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社会人五則「あかさたな」で
スタート
昨年末以降、世界的な経済の危機的状況が連

日伝えられています。
政局優先の不安定な政府・不安を煽り立てる

マスコミ・どちらかと言うとマイナス思考気味
な国民性も相まって、負のスパイラルに突入し
た気がする昨今です。

そんな状況の中、このこうかん会にも臨床研修医をはじめとして看
護職、その他医療に携わる新入職員が多数採用され、それぞれの夢を
もって新たな第一歩を踏み出しました。

緊張の糸もほどけない勤務初日の 4 月1日、入職式において水野理
事長より新入職員に向けて、社会人五則「あかさたな」が贈られました。

医療人五則ではなく、敢えて社会人五則としたのは、『医療人であ
る前に、社会人であれ。医療に携わる前に「人」「人間」としての生き
方をきちんとしなければならない。』ということでした。

その社会人五則とは、
「あ」　相手の立場になって考えよう。
「か」　関心を持って思い込みをしない。
「さ」　先々の事より、この瞬間を。
「た」　他人と比較しない。
「な」　何をしても楽しく、好きになる事。　　ということでした。
これは新入職員に限らず、今期一年職員全員が思いを込めて実践す

ることだと思います。特に、ベッドサイドを �4 時間 365 日守ってい
る看護職は、病院職員の中でも大きな割合を占め、医療の要であり、
患者さん中心の看護を提供できる実践者でなければなりません。

日本鋼管病院の使命は、地域の皆様のためによい医療・看護を提供
することです。

地域の皆様から、この病院があって良かったと思っていただけるよ
うに、今年度も病院の理念である「患者中心の全人的医療」「誠意を
持って奉仕する医療」「地域に根差した医療」を基に、こうかん会全
職員が社会人五則「あかさたな」を念頭にスタートし、患者さんやそ
のご家族・関係者の方々、全ての人に実りをもたらす一年になるよう
努力したいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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本年 4 月  こうかんクリニック院長が交代しました 

i就任のご挨拶　　 i退任のご挨拶　　

初めまして。
平成 �1 年 4 月1日

から、医療法人社団こ
うかん会こうかんクリ
ニック院長を桐生先生
からバトンタッチしま
した朝倉です。

本年初頭の水野嘉
夫理事長の巻頭言に
沿った、「全人的医療」

「誠意を持って奉仕」
および「地域に根ざし
た医療」の実践に向けて、皆様方のご指導ご鞭撻を
仰ぎながら、またご協力を得まして実践するように
努力したいと思います。

私は慶應義塾大学病院で約 �0 年間、新潟大学病
院で約 14 年間、診療・教育・研究をして参りました。

その間、新潟大学病院院長、新潟県医師会理事、
あるいは厚生労働省の難病対策の特定疾患対策懇談
会委員や医師国家試験委員などを務め、痛みのわか
る医師の育成や難病医療の円滑な運営に力を注いで
参りました。

今の地域医療は、病診連携や医療施設内では異な
る職種の人達のチームワークが重視されております。
いくら優秀な人材でも人の能力には限界があります。
例えば教科書を紐解いても、昔に比べれば厚さも内
容も数倍濃くなっており、医学・医療に関する情報
は膨大なものになっております。

さらに、患者さんはインターネットを見て、様々
な情報を持って診療施設を受診します。
このような情報過多の中で、如何に患者さんに最新
で安全な医療、また患者さんの要求に満足して頂け
る医療を施せるかが肝要となって参ります。

これには地域に根ざした実地医家と、当こうかん
会の病院・クリニックとの機能分化に基づいた病診
連携が重要になって参ります。

今後も地域に根ざした診療、また全国レベルで誇
れる診療部門を目指しながら、高度で安心して患者
さんが身を預けられるクリニックとして地域に奉仕
して行きたいと存じます。
宜しくお願い申しあげます。

本 年 3 月 末 日、3
年 8 ヶ月という短い
期間でしたが、職員
の皆さんに支えられ
大過なく任務を終え
られたことに深謝し
つつ、朝倉 均先生に
こうかんクリニック
の院長職を交代致し
ます。

こうかんクリニック
も、平成 15 年 10 月
に開院以来 6 年余りが経過しました。開院当初から
コンピューターを診療に組み込み、全科予約制・院
外処方箋などの新しい診療システムを導入した為不
慣れな対応もありましたが、今は職員も来院される
患者さんも慣れて、大きなトラブルもなく日々診療
を行えています。

現在、1日平均 1,300 名前後の患者さんが外来受
診のため来院しています。そのうち近隣の開業の先
生方や病院よりの紹介は年間 3,000 名前後で、綿密
な病診・病々連携がとれています。

また、当クリニックは玄関前のスペースを広く取
っている為、患者搬送用の車両の出入りが容易であ
り、内部の廊下も広く完全バリアフリーである為、
車椅子・ストレッチャーの搬送も楽となり、近隣の
老健施設を含め、高齢者の患者さんの利用も増えて
います。

