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東日本大震災から５年を経過して
「双葉郡の復興はなるのか？」

ドック健診　井坂　晶
（双葉郡医師会　顧問）

　千年に１度の巨大津波を伴って発生した東日本
大震災は、自然災害だけでも過去に稀な、甚大な
被害を被ったばかりか、人災ともいえる福島第一
原発事故は、とてつもない被害をもたらした。
　岩手県、宮城県は災害復興がどんどん進んでい
る。ニュータウンが出来、復興の実感が見え、将
来の希望を持って前向きに進んで、活気を感じる。
しかし、福島県浜通りは原発事故で、生活の場を
根こそぎ奪われ、未だに、これからも手がつけら
れず、早めに帰還宣言した広野町、川内村、楢葉
町でさえ、震災前の半分にも満たず、楢葉町は６％
しか戻っていない現状をどう考えていいのか。
　震災５年を経過するのに、未だに仮設生活を余
儀なくされ、脱却できずにいる。復興庁が福島市
に置かれても、果たして復興が加速されただろう
か。今、双葉郡は除染作業で日中はダンプカーや
作業員の車が頻繁に往来し賑わっているが、住居
できない夜間は不気味である。今は、牛やダチョ
ウこそ現れないが、イノシシ、イノブタ、ウサギ、
小動物などが頻繁に出没している。人の住んでい
ない家屋は傷む一方で、とても住める状況ではな
い。壊すしかない辛さに耐えきれず、悲観して自
ら命を絶つ人も出ている。
　双葉郡の各町村長は、早期帰還、町の復興再生
を訴え、頑張っているが、安心して帰還出来るに
は、何と言っても放射線汚染の問題が解決しない
と難しい。若い人は戻らない。子育ての家庭は帰
らない。帰りたいと思っても５年も経つと避難地
に生活の基盤が出来てしまうと動きが取れない。
住民が戻るには安全の確保、除染や放射性物質の

汚染された廃棄物の管理、処分、放射性モニタリ
ングと推移、原発の廃炉処理など難題が解消され
ることが先決と思われる。その上で道路、鉄道、
ライフラインの整備、住宅、居住環境の整備（マー
ケット、医療福祉施設、金融、郵便、公共サービ
ス、農産業、就職、交流センターなど）が必要で
ある。これらが整っても帰る人は高齢者ばかり、
おのずと人種が入れ替わることになるのではない
だろうか。昔に戻ることはないと思われる。

この５年間に出来た主な施設、これから出来る予定の
施設
　23年　 放射線医学県民健康管理センター
　　　　（福島県立医科大学）
　24年　 ふくしま国際医療科学センター
　　　　（福島県立医科大学）
　　　　 放射線災害医療センター
　　　　（福島県立医科大学）
　26年　福島再生可能エネルギー研究所（郡山市）
　27年　 常磐自動車道全線開通（３月）、
　　　　会津縦貫道路開通（９月）
　　　　「ふたば未来学園」中高一貫教育（広野町）
　　　　 公営復興住宅整備、環境創造センター
　　　　（三春町、南相馬市）
　　　　山木屋地区復興メガソーラー発電所
　　　　（川俣町）
　　　　浜地域農業再生研究センター（南相馬市）
　28年　福島医療機器開発支援センター（郡山市）
　　　　 楢葉遠隔技術開発センター
　　　　（モックアップ試験施設）
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　29年　 避難地域・再生可能エネルギー復興支援
プロジェクト

　　　　小名浜港の機能強化（いわき市）
　　　　廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟
　　　　（富岡町）
　　　　福島県水産種苗研究、生産施設復旧事業
　　　　（相馬市）
　30年　相馬福島道路（相馬IC－霊山IC間）（伊達市）
　　　　ふくしま復興再生道路８路線の整備
　　　　沿岸堤防復旧、相馬LNG基地整備
　　　　 大熊分析・研究センター（放射性廃棄物

研究施設）（大熊町）
　31年　J－ヴィレッジ営業再開（楢葉町、広野町）
　これらを見ると双葉郡の再生に力を入れている
とは思えない。

双葉郡の医療状況
◯震災直後から地元で活動継続した施設
　髙野病院（広野町）、馬場医院（広野町）。この施
設は避難せずに過酷な状況に置かれながら、ス
タッフ欠如のなか頑張った施設で頭が下がる思い
です。

