
平成22年度　啓発講演等

平成22年4月9日 (金) 山下　直行　（付属坪井病院消化器外科部長）
あすなろ健康講座　安積行政センターにて講演
「消化管の病気と治療」
主　催　　財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者　　一般市民　56名

平成22年4月17日 (土) 森村 豊　（付属坪井病院婦人科部長）
子宮の日　特別講演坪井病院講堂にて講演
「あなたの未来の赤ちゃんのために～子宮がんから身体と子宮を守りま
主　催　　付属坪井病院
受講者　　保健師、養護教諭　48名

平成22年5月7日 (金) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
平成22年度緩和ケアの基本教育にための都道府県指導者研修会　クロス
ウェーブ船橋にて講演
「がん性疼痛」
主　催　　国立がんセンター　がん対策情報センター
受講者　　緩和ケアに携わる都道府県指導者

平成22年5月8日 (土) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
平成22年度緩和ケアの基本教育にための都道府県指導者研修会　クロス
ウェーブ船橋にて講演
「がん性疼痛」
主　催　　国立がんセンター　がん対策情報センター
受講者　　緩和ケアに携わる都道府県指導者

平成22年5月9日 (日) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
平成22年度緩和ケアの基本教育にための都道府県指導者研修会　クロス
ウェーブ船橋にて講演
「がん性疼痛」
主　催　　国立がんセンター　がん対策情報センター
受講者　　緩和ケアに携わる都道府県指導者

平成22年5月15日 (土) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
全会津介護支援専門員協会　会津大学にて講演
「医療と連帯」
主　催　　全会津介護支援専門員協会
受講者　　会員　150名

平成22年5月16日 (日) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
がん診療に携わる医師・コメディカルに対する緩和ケア単位型研修会in会
津中央2010　会津中央病院にて講演
「がん性疼痛緩和　緩和ケア概論」
主　催　　福島県
受講者　　がん診療に携わる医師、コメディカル

平成22年5月21日 (金) 安藤 真弘 （付属坪井病院副院長兼化学療法部部長）
がん治療懇話会　郡山ビューホテルにて講演
「当院に紹介いただいた呼吸器疾患の症例検討」
主　催　　財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者  　医療従事者　57名

平成22年6月7日 (月) 柿沼　大輔 （付属坪井病院外科医長）
がん治療懇話会　郡山ビューホテルにて講演
「大腸癌に対する治療戦略」
主　催　　財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者  　医療従事者　97名
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平成22年6月12日 (土) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
あすなろ健康講座　安積行政センターにて講演
「肝臓の話　～肝炎から肝がんまで～」
主　催　　財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者　　一般市民　56名

平成22年6月14日 (月) 安藤 真弘 （付属坪井病院副院長兼化学療法部部長）
中学生へ禁煙防止教育講演会　須賀川市立岩瀬中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いか」
主　催　　須賀川市
受講者　  同校１年生　44名

平成22年6月20日 (日) 坪井 永保 　副理事長
日東紡クラスファイバー従業員研修会　ホテル華の湯にて講演
「怖い！肺の生活習慣病COPD」
主　催　　日東グラスファイバー労働組合
受講者　　会員事業所代表　40名

平成22年6月23日 (水) 坪井 栄孝　理事長
ＮＯＳＡＩいわせ石川女性の集い研修会　母畑温泉にて講演
「女性とがん特に末期がん患者の具体的な方策（ホスピス)」
主　催　いわせ石川農業共済組合
受講者　女性部の方々と共済役員と職員　200名

平成22年6月23日 (水) 藤岡　薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
中学生へ禁煙防止教育講演会　須賀川市立小塩江中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いか」
主　催　　須賀川市
受講者  　同校１年生　19名

平成22年6月26日 (土) 坪井 永保 　副理事長
非侵襲的換気療法研究会　都市センターホテルにて講演
「慢性呼吸器疾患の急性増悪時に対するＮＰＰＶ療法について」
主　催　　非侵襲的換気療法研究会
受講者　　全国医師・看護師等医療従事者　150名

