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　平成29年４月10日、坪井病院は開院40周年
を迎えることが出来ました。
　これも、みなさま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みなさ
まや、福島県民のみなさまに、希望と勇気、
元気を与えられるようにとの思いから、４月
15日に記念講演会をホテルハマツにて開催い
たしました。第１部では、坪井永保先生が、
「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
〜」、第２部に、宇宙飛行士毛利衛さんをお
迎えし、「宇宙から見た生命のつながり」と題
し、映像を交えて宇宙での体験をお話しされ
ました。

　郡山市内をはじめ、県内や全国から当初の
定員を上回る約550名の方に聴講いただき、
主催者として感謝申し上げます。
　参加された方は、熱心に話に耳を傾けてお
られ、生命の大切さを再認識されておりました。

坪井病院開院40周年

記　念　講　演　会



　記念講演会の後には、医療関係者をはじめ、長年にわたり坪井病院を支えて頂いているみな
さまと職員で、坪井病院開院40周年記念式典・祝賀会を執り行いました。式典では、祝辞、祝
電など、たくさんのお祝いの言葉を頂きました。また、祝賀会では、坪井病院の躍動そして進
化し続けること、またご臨席賜ったみなさまのご健康とご活躍を祈願して、鏡開きも執り行わ
れました。最後に、坪井病院のプロモーションビデオを上映し、原口秀司院長の挨拶でお開き
となりました。
　これからも、躍動そして進化し続ける坪井病院をどうぞよろしくお願いいたします。

　４月６日、毎週木曜日に福島中央テレビで放
送されている情報番組「ゴジてれChu!」の生中継
コーナーに理事長と当院スタッフで出演しまし
た。
　お笑いコンビ母心のお二人と、掛け合いをし
ながら坪井病院開院40周年記念講演会のお知ら
せをしてきました。生放送中には、母心が一番
笑顔にしてくれた出演者に金メダルを送るので
すが、なんと今回は、理事長坪井永保先生が選
ばれました!!
　実は、以前にも出演した事があり、当時は獲
得できなかった金メダルを獲得することもでき、
思い出に残る時間を過ごす事が出来ました。

式　典・祝　賀　会

勝手に“笑顔”グランプリに出演！！！



新　任　医　師　紹　介

　平成11年４月に東邦大学医学部を卒業後、当時の東邦大学第一内科に入局。呼吸
器病学を専攻し平成16年10月から１年間、虎の門病院呼吸器内科で臨床研究に従事
いたしました。以後、びまん性肺疾患を専攻し、病理学ならびに画像診断学的知識
を持った臨床医を目指し、大学院では主に呼吸器病理学を学び、平成25年からは、
ロンドンにあるロイヤルブロンプトン病院の放射線診断科に留学する機会を得まし
た。大学病院では、呼吸器内科および一般内科全般の診療・教育にあたるとともに、
種々な呼吸器病学分野における臨床・画像・病理形態学的研究を行ってまいりました。
　今回、大学病院とは環境面では大きく変わるものの、患者さんへの日常診療は外
来・病棟を通じて何も変わることはありませんので、今までに培ってきた知識や技
術をできるだけ多く還元できればと思っております。若輩者ではありますが、一所
懸命頑張りたいと思いますので、今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

呼吸器内科
Keishi Sugino
杉野 圭史

東邦大学卒
専門：びまん性肺疾患・間質性肺炎

　安積高校・北海道大学で学び、横浜市大で研修・第一外科入局と同時に癌研究会
附属病院にて研修しました。留学は当時世界でも最も評価が高かったニューヨーク
のスローンケタリングがんセンターでした。帰国して横浜市大救急センター勤務後
に、神奈川県立がんセンターで消化器外科（主に胃癌）を専門として、診療・研究と
教育に専念してきました。平成28年から福島県立医科大学消化管外科学教授を担当
しましたが、本年度４月よりがん専門の坪井病院で診療させていただきます。最先
端でかつ最も妥当ながん診療を推進して、地域と世界に貢献したいと思いますので、
よろしくお願いします。