双葉郡内の医療面で出来た施設、出来る予定の施設
　27年　川内村特定養護老人ホーム「かわうち」
　　　　土岐クリニック（10月 楢葉町）
　28年　県立大野病院附属ふたば復興診療所（２月）
　　　　富岡町立診療所（10月予定）
　　　　 ふたば２次医療救急センター（福島県立

医科大学）
　29年　富岡中央医院再開予定（４月）
　　　　双葉郡立診療所（いわき市）
　　　　双葉准看護学院（南相馬市）

医療面について
　震災および原発事故後、福島県の医師不足が深
刻で、震災直後県内医師250人不足、看護師470人
不足になり、現在なお、解消されず、特に若手医
師の不足が際立っている。
　双葉郡の状況は、さらに深刻で震災前の会員数
53名、震災後現在39名（県内26名、県外13名、死
亡２名）になっている。地元に帰る医師は稀と思

われる。県内にいる方は、ほとんどが病院に属さ
れている。県内で新たに開業されている方３名、
県外で開業された方２名。今後富岡町、浪江町が
Ｈ29年４月に帰還予定ですが、帰る町民は１割に
も満たないとすると、地元に戻って働く先生はい
ないと思われる。やって行けないばかりか成り立
たないことは明白。医師会そのものが成り立たな
くなることも考えられる状況です。現在医師会の
事務局は日本医師会より提供されたトレーラー仮
設診療所（大玉村富岡町仮設診療所）にて業務を
行っている。富岡町がＨ29年４月に帰町予定に伴
い、大玉の仮設診療所は廃止になる。代わりに富岡
町に新たに診療所を開設すべく準備中です。公設
民営で週５日診療予定ですが、当初は木、金、土の
３日間だけの診療になる予定。帰還住民が約1000
人位、他に作業員や東電関連企業の職員の健康管
理、相談指導を考え、週前半の３日間を富岡中央病
院（小生の施設）を充てることで、１次医療の確保
になるのではと考えている。震災の後始末をしな
がら、残された余生を残務整理に充てたいと考え
ている。どのように成るかは分かりませんが…。
　今なお、双葉郡の人達は県内外で避難生活を
送っており、避難生活の長期化に伴い、生活上の
不安や、定住も地を決めかねている方、家族ちり
ぢりになり一人暮らしの高齢者、引き籠り、孤独
死など、様々な課題が多様化、複雑化してきてい
る。原発事故が引き起こした問題は今後も長引く
であろう。個人の健康管理、風評被害、失われた
時間、生活のすべて、どれだけ補償されても元に
は戻らない。原発避難関連死が2,000人を超して
2,016人、これからもまだ増えると考えられる。
被災者の身体的、精神的負担は国の復興予算や東
電の賠償で解決できる問題ではないと思う。避難
者一人ひとりに、きめ細かな行政の対応が必要に
思う。
　最後に、震災直後、ビッグパレット避難所に駆
けつけ、支援いただいた郡山医師会の先生方、ボ
ランティアで手伝って頂いた医師の藤岡薫先生、
薬剤師の渡部照美さん始め、坪井病院の多くの
方々、さらに現在も各方面から暖かいご支援を頂
いており厚く感謝の意を表します。ありがとうご
ざいます。
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井坂　晶／　Akira Isaka　一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院

出　身　校／　岩手医科大学卒

専　　　門／呼吸器科

所 属 学 会／ 日本肺癌学会
　　　　　　　日本内科学会
　　　　　　　日本臨床内科学会

診　　　察／　月曜日午後、水曜日午後、ドック健診

新　任　医　師　紹　介
　平成28年４月１日より坪井病院病理診断科に赴任いたしました五十嵐誠治と申し
ます。昭和57年に福島県立医科大学を卒業し、平成３年からは前任地である栃木県
宇都宮市の栃木県立がんセンターで25年間、消化器や肺を中心に諸臓器の腫瘍性疾
患の外科病理診断、細胞診断に携わってきました。生まれは栃木県ですが、大学時
代を含めて若い世代の15年間を福島県で過ごしたことから、この度の坪井病院への
赴任は第２の故郷に戻ったような気持ちでいます。
　今後は福島県のがん診療の充実と発展に病理医として微力を尽くしながら、さら
に精進していく所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

