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理事長あいさつ特　集

受動喫煙阻止元年
理事長　坪井永保

　新年明けましておめでとうございます。皆様、お正月はいかがお
過ごしでしたか。
　昨年の12月１日から、郡山市所有の公共施設の敷地内が全面禁煙
になりました。そして市役所や開成山公園などから灰皿がすべてな
くなりました。

　タバコの煙には３種類あります。喫煙者がたばこから直接吸い込む「主流煙」、そして口や鼻
から吐き出す「呼出煙」、タバコの火がついている所から立ち上る「副流煙」です。受動喫煙とは
タバコを吸っていない人が、まわりで吸っている人達の呼出煙や副流煙を吸い込むことを言い
ます。タバコの煙には、4,000種類の化学物質が含まれています。その中には、何と200種類以
上の有害物質が含まれ、発がん性物質は50種類以上にのぼります。有害物質のなかでも、よく
知られているのは、ニコチン、タール、一酸化炭素です。そのほかにも、ペンキ除去剤に使わ
れるアセトンや、アリの駆除剤に含まれているヒ素、車のバッテリーに使われているカドミウ
ムなど、体に大変有害な物質がタバコの煙に含まれています。そして副流煙には主流煙に比べ
てニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍も含まれています。このように、タバ
コは吸う本人だけでなく周りの人にも多大な悪影響を与えているのです。
　2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、政府は先進諸国の中で「最低レベ
ル」となっている我が国の受動喫煙対策に乗り出しています。
　タバコで引き起こされる病気で皆さんが一番知っているのは「がん」でしょう。タバコは全身
各所のがんの原因になります。また、以前に「肺気腫」や「慢性気管支炎」と呼んでいたCOPD（慢
性閉塞性肺疾患）、心筋梗塞、脳卒中、高血圧など数え切れないほどの病気の原因にもなります。
　このような理由から禁煙対策や受動喫煙対策が必要になるのです。今年を「受動喫煙阻止元
年」と位置づけ、当院はタバコに関わる様々な啓発活動を展開してまいります。
　皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。



中央検査部　原田仁稔

　平成29年11月19日（日）に福岡サンパレスにて、公益社団法人日本臨床細胞学会細胞検
査士会50周年記念式典があり、福島県代表として功労賞を受賞しました。この賞は全国
の会員7,432名の中から選ばれ、選考基準は長期にわたり細胞診の技術向上・普及に努力
し、細胞学会および細胞検査士会の発展に功労があった者とされております。今回全国か
ら84名が受賞されました。33年前に細胞診を勉強したい理由で、就職先を坪井病院に決
め、面接で初めてお会いした故坪井榮孝先生には、昭和62年から、毎月１回実施してい
る細胞検査士育成の勉強会の土台を作って頂き、その成果で現在まで県内に教え子たちが
40名弱誕生させることが出来ました。また羽生忠義先生には、細胞診の見方や、学会運
営や事務局の仕事を任され、色々なことを教えて頂きとても感謝しております。
　私にとって恵まれた環境で仕事が出来たこ
とは、とても幸運なことであり坪井病院に就
職できたことに感謝しております。また坪井
病院の学会発表に対する理解、また上司や同
僚など職場環境にも恵まれたお陰だと思って
おります。これからも、微力ながら坪井病院
の細胞診断学のブランドを守りながら、人材
育成に力を注いでいきたいと思います。

公益社団法人　日本臨床細胞学会細胞検査士会
創立50周年記念事業功労賞を受賞しました

　平成29年10月１日より呼吸器内科に着任いたしました小野紘貴と申します。
平成25年に東京医科大学を卒業後、仙台厚生病院で２年間の臨床研修を経て、
その後同院で後期研修医として呼吸器内科で研修を積んで参りました。
　肺癌を含めた呼吸器全般の診断、加療を行いながら郡山の医療に貢献してい
ければと考えております。若輩ではありますが、情熱を持ち患者さんから信頼
されるような医師像を目指しながら、日々の診療にあたっていくよう頑張って
まいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　【プロフィール】
　　　　　　　　　　呼吸器内科
　　　　　　　　　　小野紘貴（Hirotaka Ono）
　　　　　　　　　　東京医科大学
　　　　　　　　　　専門：呼吸器内科（呼吸器一般）

新 任 医 師 紹 介



　平成29年９月15日（金）患者さんに最適な医療を提供できるよう、地域の先生方やメディカルスタッ
フの方との情報交換の場として『第4回坪井病院地域医療連携フォーラム』を開催しました。
　お忙しい中、郡山市内の先生方はじめ、須賀川市や田村市などからも先生方やメディカルスタッフ
の方にご参加いただきました。心よりお礼申し上げます。
　今回は、副院長兼化学療法部長安藤真弘による「当院における非小細胞癌に対するニボルマブの使
用経験」と、呼吸器内科副部長杉野圭史による「間質性肺炎の診療と治療−坪井病院での取り組み−」
と題し講演致しました。
　講演終了後、情報交換の場として懇親会を設けました。参加してくださった先生方、メディカルス
タッフの方々と交流を深める事ができ、充実した時間を過させて頂きました。これからも坪井病院は、
患者さんに安心かつ安全な医療が提供できますように、地域の医療機関の方々に心を込めて対応する
よう努めてまいります。