平成22年6月28日 (月) 安藤 真弘 （付属坪井病院副院長兼化学療法部部長）
中学生へ禁煙防止教育講演会　須賀川市立第一中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いか」
主　催　　須賀川市
受講者  　同校１年生　89名

平成22年6月30日 (水) 藤岡　薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
中学生へ禁煙防止教育講演会　須賀川市立仁井田中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いか」
主　催　　須賀川市
受講者　  同校１年生　93名

平成22年6月30日 (水) 菅野　仁士 （付属坪井病院外科医長）
第９回ＴＳ-1症例検討会　ホテルハマツにて講演
「stageⅣ　胃癌に対する１st line の振り分けと長期RP例に対する切除の
意義 」
主　催　大鵬薬品工業株式会社
受講者　医師20 名

平成22年7月8日 (木) 坪井 永保 　副理事長
郡山呼吸器疾患勉強会　ホテルハマツにて講演
「間質性肺炎アップデート」
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主　催　　郡山呼吸器疾患勉強会
　　　　　ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ株式会社
受講者　　病院勤務医師、開業医師　35名

平成22年7月12日 (月) 安藤 真弘 （付属坪井病院副院長兼化学療法部部長）
中学生へ禁煙防止教育講演会　須賀川市立第二中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いか」
主　催　　須賀川市
受講者  　同校１年生　187名

平成22年7月14日 (水) 藤岡　薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
中学生へ禁煙防止教育講演会　須賀川市立第三中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いか」
主　催 　須賀川市
受講者 　同校１年生　131名

平成22年7月16日 (金) 坪井 永保 　副理事長
レクチャーミーティング　仙台第一生命タワービルにて講演
「COPDの最新の知見」
主　催　　日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
受講者　　社員　20名

平成22年7月20日 (火) 坪井 永保 　副理事長
高齢者学級″いきいき学級″大槻東地域公民館にて講演
上質な睡眠をとるために
「いい眠りしてますか？」
主　催　　郡山市大槻東地域公民館
受講者　　60歳以上の高齢者　20名

平成22年7月21日 (水) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
会田病院公開講座　矢吹町中央公民館にて講演
「ターミナルケア～愛で結ぶ地域連携について～」
主　催　　会田病院
受講者　　一般市民　150名

平成22年7月23日 (金) 小澤 俊文 （付属坪井病院消化器内科部長）
静岡胃疾患研究会　　静岡市静岡医師会にて講演
「ミニレクチャー」
主　催　静岡胃疾患研究会
　　　　エーザイ株式会社
受講者　内科医、外科医、放射線科医、病理医、技師　50名

平成22年7月25日 (日) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
平成22年度がん診療に携わる医師・コメディカルに対する緩和ケア単位型
研修会in坪井病院　坪井病院にて講演
「がん性疼痛緩和　緩和ケア概論」
主　催　　福島県
受講者　　がん診療に携わる　医師20名、コメディカル10名

平成22年8月1日 (日) 坪井 永保 　副理事長
肺の日記念市民健康フォーラム　ビックパレットふくしまにて講演
「喘息を知って、うまくつきあうために～自分が、家族が、友達が～」
主　催　　財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者　　一般市民

平成22年8月5日 (木) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
県中地域「在宅緩和ケア地域連携研修会　郡山保健所にて講演
「がん専門病院としての取り組みと地域連携」
主　催　　福島県県中保健福祉事務所
受講者　　在宅県和ケア関係者　100名
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平成22年8月30日 (月) 安藤 真弘 （付属坪井病院副院長兼化学療法部部長）
中学生へ禁煙防止教育講演会　須賀川市立西袋中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いか」
主　催　　須賀川市
受講者  　同校１年生　109名

