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原口院長　就任の挨拶

院長　原口　秀司

　がんにかかる国民は増加の一途をたどり、現在では２人に１人が生涯のうちに癌にかかって
います。福島県でも状況は同じであり、県民の疾病による死亡の最大の原因になっています。
このような厳しい状況の打開を目指して平成26年４月１日がんの予防の推進、がんの早期発見
の推進、がん医療水準の向上、緩和ケアの充実、がんに関する正しい知識の普及などを柱とし
た「福島県がん対策の推進に関する条例」が施行されました。これらはまさに坪井病院創建時か
らの１．予防啓発 ２．早期発見 ３．集学的治療 ４．ホスピスケアを４本の柱とする基本方針に
ほかなりません。坪井病院は、これからも福島県におけるがん対策の推進に貢献すべくがん診
療連携拠点病院の要としてこれらの施策を今まで以上に実践していく所存です。
　しかしながら、平成23年の東日本大震災と福島第一原子力発電所事故による放射能汚染の爪
痕は大きく、病院は倒壊したところもあり、医療スタッフが流出し、また、多くの方々が住む
家を追われ、仕事を失い、家族が離散する状況では、がん診療の維持・実践は容易なことでは
ありませんでした。このような状況でも坪井病院では、東北・関東を中心に内科、外科、消化
器内科、消化器外科、大腸・肛門外科、呼吸器内科、呼吸器外科、乳腺外科、婦人科、放射線
科、麻酔科、病理診断科、緩和ケア内科の優秀なスタッフを懸命に揃えて、胃がん、肺がん、
大腸がん、乳がん、子宮がんの５大癌を中心として最新の治療を提供し続けております。
　ここ数年の坪井病院におけるがん診療の変革としては、外科では内視鏡手術の導入・実践で
ありました。ハイビジョンカメラを駆使した早期肺がんに対する胸腔鏡下手術、早期胃がん・
食道がん・大腸がんに対する腹腔鏡下手術は、安全を重視して行われており、低侵襲なため早
期社会復帰を可能にしています。内科では、進行がんに対しては組織型や遺伝子変異解析を元
にした個別化治療を行い、化学療法も入院から外来への移行を積極的に行っています。また、
今後はがん免疫療法が導入されます。また、リハビリテーションセンターを開設し、呼吸器・
がん・術後リハビリテーションを積極的に行っています。術前の呼吸機能訓練から手術や病気
により落ちた機能・体力の回復に大きな威力を発揮しています。このような取り組みは、がん
になっても仕事を続けることを可能にし、社会生活の安定に寄与しています。さらに平成27年
には、薬剤師外来、リンパ浮腫外来を開設し、平成28年には病理外来の設置を予定しており、
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注目を集めています。
　また、予防啓発には今まで以上に力を注いでおります。坪井病院地域医療連携フォーラムを
開催して、近隣の地域医療を担っている方々をお招きして坪井病院における最新のがん診療を
紹介し、医療情報を交換して厚みのある連携の構築に努めています。また、一般向けのラジオ
やテレビ講演、院外報「あすなろ」の発行、あすなろ健康講座や肺の日記念市民健康フォーラム、
中学校などにおいて喫煙の害に関する講演を通して、がんに対する正しい知識の普及と予防活
動に取り組んでいます。
　また、がん診療にとどまらず、呼吸器内科では、肺気腫や肺線維症、睡眠時無呼吸症候群の
治療まで併せて行っています。外科では、気胸や膿胸に対する胸腔鏡下手術も積極的に行って
います。また、郡山市の外科二次救急当番に参加し、医師不足で疲弊する救急医療に資する覚
悟です。
　坪井病院は、生命の尊厳と人間愛を基調理念として、病気を抱えておられる患者さんと家族
に寄り添い、サポートして、安心して治療に立ち向かえるように力を尽くします。福島県にい
ても東京に勝るとも劣らない医療を提供していきます。
　ぜひ、悩みを抱えこまないで坪井病院の門をまずは叩いてみてください。

TV撮影風景 坪井病院地域医療連携フォーラムでの情報交換

原口　秀司／ Shuji Haraguchi

出　身　校／日本医科大学

専　　　門／呼吸器外科（肺がんに対する胸腔鏡補助下手術）

所 属 学 会／日本臨床外科学会
　　　　　　小切開・鏡視外科学会
　　　　　　日本呼吸器外科学会

診　　　察／金曜日午前、第１土曜日午前
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　ナイチンゲール生誕にあわせ毎年５月12日は「看護の日」と制定され、今年も各団体や各地域で様々なイ
ベントが開催されました。当院看護部でも「看護の日」をアピールするため以下のイベントを開催しました。
　・アロマオイルを使ったハンドマッサージ
　・自分に合ったアロマコロンを作ろう
　・認知症予防のためのアロマオイルの紹介
　・喫茶コーナーでおいしいお茶を飲みましょう
の４つのコーナーを設け開催しました。
　この日を楽しみにしていらっしゃった方やこの日の為にわざわざ足を運んでくださった方など、また今話
題の認知症に効果のあるアロマの紹介を熱心に聞かれる方も居り、大盛況でした。入院患者さんには、点滴
などで疲れた手のハンドマッサージはとても好評で、マッサージしながらのスタッフとの会話は日頃の悩み
やストレスを吐き出す良い機会だったようです。
　運営スタッフもまた役割を果たし、それぞれにやり終えた満足感と自分たちも癒された、との想いを感じ
ています。また来年も、「看護の日」イベントを楽しみにお待ちください。

