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―坪井病院の病理診断科について―

１．病理診断科とは？
病理診断科では、患者さんから採取された組織や細胞を標本にし、
顕微鏡を用いて診断を行っています。標本を詳しく観察して、その
病気の原因や状態、また予後の推定や治療効果判定などを行います。
疾患の診断にはさまざまな分野がありますが、特に腫瘍の診断では、
病理診断が大きな役割を担っています。

２．病理診断科の業務
病理診断科は各科の日常の診療にかかわっており業務は多岐にわたりますが、大きく分ける
と
「組織診断」と「細胞診断」があります。
（1） 組織診断（a.生検検体の組織診断、b.術中迅速組織診断、c.手術検体の組織診断）
ａ．生検検体の組織診断
生検検体の組織診断とは、内視鏡 検
査やX線検査などで病変が見つかった場
合、病変の組織の一部を採取し、顕微鏡
で観察して診断を行うものです。また必
要に応じて、腫瘍に対してどのような薬
が有効かを組織学的に調べる「コンパニオ
ン診断」も行われています。

HER2染色

乳癌の生検組織像

コンパニオン診断の
ための免疫染色

ｂ．術中迅速組織診断
手術中に外科医と連携して行う病理診断を術中迅速組織診断といいます。手術の切除範
囲や方針を決定す
るために、手術中
に凍結組織標本を
作製して、病変の
組織診断やリンパ
節転移の有無の評
液体窒素を用いて組織を凍結する
凍結標本の薄切作業
価などを行います。
ｃ．手術検体の組織診断
手術によって切除された患部の病変の種類や悪性度、進行度、治療の効果などを詳しく調
べた後に診断が決定され、担当医に報告されます。手術検体の病理診断によって、腫瘍の
進行度（病期や）術
EVG染色
後の治療方針を選
択するうえでの重
要な手がかりを得
ることができます。
大腸癌の手術検体
（ホルマリン固定後）

大腸癌の組織像（浸潤部） 癌による血管の侵襲像

（2） 細胞診断
痰や尿あるいは患部から得られた細胞で、悪性の病気があるかどうかを調べることがで
きます。子宮の病気が疑われる場合、子宮の一部から細胞を擦り採って細胞診断が行われ
ます（擦過細胞診）。細胞診断は術中迅速診
パパニコロウ染色
パパニコロウ染色
断として行われることもあります。

子宮扁平上皮癌の
擦過細胞像

肺腺癌の擦過細胞像

３．病理外来について
生検や手術の病理診断について、担当医師からの説明に加えて、病理医から病理組織像や病
気の考え方について説明を希望される患者さんやご家族へ説明を行います。
主な対象
当院で受けた生検や手術の病理診断について、病理医からの説明を希望される患
者さん
担当医
（病理診断科）
五十嵐誠治、小林美穂
相談日と時間帯
毎週木曜日 午後１時から午後３時（相談時間は約30分程度）
料

金
当院に入院されている方、外来を受診されている方は無料。
当院へ入院、通院されていない方で病理外来を受診されたい方は、当院のセカンドオピニ
オン外来へご連絡下さい。
受付時間

午前９：00～午後４：00
※土日・祝日
年末年始（12月30日～１月３日）
を除く

五十嵐誠治／ Igarashi Seiji
【卒業大学】福島県立医科大学大学院
【専
門】腫瘍の病理診断・細胞診断
日 本病理学会、日本臨床細胞学会、日本臨床検査
【所属学会】
医学会、日本肺癌学会、日本乳癌学会、日本臨床
分子形態学会
小林

