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副院長就任挨拶

　皆さん、こんにちは。私は昨年の５月から呼吸器内科部長として坪井病
院に勤務し、早１年の月日がたち、４月から副院長を拝命しました。前理
事長の坪井栄孝先生は（前日本医師会長、前世界医師会長）私が医師として
修業時代を過ごした東京築地にある国立がんセンターのOBでもあります。
現理事長の坪井永保先生は前理事長の意思を引き継ぎ、福島県内で唯一の
ホスピスを有するがん専門病院を築き上げています。坪井永保先生のモッ
トーの一つに、「良い医療は良いスタッフによる良い組織から生まれる」、
患者に安全かつ安心の医療を提供するには、医療従事者側の心のゆとりが
ないといけないと述べています。この考えにはまったく同感します。私は、
この１年間我が家（坪井病院）のファミリーメンバーを知り、コミュニケー
ションをとることに重点をおきました。我が家の家族はよく働き、よく面
倒を見てくれます。患者さんおよび家族にとっても居心地のよい、安心で
きる診療環境を提供出来ていると自負すると共に、日々努力しております。
これからも患者の皆様や福島県の医療の向上に更なる貢献をしたいと考え
ておりますので、是非当院を我が家と思い相談してください。最後に、私
は苦境に陥った時、思い出す言葉は、アメリカの詩人、ロングフェローの
言葉で“雲のうしろではいつも太陽が輝いている”意味することは、“つらい
時でも希望とチャンスは必ずある”という励ましです。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
精進していきますのでご支援の方よろしくお願いします。

　このたび、副院長を拝命いたしました山下直行です。お話をいただいた時
には、一外科医の私には病院全体という大きな視野で仕事をすることはでき
ないのではないか、という不安から、一度はお断りすることを考えてしまい
ました。しかし、今までやってきたことを発展させる形で、病院、そして何よ
り、地域の医療に貢献、ご恩返しをしよう、一生懸命、頑張らせていただくし
かない、という気持ちで務めさせていただく所存です。
　私にできること、それは、外科というチームでやってきたことを坪井病
院というより大きなチームで発展的に行い、地域医療の一助とする、とい
うことだと思います。発展ということは継続はもとより、社会情勢、医療
事情に合わせた形で自分たち自身も変革しなければならないと思います。
これまで、鏡視下手術の導入や播種性胃癌に対する腹腔内化学療法（および
その後の切除）の導入などでは先進施設との情報交換により、時には福島県
という枠を越えて患者さんに貢献することができました。特に食道癌に対
する鏡視下手術や腹腔内化学療法などを県内でも先駆けて行うことができ
たのは、外科スタッフ、看護部、検査部門、麻酔、手術室、NSTから医療
連携などの事務部に至るまで“チーム坪井病院”の力が発揮されたからだと、
このチームにいることができた喜びを感じております。
　私という人間の根幹は高校、大学時代にやっていた９年間のラグビーと
ここ坪井病院の外科での15年で培われたと思っております。私の好きな
rugby spirit ”One for all, all for one”という気持ちで病院、地域のみなさん
とのチーム医療を進め、名誉理事長の言われた“医道士魂”を胸に、微力な
がらみなさんのお力を借りて大好きな郡山、福島の医療に貢献できれば幸
いです。そして私がここで外科医として育てていただいたように、若い人
が魅力を感じられる坪井病院にしてゆきたいと思います。
　人生経験も浅く、浅学菲才の身でありますが皆様のご支援をいただいて
この身に過分な職務を務めさせていただければ幸せです。
　今後とも宜しくお願い申し上げます。

