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特 集

坪井病院で新規導入の消化器がん治療
副院長兼消化器外科部長 山下

直行

はじめに
がんの治療は心臓や脳（血管障害）の治療と異なり、１）初回（入院）治療が患者さんに負担が少なく安全に
行われている

２）治療後５年間の再発をいかに少なくできるか、という二つの点が重要になってきます。
（そ

れに対して、心臓や脳の治療は初期治療の段階でその結果がだいたい判明しています）再発を減らすために
周囲の臓器を一緒に切除したり（合併切除）
、通常より広い範囲のリンパ節を取ったり（拡大郭清）すれば手術
の合併症が増加したり、術後障害
（下痢や栄養障害など）が多くなることも懸念されます。
この二つの点のバランスを取るために、当院の消化器外科で近年導入した二つの治療、消化器がんの中で
最も負担の大きいといわれる

１）
食道がんに対する術前化学療法と胸腔鏡手術、最も難治といわれる

２）

腹膜播種を伴った胃がんに対する腹腔内化学療法（とその後の胃切除）をご紹介いたします。
１） 食道がんに対する術前化学療法と胸腔鏡手術
腹腔鏡や胸腔鏡といった体腔鏡を使った手術は創部の痛みが軽減できる手術法として近年、急速に広まっ
ていました。当院でも良性疾患である胆のう摘出はもちろん、胃や大腸についても５年以上前から行い、が
ん手術としての成績を含め検証し、その妥当性を確認しつつ継続して参りました。
昨年10月から消化器がん手術の中でも最も高侵襲（身体に対する負担がある）といわれる食道がんにも導入
いたしました。通常、食道がんの手術では頚部、胸部、腹部と手術範囲が３か所にわたり、創も多く、大き
いため患者さんの身体に対する負担や痛みが他のがん手術より大きいものになります。胃や大腸など他の体
腔鏡手術の経験から言うと胸部、上腹部の手術のほうが下腹部より創の痛みが強いため、胸腔鏡手術の導入
は有意義と考え、日本医科大学付属病院消化器外科食道グループと連携し導入いたしました。
食道がん手術に胸腔鏡手術を導入する利点
①

通常３か所を切開する創が著しく縮小できるので疼痛軽減の意義が大きい。

②

胸部は腹部に比較して内臓脂肪が少なく脂肪が手術操作を妨げにくい。

③

腹臥位（うつ伏せ）で行う場合、術者が一人で行う操作が多く、助手のアシストが手術に占める割合が少
ないので、習熟したスタッフをたくさん揃える必要性が低い。

もちろん、導入には食道がん固有の問題点
（③など）もあり、麻酔科、手術室スタッフなどとの綿密な打ち合
わせや協力のもとに行い、これまで３例に行い、皆さん開胸手術より早い術後経過で退院され、再発なども
なく通院中です。うち１例は治療前の進行がんでしたが、手術前の化学療法で著しく縮小し、胸腔鏡手術で
根治手術となっています。
２） 腹膜播種を伴った胃がんに対する腹腔内化学療法
消化器がんの中で頻度が高く、治すのが難しい病態としては腹膜播種を伴った胃がんがあります。胃がん
は近年、大腸がんなどに比べその死亡は減少傾向ですが、腹膜転移による再発や治療不能例が多く、食事も
食べられず、効果のある化学療法もできないということがしばしば見受けられます。当院では患者さんの負
担を大きくせず、効果的に播種性胃がんに腹腔内化学療法を通常の内服、点滴の化学療法に併用する治療を
数年前より県外からの患者さんも含め10例に行ってきました。うち、３例は根治的な手術を施行することが
できました。この治療は薬剤の投与経路に保険外使用の部分があるため、倫理委員会の承認を得た後、この
治療を開発した東京大学と連携し、その研究グループに入り先進医療として行っています。治癒させるとい
うだけでなく、大量の腹水などで動けない人が自宅に帰ることができるようになるという利点もあります。
このように坪井病院消化器外科では、県内でも先駆けた先進的な治療を一つひとつ、検証しながら着実に
進めております。治療にお困りのことがあるときや、セカンドオピニオンなどの際にはご遠慮なくご相談く
だされば幸いです。

【内視鏡】胸部中部食道に進行がん

化学療法後の内視鏡

腹臥位胸腔鏡下食道切除

胸腔鏡下食道切除術、胃管再建（下縦隔〜奇静脈弓切離）

胸腔鏡下食道切除術, 胃管再建（反回神経周囲〜食道切離）

退院時の創部

山下
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坪井病院医療連携機関一覧掲示について
地域医療連携室