平成22年9月4日 (土) 坪井 永保 　副理事長
　公開セミナー　郡山文化センターにて講演
最近増加している女性の肺の病気
「怖い！女性のおうが重症に！？－肺の生活習慣病COPD-」
主　催　　NPO法人女性呼吸器疾患研究機構
受講者　　一般市民　300名

平成22年9月11日 (土) 小澤 俊文 （付属坪井病院消化器内科部長）
福島ESDクラブ　　コラッセ福島にて講演
「瘢痕症例、噴門部症例、残胃症例について」
主　催　福島ＥＳＤクラブ
　　　　武田薬品工業株式会社
受講者　内科医、外科医、放射線科医、病理医、技師

平成22年9月12日 (日) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会　大阪アカデミアにて講演
「緩和ケアについて」
主　催　　特定非営利活動法人　日本緩和医療学会
受講者　　会員

平成22年9月16日 (木) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
郡山市介護支援専門員連絡協議会　郡山総合福祉センターにて講演
「緩和ケアについて」
主　催　　郡山市介護支援専門員連絡協議会
受講者　　郡山市介護支援専門員連絡協議会会員　40名

平成22年9月19日 (日) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
がん診療に携わる医師対する緩和ケア研修会in白河　白河厚生総合病院に
「緩和ケア概論」
主　催　　白河厚生総合病院
受講者　　医師　20名

平成22年9月20日 (日) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
がん診療に携わる医師対する緩和ケア研修会in白河　白河厚生総合病院に
「モミュニケーションロールプレイ」
主　催　　白河厚生総合病院
受講者　　医師　20名

平成22年9月22日 (水) 藤岡　薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
中学生へ禁煙防止教育講演会　須賀川市立大東中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いか」
主　催 　須賀川市
受講者 　同校１年生　54名

平成22年10月4日 (月) 小澤 俊文 （付属坪井病院消化器内科部長）
抗血小板療法による消化管障害とその対策　ホテルハマツにて講演
「消化器治療内視鏡について」
主　催　抗血小板療法による消化管障害とその対策
　　　　武田薬品工業株式会社
受講者　医師

平成22年10月7日 (木) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
県南地区緩和医療研修会　白河厚生総合病院にて講演
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地域がん医療や在宅緩和ケア推進に携わる医師による
「緩和ケア～終末期の輸液管理」
主　催　　県南地区緩和医療研修会
受講者　　緩和ケアに携わる医師、看護師、医療従事者

平成22年10月8日 (金) 坪井 永保 　副理事長
あさか台豊寿会　あさか台集会所にて講演
「いい眠りしていますか？」
主　催　　あさか台　豊寿会
受講者　　会員　50名

平成22年10月9日 (土) 坪井 永保 　副理事長
福島呼吸器ケア研究会　ホテルハマツにて講演
「ガイドラインに基づくＣＯＰＤの診断と治療の実態」
　－NPPV、在宅酸素療法も含めて－
主　催　　福島呼吸ケア研究会
　　　　　帝人在宅医療株式会社
受講者　　医師、看護師、コメディカル・他医療関係者

平成22年10月14日 (木) 坪井 永保 　副理事長
グラクソ･スミスクライン本社にて講演
「COPDの診断と治療」
主　催　　グラクソ・スミスクライン株式会社
受講者　　社員

平成22年10月16日 (土) 藤岡　薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
あすなろ健康講座　安積行政センターにて講演
「たばこと健康」
主　催　　財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者　　一般市民　56名

平成22年10月19日 (火) 坪井 永保 　副理事長
　ＣＯＰＤフォーラム　いわきワシントンホテルにて講演
「COPDの診断と治療最近の話題」
～実地医家での管理と専門医への紹介のタイミング～
主　催　　日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
　　　　　ファイザー株式会社
受講者　　地域医療担当者　15名

平成22年10月20日 (水) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
主任介護支援専門員研修会　ビックパレットふくしまにて講演
「ターミナルケア」
主　催　　（社）福島県介護支援専門員協会
受講者　　主任介護支援専門員　200名