病理診断科
Seiji Igarashi
五十嵐 誠治
福島県立医科大学院卒
専門：腫瘍の病理診断、細胞診断

消化器外科
Sho Kuriyama
栗山 　翔
広島大学医学部卒
専門：消化器外科

　４月１日より坪井病院消化器外科勤務となりました栗山翔と申します。平成22年
広島大学医学部医学科を卒業し、初期臨床研修を終え平成24年日本医科大学消化器
外科に入局いたしました。福島県また東北地方に住むのは人生で始めてのことであ
り非常に楽しみにしています。
　冬などはとても寒そうな印象をもっており、うまく過ごせるかすこしの不安を抱
いております。
　まだまだ勉強中の身ではありますが、皆様のお役に立てるよう精進して参りたい
と思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

病理診断科
歯科医師

Miho Kobayashi
小林 美穂
奥羽大学歯学部歯学科卒

　４月１日より坪井病院の病理診断科に赴任いたしました小林美穂と申します。奥
羽大学卒業後、15年間歯科診療の経験を積み、その後、平成25年から約３年間、栃
木県立がんセンターの病理診断科で研修をしておりました。
　大学時代の６年間を過ごした郡山で勤務できることを大変うれしく思っています。
福島では病理の現場が深刻化している現状を目の当たりにし、微力ながら福島の医
療のために貢献できるよう取り組んでいきたいと思っております。何卒よろしくお
願い申し上げます。
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　３月２日㈬、郡山ビューホテルアネックスに於いて、地域の医療機関の先生方をはじめ、メディカルスタッ
フの方々との交流の場として「第２回坪井病院地域医療連携フォーラム」を開催いたしました。当日は小雪の
舞う中、ご参加いただきました。心より御礼申し上げます。
　今回は、薬剤部主任伊與田友和による「診察前面談で外来がん化学療法を徹底支援する「薬剤師外来」」と、
緩和ケア認定看護師千葉久美子による「リンパ浮腫外来をはじめて」という題で、当院のチーム医療の中の特
殊外来である２つの外来について症例を交え講演いたしました。消化器外科医長山岸杏彌からは「当院にお
ける腹腔鏡手術」と題して、当院で行われた手術中の動画を交え講
演しました。講演後は情報交換の場として懇親会を設けさせていた
だき、参加してくださった先生方、メディカルスタッフの方々との
交流を深めることができ、充実した時間を過ごさせていただきまし
た。
　地域医療連携室もチーム医療のひとつとして、患者さんが安心か
つ安全な医療が提供できますよう、患者さんや地域の医療機関の
方々に心を込めて対応するよう努めていきたいと思います。

第２回坪井病院地域医療連携フォーラムを開催
地域医療連携室　中　　　亮　子

　相談支援センターとは、全国のがん診療拠点病院や地域がん診療病院に設置されているがんに関する
相談の窓口です。当院はがん診療拠点病院となっています。相談支援センターでは医療ソーシャルワー
カー、看護師が相談の対応をしております。
例えば…
・福祉のサービスについて知りたい
・医療費の支払いや経済的な不安を相談したい
・治療や療養に伴う疑問や不安を聞いてほしい
・家族の事を相談したい　などなど
　電話や来院での相談が可能です。来院での相談を希望される方は事前に電話での連絡をお願い致します。
　　医療相談専用ダイヤル 024－946－7630（直通）
※がん診療拠点病院とは…
　質の高いがん医療の全国的な均てん化を図ることを目的に整備された病院です。

医療ソーシャルワーカー　星　　　美　加

相談支援センターかわらばん Vol.14

　坪井榮孝名誉理事長が２月９日にご逝去されました。（享年88歳）
　坪井病院を創設し「醫道士魂」の信念を貫き、がん医療、地域医
療の充実に大きく貢献されました。
　３月27日ホテルハマツにおいてお別れの会を執り行い、県内外
から多くの方々が参列しご冥福をお祈りいたしました。

惜別　故 坪井 榮孝名誉理事長
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　２月６日㈯、郡山市中央公民館に於いて市民公開学術講演会「ジェネリックの真実」を開催致しました。
当日は会場が満員になるほど多くの方が訪れました。
　講演では薬剤部田崎政則部長が「ジェネリック薬って何？～そのメリットとデメリット～」と題して、
ジェネリック薬品の普及と背景、薬剤師によるジェネリック医薬品の選択などお話ししました。同じく
薬剤部伊與田友和主任が「がん治療とジェネリック薬～治療の要です、薬剤師～」と題して、抗がん剤の
種類や副作用、治療にかかる抗がん剤の費用、抗がん剤ジェネリックの課題をお話しし、当院の薬剤師
外来の取り組みを紹介しました。
　来場された方からは「とても勉強になりました」「薬剤師外来を知ることができてよかった」など多くの
ご意見をいただきました。また地域の皆さまに興味深い医療の話題をお伝えできる学術講演会を企画し
たいと思います。