副院長兼呼吸器内科部長

森　清志

副院長兼消化器外科部長

山下 直行



　この度、副院長職を拝命いたしました看護部長の清水でございます。皆様には日
頃より当院の診療につきましては厚志なるご理解とご協力を賜り感謝申し上げま
す。副院長職を受けるにあたり、果たして看護師である私が病院の経営に携わる要
職をお受けしても良いものかという戸惑いと不安が先立ちました。そのような中、
理事長はじめ医局の先生方の後押しが大きな支えとなり、前向きに取り組んでみ
たいという意志に変わりました。
　病院という組織の中で看護部は、他の職種に比べ職員の数が多いこともあり、発
言権の軽んじられている部署ではありません。しかし、私が副院長になるというこ
とは看護部だけではなく職員の代表として現場の声を病院運営に反映させるとい
う大きな使命と役割があるということを忘れてはいけません。とかく、病院という
ヒエラルキーの中では医師が主導権をとることは当然のことですが、敢えて看護
職を当用したということは、当院が組織として健全で透明性が高く、より一層有機
的な運営を目指すという強い姿勢を感じ入ります。
　森副院長、山下副院長の集学的な診療体制に加え、患者さんとご家族の視点に
立った看護の力で、理事長、院長、安藤副院長と共にこれからも、地域に愛され
る坪井病院を目差し努力していきたいと思います。
　看護部の理念は「患者さんの思いを大切にした看護をする」です。いくら高度で
最先端の治療をしても、患者さんの思いに添っていなければ、良い結果は生まれ
ません。患者さんと「対話」のできる療養環境がない限り適正な医療は提供できな
いのです。
　医療は質が問われる時代になりました。病を得ても様々な価値観や個々を取り
巻く環境に対応できる受け皿が必須となります。予々、理事長が構想としてあげ
ておりますQOL（生命の質・医療の質・生活の質）センターはまさにそれが具現
化するものです。多職種がそれぞれに専門性を出し合い、「大切なあなた」のため
にできることをする、そんなセンターを作っていければと思います。坪井病院は
がんの病院ですが「がん」だけではありません。ホスピスマインドをもった全人的
な医療を提供する病院です。どうぞ末永く坪井病院をご利用いただきますようお
願い申しあげ、ご挨拶とさせていただきます。

副院長兼看護部長

清水 千世

　初めまして。４月１日付で坪井病院に赴任致しました。群馬大学医学部を昭和52年卒
業の岡崎　篤と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　放射線腫瘍医として外科・内科をはじめ多くの診療科の先生方のご支援を頂きながら、
根治的放射線治療から姑息緩和的治療まで、外部照射に加えて術中照射・全身照射（骨髄
移植の前処置）、腔内照射や組織内照射、放射性ヨウ素療法（甲状腺癌のI-131治療）、さら
には所謂集学的治療の形でがん診療に従事して参りました。
　全国的に放射線腫瘍医が大幅に不足している時代ですが、ここ坪井病院では私が最初
の常勤となります。理事長と虎の門病院でご一緒するなかで、またと得難いお人柄に触
れたことが契機となりました。連携医療機関をはじめ多くの関係者と協調しつつ、がん
患者さんには寄り添いつつ、滅私奉公の覚悟で日々の診療に当たりたいと考えております。
なお、昨年８月に福島県立医科大学の放射線腫瘍学講座教授に就任した鈴木義行先生は
群馬大学の後輩に当たります。これまでと同様に福島でも協力態勢を組んで参りたいと
考えております。

放射線科
Atsushi Okazaki
岡崎 　篤
群馬大学医学部卒
専門：放射線治療

消化器外科
Aya Yamagishi
山岸 杏彌
日本医科大学大学院卒
専門：消化器外科・大腸肛門外科

　４月１日より坪井病院へ赴任いたしました。日本医科大学消化器外科入局、日本
医科大学付属病院より赴任いたしました。
　専門は消化器外科、特に大腸肛門外科を行っており、最近では腹腔鏡手術も取り
組んでいます。
　2007年の会津赴任以来、福島県での勤務は２度目になります。福島県の方々の温
かさと優しさが、私はとても好きです。また四季豊かな自然を楽しみにしています。
　皆様にお力をかりながら、福島の医療にわずかながらも貢献できたらと思ってお
ります。また桜、初夏、紅葉、そして趣味のスキーと福島の自然を心から楽しもう
と思っております。何卒よろしくお願いいたします。