美穂／ Kobayashi Miho

【卒業大学】奥羽大学歯学部歯学科
日 本病理学会、日本臨床細胞学会、日本臨床分子
【所属学会】
形態学会

出前講座の紹介
坪井病院では、皆さんの健康に役立つ情報を提供するため、医師・薬剤師・看護師・理学
療法士・作業療法士・栄養士・歯科衛生士など、当院のスタッフを派遣し各種講演を行って
います。（講演内容は下記の通りです）
死を通して命の大切さを一緒に考えましょう。
≪大切なものを失うシミュレーション
（疑似）
体験≫
がんの患者さんやご家族はさまざまな葛藤や不安、混乱を持っています。
私たちは患者さんの気持ちに寄り添い、希望を持ち続けられるよう、最後
がんとともに生きる
～あなたらしく生きるために～ までその人らしく生きられるよう支援していくことはとても大切なことだと
考えています。
誰もが思う
「死ぬ時は苦しまずに、
安らかに死にたい」
それを妨げるものや、
そ
緩和ケアのおはなし
～痛みと上手につき合うために～ れらを取り除いていくためのアドバイスと、
現実の問題などのお話をします。
「食べること」
は病を予防する身体づくりや、病になったときの順調な回復に
つながります。さらに、口の中で食べ物を味わうことは、生きること、そし
食べることは生きること
て希望や喜びをもたらします。口腔ケアをはじめ、食べることについてお話
をします。
身近なサプリメントからがん治療薬までみなさんのお薬の悩みを解決しま
ちょっと役立つ お薬のはなし
す。お薬のアレルギーや副作用の有無、サプリメントの上手な使い方など
役立つ情報提供します。
寝ている間に大きなイビキや呼吸が止まったりしませんか？
いい眠りしていますか？
睡眠時の無呼吸・低呼吸からくるさまざまな症状を起こす睡眠時無呼吸症
候群についてお話をします。
肺の組織に慢性的な炎症が起き、たんや気管支のむくみ、肺胞などの破壊
それでもたばこを続けますか？ が起こる病気
「慢性閉塞性肺疾患＝COPD」
。その原因の90％以上は喫煙で
す。現在、世界保健機構
（WHO）
の発表で死因の第四位になっています。
健康で長生きするための体づくり 健診を始め、病気を予防する為の運動や食事など生活習慣のお話をします。
女性は、妊娠や出産などを始め、男性とは異なる健康上の問題に直面しま
女性の健康は家族の健康
す。家事や仕事などついつい頑張りすぎてしまうけれど、女性のからだは
とってもデリケート。女性特有の病気や体調管理などのお話をします。
具合が悪い時どの科で診療を受けたら良いかわからない、最近話題の医療
病院の賢い使い方
用語がわからないなど、病院や病気についての悩みを解決いたします。
いのちの教室

ご希望の方は、講演日の１か月前までにお申し込みをお願いします。
日程等が合わない場合はやむを得ずお断りする場合もございます事、ご了承ください。
上記の講演内容以外にもご相談頂ければ、可能な限り対応致しますので、お気軽にご相談
ください。
〈問い合わせ・申込み〉 坪井病院

医

乳腺外科部長

北村

東介

師

広報室

紹

電話：024-946-0808

介

１

【プロフィール】
専門：乳腺外科
出身大学：鹿児島大学医学部
【ひとこと】
６月より乳腺外科常勤医としてご採用いただきました、北村東介
（きたむらと
うすけ）
と申します。2016年６月まで栃木県立がんセンターで、当院の五十嵐
先生、森先生、小林先生と共に仕事をし、民間病院を経てこちらに参りました。
2002年春、はじめて栃木県に参りましたが、出身地は鹿児島です。医師と
なり今年で21年目になります。今までの経験を生かし、皆様方とともにこの地
域、福島県の乳がん診療に少しでもお役に立てるよう努力していきたいと存じ
ます。どうぞお気軽にお声掛けいただきますよう、お願いいたします。

たばこについて考える日
５月31日は世界禁煙デーです。当院では毎年世界禁煙デーに合わせて講演会を開催しています。
今年は６月２日（土）坪井病院外来ホールで開催しました。
講演会は、当院の理事長 坪井永保医師が「坪井病院でみんなでタバコの話を聞いてみよう！〜健
康への影響、受動喫煙、禁煙外来など〜」と題して講演し
ました。禁煙による健康被害と禁煙の重要性を講演だけ
ではなく映像も加えながら解説し、喫煙者本人だけでは
なく周囲の方（妊婦・子供など）へ与える受動喫煙の悪影
響の紹介や、青少年の喫煙に対しても警告を促しました。
また、講演開始前には肺年齢測定、医療相談コーナー
を設け、講演時間前から来場して頂きました。
参加されたみなさんは、熱心に耳を傾けていました。