消化器外科
Akira Tsuburaya
円谷 　彰

北海道大学卒
専門：消化器外科・臨床腫瘍学

婦人科
Katsuichi Sakamoto
坂本 且一

福島県立医科大学卒
専門：婦人科腫瘍一般

　平成29年１月から坪井病院婦人科勤務となりました坂本且一と申します。
　昭和51年福島県立医科大学卒業です。２年前まで28年間坪井病院で婦人科腫瘍を
中心に診療に携わってきました。その後、星総合病院産婦人科に勤務し、今回縁あっ
て再び坪井病院で勤務させていただくことになりました。とても新人とは言えない
年齢ですが、前病院での経験を生かし、気持ちを新たに頑張ります。婦人科医師が
少ない中、もう暫く地域医療に貢献出来ればと思います。よろしくお願いいたしま
す。

　初めまして、平成29年４月１日より呼吸器内科に着任いたしました百目木と申し
ます。小中高と青森県で過ごし、大学で東京に行き、医師免許取得後は仙台で働い
ておりました。郡山市に来るのは今回が初めてとなります。どうぞよろしくお願い
申し上げます。
　肺癌はもちろんのこと、肺炎やびまん性肺疾患の診断・治療にも対応していける
ように勉強してまいります。診療において、疾患に関する知識や診断の為の検査（呼
吸器内科の場合、主に気管支鏡検査など）の技術はもちろんですが、特に大切にし
たいと考えているのは患者さんとの対話です。不安なことやわからないことを気軽
に話せ、それに応えられる医師になれればと考えております。

呼吸器内科
Yutaka Domeki
百目木 豊
東京医科大学卒

専門：呼吸器一般



坪井病院開院40周年特別企画

胃がん治療懇話会を開催しました。
　３月17日㈮、郡山ビューホテルにおいて、坪井病院開院40周年特別企画として、胃がんに対する最新の
知識を学ぶために『胃がん治療懇話会』を開催致しました。
　当日は、地域の医療機関の先生方はじめ、メディカルスタッフの方にご参加いただきました。また、県外
からの医療機関の先生にもご参加いただきました。心より御礼申し上げます。
　講演の座長には当院の副院長兼消化器外科部長山下直行先生がつとめ、基調講演は、当院の病理診断科部
長 五十嵐誠治先生による「胃癌の治療と病理診断〜組織学的評価の概要〜」と題して講演致しました。特別
講演では、日本医科大学消化器外科講師の金沢義一先生による「当院の胃癌治療〜標準治療から最近の集学
的治療〜」と題して講演頂きました。
　講演後は情報交換の場として懇親会を設け、参加して下さった先生方、メディカルスタッフの方々と充実
した時間を過ごすことができました。
　坪井病院では、患者さんが安心かつ安全な医療を提供できるよう、地域の医療機関と連携をとり、日々勉
強し最良の医療を提供していきますので、今後ともよろしくお願い致します。

　特定保健指導とは、生活習慣病の予防・改善のため保健師・栄養士などの専門家から適切なアドバイスを
受け、生活習慣の改善等に役立てていくものです。
　当院でも、定期健診、人間ドックの健診結果の数
値が一定基準を超えると、無料で受けられる「特定
保健指導」をご利用頂けます。
　特定保健指導をご案内する用紙を受け取りました
ら、電話にてご予約して頂き、当日坪井病院へお越
し下さい。
　保健師・栄養士と面談を行い、生活習慣改善プロ
グラムを作成します。約６ヶ月間保健師・栄養士の
サポートを受けながらプログラムを実施し、成果を
確認します。ぜひ、「特定保健指導」をご利用下さい。

特定保健指導について



バ ザ ー の お 礼 と ご 報 告
　３月18日㈯、坪井病院ボランティア委員会主催の一大イベントであるバザーが盛大に開催されました。
　当日は、各病棟から患者さんやご家族の方、当院の職員など、多くの方が立ち寄って下さいました。
皆さんのご協力で、当日は50,540円を売り上げる事ができました。
　この売上金は、毎月行っている「カフェあすなろ」をはじめとするボランティア委員会主催のイベント
の運営費として使わせて頂きます。