市民公開学術講演会「ジェネリックの真実」を開催しました

　ジェネリック医薬品とはどのようなお薬でしょう？日本で最初に発売された新薬は、先発医薬品とも呼ば
れ特許を出願してから20～25年間、開発メーカーが独占的に製造・販売することができます。この先発医
薬品の特許期間が満了後、厚生労働省の承認を得て他の製薬メーカーが製造・販売できるようになったお薬
がジェネリック医薬品です。新薬に比べて開発費が大幅に削減できるため、新薬と同じ有効成分・同等の効
き目でありながら、お薬の価格を低く抑えることがでるので、患者さん個人の医療費負担を軽くするだけで
なく、国の医療費削減にも大きく貢献することが期待されています。
　一般に医療機関、保険薬局が独自にどの製薬会社の医薬品を使用するかを決定しますが、当院が入院患者
さんに使用するジェネリック医薬品は、
①先発医薬品と本当に同じで安全であるかの科学的根拠が豊富にあるか
②製薬メーカーが副作用やその対策に対する情報提供体制が整っているか
③災害などにも影響を受けない安定した流通ラインを確保できるか
などを基本に約50項目のチェックリストをつくり、当院の医療薬学認定薬剤師が評価し選択しています。
しかし、人の体には個人差があり、また添加物の違いから効果や副作用の現れ方の強さが変わることがある
かもしれません。当院において治療される患者さんでご不明な点がありましたら、主治医又は看護師を通し
て、当院の薬剤師が対応いたします。

薬剤部　伊與田　友和

ジェネリック医薬品とは

薬剤部 田崎政則部長 薬剤部 伊與田友和主任



７

坪井病院リハビリテーションセンター
筋力トレーニングをしてみましょう

　冬が終わり、だんだん暖かくなってきました。冬の寒さから体を動かす機会が減り筋肉や基礎代謝が低
下する原因になります。そこで今回は、座ってできる上半身の筋力トレーニングをご紹介致します。腕の
重みでも効果があるので気軽に行ってみてください。

☆ポイント
1．息を止めずに行いましょう。
2．ゆっくりとした動作で行ってみましょう。
3．痛みが出たら無理をせず中止しましょう。
4．一つの運動を10回程度から行ってみましょう。
5．続けることが大事です。

①準備体操　肩の上下運動
息を吸いながら肩を上にあげ、吐きながら戻
します。

＊身近なものを使用して
500mlのペットボトルに水を入れると0.5kgの鉄アレイ
の代わりになります。

③腕を横に開く
息を吐きながら腕を横に上げ、吸いながら戻
します。

②腕を前に伸ばす
息を吐きながら腕を前に上げ、吸いながら戻
します。

④肘を曲げる
息を吐きながら肘を曲げ、吸いながら戻します。

⑤腕を後ろに動かす
息を吐きながら後ろに伸ばし、吸いながら戻
します。
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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）

●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

【平成28年度　あすなろ健康講座】
　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31回は４月16日に終了

日　時 講　演　内　容 講　師

第32回 平成28年６月18日㈯
健診結果を活かした健康づくり「健診、ドックの重要性」 井坂　晶（医師　ドック健診）

家庭でできる血圧管理～はじめましょう、減塩食～ 柴原初江（管理栄養士）

第33回 平成28年９月17日㈯
おしりの健康パートⅣ
～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）

リンパ浮腫外来 千葉久美子（緩和ケア認定看護師）

第34回 平成28年11月19日㈯
こころの健康 坂寄　健

（日本医科大学付属病院 精神神経科）

終活について～緩和ケア、痛みと上手に付き合うには～ 奥川孝子（ホスピス病棟看護師）

第35回 平成29年２月18日㈯

毎週初診の方がみえています!!　見つけてもらおう、見つけ
てあげよう！睡眠時無呼吸症候群 坪井永保（理事長 呼吸器内科）

リハビリテーションの大切さ
～呼吸リハビリテーションと廃用症候群の予防～ 遠藤正範（作業療法士）

（※都合により日時、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

入場無料
予約不要