新　任　医　師　紹　介



薬剤師外来がはじまりました

　現在、国民の２人に１人は「がん」になるといわれています。その「がん」と闘うための新しい抗がん剤や、
抗がん剤の新しい組み合わせ方法などが次々と開発され、さらに条件によっては内服だけの治療で十分効果
がある抗がん剤も数多く登場したことなどにより長期生存が可能になり、QOL（=生活の質）を大事にした治
療が望まれるようになってきました。同時に嘔吐などの副作用を和らげるためのお薬も進歩し、結果として
治療を受ける方々がそれぞれの生活を中心に外来で治療を受けることが可能になっています。
　ところで、がん治療に使われる抗がん剤にはどのようなものがあるのでしょう。
① 従来からある副作用が比較的強い抗がん剤
② 前立腺がんや一部の乳がんで使用されるホルモン療法剤
③ がん細胞に特徴的な目印を狙う分子標的薬
④ 免疫治療剤（現在使える疾患が限られています）
　以上のように抗がん剤は大きく４つのタイプがあり、これらを単独または複数使用することになります。
これら抗がん剤の副作用といえば、脱毛、悪心・嘔吐、口内炎、骨髄抑制（血液の成分が減る副作用）による
感染症や貧血、末梢神経障害（しびれなど）、皮膚障害などがその主流でした。しかし新しい分子標的薬や免
疫治療剤は予期せぬ新たな副作用が現れることもあり、特に外来で受ける治療は、入院治療のように医師、
看護師など病院スタッフが常に近くにいるわけではないので、患者さん本人が抗がん剤の正しい知識を持ち、
副作用の種類や現われる時期、対策法を理解して治療を進めていく必要があります。そこで抗がん剤に対す
る理解を深め外来治療を少しでも安全に、そして効果的に、また少しでも安心して治療をしていただけるよ
う、当院では消化器外科でがん治療をされている方を対象に福島県で初めての「薬剤師外来」を開設しました。
開設した２月は15名の方が薬剤師外来を利用され、抗がん剤の説明、治療スケジュールの確認や副作用対策
などを行いました。
　当院における薬剤師外来の流れは、はじめて抗がん剤治療をされる方と、継続治療中の方では内容が少し
違います。
【はじめて抗がん剤治療をされる方】
　はじめて治療を開始される方は、主治医の診察後、依頼を受けたがん治療の専門的知識をもった薬剤師が
治療のスケジュール、お薬の使い方、現われやすい副作用とその対策の説明、あわせて高血圧や糖尿病など
ほかに治療中のお薬があればその内容を確認させていただき、これから始まる治療薬との飲み合わせまで確
認します。（図１）

【継続治療の方】
　継続治療の方は、検査を済ませた後、診察までの待ち時間を５～10分お借りしてがん治療の専門的知識を
もった薬剤師が予約制で面談をします（図２）。面談ではお薬が飲めているかどうか、必要な常用薬が不足し
ていないかを確認し、主治医へ処方提案をすると同時に、副作用の確認をしてその対策についてセルフケア
や主治医への副作用対策のためのお薬の提案をし、その効果の確認まで行います。場合によっては生活上の
不安や、主治医に話しにくいこともお話ししていただき、患者さんの思いをうまく治療につなげられるよう
に工夫をしていきます。また痛みのある患者さんには、痛みのコントロールにも対応します。

　現在薬剤師外来は、消化器外科外来でがん治療をされている患者さんが対象になっていますが、一人でも
多くの患者さんに安全かつ円滑に治療ができる新しい形のチーム医療を提供するため、順次対象診療科を拡
大していきます。
　なお、薬剤師外来を利用するには主治医からの依頼・予約が必要になります。ご利用の際は主治医までご
相談ください。

特 集

薬剤部主任　伊與田　友和（がん薬物療法認定薬剤師/外来がん治療認定薬剤師）

検査 診察 薬剤師
外来

治療

検査 診察薬剤師
外来

治療

図１．はじめて抗がん剤治療を
される患者さんの診療の
流れ

図１

図２ 図２．継続治療患者さんの
診療の流れ



坪井病院リハビリテーションセンター
猫背を予防しましょう！

　コタツで食事をしている際やパソコンでデスクワークをしている際に、いつの間にか猫背になっていま
せんか。見た目はさることながら、肩回りの血流が滞ることで肩こりになったり、胸の動きが妨げられる
ことで浅い呼吸になってしまうなど、体への悪影響は少なくありません。
　日頃から良い姿勢を保ち、適度なストレッチを取り入れ、健康に努めましょう。

