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坪井病院理念・病院理念・４本の柱
理事長挨拶 「躍動

〜ひと味違う病院をめざして〜」

リンパ浮腫外来がはじまりました
栄養部だよりVol.2
第１回坪井病院地域医療連携フォーラムを開催しました
地域がん診療連携拠点病院
平成27年度

緩和ケア研修会を開催しました

坪井病院乳がん患者会を開催しました

ホスピス緩和ケア週間

−ホスピス病棟見学会を開催しました−

坪井病院リハビリテーションセンター
−肩回りの筋肉を動かしましょう−

坪井病院理念
坪井病院は生命の尊厳と人間愛を基調理念として、地域におけるがん
専門病院としての自覚のもとに、高い水準の医療技術と全人的医療を
提供することによって、地域社会に奉仕することを目的とする。

基本方針

４ 本 の 柱
1．予防啓発

2．早期発見

禁煙教育やがん予防の講演活動などを行い、

積極的に検診活動を行うとともにレベルの

がんについての正しい知識の普及に努めて

高い総合的な精密検査などにより、がんの

います。

早期発見に努めています。

3．集学的治療

4．ホスピスケア

各科の医師が知識を出し合い、高い水準の

患者さんが人間としての尊厳を保ち、人生

治療技術と設備によって、がん患者の救命

の終焉を人間らしく生きるために、チーム

率の向上に努めています。

を組んでケアに努めています。

躍動

〜ひと味違う病院をめざして〜

理事長

坪井 永保
皆さんこんにちは。平成28年の新年にあたり、
ご挨拶を申し上げます。
東日本大震災からもうすぐ５年になります。人
それぞれ「あっという間の５年」や
「長かった５年」
など様々な想いがあると思います。
当初県外に避難されていた方々も徐々に戻って
来られています。全国的な少子高齢化の波は震災
前から本県にも押し寄せていました。本県は震災
後により一層波が加速されていましたが、一頃減
少した子供達の数も徐々に増え、赤ちゃんを抱く
お母さんの姿もだいぶ増えてきました。
今、国は「健康寿命の延伸」を謳っています。医
学と医療技術の発達により病気の多くは制御可能
になっております。がんも例外ではなく、がんに
なる場所（臓器）によっては完全に治るがんも多く
なってきました。これからはいかに健康で長生き
していくかが課題になっています。
がんの専門病院としてだけではなく検診、人間
ドック、生活習慣病の予防と治療など多彩な顔を
持つ当院は近年「薬剤師外来」
「リンパ浮腫外来」な
どの特殊外来を開設し、がんの治療とともに生活
復帰、社会復帰が円滑に進むように取り組んでお
ります。
また、以前から行っているリハビリテーション
は、がんの専門病院におけるリハビリテーション
という特色を生かしており、その内容は外科手術
の手術前から手術後退院するまで
（これを周術期
と言います）の患者さんに対するリハビリテー
ションと内科で治療を行う患者さんに対するリハ
ビリテーションに分けられます。
周術期では、手術前後に呼吸練習（腹式呼吸な
ど）、排痰訓練（痰を出しやすくする）、口腔ケア
などを行い術後の肺炎などの合併症を予防します。
また栄養サポートチーム
（NST）と連携し、術後
の食欲低下などによる摂取カロリーの低下や臥床
による身体機能の低下を予防して早目に立ち上
がったり、歩いたり出来るようにし、さらに退院
後の生活指導や運動の指導を行います。
内科で治療を行っている患者さんは、長期的な
治療や放射線療法、抗がん剤による化学療法の副
作用により、呼吸機能の低下や身体機能の低下、
精神的不安定に陥ることが多く、それらに対し身
体面のリハビリだけでなく精神面のケア、退院後

の生活指導や運動の指導も行います。
前述した口腔ケアは近年非常に重要な項目に
なっています。う歯（虫歯）や歯周病など口の中の
健康が保たれておりませんと食べ物がうまく噛め
ず栄養状態も不安定になるばかりでなく、口の中
の細菌が肺に入り「誤嚥性肺炎」を引き起こす可能
性が高まります。そこで当院では歯科衛生士が常
駐し、手術の前後や抗がん剤を使用する前後の口
腔ケアを実施しています。「お口の健康は全身の
健康に通ず」です。
がんの患者さんの多くは、治療後の生活や再発
の不安を抱えています。身体機能が改善しても精
神的不安を抱えていると退院後の生活水準は低下
してしまうと考えられます。リハビリは１対１で
行い、患者さんとの距離を身近にし、空間を共有
できる場面であります。このような場面を活用し、
精神面に対してもフォローしていく事が今後の課
題となります。
話は変わって。昨年は、がんになった芸能人の
方々がマスコミで、特にテレビでご自分の病状に
ついて公表されていました。検診の重要性を感じ
た方も多かったかと思いますが、一方で過去に同
じ病気になった方あるいは現在治療中の方々に
とっては、かえって不安を増幅させてしまったか
もしれません。マスコミは一方通行で、それを受
け取ったものにとってはすぐに疑問や不安が解消
出来ず、様々な憶測が渦巻いてしまう結果になり
ます。
私たち医療者はそういった方々の水先案内役に
なり、疑問、不安を解決し患者さんを安心に導く
役割があります。
医師としてだけでなく経営者としての私のモッ
トーの一つに「良い医療は良いスタッフによる良
い組織からのみ生まれる」があります。
案内役が沈んでいては何も生まれません。生き
生きと「躍動」する医療従事者達が提供する医療は
患者さんの安心と心と体の健康を生み、病気の予
防と治療に重要な役割を果たします。皆さんが健
康で長生きしていくためにはどうしたらよいかを
常に考えながら、他の病院とはひと味違う坪井病
院は前に進んでいきます。
今年も坪井病院をよろしくお願いいたします。

