３．啓発講演等に関する事項
平成24年4月28日 （土） 坪井 永保
理事長
春の呼吸器機能障がいセミナー 足立区障がい福祉センター「あしす
と」にて講演
「呼吸機能障害あれこれ」
主 催
足立サンソ友の会
受講者
足立サンソ友の会会員、その家族、一般区（市）民
平成24年4月28日 （土） 岩波 洋 理事
春の呼吸器機能障がいセミナー 足立区障がい福祉センター「あしす
と」にて講演
「生活習慣病とがん検診について～生活習慣病とがんの怖さを知ろう
主 催
足立サンソ友の会
受講者
足立サンソ友の会会員、その家族、一般区（市）民
平成24年5月29日 （火） 岩波 洋
理事
須賀川市健康づくり推進員研修会 須賀川市市民温泉にて講演
「がん健診の必要性について」
主 催
須賀川市
受講者
須賀川市健康づくり推進員 100名
平成24年5月30日

(水)

坪井 永保
理事長
平成24年度郡山市特定保健指導実践者育成研修会
郡山医療介護病院にて講演
「たばこの健康被害～禁煙指導と治療のポイント～」
主 催
郡山市
受講者
医師、看護師、保健師、管理栄養士等 29名

平成24年6月1日 （金） 坪井 永保
理事長
（財）太田綜合病院附属太田西ノ内病院院内研修
（財）太田綜合病院附属太田西ノ内病院にて講演
「たばこの害と禁煙の方法について～たばこをやめられないあなた
に、そして喫煙者のまわりにいるあなたに～」
主 催
財団法人太田綜合病院
受講者
太田西ノ内病院職員 100名
平成24年6月11日

(月)

安藤 真弘 （付属坪井病院副院長兼化学療法部部長）
平成24年度喫煙防止教育講演会 須賀川市立岩瀬中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いのか」
主 催
須賀川市健康づくり課
受講者
同校１年生 45名

平成24年6月16日

(土)

渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
第12回あすなろ健康講座 安積総合学習センターにて講演
「あなたらしく生きるために～食の養生～」
主 催
財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者
地域住民 70名

平成24年6月18日

(月)

安藤 真弘 （付属坪井病院副院長兼化学療法部部長）
平成24年度喫煙防止教育講演会 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のか」
主 催
須賀川市健康づくり課
受講者
同校１年生 15名
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平成24年6月18日

(月）

渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
田村市常葉町「文化の館ときわ」にて講演
「在宅での「看取り」について」
主 催
田村地方介護支援専門員協会
受講者
田村地方介護支援専門員

平成24年6月20日

(水)

藤岡 薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
平成24年度喫煙防止教育講演会 須賀川市立第一中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いのか」
主 催
須賀川市健康づくり課
受講者
全学年生徒 277名

平成24年6月25日

(月)

安藤 真弘 （付属坪井病院副院長兼化学療法部部長）
平成24年度喫煙防止教育講演会 須賀川市立稲田中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いのか」
主 催
須賀川市健康づくり課
受講者
同校１年生 47名

平成24年6月30日 （土） 坪井 永保
理事長
東三学術講演会 ホテル日航豊橋にて講演
「日常診療における低酸素血症の評価～パルスオキシメータをさらに
活用するための知識～」
主 催
東三医学会、帝人ファーマ株式会社
帝人在宅医療株式会社
受講者
医師、看護師、コメディカル 45名
平成24年7月2日

(月)

安藤 真弘 （付属坪井病院副院長兼化学療法部部長）
平成24年度喫煙防止教育講演会 須賀川市立第三中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いのか」
主 催
須賀川市健康づくり課
受講者
同校１年生 93名

平成24年7月4日

(水)

藤岡 薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
平成24年度喫煙防止教育講演会 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のか」
主 催
須賀川市健康づくり課
受講者
同校１年生 71名

平成24年7月11日

(水)

藤岡 薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
平成24年度喫煙防止教育講演会 須賀川市立西袋中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いのか」
主 催
須賀川市健康づくり課
受講者
同校１年生 108名

