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●坪井病院開院40周年記念講演会
撮影：荒井健二
（STDIO TAKE）

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。

躍動と進化を続ける「チーム坪井」

理事長

坪井 永保
新年明けましておめでとうございます。平成29

高血圧、糖尿病、高脂血症、COPD
（慢性閉塞性

年の年頭にあたりご挨拶を申し上げます。おかげ

肺疾患）、睡眠時無呼吸症候群などの生活習慣病

さまで当院は本年４月10日に開院40周年を迎えま

や禁煙外来など、現在ではがん以外の慢性疾患の

す。

診療も行っています。

坪井病院の歴史は初代理事長の故坪井榮孝が昭

がんに限らず、すべての病気の診断と治療に

和45年、国立がんセンターを辞し「地方において

チーム医療は欠かせません。近年、医療は以前に

も中央と同じようながん医療を実現しよう。」と郡

も増して多様化しています。当院は、一人の患者

山に帰郷して、郡山駅前に坪井診療所を開設した

さんに医師、看護師、薬剤師、各種技師（放射線、

ことから始まります。

臨床検査、病理、細胞診など）、各種療法士（作業

当時は、当然東北新幹線などはなく、郡山と東

療法、理学療法）、管理栄養士、社会福祉士、医

京は特急
「ひばり」で片道約３時間の距離がありま

療事務など非常に多くの職種が関わり、個々のケ

した。
「郡山のがんの患者さんは、東京の国立が

アにあたっています。また、薬剤師外来、リンパ

んセンターや大学病院の診察を受けに行くことは

浮腫外来などの特殊外来も開設しています。

一家の一大事であり、紋付き袴で出かけるぐらい

私の経営理念の一つである「良い医療は良いス

に大がかりで緊張してしまうようなものであっ

タッフによる良い組織から生まれる」を職員全員

た。
」
と榮孝は話していました。同じ日本にいなが

に浸透させ、坪井病院の玄関をくぐった瞬間から、

ら、受けられる医療に差があってはいけないと痛

安心感を感じて、その日の予定を終了して病院を

感し、郡山の住民でも東京の国立がんセンターと

後にするとき、「また来よう。」、「自分の家族も受

同じ水準の医療が受けられるようにしたのです。

診させよう。」、「自分の友人にも紹介しよう。」と

郡山市安積町長久保の小高い丘の上に立つ当院

思っていただけるような病院にします。

は230床
（うちホスピス18床）で「生命の尊厳と人間

基本理念の継承に加え、住民の皆さんに安全・

愛を基調理念として、地域におけるがん専門病院

安心の医療を提供するとともに、より幅広い健康

としての自覚のもとに、高い水準の医療技術と全

管理の出来る病院を目指したいと思います。

人的医療を提供することによって、地域社会に奉

当院は職員すべてがチームです。いわば「チー

仕することを目的とする」といった理念の下、「予

ム坪井」が皆さんの診療にあたります。平成29年

防啓発」
「早期発見」
「集学的治療」
「ホスピスケア」

は坪井病院の40周年記念YEARで様々な記念企画

を４つの柱に、わが国初のがん専門の民間病院と

を実施していきます。もちろん医療の質、精度と

して歩み続けてきました。

も一層進化して皆さんのケアにあたります。

地域がん診療連携拠点病院である当院は東北
初・県内唯一のホスピスを有しております。その
一方、人間ドック、一般検診なども行っており、

今年は当院にとって特別な年です。今年も坪井
病院をよろしくお願いいたします。

緩 和 ケ アチームとは、、、、
人生はよく山登りに例えられますが、緩和ケアも同様です。がん
という病気を患い、辛い山道を、身体の痛みや、つい挫けそうにな
る心と闘いながら、頂上を目指します。山の稜線にポツンと立たさ
れた患者さんや家族は、どこへ向かったらいいか判らなくなりそう
になります。私たち緩和ケアチームは、それらの苦痛を和らげ、道
を照らし
（可能な限り良好なケア／生活の質が良い状態を提供）、希
望する道標を示し、頂上に到達（生活の質を向上）できるよう援助さ
せていただきます。
チームのメンバーは、医師・認定看護師・病棟／外来看護師・薬
剤師・管理栄養士・リハビリテーション
（理学療法士・作業療法士）・
社会／精神保健福祉士
（MSW）で構成されます。がん患者・家族の全

