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坪井病院　間質性肺炎・肺線維症センター開設
－より専門的な診療の提供を目指して－

特　集

１．間質性肺炎とは？
　肺は空気の通り道である気道とガス交換（血液に酸素を取り込む一方で、二酸化炭素を放出
する）を行う肺胞から成っていて、肺胞の中を実質、肺胞の壁を間質と呼んでいます。間質性
肺炎は、原因不明（医学的には特発性と呼ぶ）あるいは100種類を超えるさまざまな原因から肺
の間質が厚く硬くなり（線維化）、ガス交換（酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する）がうまく
できなくなる病気です。間質性肺炎の危険因子として、加齢と喫煙、遺伝的素因が挙げられま
すが、その他、原因が明らかなものとして、関節に炎症が生じて変形が起こる関節リウマチ
や特徴的な皮膚症状と筋肉痛を主症状とする多発筋炎・皮膚筋炎などの膠原病（自己免疫性疾
患）、抗癌薬、漢方薬、消炎鎮痛薬などのアレルギー反応による薬剤性、ほこりやカビ・鳥の
分泌物・羽毛などを慢性的に吸入することによりアレルギー反応が生じ引き起こされる過敏性
肺炎、職業上、アスベストやシリカなどの粉塵を吸入することにより生じるじん肺、放射線照
射やサルコイドーシスといった肉芽腫性疾患でも見られます。
　一方、原因を特定できない間質性肺炎は「特発性間質性肺炎」と呼ばれており、現在、６つの
主要な特発性間質性肺炎、２つの稀な特発性間質性肺炎、分類不能の特発性間質性肺炎の９型
に分類され、患者さんの約半数は「特発性肺線維症idiopathic pulmonary fibrosis; IPF」と診断
されます。

２．間質性肺炎を疑うポイント
　初診時の詳細な問診に加えて、胸部画像所見の特徴や経時的な画像所見の推移は、鑑別診断
および治療介入のタイミング等を知る上で大変有用な情報となります。そこで、当センターでは、
外来診察前の待ち時間を利用して、患者さんにオリジナルの問診票（図１）の記載をお願いして
います。また、ご紹介先の病院、先生方には過去の胸部レントゲン写真やCTを送っていただく
ようにお願いをさせてもらっています。一般に間質性肺炎を疑うポイントとして、乾いた咳（空
咳）や坂道や階段、平地歩行中や入浴・排便などの日常生活の動作の中で感じる息切れ（労作時
呼吸困難）などの呼吸器症状、胸部聴診上、特に背下部で吸気終末時の捻髪音 （fine crackles）

を聴取、ばち指の存在（図
２）などが認められ、胸
部CTでは蜂巣肺と呼ば
れるような典型的な輪状
陰影が肺底部の胸膜下優
位に分布し、進行ととも
に肺の容積は減少します

（図３）。呼吸機能検査で
は、肺活量の低下、酸素
を取り込む能力の低下、
労作時の低酸素状態など
が挙げられます。

図１



３．専門外来へ紹介するタイミング
　間質性肺炎が疑われた場合は、まずその中でも頻度が最も高く、治療抵抗性で予後不良であ
るIPFを鑑別することが重要となります。また、最終診断の精度を高めるには、間質性肺炎の
診断に精通した臨床医、放射線画像診断医、病理医による集学的検討が重要とされている点や、
間質性肺炎の進行が予測できないだけでなく、時に急速に悪化し致死的な状況に至ることもあ
ります（図４）。したがって、上記のような自・他覚所見、検査所見が認められた際は、できる
だけ速やかに専門医に相談、紹介するべきです。

４．間質性肺炎の診断と治療
　先にも触れたように、間質性肺炎が疑われた場合は、予後の点および治療内容を決定する上
でもIPFとそれ以外の間質性肺炎を鑑別することが重要なポイントです。診断していく過程で、
適応と必要性が高い場合は、外科的肺生検（胸腔鏡下肺生検）を行うこともあり、実際当センター
では、この１年間で16名の患者さんに、間質性肺炎の検査目的で外科的肺生検を受けていただ
きました。
　IPFに対しては、現在、ステロイド、免疫抑制剤は推奨されておらず、抗線維化剤であるニ
ンテダニブ（オフェブ®）、ピルフェニドン（ピレスパ®）が第一選択薬です。本邦では、IPFの
難病医療費助成制度により認定基準を満たせば、高価な抗線維化薬を使用する際も高額医療費
の軽減が可能になります。一方、非薬物療法として、酸素療法、呼吸リハビリテーションも適
応患者には導入するべきと考えられます。