平成24年7月18日

(水)

藤岡 薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
平成24年度喫煙防止教育講演会 須賀川市立第二中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いのか」
主 催
須賀川市健康づくり課
受講者
同校１年生 208名

平成24年7月25日

(水)

渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
特別養護老人ホーム天栄ホームにて講演
「終末期（緩和）ケアの概念と基本的な考え方」
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主 催
受講者
平成24年7月26日

平成24年7月28日

(木)

(土)

社団法人福島県介護支援専門員協会
社会福祉法人岩瀬福祉会に勤務する全職員

120名

渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
なじみ安積にて講演
「看取りについて（介護の専門知識を深める）」
主 催
株式会社ケアブレーンズ なじみ安積
受講者
株式会社ケアブレーンズ なじみ安積社員
渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
ビッグアイ郡山市民プラザにて講演
「最後まで自分らしく生きるために」
主 催
高齢化社会をよくする女性の会郡山
受講者
高齢化社会をよくする女性の会郡山会員

20名

30名

平成24年7月29日 （日） 坪井 永保
理事長
肺の日記念市民健康フォーラム 郡山ビューホテルアネックスにて講演
「肺と全身、こんなに関係があるってご存知でしたか？～怖い！全身
が壊れる病気COPD～」
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 262名
平成24年8月7日

(火)

渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
ビッグアイ郡山市民プラザにて講演
「漢方とメンタルヘルス」
主 催
あさかの学園大学
受講者
研修クラブ1学年 114名

平成24年8月9日

(木)

湖山 信篤 （付属坪井病院外科部長）
株式会社ヤクルト社内研修会 郡山ビューホテルにて講演
「大腸癌化学療法について」
主 催
株式会社ヤクルト本社
受講者
株式会社ヤクルト社員

平成24年8月23日

(木)

渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
西郷村保健福祉センターにて講演
「終末期（緩和）ケアの概念と基本的な考え方」
主 催
社団法人福島県介護支援専門員協会
受講者
介護支援専門員、看護師、ヘルパー、スタッフ
職員等 53名

平成24年8月24日 （金） 岩波 洋
理事
全国巡回がんセミナー”がんで泣くより 笑って予防”
しま（福島県産業振興センター）にて講演
「福島県のがん検診」
主 催
公益財団法人日本対がん協会
公益財団法人福島県保健衛生協会
受講者
一般市民

コラッセふく

平成24年8月28日 （火） 安藤 真弘 （付属坪井病院副院長兼化学療法部部長）
大鵬薬品工業株式会社社内講演会 大鵬薬品工業郡山出張所にて講演
「肺癌癌化学療法について」
主 催
大鵬薬品工業株式会社
受講者
大鵬薬品工業株式会社仙台支店郡山出張所 社員
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平成24年8月28日 （火） 三輪 晃士 （付属坪井病院内科医長）
大鵬薬品工業株式会社社内講演会 大鵬薬品工業郡山出張所にて講演
「肺癌癌化学療法について」
主 催
大鵬薬品工業株式会社
受講者
大鵬薬品工業株式会社仙台支店郡山出張所 社員
平成24年8月28日 （火） 田中 徹
（付属坪井病院内科医員）
大鵬薬品工業株式会社社内講演会 大鵬薬品工業郡山出張所にて講演
「肺癌癌化学療法について」
主 催
大鵬薬品工業株式会社
受講者
大鵬薬品工業株式会社仙台支店郡山出張所 社員
平成24年9月8日 （土） 坪井 永保 理事長
第２４回兵庫県呼吸ケア・リハビリテーション懇話会
神戸国際会議場にて講演
「日常診療における低酸素血症の評価～パルスオキシメータをさらに
活用するための知識～」
主 催
兵庫県呼吸ケア・リハビリテーション懇話会
帝人在宅医療株式会社
受講者
医師、看護師、コメディカル、医療関係者 155名
平成24年9月10日 （月） 渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
全国衛生週間実施準備指導会 郡山ユラックス熱海にて講演
「ダイエットと癌予防について」
主 催
社団法人郡山労働基準協会
受講者
製造、加工、土木建設、電機等の事業所 200名
平成24年9月12日 （水） 渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
平成24年度福島県福祉・介護人材確保緊急支援事業助成制度活用講座
キャリア形成訪問指導事業
特別養護老人ホーム カーサ・ミッレにて講演
「終末期（緩和）ケアの概念と基本的な考え方」
主 催
社団法人福島県介護支援専門員協会
受講者
特別養護老人ホーム カーサ・ミッレ 職員40名
平成24年9月14日 （金） 渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
喜多方市総合福祉センターにて講演
「終末期（緩和）ケアの概念と基本的な考え方
主 催
社団法人福島県介護支援専門員協会
受講者
施設で働く職員
平成24年9月16日 （日） 渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
平成24年度がん診療に携わる医師及びコメディカルに対する緩和ケア
研修会in坪井病院 ホテルバーデンにて講演
「緩和ケア概論」
「がん性疼痛」
主 催
財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者
がん診療に携わる医師およびコメディカル 20名
平成24年9月17日 （月） 渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
平成24年度がん診療に携わる医師及びコメディカルに対する緩和ケア
研修会in坪井病院 ホテルバーデンにて講演
「コミュニケーション講義」
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主 催
受講者