これらを総合して顧みると、クリニックを開業し
たことが地域の皆様に少しは貢献できているのでは
ないかと自負しておりますとともに、このクリニック
の新築を決断した水野理事長をはじめとした執行部
の先見性を讃えたいと思います。

これからの課題としては、「日常診療内容の更なる
拡充」・「待ち時間などのご指摘の解消」・「病診連携
の拡充」・「午後ならびに土曜日の診療体制の見直し」
等が挙げられます。

こうかん会の理念である『地域に根ざした患者さ
ん中心の全人的医療』の達成を目指し、ますます努
力をしなければなりません。

後任の朝倉 均院長は、国立新潟大学病院長の経
歴もあり、皆様のご期待に添う活躍ができる先生で
す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上、退任の挨拶と致します。ありがとうござい
ました。

こうかんクリニック院長

朝 倉 　 均
こうかんクリニック元院長

桐 生  恭 好
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新 入 職 員 紹 介新 入 職 員 紹 介
医 師

多くの人の役に立ちたい
と思い医師を志したいと
思いました。患者さんの
お気持ちを第一に考え、
最善の診療を努めさせて
いただきたいと考えてい
ます。
趣味■得意ではありませ
んが、最近ヨガにハマッ
てます

内　科
ド カク ニャン

　ベトナム出身

患者さんのために快適で
安全かつ高度な消化器専
門医療を提供できるよう、
頑張りたいと思います。

（専門）一般内科・
　　　  消化器内科
趣味■旅行・スキー

内　科
保阪　政樹

神奈川県出身

「シンプルかつスムーズな
診療」を心掛けています。
治療においてもコミュニ
ケーションを大事にし、
医 療 に 貢 献 で き れ ば と
思っております。よろし
くお願い致します。

（専門） 整形外科一般・ 
外傷

趣味■ アメフト・スノボー・
旅行

整形外科
門馬　秀介

東京都出身

職域の健康管理・安全衛
生のマネージメントなど
初めて体験することばか
りですので、大変刺激的
な毎日を送っております。
近隣の医療機関様には何
かとお世話になるかと存
じますが、よろしくお願
い申し上げます。
趣味■旅行

産業医
砂田　健一

岡山県出身

医師 3 年目の村田と申し
ます。3 月まで日本赤十
字社医療センターで初期
臨床研修医をしておりま
した。精一杯頑張ります
ので、どうぞよろしくお
願い致します。
特技■軟式テニス

外　科
村田　健

東京都出身

何年経っても初心を忘れ
ないよう頑張ります。心
配なこと不安なことは、
何でも相談して下さい。
趣味■ オーケストラに所

属しています

研修医
成田　啓一

群馬県出身

疾患ではなく、人を癒せ
る医師になりたいと願っ
ています。お手柔らかに
お願いします。
趣味■ 茶 道・ 麻 雀・UK

ロック

研修医
染矢　剛

神奈川県出身

子供の頃にお世話になっ
た医師に憧れて志しまし
た。精一杯頑張りますの
で、よろしくお願いします。
趣味■スキー

研修医
野口　勝

神奈川県出身

幼少の頃体が弱く、医者
にかかることが多かった
ので、漠然と医師に憧れ
ていたのが始まりです。
患者さんの訴えを聞き、
しっかり会話のできる医
師になりたいと思います。
精一杯頑張りますので、
よろしくお願いします
趣味■ 野球・スキー・フッ

トサル

研修医
山口　晃弘

神奈川県出身

小さい頃からの夢でした。
医師としても社会人とし
てもまだまだ未熟ですが、
頑張りますのでよろしくお
願いします。病気のことだ
けでなく、患者さんお話
を聞いて色々なことを学
んでゆきたいと思います。
趣味■ヨガ・ベリーダンス

研修医
橋口さゆり

神奈川県出身

病む人の力になりたいと
思い医師を志しました。
よろしくお願い致します。
特技■早起き

外　科
甲賀　淳史

神奈川県出身

聖マリアンナ医大・三井記
念病院での数多くの手術
経験を活かし、乳がんに
よる悲劇を減らすことに
貢献したいと考えておりま
す。ちなみに子供の頃は
ブラックジャックみたいな
外科医に憧れていました。