看護部　松川　喜子

「看護の日」イベントについて

　７月26日に高校生一日看護体験が行われました。
　坪井病院にも、女子８名、男子３名の高校生がやって来てくれました。
　憧れの（？）白衣に身を包んだ初々しい高校生の姿に、
患者さんだけではなく、スタッフの皆さんもひと時癒
されたのではないでしょうか。
　当日の高校生は皆ポーカーフェイスで、オリエンテー
ションをしても、病院内の見学に行っても、誰１人と
して質問もせず“いまどきの高校生はこうなのか！”と
おばちゃんは思ってしまいましたが…終わったあとの
感想を読むと、用紙の裏表にぎっしり感想が書かれて
いて、高校生の皆さんがいろんな事に感激したり、い
ろんなことを感じていたんだなぁとすごく伝わってき
て嬉しく思いました。
　同じ高校三年生の子を持つ母としては、最後に「勉強
してね～」と叫んでしまいましたが、ここはみんな笑っ
てくれました。
　ご協力いただきましたスタッフの皆様、本当にあり
がとうございました。来年もよろしくお願い致します。

看護部　深谷　幸子

高校生一日看護体験
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　喫煙者本人だけではなく、周囲の人（特に妊婦・子供など）へ与える受動喫煙をはじめ「タバコ」による健康
被害はたくさんあり、世界中で禁煙の動きが広がっています。「タバコ」は、もはや喫煙者本人だけの問題で
はないのかもしれません。もちろん、坪井病院は敷地内全面禁煙です。
　５月31日の世界保健機関（ＷＨＯ）が定める「世界禁煙デー」にあわせ、５月28日㈯にビッグアイ７階の市
民交流プラザ会議室で市民公開講座「たばこについて考える日」を開催しました。「吸う人も吸わない人も聞
いて欲しいたばこと健康のお話」と題し、一般社団法人日本禁煙学会認定の指導者で、禁煙外来担当医の坪
井永保理事長による講演をおこないました。この講演をきっかけに禁煙をしたいと思って参加された方、タ
バコの健康被害をもっと知りたいと思っている方など多くの市民が来場されました。
　また、７月17日㈰福島中央テレビで放送されました福島ドクターズTV Vol. 069「タバコ」には、坪井理
事長が出演され、知っているようで知らない「タバコのあれこれ」にお答えいたしました。福島ドクターズ
TVホームページのバックナンバー（http://www.fct.co.jp/program/doctor/）で、見ることができます。
　このように当院では、禁煙に関する啓発活動を行っております。職場等に出向き、「タバコ」に関する講演
なども行っておりますので、お気軽にお問合せください。
　喫煙者の多くは、ニコチン依存症という病気です。タバ
コをやめられないのは、意思の弱さではなく、治療が必要
な病気だからです。肺というのは、いったん壊れると元に
戻らない臓器です。肺の機能が悪くならないうちに、タバ
コを吸っている場合は、できるだけ早くやめることが、や
はり大切です。
　ぜひ、この機会に禁煙してみませんか。

百害あって、一利なしの「タバコ」について。

　最初に、腸内フローラとは何のことでしょう？
　私たちの腸内にはたくさんの細菌がすみついています。これら腸内にすんでいる細菌は、腸内細
菌と呼ばれ、その数は100種類以上、個数は約100兆個にもなります。
　これらの多種多様な腸内細菌は、種類ごとにまとまりをつくって腸内に生息しています。その状
態は、まるで植物が種類ごとに集団を作って群れている様子から花畑（フローラ）に例えられ、腸内
フローラと呼ばれています。
　腸内フローラの細菌の種類は、その働きから①善玉菌、②悪玉菌、③日和見菌の３つに大きく分
類されています。
　腸内フローラの理想的な状態は、善玉菌２割：悪玉菌１割：日和見菌７割であることが望ましい
と言われています。また、腸内細菌は人それぞれ違うもので、生活習慣や年齢ストレスなどによっ
ても変化します。
　健康な人の腸内では、善玉菌が悪玉菌を抑える形で、腸内フローラが一定のバランスで維持され
ていますが、加齢・生活習慣・ストレス、食生活などの原因が影響し悪玉菌が優勢になってしまう
と、腸内腐敗が進んで人の健康に有害な物質が増え、様々な病気のリスクを高めてしまいます。
　善玉菌を増やし、腸内環境を整えるために、食物繊維、オメガ３系脂肪酸（オリーブ油、亜麻仁油、
えごま油、クルミ、青魚などに含まれる良質な油）、発酵食品（納豆、ヨーグルトなど）などを摂取
することが大切です。また、栄養が偏らないように肉や野菜、魚、穀物なども含めた様々な種類の
食品を摂ることも腸内細菌にとって重要なことです。
　健康に大きく関係する腸内環境を、日頃から整えておくようにしてみましょう。

