坪井病
院」がホテルハマツで開催されました。当院でこの研修会が開催されるようになり７年目を迎え、今回もさまざまな
職種の方が参加されました。
　研修会は医師を対象にした緩和ケアの研修会です
が、医師以外の医療者も受講できるように対象を広
めています。内容は、痛みや呼吸困難感、吐き気な
どの辛い症状に対しての講義や、事例を通しての具
体的な考え方やコミュニケーションについても学び
ました。当院緩和ケア部部長の佐々木聡医師を中心
に、専門の医師を迎え行いました。
　当院は地域の開業医の先生方をはじめ看護師、薬
剤師、ソーシャルワーカー、理学療法士、臨床心理
士、ケアマネージャーの方々など多くの医療者の方
と連携を図り、緩和ケアが患者さんの治療やケアに
反映され、ご希望される生活が送れるように努めて
いきたいと考えています。

地域がん診療連携拠点病院
緩和ケア研修会を開催しました



　　 冬に流行するインフルエンザの話

呼吸器内科部長

森　清志
　インフルエンザは、インフルエンザウイルスを病原とする気道の感染症です。流行が周期的に現われてく
るところから、16世紀のイタリアの占星家たちはこれを星や寒気の影響（infl uence）によるものと考え、これ
がインフルエンザの語源であると言われています。日本では、毎年必ず11月頃から翌年の３月頃にかけて流
行し、突然の発熱や全身の倦怠感などの症状が特徴です。インフルエンザは、伝染性が非常に強く、症状が
激しく重症化しやすいなどから、普通のかぜとは区別すべき病気です。特に高齢者や乳幼児は重症化しやす
いので注意が必要です。インフルエンザは、いまだ人類に残されている最大級の疫病であります。今回はイ
ンフルエンザに関する病気の特徴、予防、検査、治療についてお話いたします。

●「かぜ症候群」とインフルエンザの違い
　「かぜ」とは、鼻・のど・気管などの呼吸器にさまざまな病原体が感染して起こる急性の病気の総称で、正
確には「かぜ症候群」と言います。「急性鼻炎」「急性咽頭炎」「急性扁桃炎」「気管・気管支炎」などを含んでいま
す。病原体のほとんどは、ライノウイルス、RSウイルスなどのウイルスで、くしゃみ、鼻水、のどの痛み、
咳などの呼吸器の症状と、発熱や頭痛などの全身症状が出現します。
　「インフルエンザ」の特徴とは、①伝染性が非常に強く、あっという間に人から人へうつり、広い範囲で流
行すること（学級閉鎖等）、②症状が激しく重症化しやすいこと（普段のかぜでは仕事を休まない人も、イン
フルエンザでは欠勤する）、③肺炎や脳症などの合併症や持病の悪化を引き起こして、死に至ることもある
こと（インフルエンザの流行時期に一致して日本全体の死亡率が高くなる）。これらの事項などから、インフ
ルエンザは慎重な予防対策と発生後の対応
が必要で、普通のかぜとは区別すべき病気
です。
　表には典型的な症状とされるものを表記
しましたが、インフルエンザウイルスに感
染していてもこれらの症状がすべて現れる
わけではありません。一般に、重症化しな
い限りは、症状はだいたい約１週間でおさ
まりますが、高齢者などでは肺炎等の合併
症を起こしやすいため注意が必要です。

●どうやって感染し広がるか
　インフルエンザは強い伝染力を持ち、人
から人へくしゃみによる飛沫（ひまつ）の飛
散などで感染し、広い範囲で「流行」を引き
起こします。インフルエンザを発病する前
日から発病後３～７日間程度は感染力（他
の人にうつる力）があると言われています。
　インフルエンザ患者のせきやくしゃみな
どとともにインフルエンザウイルスが小さ
な飛沫（しぶき）となって空気中に飛び散り、
これを周りの人が吸い込むことや、インフ
ルエンザウイルスがついた手で、目や口を
触ることで感染します。感染しても、必ず
発病するとは限りません。その人にインフ