平成22年10月22日 （金) 安藤 真弘 （付属坪井病院副院長兼化学療法部部長）
がん治療懇話会　郡山ビューホテルにて講演
「当院に紹介いただいた呼吸器疾患の症例検討」
主　催　　財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者  　外部医療従事者　57名

平成22年10月23日 (土) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
日本尊厳死協会東北支部大会　　　郡山ビューホテルにて講演
「尊厳を支えるもの－心のケアと家族」
主　催　　一般社団法人日本尊厳死協会東北支部
受講者　　一般市民

平成22年10月30日 (土) 小澤 俊文 （付属坪井病院消化器内科部長）
岩手県消化器治療内視鏡研究会　エスポワールいわてにて講演
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「消化器治療内視鏡について」
主　催　岩手消化器治療内視鏡研究会
　　　　ゼリア新薬工業株式会社
受講者　医師

平成22年11月6日 (土) 坪井 永保 　副理事長
　青森県在宅呼吸器療法研究会　青森市観光物産館アスパムにて講演
「在宅呼吸管理の指導について」
主　催　青森県在宅呼吸器療法研究会
受講者　医師、看護師、理学療法士、作業療法士、ケースワーカー、技師

平成22年11月24日 (水) 藤岡　薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
中学生へ禁煙防止教育講演会　須賀川市立長沼中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いか」
主　催 　須賀川市
受講者 　同校１年生　58名

平成22年11月25日 (木) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
福島県診療録管理研究会　母畑温泉八幡屋にて講演
「緩和ケアからみる患者主体の医療と診療情報管理」
主　催　　福島県病院協会
受講者　　医療情報者

平成22年11月27日 (土) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
日本緩和医療学会　　ｾﾐﾅｰﾊｳｽ　クロスウェーブ船橋にて講演
「緩和ケア及び精神腫瘍学」
主　催　　日本緩和医療学会
受講者　　会員

平成22年11月27日 (土) 小澤 俊文 （付属坪井病院消化器内科部長）
GI skill-up seminar  武田薬品工業株式会社大会議室にて講演
「症例について」
主　催　武田薬品工業株式会社
受講者　医師

平成22年12月2日 (木) 岩波 洋  理事
年末年始労働災害防止指導会　郡山ユラックス熱海にて講演
「生活習慣病と肺がんについて」
主　催　　郡山労働基準協会
受講者　　製造、加工、土木建設、電気等の事業所代表　150～200名

平成22年12月3日 (金) 藤岡　薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
平成22年度学校すこやかプラン専門医派遣事業　郡山市緑ヶ丘第一小学校
にて講演
「受動喫煙と喫煙の害について」
主　催 福島県教育庁学校生活健康課
受講者 　同校児童 166名 　保護者 100名

平成22年12月4日 (土) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
在宅緩和セミナー坪井病院講堂にて講演
「～望まれる緩和ケアを提供するために～」
主　催　　財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者　　医療従事者　32名

平成22年12月9日 (木) 坪井 永保 　副理事長
郡山医師会研修会にて講演
「肺の生活習慣病COPDにおける呼吸リハビリテーションの抵抗と実際」
主　催　　郡山医師会
受講者　　会員
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平成22年12月8日 （水) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
緩和ケアＭＲ研修　塩野義製薬株式会社郡山分室にて講演
「ＰＥＡＣＥについて」
主　催　　塩野義製薬株式会社
受講者　　社員

平成22年12月8日 (木) 藤岡　薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
棚倉町立山岡小学校にて講演
「喫煙の害」
主　催 棚倉町立山岡小学校
受講者 　同校児童 5年生　２名 　６年生 ４名