がん性疼痛看護認定看護師 戸室真理子

人的苦痛を取り去るため、ありとあらゆる技術を使って症状緩和に努めます。
緩和医療は“癒しの医療”です。苦痛から開放され、少しでも朗らかに過ごされることによって、自
己免疫が活性化されると考えられております。その結果が命に結び付くことを信じながら、全人的
医療を進めていきたいと考えます。
相談の申し込みをするにはどうしたらいいの？
担当医師・看護師に御相談下さい。そこから緩和ケアチームへ申し込みされます。
又は、外来ロビー・自動販売機向かいの相談支援センターに声を掛けていただいても結構です。
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10月６日㈭、緩和ケア病棟の談話室にて、ホスピス緩
和ケア週間にちなんでイベントを開催しました。
今年のテーマは
「ホスピスボランティア活動」報告とし
ました。常時来て頂いている３人の活動をポスター発表に
まとめて掲示しました。そして、臨床宗教師の時田暢彦さ
んによるホスピスでの活動報告をしていただきました。
ボランティアは

臨床宗教師

時田暢彦さん

深谷津根子さん
￥



オープンホスピスでもお話して頂きました

コメント
火曜日の午前中にコーヒー
サービスをしています
コーヒーの香りに包まれて
少しでもホッコリしてもら
えたらうれしいです♡

筴筴

深谷さんの作品です

初 め て な の で、 廊
下をうろうろして
い た 事 や、 患 者 さ
んだけでなく医療者の役にも立ちたいと思っていることなどの話しが

家族のように気軽にお話しができる！

ありました。まだ、活動を始めて日が浅いので徐々に坪井家と言う家

なかなか、お坊さんとお話できるチャンスはありません。
何か悩んでいること、聞いてほしい事、聞いてみたい事
見かけたら、お話してみてはいかがでしょうか。



族の一員になっていきたいとのこと。
水野邦子さん

もちろん患者さんも家族の一員に違いはありません。そんな気持ち
ホスピスボランティア

本田幸一さん
クリスマスの飾りつけなど
を手伝ってもらってます。

コメント
続ける事大事だと思っています。
その内に何かが見えてくると思う
しかないのであとは、その気持ち
を自分でどう納得させるかともん
もんし続ける事です。

でボランティア活動をして頂いてありがたいと感じています。ボラン
ティアの皆さんの日頃の活動に感謝いたします。
イベント案内のポスターを見て１時間以上前からご来場いただいた
方もいらっしゃいました。皆様ありがとうございました。
ボランティアをご希望の方は、お気軽に当院へご連絡下さい。
緩和ケア病棟

看護課長

奥川

孝子

第11回坪井病院乳がん患者会
10月22日㈯患者さん31名、ご家族６名、スタッフ12名が参加のもと、坪井病院乳がん患者会を開催致
しました。

今回は、乳腺外科の日野眞人先生から「現代の乳がん治療」についての講演が行われ、参加された方は、自
分自身の治療と照らし合わせながら聞いたり、自分の治療は正しく行われているのか不安だった患者さんも、
自分に合った最善の治療をされている事を知り安心されていたようでした。近頃、何人かの芸能人が乳がん
であることを公表したこともあり、その方々がどのような治療を受けているのかなどにも関心が向けられて
いたようでした。
続けて行われた㈱アデランスの徳正修氏の
「実践を踏まえた化学療法後の頭皮ケアと頭皮からのエージン
グケア」の講演では、抗がん剤投与による脱毛の機序や対処法などの話がありました。化学療法中の患者さ
んには身近な話でもあるため、興味深く聞いておられました。
患者会に参加して、手術前後や抗がん剤治療で不安そうにしていた患者さんと久々に会い、「元気にやっ
てます」
と笑顔で話す姿を見て、私自身も元気をもらうことができました。
乳腺サポートチーム

今泉

昭子

第３回坪井病院地域医療連携フォーラムを開催しました
９月９日㈮患者さんに最適な医療を提供できるよう、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３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。
お忙しい中、郡山市内の先生方をはじめ、須賀川市や田村市、矢吹町などから先生方にご参加いただきま
した。また、今回はメディカルスタッフや居宅介護支援事業所、訪問看護ステーションの方にもご参加いた
だきました。
ケアステーションあすなろ 富田まち子による「ケアステーションあすなろをはじめて」、病理診断科部長

五十嵐誠治先生による
「がんの病理診断 病理と臨床の心がけ ―生検診断を中心に―」、坪井永保理事長に
よる
「日本人の５人に１人です 睡眠時無呼吸症候群〜当院の15年間の診療経験を踏まえて〜」と題し当院
での取り組みを紹介しました。事例や診察時のエピソードなど交えた内容に、楽しく聞かせていただきまし
たという声も聞かれました。講演後は情報
交換会を設けさせていただき、地域の先生
方やメディカルスタッフの方々と交流を深
めることが出来ました。

退院支援の一職員として、この貴重な
フォーラムを通し、地域の先生方やメディ
カルスタッフの方々と結ばれた連携で、患
者さんに最適な医療や介護が提供できるよ
うに努めていきたいと思います。
退院支援看護師 三森