第４回坪井病院地域医療連携フォーラムを開催

　平成29年10月21日（土）患者さんとご家族がサポートチームの73名で第12回乳がん患者会を
開催致しました。
　今回の講師は、当院で土曜日の乳腺外来を担当していただいています福島県立医科大学乳腺外
科学主任教授の大竹徹先生をお迎えして「乳がん患者さんが知っておくべきこと」と題し、①乳が
んの手術療法②乳がんの薬物療法③乳がん治療後の問題④家族歴と乳がん⑤生活習慣と乳がんに
ついて分かりやすく説明していただきました。大竹徹先生にはこれまで５回講師をお願いしてい
ます。今回は初めて参加された方も参加して良かったというお言葉を頂きました。
　思い起こせば、乳がん患者会は、外来へ勤務異動となり乳腺外科の常勤医師の退職に伴い患者
さんの不安を軽減する目的で病棟課長と外来スタッフでサポートチームを発足しました。１年後
には、第１回乳がん患者会を開催することができました。その後、患者会に参加できなかった方
にも患者会がどのような内容で行われたかを知っていただくためにも乳腺サポート便り発送とな
りました。今では、A3サイズの用紙両面に医師、サポートチームのコメントを掲載しています。
今後、認定看護師が中心になって患者会やサポート体制を勧めていくと思います。これからも宜
しくお願いします。

乳腺サポートチーム　大槻秀子

第12回坪井病院乳がん患者会



　平成29年12月22日（金）、毎年恒例のキャンドルサービス＆クリスマスロビーコンサートが行わ
れました。毎年、当院のキャンドルサービスでは、ゲストに坪井サンタクロースをお呼びして、職
員が讃美歌を歌いながら各病棟を周ります。
　ロビーコンサートでは、華やかなステージになった外来待合ホールに、福島県フォークソング協
会所属のスミシロをお招きし、素敵な曲の数々を披露して頂きました。
　スミシロは福島県を中心に活動中で、イベントやディサービスなどでコンサートを行うなど精力
的に活動されています。当日は懐かしい曲からクリスマスソングを披露して頂きました。参加され
た皆さんと一緒に歌う時間もあり、楽しい時間を過ごす事が出来ました。

キャンドルサービス＆
クリスマスロビーコンサート

緩 和 ケ ア 研 修 会
　平成29年12月２日（土）、３日（日）「がん診療に携わる医師とメディカルスタッフに対する緩
和ケア研修会」を開催いたしました。この研修会は坪井病院が、地域がん診療連携拠点病院とし
て、質の高い緩和医療を提供するために、医師やメディカルスタッフを対象として毎年開催し
ております。今年度は東北大学緩和医療学分野の井上　彰教授にもお話をいただき、患者さん
の視点に立った緩和ケアを提供するために、医療者が知っておくべきことについてお話して頂
きました。
　研修会運営にあたりましては、「チーム坪井」として協力しあい、チームワークのよさは、研
修会にお力添えいただいた先生方からも高い評価をいただきました。今後もよいチームワーク
で地域の皆様への医療においても貢献し続けてまいります。

がん性疼痛看護認定看護師　戸室真理子



坪井病院出前講座

　当院では、皆様の健康に役立つ情報を提供する為、医師・薬剤師・看護師・作業療法士・栄養士・
歯科衛生士など、当院スタッフによる出前講座を行っております。
　どうぞお気軽にお問合せください。

　　　　　　　 ご利用について 　　　　　　　

　公共性・公益性のある団体・機関等（市民団体、学校法人、地方公共団体、公益法人等）が主催す
る講演等を対象としています。
　ただし、営利を目的として講演を主催する場合、特定の個人や団体への利益が発生する講演はお
受けできません。また、業務上の理由等の他、休日の
講演で、担当講師の都合がつかないときは、お断りす
る場合がある旨、あらかじめご了承ください。

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

インフルエンザについて
　今年も、インフルエンザ流行の季節がやってきました。12月下旬で、インフルエンザA型と
B型の発生が同程度となっております。では、インフルエンザA型とB型の症状はどのような違
いがあるのでしょうか。インフルエンザA型は非常に感染力が強く、初期段階から「悪寒」「高熱」

「体の痛み」の症状が現れます。インフルエンザB型は、高熱が出ずに微熱や平熱であることがあ
り、下痢や吐き気などの消化器系の症状が出やすいとも言われています。今年は、インフルエ
ンザワクチンが不足しており、ワクチン接種を受けられなかった方も多いかと思います。手洗
いやうがい、外出時のマスク着用などの感染対策をお願い致します。

感染対策室　渡辺千香



坪井病院リハビリテーションセンター
足の筋力トレーニング

　寒い日が続くと外出することが少なくなり、散歩などの運動の回数も減ってくると思います。運動の回
数が減ると筋力低下につながる原因となります。今回は筋力維持目的の足の筋肉を鍛える運動を紹介いた
します。転倒予防にもなるので是非行ってみてください。ひとつの運動をそれぞれ5回ずつから始めてみま
しょう。呼吸に合わせゆっくり行うと効果的です。運動中は痛みのない範囲で行いましょう。

①かかと上げ運動 ②つま先上げ運動

④足踏み運動③膝を伸ばす運動

息を吐きながらかかとを上げ、吸いながらかかと
を下ろします。

椅子に座り、息を吐きながら膝を伸ばし、吸いな
がら膝を戻します。

＊立って行う運動は机や椅子、壁など力をかけても倒れない支えにできるものがあるところで転倒に気を
付けて行ってください。

息を吐きながらつま先を上げ、吸いながらつま先
を下ろします。

息を吐きながら足を上げ、吸いながら足を戻します。



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、祝日

年末年始（12月30日〜１月3日）

坪井病院
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坪井病院

【あすなろ健康講座】入場無料・予約不要

理事長 坪井　永保

※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

第39回

　平成30年 ２月17日㈯ 午後２時開演
　ちょっと役立つおくすりの話 （20分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薬剤師　伊與田 友和
　かなり役立つかもしれない 肺MAC症の話
　〜最近増えている肺非結核性抗酸菌症〜（40分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　坪井　永保