平成22年12月10日 (土) 小澤 俊文 （付属坪井病院消化器内科部長）
　第４０回近畿内視鏡治療研究会　エーザイ株大阪ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｵﾌｨｽ会議室に
て講演
「症例について」
主　催　近畿内視鏡治療研究会
エーザイ株式会社
受講者　研究会会員

平成22年12月16日 (木) 渡邉 睦弥　（付属坪井病院緩和ケア部部長）
郡山市介護支援専門員連絡協議会　郡山総合福祉センターにて講演
「緩和ケアについて」
主　催　　郡山市介護支援専門員連絡協議会
受講者　　郡山市介護支援専門員連絡協議会会員　40名

平成22年12月18日 (土) 小澤 俊文 （付属坪井病院消化器内科部長）
あすなろ健康講座　安積行政センターにて講演
「ヘリコバクター・ピロリ時代における胃の病気について」
主　催　　財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者　　一般市民　56名

平成23年1月22日 (土) 小澤 俊文 （付属坪井病院消化器内科部長）
　第22回日本消化器内視鏡学会東北セミナー　ﾎﾃﾙﾆｭｰｷｬｯｽﾙにて講演
「早期胃癌の内視鏡診断」
主　催　日本消化器内視鏡学会東北セミナー
受講者　会員

平成23年1月29日 (土) 小澤 俊文 （付属坪井病院消化器内科部長）
　福島ＥＳＤクラブ　武田薬品工業株式会社会議室にて講演
「症例について」
主　催　福島ＥＳＤクラブ
受講者　福島県内医師　50名

平成23年2月4日 (金) 岩波 洋  理事
ニッセイ福島支社「がん」セミナー　南相馬市民情報交流ｾﾝﾀｰにて講演
「がん治療最前線」
主　催　 日本生命保険相互会社福島支店
受講者 　日本生命保険相互会社顧客　85名

平成23年2月7日 (月) 岩波 洋  理事
交通安全・健康講話　須賀川市民温泉にて講演
「生活習慣病とがん予防について」
主　催　 須賀川市シルバー人材センター
受講者 　会員　100名

平成23年2月8日 (火) 岩波 洋  理事
ニッセイ福島支社「がん」セミナー　ＭＡＸふくしまにて講演
「がん治療最前線」
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主　催　 日本生命保険相互会社福島支店
受講者 　日本生命保険相互会社顧客経　85名

平成23年2月19日 (火) 坪井 永保 　副理事長
郡山喘息治療講演会  郡山ビューホテルアネックスにて講演
「気管支喘息治療における吸引ステロイド＋β２刺激剤の考え方」
主　催　　アステラス製薬株式会社

　　　　　　　　　 　　　　　アストラゼネカ株式会社
受講者　　医師

平成23年2月20日 (日) 坪井 永保 　副理事長
「ぜんそくはこわくない！」市民公開講座　郡山商工会議所にて講演
「ぜんそく治療の進歩により明るい未来が開けます。」
　　～成人のぜんそくの知識を深めましょう～
主　催　　グラクソ・スミスクライン株式会社
受講者　　一般市民

平成23年2月25日 (月) 小澤 俊文 （付属坪井病院消化器内科部長）
　TAKEDA GI Meeting in KORIYAMA 武田薬品工業株式会社　大会議室にて
「胃炎、胃癌ついて」
主　催　福島ＥＳＤクラブ
受講者　福島県内医師　50名

平成23年2月28日 (月) 藤岡　薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
西郷村立熊倉小学校　　西郷村立区画ら小学校多目的ホールにて講演
「タバコの害と健康について」
主　催 　西郷村立熊倉小学校
受講者 　同校６年生　71名
　

平成23年3月5日 (土) 坪井 永保 　副理事長
呼吸リハビリテーション研修会 郡山健康科学専門学校にて講演
「呼吸リハビリテーションの対象疾患の病態整理」
主　催　　吸リハビリテーション研修会
受講者　　理学療法士、作業療法士、看護師、言語聴覚士、医師
　　　　　リハビリテーション従事者　150名
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