沙織

インフルエンザについて
感染対策室

渡辺

千香

今年も、インフルエンザ流行の季節がやってきました。みなさん、インフルエンザの予防接種は受
けましたか？インフルエンザの予防接種は、発症をある程度抑える効果、また発症した場合の重症化
防止に一定の効果があります。ただし、これを接種すればインフルエンザに絶対かからない、という
ものではありませんので、普段からの予防として、みなさんご存
じのように外出後の手洗いやマスクの着用をお願いします。また
ワクチン接種による効果が出るまでに、接種後約２週間程度の期
間がかかりますので、お早目の接種をお勧めします。
インフルエンザが流行してきたら、特に御高齢の方や基礎疾患
のある方は人混みへの外出を控えましょう。また症状のある方
は、早めに医療機関を受診し、薬の処方を受けてください。発症
から48時間以内の抗ウイルス薬の内服が有効です。
冬は、インフルエンザやノロウイルスなどの感染症が増えます。
普段からの体調管理に気をつけて元気に冬を過ごしたいもので
すね。
厚生労働省ホームページより

イルミネーション
11月22日㈫から坪井病院のイルミネーションが始ま
りました。
恒例行事の一つになっている坪井病院のイルミネー
ションは、患者さんに元気になってもらいたいとの願い
を込めて、９年前の当院開院30周年を記念して始まり、
今年で９回目となりました。
点灯初日には、患者さんや院内のスタッフが集まり、
坪井永保理事長を中心に当日参加されたみなさんと一緒
にカウントダウンを行い、青く光り輝くあすなろの木と
トナカイが現れました。
お孫さんと一緒に参加してくれた患者さんもおり、心
温まる点灯式になりました。
イルミネーションは、２月の中旬まで午後４：30か
ら午後９：00まで、坪井病院を明るく色づけてくれま
す。心温まる幻想的な光を、どうぞお楽しみください。

坪井病院リハビリテーションセンター

座ってできる呼吸体操No.1（肩・首編）

当院は地域住民の方々の健康のため様々な講演活動を行っております。
毎年７月には肺の健康を考える場として
「肺の日記念市民健康フォーラム」を開催しております。肺の健康に関す
る様々な体験コーナーや講演を行います。その中にリハビリスタッフと行う呼吸体操があります。今回はその呼吸
体操をご紹介したいと思います。普段何気なく行っている呼吸ですが、生きていく上で大切な動作です。
呼吸体操はストレッチングを基本とした軽い全身運動です。健康維持のため毎日行う運動として取り入れてみて
ください。首や肩、胸周りの筋肉を伸ばし柔軟性を高めることにより、楽に呼吸ができるようになります。椅子に
腰かけながら、ひとつの体操をそれぞれ５回ずつ、呼吸のリズムに合わせゆっくり行ってみましょう。今回は肩と
首の体操編です。

Ⅰ．肩の体操
①息を吸いながら両方の肩をすくめる。
息を吐きながら両方の肩をおろす。

Ⅱ．首の体操
①息を吐きながら、首を前にかがめる。
息を吸いながら、首を後ろにそらす。

③息を吐きながら、顔を右に向ける。
息を吸いながら、顔を正面に戻す。
反対側も同様に行う。

②息を吐きながら、首を右に傾ける。
息を吸いながら、首を起こす。
反対側も同様に行う。

④首を大きく回し、その後反対回す。
（呼吸を止めないように各２回）

★ポイント：呼吸は『鼻から息を吸い、口をすぼめるように息を吐いて行う』と、より効果的です。
疲れや痛みが出ない範囲で行ってみてください。

☞

次回は呼吸体操の体の体操編です。

坪井病院開院40周年記念講演会
来る平成29年４月10日 当院は開院40周年を迎えることとなりました。
これも偏に皆様方の御支援御厚情の賜物と深く感謝いたしております。
日頃お世話になっている郡山市民の皆さん福島県民の皆さんに夢を持つことの大切さなどを伝え未来
への希望と勇気元気を与えたいと思い下記の講演会を開催いたします。

「健康寿命の延伸のために私たちが出来ること
〜情報飛び交う様々な生活習慣病について〜」
坪井病院

理事長

坪井

永保

「宇宙から見た生命のつながり」
宇宙飛行士

毛利

衛 氏

日
会

時：平成29年４月15日㈯ 午後２時より
場：ホテルハマツ
〒963-8578 福島県郡山市虎丸町３番18号 TEL．024−935−1111（代）
定
員：500名（全席自由）
入 場 料：無料
申込方法：E-Mail（40th@tsuboi-hp.or.jp） またはFAX（024−946−0812）にて受付
「40周年記念講演会」

と記入の上、氏名（フリガナ）、電話番号、参加人数を明記ください。
又、FAXにて申込の方はFAX番号を明記ください。
主
催：一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
後
援：一般社団法人郡山医師会、福島中央テレビ、福島民報社、福島民友新聞社
問合せ先：坪井病院開院40周年記念事業実行委員会
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）