大槻

秀子

この度、正面玄関を入った奥の坪井病院のロゴ
マークの隣に
「坪井病院医療連携機関一覧」を掲示
させていただきました。
郡山市内の医療機関をはじめ須賀川市、岩瀬郡、
田村市、田村郡、石川郡、白河市、西白河郡、東
白川郡の各医療機関に挨拶に伺い、医療連携に同
意をいただいた127の医療機関名を掲示していま
す。当院は、総合病院ではなく診療科も限られて
いますが、お時間を割いてお話を聞いていただい
た医療機関の先生方には深く御礼申し上げます。
私が相談支援センター、地域医療連携室の統括課長となったのは平成24年７月からです。外来に５年、
ドック・健診に４年勤務したことは、連携を取っていただいた医療機関を知る上で大変役に立ちました。
地域医療連携室では 顔の見える地域連携を目指す をスローガンに掲げ、年に２回は地域の先生方にお会
いする機会をいただいております。
挨拶に伺った時に開放型の病院と連携している掲示物を拝見し、どうして当院はできないのか疑問を感じ
たことがありました。中には手作りで当院の名前を掲げてくれていた医療機関もありました。東北厚生局に
連携病院として窓口掲示しても良いことを確認し、連携を取っていただける医療機関には水色の窓口掲示物
を持参いたしました。
浅川町や塙町に伺った際は、遠方から１日かけて精密検査のため不安な気持ちでおいでになっていたんだ
なということを、足を運んで分かりました。
ご紹介頂いた患者さんへは丁寧な対応を心掛け、退院後は引き続き紹介いただいた医療機関で診療を担当
していただけるように各医師に働きかけ、早期に紹介の返事を返すことができるよう密に連携を取りながら
対応していきたいと思っています。

相談支援センターかわらばん
今回は相談支援センターのメンバーを紹介いたします。相談支
援センターには医療ソーシャルワーカーの星、渡辺。退院調整看
護師の三森、宮地が在籍しております。地域医療連携室には事務
の根本、中、統括の大槻看護副部長がおり、この７名で連携を図
りながら患者さん、ご家族の相談を受けております。どうぞ、お
気軽にお声かけ下さい。
相談支援センターでは医療に関する不安や、悩みを解決するお
手伝いをしています。医療ソーシャルワーカーや看護師がお話し
を伺い、様々な医療機関と連携をとり、患者さんやご家族と一緒
に悩みを解決していきます。
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５月１日より婦人科部長として赴任いたしました森村 豊と申します。私は、平
成19年に福島県の第一号の婦人科腫瘍専門医の認定を受け、婦人科がんの治療にあ
たってまいりました。また、日本臨床細胞学会専門医として、子宮がん検診を受け
られた方にがん細胞やその前の段階の異常細胞が無いか判定をしています。このよ
うに婦人科腫瘍の診断から治療まで、一人ひとりの患者さんの全てに関わらせてい
婦人科
Yutaka Morimura

森村

豊

福島県立医科大学大学院卒
専門：婦人科腫瘍全般

ただきたいと存じます。
また、月経不順や更年期障害、老年期の問題などの治療も手掛けており、女性の
健康増進のために努めますので、婦人科に関することでお悩みの方は、是非、婦人
科を御受診ください。

「肺の日」
記念市民健康フォーラムを開催しました
7月25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。開場前
から多くの方が来場され、郡山市内外から270名の方が参加されました。
第１部の基調講演では「健康を守るキーパーも震えあがる肺の病気のツートップ〜 COPDと肺がんについ
て〜」と題して、坪井永保理事長がCOPDについて、森清志副院長兼呼吸器内科部長が肺がんについて講演
を行いました。
第２部では声楽家の原口あゆみさんが
「あざみの歌」などの童謡から、オペラの名曲である歌劇ジャンニ・
スキッキより「私のお父さん」など、倉本洋子さんの伴奏で素晴らしい歌声を聴かせてくださいました。郡山
女子大学ハンドベルリンガーズの皆さんは
「ミッキーマウス・マーチ」やポーランド民謡「はたけのポルカ」な
どをハンドベルで演奏してくださいました。最後にアンコールではハンドベルを伴奏に原口あゆみさんが
「ふるさと」を歌われました。
第１部と第２部の間には「座ってできる呼吸体操」を理学療法士の馬上修一さんのアナウンスの下に会場の
皆さんと呼吸体操を行いました。
来場された方々からは「わかりやすい講演だった」、「呼吸体操でリフレッシュできました」、「来年また参
加します」など、たくさんの感想をいただきました。

坪井病院リハビリテーションセンター

ストレッチをやってみましょう！
秋の季節となり、スポーツを行うには最適な時期になりました。今回はストレッチをご紹介します。ス
ポーツ前のストレッチは怪我の予防だけでなく、ゆっくりと呼吸することにより酸素の取り込みが良くな
り、血流が良くなります。また血流が良いと疲労の早期回復と冷え性の改善にもつながります。皆さんも
ぜひ、スポーツ前にストレッチを行ってみましょう。
次に肩を前後に５回ずつ回しましょう。

まず深呼吸を５回行いましょう。

１．胸と背中のストレッチをしましょう
１−１

腕を前に伸ばす

１−２

10秒間×３セット

腕を上に伸ばす

２．足のストレッチをしましょう

胸を前に反らす

左右10秒間×３セット

２−１太ももの前側を伸ばす

２−２ 太ももの裏側を伸ばす

腰を前に出すように太ももの
前側を伸ばす。

つま先は立てたままの状態で
体を前に傾けて伸ばす。

◎ポイント

１−３

２−３

ふくらはぎを伸ばす

踵は床につけたままふくらは
ぎをゆっくりと伸ばす。

腕や背中、足を伸ばした時や反らした時に息を吐いて、戻す時に息を吸いましょう。
ストレッチを行う際は痛みの出ない範囲で行うようにしましょう。
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病院栄養士だから出来る事
管理栄養士