特 集

インフルエンザ 普通感冒

発熱 急激 緩徐

悪寒 強い 弱い

優勢症状 全身症状 上気道症状

発熱 高い
しばしば39～40℃

ないか
あっても37℃

全身の疼痛
（腰痛・関節痛・
筋痛など）

強い なし

重病感 あり なし

鼻・喉頭炎 全身症状に後続する 先行する・顕著

経過 一般的に短い 短いが長引くことあり

合併症 気管支炎・肺炎 少ない・中耳炎・副鼻
腔炎

発生状況 流行性 散発性



ルエンザウイルスに対する免疫（抵抗力）があれば、感染しても発病しなかったり、軽い症状で済むことがあ
ります。飛沫はおよそ２ｍ飛ぶとされています。小学校などでインフルエンザが流行するときに、すぐ隣で
あったり前の席に座っている子がうつされやすいことはよく経験します。

●予防策の第１歩としてのインフルエンザワクチンの接種の励行
　インフルエンザの流行や健康被害を抑える第一の方策は、インフルエンザワクチンの接種による予防です。
予防接種を受けておくことで、発病や入院、死亡のリスクを下げることが期待できます。
　人間の身体には、ウイルスに感染するとそのウイルスを排除する働きをもった物質（抗体）を作り、次に同
じウイルスが入ってきても感染症になりにくくする「免疫」という働きがあります。この働きを利用するのが、
ワクチン接種です。
　インフルエンザの予防接種の主な目的は、高齢者や小児、基礎疾患を持っている人などの「ハイリスク者（イ
ンフルエンザに感染することによって重い健康被害に至る危険性が高い人）」が、入院や死亡などの重篤な状
態になるのを防ぐことですが、多くの人に接種を実施して周囲の人に感染が広がることを抑えることも重要
です。乳児などインフルエンザワクチンの接種対象外の人、ならびにアレルギーなどのために接種が受けら
れない人以外は、すべてインフルエンザの予防接種の対象となります。自分自身をインフルエンザの危険か
ら守るため、周囲の人への感染を防ぐために、できるだけ予防接種を受けましょう。
　予防接種を受ける時期について、インフルエンザワクチンを接種してから抗体ができて予防効果が発現す
るためには、およそ２週間かかると言われています。年によって異なりますが、一般的に日本では12月頃か
らインフルエンザの流行が始まることを考えると、12月頃までに接種を完了することが望まれます。

●予防策の第２歩としての日常生活での注意事項
　予防の基本は、流行前にインフルエンザワクチンを接種することです。インフルエンザワクチンの接種以
外では、「外出後は手洗い、うがいを行う」「人込みを避ける」「咳エチケット（マスクをするなど）」などの対策
が重要です。
　予防の基本として、流行前にインフルエンザワクチンを接種、インフルエンザが流行したら、①人込みや
繁華街への外出を控える。②外出時にはマスクを利用。③室内では加湿器などを使用して適度な湿度に
　インフルエンザは、インフルエンザにかかった人の咳、くしゃみ、つばなどの飛沫（ひまつ）と共に放出さ
れたインフルエンザウイルスを、のどや鼻から吸い込むことによって感染します（これを「飛沫感染」といい
ます）。また、インフルエンザは感染しやすいので、インフルエンザにかかった人が無理をして仕事や学校
等へ行くと、急速に感染を広めてしまうことになります。
　インフルエンザが流行してきたら、特に高齢者や慢性疾患を抱えている人や、疲れ気味、睡眠不足の人は、
人込みや繁華街への外出を控えた方がよいでしょう。空気が乾燥すると、インフルエンザにかかりやすくな
ります。これはのどや鼻の粘膜の防御機能が低下するためで、外出時にはマスクを着用したり、室内では加
湿器などを使って適度な湿度（50～60％）を保つとよいでしょう。

●インフルエンザの診断・治療
　迅速診断法の登場で、早期の診断が容易になりました。インフルエンザにかかっているかどうかを知るた
めには、その症状の原因がインフルエンザウイルスであることを確かめなくてはなりません。インフルエン
ザウイルスに感染しているかどうかを調べるには、以下の２つの方法があります。①インフルエンザウイル
スがいるかどうかを調べる。②身体の中にインフルエンザウイルスに対する抗体が出来ているかどうかを調
べる。
　近年、「迅速診断法」という方法が開発され、８～15分で結果を知ることができるようになりました。
　インフルエンザの治療の基本は、症状を緩和するための対症療法と、抗インフルエンザウイルス薬による
治療です。対症療法について、熱がつらい場合には解熱薬を、鼻水には抗ヒスタミン薬や鼻汁分泌抑制薬を、
のどの痛みには消炎鎮痛薬やうがい薬を、咳や痰には症状に応じて鎮咳薬を、というように、それぞれの症
状を抑える薬を使用します。解熱薬は種類によっては使用を避けるべきものがあります。市販の解熱鎮痛薬
やかぜ薬（総合感冒薬）の一部にはそのような解熱薬を含んだものがありますので、安易に手持ちの薬を使う
ことはお勧めできません。市販の解熱鎮痛薬やかぜ薬（総合感冒薬）を購入する場合は、薬剤師によく相談し
てください。また、病院・診療所で処方される場合も、使用方法を医師・薬剤師に確認するようにしましょ
う。特に十分な睡眠が大事です。また、水分を十分に補いましょう。