がん治療懇話会を開催しました
６月29日
（金）、郡山ビューホテルにおいて『第31回がん治療懇話会』を開催しました。
当日は、地域の医療機関の先生方をはじめ医療関係者の皆さんにご参加いただきました。心より
御礼申し上げます。
がん治療懇話会は、がん治療成績の向上のため、地域の病院、医院の先生方や医療関係者との情
報交換並びに研修の場として年2回開催しています。今回の基調講演では、座長に当院の副院長兼
化学療法部部長 安藤真弘医師がつとめ、当院の呼吸器内科副部長で間質性肺炎・肺線維症センター
長 杉野圭史医師による「肺癌薬物治療における薬剤性肺障害の多様性」と題して講演しました。
特別講演では、座長を当院の副院長兼呼吸器内科部長 森清志医師がつとめ、大阪市立大学医学
部附属病院臨床腫瘍学特任講師 金田裕靖医師が「がん治
療が変わる、がん免疫療法の広がる可能性〜肺がん治療
の最前線〜」と題して講演していただきました。
坪井病院では、患者さんに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。
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【プロフィール】
専門：呼吸器内科
出身大学：東京医科大学

呼吸器内科

鈴木

香菜

【ひとこと】
10月１日より呼吸器内科で勤務しております鈴木香菜です。
患者さんと共に取り組む医療を心がけ、
診療を行っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

肺の日記念市民健康フォーラム
８月１日は、日本呼吸器学会が定める
「肺の日」です。当院では、市民の皆さんに
呼吸器疾患について知っていただき、予防・検査・治療の啓発活動として、毎年
「肺
の日記念市民健康フォーラム」を開催しています。
今年は、肺の日に合わせた７月28日（土）に郡山市のビッグパレットふくしまで開
催され、約250名の方にご来場いただきました。
第１部の基調講演では、はじめに病院相談支援センターの医療ソーシャルワーカー
星美加の
「退院後の安心のために〜医療ソーシャルワーカーの役割について〜」と題
した講演と、作業療法士の福地望の
「家庭での呼吸への気配り〜
「ケアステーション
あすなろ」からあなたへ〜」についての講演が行われました。そして、第１部の最後
には、坪井永保医師より「こんな症状に気をつけましょう〜ハカハカしたときに考え
るべき病気あれこれ〜」と題して、肺の病気の症状や治療法についての解説を行いま
した。
第２部では、座ってできる呼吸体操を会場の皆さんと一緒に行って体をほぐした
のち、声楽家の原口あゆみさんとピアニストの倉本洋子さんによるミニコンサート
が行われ、楽しいひと時を過ごしました。
基調講演前には体験コーナー（血管年齢・肺年齢・骨密度測定）
と医療相談コーナー
を設け、測定結果に合わせて病院の職員が参加者への結果説明と医療相談に応じま
した。

坪井病院リハビリテーションセンター

ストレッチ

前回は歩くことについて記載しました。今回はストレッチについてご紹介します。年齢を重ねることで
柔軟性が低下すると、運動や生活活動動作に体が対応できず生活の妨げとなることがあります。またスト
レッチにはリラックス効果もあると言われています。睡眠の前のお風呂に入った後など行ってみてはいか
がでしょうか。呼吸に合わせゆっくり行ってみてください。30秒程度が効果的です。運動中は痛みのない
範囲で行いましょう。

①太もも内側のストレッチ

②太もも裏側のストレッチ

③腰のストレッチ

④腰やお尻周囲のストレッチ

 を吐きながらゆっくり体を倒し、
息
膝を床に近づけていきます。

 つ這いになります。息を吐きながら、
四
おへそを見るように背中を丸めます。

両足を伸ばしたまま座り、片足を曲げます。
体
 を伸ばしている足の方に向け体を倒します。
左右交互に行ってみてください。

仰
 向けに寝ます。両膝を抱え息を吐きながら
近づけます。

注意：痛みなどが出現した場合は中止してください。

第44回

【あ す な ろ 健 康 講 座】

２月16日㈯


午後２時開演

口腔ケアについて（20分）

歯科衛生士

本内

陽子

坪井

永保

ハカ！ハカ！する病気のあれこれ（40分）
〜喘息、COPD、心不全など〜



理事長・呼吸器内科
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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、祝日
年末年始（12月30日〜１月３日）

●安積保育所

４号線→

●三万石

問い合わせ：広報室

エネオス●

●ヨークベニマル

安積総合学習センター

←成田温泉
須賀川 至↓

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。

４号バイパス

会場：安積総合学習センター（旧サンフレッシュ郡山）

←郡山南インター

●ニラク

血圧測定、体脂肪測定、肺年齢測定など。

セブンイレブン●

永保

内環状線

↑ 至 本宮

※午後１時30分から体験コーナーを設けております

理事長 坪井

安積団地
★バス停

●月光温泉クアハイム

●安積中学校

坪井病院

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）