図２ 図３

図４



新　任　医　師　紹　介

５．当センターの実績
　2017年４月から2018年３月までに約80名の間質性肺炎の新規患者さんが当センターに来院さ
れました。その内訳は図５に示す通りですが、近隣郡山市はもとより、市外遠方からもご紹介
していただきましたことに、この場をおかりして感謝申し上げます。このように間質性肺炎の
診療は、リスクとベネフィットを考慮した個別化医療（オーダーメイド医療）が必要不可欠であ
るため、より専門性の高い知識と豊富な経験が求められます。今後も当センターでは、間質性
肺炎患者さんに適切な診断と治療が提供できるように努力してまいります。
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杉野圭史／ Keishi Sugino

1973年　東京都生まれ。東邦大学医学部卒業後、東邦大学第一内科に入局。
2004年　国家公務員共済組合連合虎の門病院呼吸器センターに出向。
2013年　 東邦大学呼吸器内科講師。また同年には、ロンドン、ロイヤルブロンプトン病院に留学。専

門は、びまん性肺疾患、間質性肺炎。総合内科専門医、呼吸器専門医、気管支鏡専門医、感
染症専門医。2018年１月より当院、呼吸器内科副部長兼間質性肺炎・肺線維症センター長。

【プロフィール】
卒業大学：富山大学医学部医学科卒業 
認定等：日本内科学会認定医
所属学会等：日本内科学会、日本肺癌学会、日本呼吸器学会
得意分野・専門：呼吸器内科（呼吸器疾患全般）

【ひとこと】
地域医療に貢献できるように日々努力していきます。
よろしくお願いします。

呼吸器内科医員
齊藤　亮平



新看護部長からのご挨拶

　平成30年4月より副院長兼看護部長に就任いた

しました。がん専門病院として地域医療に取り組

む坪井病院に憧れ、新卒より務めさせていただい

ております。坪井病院は、予防から終末期まです

べての過程において地域の方々に全人的医療を提

供すべく日々取り組んでおります。患者さんやご

家族の気持ちに寄り添い「患者さんの思いを大切

にした看護をする」という理念は昔から変わることがなく受け継がれて参りま

した。そして、最後までその人らしく生を全うできるように安心、安全かつ

効果的な・検査・治療・ケアが提供されるようより質の高い看護の提供を目

指しております。さらに、看護を必要とする方がたを身体的、精神的、社会的、

スピリチュアルな側面から考え、苦痛の緩和、生活の質が高まるように、生

涯を通して最良の選択ができるように支援させて頂きたいと考えております。

　また、看護師の教育体制の充実と働きやすい職場環境の充実を図り、キャ

リア発達支援とワークライフバランスを支えたいと考えております。今後も

地域住民の皆様に必要とされる病院を目

指してまいりますのでよろしくお願いい

たします。

副院長兼看護部長
楡　恵子
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坪井病院

平成30年度
あすなろ健康講座年間予定 入場無料・予約不要

※午後１時30分から体験コーナーを設けております
血圧測定、体脂肪測定、肺年齢測定など。

会場：安積総合学習センター（旧サンフレッシュ郡山）
郡山市安積町荒井字南赤坂265
TEL（024）945−6466
※会場まで路線バスでお越しの方は、郡山駅前から安積団地
　行き安積団地（終点）下車徒歩5分
　土曜日の路線バスは土日祝日運行です。