財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
がん診療に携わる医師およびコメディカル

20名

平成24年9月19日

(水)

藤岡 薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
平成24年度喫煙防止教育講演会 須賀川市立大東中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いのか」
主 催
須賀川市健康づくり課
受講者
同校１年生 61名

平成24年9月20日

(木)

湖山 信篤 （付属坪井病院外科部長）
大鵬薬品工業株式会社社内講演会 大鵬薬品工業郡山出張所にて講演
「大腸癌化学療法について」
主 催
大鵬薬品工業株式会社
受講者
大鵬薬品工業株式会社仙台支店郡山出張所 社員

平成24年9月20日

(木)

川本 聖郎 （付属坪井外科医長）
大鵬薬品工業株式会社社内講演会 大鵬薬品工業郡山出張所にて講演
「大腸癌化学療法について」
主 催
大鵬薬品工業株式会社
受講者
大鵬薬品工業株式会社仙台支店郡山出張所 社員

平成24年9月21日 （金） 岩波 洋
理事
郡山市あさかの学園大学 ビッグアイにて講演
「丈夫なからだ」
主 催
郡山市あさかの学園大学
受講者
専門１年 122名
平成24年9月22日 （土） 渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
平成24年度がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修in白河 白河
厚生総合病院にて講演
「全人的な緩和ケアについての要点」
主 催
白河厚生総合病院
受講者
がん診療に携わる医師およびコメディカル 医師20名、
コメディカル若干名
平成24年9月23日 （日） 渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
平成24年度がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修in白河 白河
厚生総合病院にて講演
「患者への悪い知らせの伝え方についての検討及び演習」
「がん医療におけるコミュニケーション技術についての講義」
主 催
白河厚生総合病院
受講者
がん診療に携わる医師およびコメディカル 医師20名、
コメディカル若干名
平成24年10月4日 （木） 藤岡 薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
平成24年度「校内薬物乱用防止教室」
白河市立白河第二中学校にて講演
「たばこや薬物がもたらす健康被害を知り健康保持に努めよう」
主 催
白河市立白河第二中学校
受講者
１学年生徒288名 １学年教職員13名
平成24年10月5日

(金)

安藤 真弘 （付属坪井病院副院長兼化学療法部部長）
第20回がん治療懇話会 郡山ビューホテルにて講演
「非小細胞肺癌における当院のBevacizumabの使用経験」
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主 催
受講者
平成24年10月20日

(土)

財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
外部医療従事者 78名

安藤 真弘 （付属坪井病院副院長兼化学療法部部長）
第13回あすなろ健康講座 安積総合学習センターにて講演
「化学療法について」
主 催
財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者
地域住民 61名