坪井病院リハビリテーションセンター
座って出来るタオル体操

　今回は座って出来る簡単な体操をご紹介します。ご自宅でも簡単に出来る体操です。
　準備するものは自宅にあるタオルをご用意ください。

⑴背中を伸ばす体操（５回）
●手を上げて頭の上まで伸ばします。
● 手を上げるときに息を吸い、戻すときに息をはきます。

⑵肘を前後に動かす体操（５回）
●息を吸いながら、肘を後ろへ引きます。
●息をはきながら、肘を前へ伸ばします。

⑶体を横にひねる体操（左右10回）
●息をはきながら、体を右へひねります。
●息を吸いながら、体を正面へ戻します。
●反対側も同様に行います。

●注意点●
●体を伸ばすときは息を止めないようにしましょう。
●痛みのない範囲で行いましょう。

⑷胸を広げる体操（５回）
●両手を上げた状態からタオルを頭の後ろへ引きます。
●息をはきながらタオルを頭の上へ伸ばします。

⑸体を横に伸ばす体操（左右10回）
●息をはきながら、体を右側へ伸ばします。
●体を伸ばしたら息を吸って、元の姿勢に戻します。
●反対側も同様に行います。



来てくれました。
　１バンド目のc

セセ

eceの皆さんは、「chu-lip」や「イン
ベーダーインベーダー」などポップな曲を中心に振り
付けを付けて、会場を盛り上げて下さいました。２
バンド目の柊

ひいらぎ

季の皆さんは「時代」や「最後の雨」など、
懐かしい曲の数々を歌って下さいました。「異邦人」
では一緒に口ずさむ患者さんもいらっしゃいました。
少し早めのクリスマスを楽しい歌の数々で過ごすこ
とができました。

　相談支援センター・地域医療連携室の統括課長の大槻と申します。今回は、相談支援センターのスタッフが、
どのような一日を送っているか紹介したいと思います。
　相談支援センター？坪井病院においでになった時にセンターと言っても、部屋が一つしかないと疑問に思わ
れた方もいたのではないでしょうか。医療ソーシャルワ―カー（以下ＭＳＷ）と統括看護課長が在席する相談室、
退院調整看護師が在席する部署を合わせて相談支援センターと呼びます。相談支援センターの一日は、医事課
の朝礼参加と地域医療連携室との合同ミーティングから始まります。ミーティングでは、その日のスケジュー
ルや紹介患者さんの確認をしています。相談室に戻りケースカンファレンスを始めます。介入している患者さ
んの進捗状況や新規相談の情報を共有し、担当者が互いに相談及びそれぞれの立場からの提案等をしています。
毎週火曜日には、リハビリスタッフも参加し、身体機能や住居環境の側面からの情報も盛り込んで、チームに
よる多角的な支援を心掛けています。ＭＳＷ・看護師・リハビリスタッフが密にカンファレンスを行なうこと
で、それぞれの職種の役割を知る機会にもなっています。
　電話と面談による外部からのご相談、患者さんやご家族との面談、担当者会議・介護認定調査への同席、緩
和ケア入退棟判定会、各病棟とのカンファレンス、委員会への出席等と多忙な一日を送っていますが、視野を
広く持ち新しい情報に耳を傾け皆様のお役に立てるよう努力しています。
　相談室は本館１階エレベーター脇にございますので、気軽にお声掛けください。

相談支援センター・地域医療連携室 統括課長　
大槻 秀子

相談支援センターかわらばん Vol.12
『相談支援センターの一日』

キャンドルサービス・クリスマスロビーコンサート
　12月17日㈬、毎年恒例のキャンドルサービスとク
リスマスロビーコンサートが行われました。
　キャンドルサービスは職員が賛美歌を歌いながら
各病棟を周りました。
　ロビーコンサートは電飾などで華やかなステージ
になった外来待合ホールに、ゲストの福島大学公認ア
カペラサークルR
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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
土曜日午後、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