古川

紗香

病院における管理栄養士の役割を知っていますか？
毎食提供される食事の管理や献立作成、厨房内の衛生管理を一番に
思い浮かべる方も多いと思います。基本となるこれらの業務は栄養士
や調理師と協力し行っています。その他に「病院の管理栄養士」として、
病気の治療、再発防止、合併症予防を目指し、患者さんの食事や栄養
の管理、栄養指導を行っています。さらに、より効果的に、患者さん
の個々に合った栄養・食事管理が行えるよう、管理栄養士を含む医療
チーム 栄養サポートチーム の一員としても活動しています。当院で
は、がんの闘病中の患者さんが多く、病状の進行や抗がん剤・放射線治療の副作用で「食べたくない」
「食べられない」状況によくあいます。しかし、
「食べる事」は治療に耐える身体を作り、体力低下に
よる感染症や褥創を予防します。また、緩和ケアにおいても食の関わりは大きいと感じます。最後
まで口から食べる事をサポートしていくのも私達の役割の一つです。
このように、病院において「食と栄養」は重要視されるようになり、その中で、患者さんと食を通
して関われるのも病院栄養士だからこそ出来る事です。患者さんにとってよりよい栄養サポートが
行えるよう日々取り組んでいます。

『看護の日』
イベントへご参加ありがとうございました
５月16日㈯13：00〜15：00外来ホールにて、看護師によるハンドマッサージとリハビリスタッフによ
る腰痛・肩こり体操コーナーを中心とする、
「看護の日」のイベントを行いました。看護師の仕事の理解を深
めてもらう活動の一環として、ナイチンゲールの誕生日の５月12日前後に全国で思い思いの活動がされて
います。
当院では、看護の日の啓発活動としてロゴマーク入りのティッシュペーパーと入院患者さん手作りの鈴付
きキーホルダーも配布しました。
入院患者さんやお見舞いにいらした方など30人以上の方に参加していただきました。
毎年、ハンドマッサージも体操も好評をいただいています。回を重ね
る毎に、マッサージの腕が上がっていると自負しています。また、ゆっ
くりとマッサージする時間が持て看護師にも癒しの時間になったと感じ
ています。
来年も多数の方の参加をいただけるよう、マッサージの練習をしてお
待ちしております。
奥川 孝子

ボランティア委員会 七夕フラパーティを開催しました
７月11日㈯、外来待合ホールに於いて、当院ボランティア
の水野さんとレイモミ小野フラスクール、９人の皆さんをお招
きして七夕フラパーティーが開催されました。
当日は病棟の患者さんを中心にお客様が集まってくださり、
色とりどりのレイをかけ参加しました。フラスクールの皆さん
はハワイを連想させる歌が流れる中、素敵なダンスや曲ごとに
変わる華やかな衣装で会場の皆さまを魅了して下さいました。
１曲ごとに会場から大きな拍手が送られました。途中、フラダ
ンスの手の動きと意味を教えていただき、会場のみなさんと一
緒にフラの手を動かしました。午後の短い時間の中でのフラ
パーティーでしたが、楽しいひと時となりました。

一般財団法人
慈山会医学研究所付属

坪井病院

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

【交通のご案内】

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

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
至郡山IC

（受付時間／月〜金曜日：午前９時〜午後４時）

至福島

至福島

至福島駅
郡山駅

至会津若松・郡山IC

●専門外来
乳腺外来 睡眠時無呼吸外来

禁煙外来

あづま橋

甲状腺外来

●がん相談（無料）

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）

笹原川

安積行政
センター
● バス停❸

安積中学校●

バス停❶

バス停❷

4
●消防署安積分署

郡山南郵便局●

土曜日午後、第５土曜日、日曜日、祝祭日
至須賀川IC

至須賀川

至須賀川

至須賀川駅

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

ケアステーション
あすなろ

●うすい

●
消防署

●
ビューホテル

幹線
東北新

4

●アティ

●
ビューホテル
アネックス

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）

至福島駅
郡山駅

●休日

至福島
至市役所

第２・４土曜日：午前８時30分〜午後１時

NTT●
あづま橋

至須賀川

東北本線

●中町立体
駐車場

安積永盛駅

岡崎産婦人科 ヨークベニマル
宮田泌尿器科●
●
● 安積店

●休診日

至須賀川駅

線
東北新幹

●地域医療連携室

国道４号バイパス

）

年末年始
（12月30日〜１月３日）
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東北本線

土曜日：午前８時30分〜午後１時

坪井病院

●
郡山警察署

東北自動車道

（

受付時間／月〜金曜日：午前８時30分〜午後５時

一般財団法人慈山会医学研究所付属

郡山南IC

至いわき

専用ダイヤル／024 946 7630（相談支援センター直通）