平成24年10月20日 （土） 坪井 永保
理事長
秋の呼吸器機能障がいセミナー 足立区障がい福祉センター「あしす
と」にて講演
「呼吸器疾患の併存症についてのお話し～栄養障害、骨粗鬆症、心不
全など～」
主 催
足立サンソ友の会、足立区障がい福祉センター
受講者
足立区民、呼吸器機能障害当事者、家族、医療機関等
100名
平成24年10月22日 （月） 渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
南湖こころのクリニック デイケアルームにて講演
「終末期（緩和）ケアの概念と基本的な考え方
主 催
社団法人福島県介護支援専門員協会
受講者
施設で働く職員 50名
平成24年10月23日 （火） 岩波 洋
理事
棚倉町保健福祉センターにて講演
「検診と生活習慣病」
主 催
棚倉町
受講者
棚倉町町民
平成24年10月24日

(水)

藤岡 薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
総合学習 郡山市立大槻中学校にて講演
「薬物乱用教室」
主 催
郡山市立大槻中学校
受講者
全校生徒 466名

平成24年10月24日 （水） 坪井 永保
理事長
アストラゼネカ社内教育研究会
ビッグアイアストラゼネカ会議室にて講演
「COPDの最近の話題」
主 催 アストラゼネカ
受講者 アストラゼネカ社員 7名
平成24年10月25日 （木） 渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
平成24年度主任介護支援専門研修 ビッグパレットふくしまにて講演
「ターミナルケア」
主 催
福島県介護支援専門員協会
受講者
介護支援専門員
平成24年10月27日 （土） 坪井 永保
理事長
第19回鹿児島県呼吸療法研究会 鹿児島県医師会館にて講演
「呼吸リハビリテーションの拡がり～低酸素血症の評価ならびにがん
のリハビリテーションの実際～」
主 催
鹿児島県呼吸療法研究会、帝人在宅医療株式会社
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受講者

医師、看護師、コメディカル他

111名

平成24年11月3日 （土） 坪井 永保
理事長
第13回群馬県呼吸リハビリテーション研究会 群馬大学にて講演
「日常診療における低酸素血症の評価～パルスオキシメータをさらに
活用するための知識～」
主 催
群馬県呼吸リハビリテーション研究会
帝人在宅医療株式会社群馬営業所
受講者
医師、看護師、コメディカル 150名
平成24年11月10日 （土） 渡邉 睦弥 （付属坪井病院緩和ケア部部長）
在宅診療におけるがん性疼痛緩和/歯科連携研修会
財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院講堂にて講演
「在宅緩和ケアにおける医科歯科連携について～顔を看て病気を
チェックするコツ～」
主 催
財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者
医師・歯科医師、看護師、歯科衛生士、
地域包括センター、在宅介護支援センター
訪問看護・介護事業所の看護・介護職員
及びコメディカル 40名
平成24年11月16日 （金） 坪井 永保
理事長
健康教育 郡山総合福祉センターにて講演
「慢性閉塞性肺疾患（COPD）ってどんな病気？」
主 催
郡山市保健所地域保健課
受講者
郡山市民 35名
平成24年11月28日

(水)

藤岡 薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
平成24年度喫煙防止教育講演会 須賀川市立長沼中学校にて講演
「タバコはなぜ体に悪いのか」
主 催
須賀川市健康づくり課
受講者
同校１年生 54名

平成24年12月1日 （土） 坪井 永保
理事長
第15回十勝地区呼吸不全研究会
JA北海道厚生連帯広厚生病院講堂にて講演
「日常における低酸素血症の評価～パルスオキシメータをさらに活用
するための知識～」
主 催
十勝地区呼吸不全研究会、帝人在宅医療株式会社
北海道エア・ウォーター株式会社
受講者
医師、看護師、コメディカル他 73名
平成24年12月11日

(火)