　今回は、患者さんの手作り品のコーナーがあり、帽子やバック、小物入れをご持参いただきました。
ラベンダーの香り袋やかわいいストラップまでつけていただきました。また、来年のバザーに出してと
手作り品をご持参いただいた方もいらっしゃいました。
　私も売り子として、皆様との会話を楽しませていただくことができました。本当にありがとうござい
ました。

ボランティア委員会　大槻　秀子

▶日　時：平成29年６月６日㈫
　　　　　14：00〜16：00

▶会　場：ミューカルがくと館
　　　　　（福島県郡山市開成一丁目１番１号）

−講　演−
14：30〜15：30
坪井病院　理事長
坪井永保先生

▶日　時：平成29年７月22日㈯
　　　　　　12：00〜15：30

▶会　場：ビッグパレットふくしま
　　　　　（福島県郡山市南二丁目52番地
　　　　　　℡024−947−8010）

　第一部　基調講演（13：00〜14：00）
　　　　　○理事長　坪井永保 先生

　　　　　○呼吸器内科副部長
　　　　　　　　　　杉野圭史 先生

　第二部　コンサート（14：30〜15：00）
　　　　　声楽家 原口あゆみさん
　　　　　ピアニスト 倉本洋子さん

坪井病院開院40周年
「たばこについて考える日」

「肺の日記念市民健康フォーラム」

第一部と第二部の間に座ってできる呼吸体操
を実施します。
展示・体験コーナー、医療相談もあります。
（基調講演中はお休みとなります）

参加費
無　料

体験コーナー（肺年齢測
定・医療相談）もありま
す。
※講演中はお休みさせ
て頂きます



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.2（体の体操編）

　前回、健康維持のために行う呼吸体操の肩・首編をお伝えしました。今回は体の体操編です。
　呼吸は生きていく上で大切な動作となり、呼吸機能は年齢を重ねることで徐々に低下していきます。低下すると生活に必要
な動作でも息切れが強く出るようになるので予防するには毎日の運動が重要となってきます。
　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。肩・首編と一
緒に行うと効果的です。

①息を吐きながら体を前に曲げる。
　両手を上へあげて体を伸ばす。

② 右手を頭の横に乗せ、左手を腰にそえる。息を吐きながら体を左に傾け、息を吸いながら体を正面に
戻す。手の位置を変え、②−2のように反対側も同様に行う。

②−１ ②−２

③ ②と同様の開始姿勢で、息を吐きながら、右の肘を左膝へ近づけるように体をひねり、息を吸いなが
ら体を正面に戻す。手の位置を変え、③−2のように反対側も同様に行う。

③−１ ③−２

　当院では７月22日に「肺の日記念
市民健康フォーラム」を行います。
その中での体験コーナーにリハビリ
スタッフと一緒に行う呼吸体操があ
ります。
　皆様のご参加をお待ちしています。
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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、祝日

年末年始（12月30日〜１月3日）

坪井病院

【平成29年度　あすなろ健康講座】
　坪井病院では年４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。

日　時 講　演　内　容 講　師

第36回 平成29年６月17日㈯
乳がん検診〜マンモグラフィについて〜 渡邊真紀（診療放射線技師）

女性の健康〜こころもからだも健康であるために〜 坂本且一（婦人科部長）

第37回 平成29年９月９日㈯
受ければよかった　がん検診 瀧田喜惠子（ドック健診担当看護師）

がん予防のために今できること 原口秀司（院長）

第38回 平成29年11月11日㈯
冬の感染症にご注意！早めの予防と対策を！ 渡辺千香（感染対策室）

わたしたちが注意したい 病気のお話 岩波　洋（名誉院長）

第39回 平成30年２月17日㈯
ちょっと役立つ　おくすりの話 髙橋紗英子（薬剤師）

かなり役立つかもしれない　肺MAC症の話
〜最近増えている肺非結核性抗酸菌症〜 坪井永保（理事長）

（※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）

※午後１時30分から体験コーナー（血圧測定、体脂肪測定、肺年齢測定など。）を設けております
　　会　場：安積総合学習センター
　　　　　　郡山市安積町荒井字南赤坂265　電話：024−945−6466
　　時　間：14時から15時
　　連絡先：広報室
　　　　　　〒963-0197　福島県郡山市安積町長久保一丁目10番地13　　電話：024−946−0808

入場無料
予約不要