【姿　勢】
＜コタツでの食事＞

【ストレッチ】
各５回を目安に、痛みのない範囲で行いましょう。

悪い例 良い例

＜パソコンでのデスクワーク＞
悪い例 良い例

正面を向いたまま頭を
右に倒し、耳を右肩に
近づける。反対側も同
様に行う。

背筋を伸ばしながら、
右手をまっすぐ上に伸
ばし、左へしなるよう
に右手を動かす。反対
側も同様に行う。

両腕を肩の高さまで広
げ、胸を反らす。

両手を右に向けながら、
体を右へ捻る。
反対側も同様に行う。

＜首のストレッチ＞ ＜脇腹のストレッチ＞ ＜胸周りのストレッチ＞ ＜腰周りのストレッチ＞



平成27年度あすなろ健康講座開催スケジュール

　「病気の治療に歯は関係ない。」　そんなことはありません。
　虫歯や歯周病は、全身的な病気にも繋がります。口腔内が汚れていると、細菌が増え、気管、食道、血液
を通り全身へ広がり、誤嚥性肺炎や心筋梗塞、脳梗塞など重大な病気を引き起こすことがわかっています。
また、手術部位の治癒を遅らせたり、手術後に栄養が低下すると全身的な炎症を引き起こすこともあります。
　当院では、平成21年３月より、NST（栄養サポートチーム）業務の一環として、歯科衛生士による専門的
な口腔ケアを行っています。
　口腔内のトラブルがある方を中心にケアを行っていますが、昨年11月に私が常勤で入職し、手術前後の
口腔ケアやブラッシングのアドバイス、口腔粘膜の状態チェック、歯の痛みや入れ歯の不具合がある方には
訪問歯科の受診の検討や、歯科との連携を随時図れるようになりました。
　今年の４月からは医科歯科連携の体制をとり、これから手
術を受ける方に歯科受診をお勧めし、歯科医師会と連携を強
化して、患者さんのQOL（生活の質）の向上を目指した口腔
ケアを提供しています。
　口腔ケアは看護師も行いますが、歯科衛生士が口腔に関す
る知識を生かし、一人ひとりに合わせた口腔ケアを行い、肺
炎や感染症の予防、口内炎のトラブルの予防に努めてまいり
ます。また、お話しをすること、笑うことも口腔機能の改善
になります。コミュニケーションを大切にしながら、病気の
早期回復の手助けになるよう取り組んでいます。

　坪井病院では年５回、地域住民の方々に医療について幅広く知っていただき、また困ったことを話せ
る場として「あすなろ健康講座」を開催しています。お気軽にお越しください。

※第26回は４月18日に終了しました。

第27回 平成27年６月20日㈯
あなたの肺は何才ですか？ 佐藤孝平（臨床検査技師）

みずから招く病（やまい）タバコ病と肺の病気について 森　清志（副院長兼呼吸器内科部長）

第28回 平成27年９月19日㈯
退院支援って知っていますか？ 星　美加（医療ソーシャルワーカー）

三森沙織（退院調整看護師）

おしりの健康　パートⅢ
～肛門の病気・大腸がんのわかりやすい話～ 湖山信篤（医師 外科部長）

第29回 平成27年11月14日㈯
乳がん患者会の活動について 大槻秀子

（看護師 乳腺サポートチーム）

あなたのためのがん検診 岩波 洋（院長 呼吸器外科）

第30回 平成28年２月20日㈯
在宅サービスでより良い生活を 富田まち子

（訪問看護師 ケアステーションあすなろ）

COPDという肺の病気について
～その怖さと予防法・治療法～ 坪井永保（理事長 呼吸器内科）

（※都合により講演内容、担当者の変更がある場合があります。ご了承ください）

会　　　　場：安積総合学習センター（旧サンフレッシュ郡山）
　　　　　　　郡山市安積町荒井南赤坂265　TEL.024－945－6466
お問い合わせ：坪井病院広報室　024－946－0808

歯科のない病院で歯科衛生士ができること
歯科衛生士　本　内　陽　子

入場無料
予約不要



ボランティア委員会　平野　三津美

　３月28日㈯14時から当院、外来待合ホールに於いて、ボランティア委員会主催のバザーが行われました。
　バザー当日は、病棟から来て下さった患者さんや面会に来ていたご家族、通院中でポスターを見てバ
ザーに来たと言う方々で賑わい、盛況に終了することができました。品物の提供にご協力をしていただ
き、お買い上げ下さいました患者さん、ご家族の皆さま、職員の皆さんへ心より厚く御礼申し上げます。
　当日の売り上げは51,690円となりました。売上金はあすなろカフェを始めとする、ボランティア委
員会の活動費として活用させていただきます。
　今後もボランティア委員会ではイベントを通し患者さん、ご家族、地域の皆さまとの交流を大切に活
動して参ります。

品物を選ぶ様子がとても楽しそう
です

患者さんから、素敵な手づくりの
バッグや小物を提供していただき
ました

たくさんの品物が集まりました

バザーのお礼とご報告

あすなろカフェって？
　患者さんやご家族同士の交流の場として定期的にあすなろカフェを開催しています。お茶を
飲みながらのお話し会や季節の行事などを企画しています。
　開催はその都度、院内にポスターを貼りお知らせします。 お気軽にお越しください。

表
　
紙

　
の

　
職

　
員

伊與田友和／　Tomokazu Iyoda　一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院薬剤部

資格・認定／　がん薬物療法認定薬剤師（日本病院薬剤師会）
　　　　　　　外来がん治療認定薬剤師（日本臨床腫瘍薬学会）

所 属 学 会／ 日本病院薬剤師会、日本医療薬学会、日本臨床腫瘍学会、
　　　　　　　日本癌治療学会、日本緩和医療学会、日本乳癌学会、
　　　　　　　日本臨床腫瘍薬学会（同委員）、日本緩和医療薬学会

薬剤師外来／　火曜日午後、木曜日および金曜日終日の消化器外科外来に合わせて対応
　　　　　　　※平成27年５月１日現在



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