リンパ浮腫外来がはじまりました
緩和ケア認定看護師／医療リンパドレナージセラピスト
千葉

久美子

リンパ浮腫外来は乳がん、婦人科がん、大腸がん、泌尿器がんの術後、または放射線治療後に起こる、リ
ンパ浮腫の苦痛を和らげることができるようお手伝いをする外来です。今年の９月より毎週木曜日、完全予
約制で開始しました。現在、治療をしている乳がんの患者さんは、むくみがひどくお箸を持つこともできな
くなり不安を抱いていましたが、リンパ浮腫外来で治療を開始し、今はお箸が持てるようになりました。指
先も以前より動くようになったため、日常生活が少しずつ元に戻ってきたと喜んでいました。リンパ浮腫は
手術後すぐに発症する人もいれば、十年以上経過してからむくみが出る人もいます。むくみがひどくなって
からでは治療にも時間がかかります。早い時点でむくみに気が付いたらご相談して下さい。
患者さんが自分らしい日常生活を送れるよう、ライフスタイルや価値観を大切にしながらむくみと上手に
付き合って行けるよう支援することを目指しております。
●外 来 診 察 日

毎週木曜日（完全予約制）

●診

午後１時〜４時

察

時

間

●リンパ浮腫治療

毎週木曜日（完全予約制）

●治

午前９時〜午後４時

療

時

間

予約・問い合わせ
一般財団法人慈山会医学研究所 付属坪井病院
リンパ浮腫外来担当看護師 千葉 久美子
電話024−946−0808㈹
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「ファイトケミカル」ってご存じですか？
管理栄養士

柴原

初江

「ファイトケミカル」の
「ファイト（phyto）」はギリシャ語で「食物」、「ケミカル（chemical）」は「化学
成分」という意味、つまり「植物由来の化学成分」です。実は第7の栄養素ともいわれ現在注目されて
いる栄養素です。
ファイトケミカルは抗酸化作用をもつものが多く、老化予防の効果が期待されます。そのほかに
代謝の促進や免疫力の強化、脳機能の強化が期待されています。多くは野菜・果物に多く含まれ大
きく分けるとポリフェノール（ぶどう・赤しそなど）、カロテノイド（人参・トマトなど）、香気成分（柑
橘類・ミントなど）、硫黄化合物（にんにく・スプラウトなど）、多糖類（海藻・山芋など）に分類され
ます。
それでは、どうやってより多くのファイトケミカルをとればいいのか？野菜を食べるとなるとサ
ラダやジュースなどが多いのですが、煮出したスープには10〜100倍の抗酸化作用があります。１
つのファイトケミカル成分をとるよりも、さまざまな成分を組み合わせて取った方がより効果的です。
食物の力＝ファイトケミカルを摂り入れ抗酸化力や免疫力をアップさせることができます。多種の
ファイトケミカルを上手に取り入れるためには日々のメニューをできるだけ多様なものにするとい
いでしょう。食品の彩りに注意し色彩豊かで香りの高い食卓は目に楽しいだけでなくアンチエイジ
ングにも貢献してくれます。たくさんの野菜のパワーをいただきましょう。

第１回坪井病院地域医療連携フォーラムを開催しました
地域医療連携室

根本

美紀

９月10日㈭、郡山ビューホテルに於いて地域の先
生方と密接な連携をとることにより、患者さんに最
適な医療を提供できるよう、また患者さんのスムー
ズな受け入れやご紹介ができるようにするため、地
域の先生方やメディカルスタッフの方との情報交換
の場として
「第１回坪井病院地域医療連携フォーラ
ム」
を開催しました。
当日は台風18号の影響で大雨が降り続く足元の悪
い中、県内の医療機関の先生方や地域医療連携室ス
タッフの方にご参加いただきました。深く感謝申し
上げます。
講演は、原口秀司外科部長が
「肺がんにおける胸腔
鏡下手術」
、山下直行副院長兼消化器外科部長が
「坪
井病院・消化器外科における新規導入治療〜鏡視下
食道がん手術と播種性胃がんに対する先進医療・腹腔
内化学療法〜」
について動画を交えて話されました。
懇親会では、ご来賓の先生方と情報交換の場を持
つことができ、和やかな雰囲気で楽しいひと時を過
ごさせていただきました。
平成28年３月には「第２回坪井病院地域医療連携
フォーラム」を予定しています。各医療機関との連携
を密にしていくことで、患者さんが安心して受診で
きるようスタッフ一同努力していきたいと思います。