藤岡 薫 （付属坪井病院呼吸器外科部長）
6年生薬物乱用教室 西郷村立熊倉小学校にて講演
「たばこの害について」
主 催
西郷村立熊倉小学校
受講者
6年生 79名

平成24年12月15日

(土)

坂本 且一 （付属坪井病院副院長兼診療部長）
第14回あすなろ健康講座 安積総合学習センターにて講演
「更年期障害～夫婦でのりきるには？～」
主 催
財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者
地域住民 47名
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平成25年1月26日 （土） 坪井 永保
理事長
第11回薩摩呼吸ケア研究会 イーグレひめじにて講演
「日常診療における低酸素血症の評価～パルスオキシメータをさらに
活用するための知識～」
主 催
薩摩呼吸ケア研究会、帝人在宅医療株式会社
帝人ファーマ株式会社
受講者
医師、看護師、コメディカル他 76名
平成25年2月9日 （土） 坪井 永保
理事長
第11回愛媛県呼吸不全研究会 ひめぎんホールにて講演
「日常診療における低酸素血症の評価～パルスオキシメータをさらに
活用するための知識～」
主 催
愛媛県呼吸不全研究会、帝人在宅医療株式会社
受講者
医師、コメディカル、学生 120名
平成25年2月16日

(土)

井坂 晶 （付属坪井病院ドック・検診）
第15回あすなろ健康講座 安積総合学習センターにて講演
「生活習慣病と健診のすすめ～健診成績の見方～」
主 催
財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
受講者
地域住民 102名

平成25年2月27日 （水） 坂本 且一 （付属坪井病院副院長兼診療部長）
福島県財団法人病院看護部長会 郡山市熱海町 湯のやど楽山にて講演
「更年期と女性のからだ」
主 催
福島県財団法人病院看護部長会
受講者
福島県財団法人病院看護部長会 会員
平成25年2月27日 （水） 三輪 晃士 （付属坪井病院内科医長）
中外製薬株式会社社内研修会
中外製薬株式会社郡山オフィスにて講演
「非小細胞肺癌のＥＧＦＲ－ＴＫＩによる長期使用例」
主 催
中外製薬株式会社福島がん専門室
受講者
中外製薬株式会社 社員
平成25年3月5日 （火） 三輪 晃士 （付属坪井病院内科医長）
大鵬薬品工業株式会社社内講演会 大鵬薬品工業郡山出張所にて講演
「当院での肺癌治療戦略について」
主 催
大鵬薬品工業株式会社
受講者
大鵬薬品工業株式会社仙台支店 社員
平成25年3月5日 （火） 田中 徹
（付属坪井病院内科医員）
大鵬薬品工業株式会社社内講演会 大鵬薬品工業郡山出張所にて講演
「当院での肺癌治療戦略について」
主 催
大鵬薬品工業株式会社
受講者
大鵬薬品工業株式会社仙台支店 社員
平成25年3月8日 （金） 坪井 永保
理事長
出前講座 あさか台豊寿会 あさか台集会所にて講演
「健康で長生きするために～栄養障害、骨粗鬆症、心不全など～」
主 催
あさか台豊寿会
受講者
あさか台豊寿会会員 35名
平成25年3月9日 （土） 坪井 永保 理事長
第12回京都呼吸ケア研究会
10

京都リサーチパークにて講演

「日常診療における低酸素血症の評価～パルスオキシメータをさらに
活用するための知識～」
主 催
京都呼吸ケア研究会、帝人在宅医療株式会社
帝人ファーマ株式会社、京都医療用酸素株式会社
受講者
医師、看護師、コメディカル他 104名
平成25年3月16日 （土） 坪井 永保
理事長
第22回ふくしま健康ライフ 郡山市労働福祉会館にて講演
「たばこの事を考えよう」
主 催
福島県医師会、読売新聞福島支局、福島民友新聞社
福島中央テレビ
受講者
一般市民
◎以上、平成24年度啓発講演等を66回行い、啓発パンフレットを配布した。
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