腸内フローラと食生活
管理栄養士　油座　由美子

－食のマメ知識－
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　日本呼吸器学会東北地方会主催にて、「肺の日」市民公開講座が７月23日㈯にビッグパレットふくしまで
開催され、約270名の方がご来場されました。
　日本呼吸器学会では、毎年８月１日を「肺の日」と定め、一般市民の方々に呼吸器疾患についての最新の情
報を伝え、病気の予防や治療のための啓発活動を実施しております。
　近年、高齢化が進み、COPDや肺癌をはじめとする呼吸器疾患は著しい増加傾向にあり、特に福島県で
は東日本大震災以降、喫煙率が全国１位となり、県民の皆さまには肺の病気、予防、治療について正しく知っ
ていただくとともに、禁煙について意識の向上を目的に開催されました。
　当院の理事長で日本呼吸器学会評議員の坪井永保医師が「肺の病気と症状と検査そして薬のお話～大変な
ことにならないために～」の演題で、肺の病気の症状とその伝え方や、実際にあった笑えないエピソードを
交えCOPDや睡眠時無呼吸症候群の特徴や治療を解説し、原口秀司院長は「みんなでがん検診を受けよう！
～がん検診はご利益があります～」の演題で、がんの現状を踏まえ、なぜがん検診にご利益あるのかを解説
しました。
　講演以外にも肺年齢測定、医療相談、パネル展示、座って出来る呼吸体操などのコーナーを設け、肺の病
気予防や治療の啓発活動を行いました。
　郡山出身のピアニスト向山良作さんと奥さまのチェリスト榊原彩さん、声楽家原口あゆみさんとピアニス
ト倉本洋子さんによるコンサートも開催されました。
　来年は、坪井病院主催にて「肺の日」のイベントを行いますので、ぜひこの機会に一緒に肺の健康について
みなさんで考えてみませんか？

「肺の日」市民公開講座



７

坪井病院リハビリテーションセンター
嚥下体操をやってみましょう！

☆ 嚥下（えんげ）とは、舌や口の周り、首などの筋肉を使って食べ物や飲み物をのどへ送り込み、のどを通過した食べ物を食
道へ送り込む一連の動作です。今回行う嚥下体操は、「誤嚥（ごえん）の予防」が目的です。

☆ 誤嚥（ごえん）とは、食べ物や飲み物が誤って気管に入り込んでしまう状態です。誤嚥して肺に入ってきた細菌が原因で、
肺炎を引き起こす危険性があります。この肺炎を、誤嚥性肺炎と呼びます。肺炎は、日本の死因第３位になっています。

☆ 秋となり、食事も美味しい季節となりました。誤嚥性肺炎にならない様に、食事前の準備として嚥下体操を行いましょう。

★ポイント
★ 嚥下体操は食事前だけでなく、テレビを見ながら、
お風呂に入りながらでも出来る簡単な体操です。
★動かす時は、ゆっくりと大きく動かしましょう。
★ せき払いをする場合は、のどを痛めない程度に行
いましょう。

①深呼吸 ②首の体操

リラックスして腰掛けた姿勢を
とり、お腹に手をあてて、ゆっ
くり深呼吸をする。

①ゆっくり後ろを振り返る。左右行う。
②耳が肩につくようにゆっくりと首を左右に倒す。
③首を左右にゆっくりと１回ずつまわす。

リラックス
しましょう♪

「パ・ピ・プ・ぺ・ポ」
「パ・タ・カ・ラ」を
ゆっくり、はっきり、
繰り返しいう。

⑦発声練習

パ、タ
カ、ラ

⑧せき払い

お腹を押さえて、ゴホン（エヘン）と
せき払いをする。

③肩の体操

① 肩をゆっくりと上げてからストンと落とす。
② 肩を前から後ろ、後ろから前へゆっくり
まわす。

⑥舌の体操

舌をベーっと出す。舌をのどの奥の方へひく。
口の両端をなめる。鼻の下、顎の先をさわるようにする。

口をすぼめたり、横にひいたりする。

④口の体操

口を大きく開けたり、口を閉じたり、
口を閉じて歯をかみ合わせたりを繰り返す。

⑤頬の体操

頬をふくらませたり、すぼめたりする。

①

①

②

②

③

ゴホン！
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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