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
緩和ケア認定看護師

樽川

栄子

９月５日㈯〜６日㈰にホテルハマツに於いて「平成27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」を開催いたしました。がん拠点病院として当院での開催は８年目を迎えま
した。今年は例年より医師の参加が多く、幅広い年齢層で行われました。
この研修は「いつでも、どこでも、誰でも」
がんと診断された早期から緩和が受けられるようにと国の施策
を基に始められた研修会です。医師を対象に行われていますが、当院では看護師、薬剤師、ソーシャルワー
カー、理学療法士、臨床心理士、ケアマネジャーの方々な
ど多くの職種の方々が受けられるように募集をしています。
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、事例を通して具体的な対応・コミュニケーショ
ンなどについても学びました。
今後、更に多くの方が学ぶことで、患者さん・ご家族が
よりよい時間を過ごせるように、私たちもより充実した研
修会を開催していきたいと考えております。

平成27年度

坪井病院乳がん患者会を開催しました
乳腺サポートチーム

大槻

秀子

今年で10年目を迎えた乳がん患者会は、10月10日㈯の午後、患者さんとご家族25名の参加のもと開催
することができました。
永年、名称が決まらず患者会を開催してきましたが、
「坪井病院乳がん患者会」に決定したことを、
10年目に
して報告することができました。
今回の講演は、当院薬剤師の伊與田友和主任による「乳がん治療、知って安心副作用対策のPoint」につい
て、同じく薬剤師の渡部照美による
「サプリメントって、どう使う？」について話をいたしました。抗がん剤
治療薬や副作用出現時の対応薬、漢方薬の話、薬剤の裏技の話を聞き得した気持ちになりました。サプリメ
ントも過剰に取り過ぎるのは良くないことや、箱の注意書きを見るようにしなければならないことなど大切
なことがわかりました。
今回は、タレントの北斗晶さんの報道もあり、不安に思っていた方もいたと思います。乳がんの検診率アッ
プにはよかったのかもしれませんが、罹患している患者さんの中には混乱した方もいらっしゃったと思いま
す。乳腺専門の医師からもマスコミに惑わされないで、主治医に相談して下さいと説明していることを聞き
安心されたようです。
体験コーナーでは、自分だけのアロマヒーリングコロンを作りました。12種類の中から好きな香りを3種
類選択するのは大変でしたが、ワイワイ話をしながら自分だけのものを作ったことが、わずかですが皆さん
の癒しとなったようです。

ホスピス緩和ケア週間 −ホスピス病棟見学会を開催しました−
ホスピス病棟

奥川 孝子

日本ホスピス緩和ケア協会では、2006年度より
「世界ホス
ピス緩和ケアデー」の10月第２土曜日を最終日とした１週間を
「ホスピス緩和ケア週間」として、緩和ケアの普及啓発活動に
取り組んでいます。また、2008年度からは日本緩和医療学会
と協力して、活動を推進しています。

患者さんやご家族に紹介したホスピ
スプログラムです

当院でも、ホスピス緩和ケア週
間の活動として、10月20日に
「オー
プンホスピス」を開催しました。患
者さん、ご家族の方・職員など20人ほどの参加があり、アロママッサー
ジ・メイクアップ・自分史製作などの当院のホスピスプログラムの紹介
をしました。談話室でボランティアさんのコーヒーサービスを受けなが
ら、和やかな時間を過ごしました。また、医療ソーシャルワーカーによ
る医療相談も同時に行いました。
見学に来られたご家族の方より、「家族が入院しているので見学に来ま
した。患者さんたちが、にこやかにお話しされている姿を見て驚きました。
ホスピスでもこんなに穏やかに過ごせているのですね。イメージが変わ
りました。
」
とお話しされていました。
少しでもホスピスケアについての理解を深めるお手伝いができて良
かったと思います。これからも毎年ささやかではありますが、活動を続
けて行きたいと思います。

坪井病院リハビリテーションセンター

肩回りの筋肉を動かしましょう
冬のこの時期、冷えからくる血行不良やコタツでの食事・デスクワークでの長時間同じ姿勢などによっ
て首や肩回りの筋肉が硬くなりやすくなります。そこで今回は肩回りの筋肉をほぐす体操をご紹介致しま
す。場所を問わず行える体操なので、各５回ずつを目安に空いている時間を使って行ってみましょう。

①首回し

②首を前後に動かす

左右交互にゆっくり回します。

③肩の上げ下げ

首を前後に倒します。

④肩回し

両肩をもち上げ、
力を抜いてストンと落とします。

⑤腕を横へ開く

肘で大きな円を描くように前と後ろに回します。

⑥腕の上げ下げ

両腕を大きく横に開きます。

バンザイするように頭上まで上げます。

※ポイントと注意点
・可能な範囲で大きく動かすように心掛けましょう。
・痛みの出ない範囲で行いましょう。

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）