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
問い合わせ：広報室　TEL（024）946−0808

日　時 講演内容 講　　師

第41回 6月23日（土）
呼吸とリハビリ（20分） 佐々木貴義 （作業療法士）

間質性肺炎について知ってほしいこと（40分） 杉野　圭史 （ 呼吸器内科副部長兼間質性
肺炎・肺線維症センター長）

第42回 9月1日（土）
がんによる痛みについて（20分） 戸室真理子 （ がん性疼痛看護認定

看護師）

がん検診について（40分） 原口　秀司 （院長・呼吸器外科）

第43回 11月17日（土）
人生をよりよく生きるために考えること（20分） 楡　　恵子 （副院長兼看護部長）

検診について（40分） 岩波　　洋 （名誉院長）

第44回 平成31年
2月16日（土）

口腔ケアについて（20分） 本内　陽子 （歯科衛生士）

ハカ！ハカ！する病気のあれこれ
〜喘息、COPD、心不全など〜（40分） 坪井　永保 （理事長・呼吸器内科）

バザーのお礼とご報告
　３月17日（土）、坪井病院ボランティア委員会主
催のバザーが行われました。
　当日は、各病棟から患者さんやご家族の方、面会
の方、職員などたくさんの方々にご来場いただきま
した。
　皆さまのご協力で34,860円を売り上げる事が出
来ました。この売上金は、毎月行っている「カフェ
あすなろ」をはじめとする坪井病院ボランティア委
員会のイベント運営費として使わせて頂きます。



坪井病院リハビリテーションセンター
歩くこと

　今回は歩くことについてです。生活の中の活動量や運動が多いと生活習慣病の予防、精神面、生活の質
の改善に効果があると言われています。活動量を増やす方法としては通勤、買い物で歩く、階段を上がる、
運動を行うなど歩行を中心とした動作を心がけることが大切です。
　そこで、毎日の生活に歩くことを取り入れてみてはいかがでしょうか。

　1日1万歩と言いますが日本人の平均歩数は70歳未満では男性は8,000歩程度、女性は7,000歩
程度です。70歳以上では男性は5,000歩程度、女性は4,000歩程度です。厚生労働省はさらに1,000
歩上乗せした歩数を目標歩数として推奨しています。

男　性 女　性 目標歩数

70歳未満 8,000歩／日 7,000歩／日 ＋1,000歩／日

70歳以上 5,000歩／日 4,000歩／日 ＋1,000歩／日

　歩数は個人により違いがあるため、まずは歩数を記録してみるといいでしょう。生活の中で自分
はどのくらいの歩数なのかを知ることで目標が立てやすくなり、また自分の体調を知る手段ともな
ります。今は歩数計がついている携帯電話もあり、記録も自動で行うことができます。

　呼吸器疾患の方は、歩行などの動作で息切れがする方がいると思います。そのような方は自分の
無理のない範囲で、現状維持のレベルを目標に歩数の記録をしてみてください。
　その歩数が年齢を重ねた10年後も維持できるということは結果的に活動量が向上していること
と同じと言えます。
　散歩を日課にしようとしても明日にしようと思うことがあるかもしれません。
　そんな時は買い物に行った時に歩く時間を増やす、
観光名所に行ってみるなど、生活の中で楽しみや必要
なことを取り入れながら自分自身の目標を立て、無理
なく行ってみてください。



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

講師派遣料無料
　坪井病院では、皆様の健康に役立つ情報を提供するため、医師・薬剤師・看護師・作業療法士・理学療法
士・管理栄養士・歯科衛生士など当院スタッフが企業や組合、公民館等へ出向き各種講座を行っております。
　どなたでもご利用できますので、お気軽にお問合せください。

　●いのちの教室
　●がんとともに生きる〜あなたらしく生きるために〜
　●緩和ケアのおはなし〜痛みと上手につき合うために〜
　●食べることは生きること
　●ちょっと役立つお薬のはなし
　●いい眠りしていますか？
　●それでもたばこを続けますか？
　●健康で長生きするための体づくり
　●女性の健康は家族の健康
　●病院の賢い使い方

　※講師の日程調整がございますので、講演日の１カ月前までにお申し込みください。
　　日程等が合わない場合はやむを得ずお断りする場合がございます。
　※所要時間は約60分〜90分程度です。
上記以外の題目や、所要時間などご相談いただければ、可能な限り対応いたしますので、お気軽にお問合
せください。

　＜お問合せ・お申込み＞
　　坪井病院広報室　　電話：024−946−0808

坪井病院出前講座