（専門） 乳腺外科
趣味■ ワイン（特にイタ

リアンワイン）・旅
行・映画鑑賞

外　科
岡本　譲二

大阪府出身

療養病棟を担当させてい
ただきます。よろしくお
願いいたします。

（専門） 一般内科・
　　　  呼吸器内科

内　科
原田　尚子

神奈川県出身

人に感謝される事がした
いと思い医師を志しまし
た。よろしくお願い致し
ます。

（専門） 一般内科・
　　　  消化器内科

内　科
高田　康裕

神奈川県出身

主に大腸・肛門疾患の診
療・治療を行ってまいり
ました。お気軽にご相談
下さい。

（専門） 大腸肛門外科・
　　　  消化器外科

外　科
荒井　武和

長崎県出身

研修医
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看護師
飯田　奈美
看護師

神奈川県出身

自身の入院経験から看護師と
いう職業の素晴らしさと尊敬
を抱きました。これまでの経
験を活かしつつ、患者さんか
ら信頼される看護師となれる
よう日々精進してゆきたいと
思います。私のモットーは「相
手の話をよく聴こう。笑顔で
接していこう」です。
趣味■ガーデニング

甲斐　好未
看護師

大分県出身

中学生の時、テキパキと働く

看護師さんに憧れて志しまし

た。手術室勤務なので普段関

わる機会は少ないと思います

が、この病院で働く一人の看

護師として頑張りますので、

よろしくお願いします。

趣味■バレーボール

河西　千穂
看護師

神奈川県出身

祖母が倒れて後遺症を残し、
母が身の周りの世話をしてい
るのを見て私も手伝っていま
した。祖母の容態が回復する
につれ、人を思い働きかける
ことの素晴らしさを実感した
のをきっかけに看護師を志し
ました。ご迷惑をおかけする
ことが多々あると思いますが、
元気に精一杯頑張ります！
趣味■運動（特に走ること）

葛西　美和
看護師

北海道出身

人と接するのが好きで、人の
役に立ちたいと考え看護師を
目指しました。まだまだ勉強
不足なところがありますが、
患者さんのために自分ができ
る精一杯の看護をしたいで
す。元気に頑張りますので、
よろしくお願いします！
趣味■スポーツ観戦

石渡　直美
看護師

埼玉県出身

人と接することが好きなので

この仕事を志しました。笑顔

で元気に頑張ります。親切で、

患者さんに信頼される看護師

になりたいです。

趣味■ 食べ歩き（川崎は食べ

物屋さんが多いので楽

しいです）

岩佐 加奈
看護師

長崎県出身

小学生の時に祖母の看病と死
を通して、看護をイメージす
るようになったのが看護師に
なったきっかけです。手術室
配属になりましたので、手術
される方の不安が少しでも取
り除けるように努めていきた
いと思います。
趣味■ 二人の娘の子育て、日々

の成長が楽しみです。

小林　祐美
看護師

神奈川県出身

「看護師密着 24 時」を観て、
私も人助けのできる仕事がし
たいと思いました。患者さん
から色々なお話を聞くのが好
きです。患者さんに不安を与
えないようにできる限り笑顔
でいることを心掛けています。
趣味■ 買い物・昼寝・DVD 鑑

賞・洗濯・半身浴・温泉・
シャンプーリンス & ボ
ディーケア用品集め

佐藤めぐ美
看護師

北海道出身

4 月より日本鋼管病院で働く

事になりました。北海道から

引っ越してきたばかりで、川

崎のことは全く分かりません

が、持ち前の明るさで頑張っ

ていきたいと思います。宜し

くお願いします。

趣味■ピアノ・旅行

川上　淳子
看護師

大阪府出身

人が好きで、人の役に立ちた
いので看護師を志しました。

「この病院、この看護師で良
かったと思われる病院です」
と胸を張って言えるようであ
りたい。
趣味■  TV・読書・音楽・ゲーム・

人とワイワイするこ
と・バイク（落ち着い
たら免許を取る予定）

川村　香澄
看護師

北海道出身

姉が看護師だったためこの仕
事を身近に感じていました。
まだまだ未熟者ですが、先輩
や患者さん方からたくさんの
事を学びながら、「明るく・
楽しく・笑顔であいさつ」を
モットーに頑張ります！
趣味■  LUSH の 石 け ん・ 入

浴剤集め

浜多 由紀子
保健師

埼玉県出身

メタボの患者さんを一人でも

減らせるようにしたいと思っ

ています。いつも笑顔でがん

ばりたいと思います。

趣味■温泉・旅行

小湊 あかり
看護師

鹿児島県出身

いつも優しい看護師さんを見

て、憧れたのがきっかけで志

望しました。信頼してもらえ

る看護師になりたいです。明

るく元気に頑張りたいと思う

ので、いつでも声をかけて下

さい。

趣味■ TV・映画鑑賞

栗原　恵利
看護師

新潟県出身

人と関われる仕事がしたいと

思っていました。優しくて明

るい、しっかりした看護師に

なりたいです。笑顔で頑張り

ます！

趣味■  B' ｚのライブ（毎年

行ってます）

池田　裕佳
看護師

静岡県出身

人と接したりお世話をする事
が好きでこの仕事を選びまし
た。「一期一会」で出会いと
触れ合いを大切に楽しく仕事
ができたらいいなと思ってい
ます。相手の気持ち・立場に
立って考えることができる優
しい看護師でありたいと思い
ます。
趣味■人間観察・サックス

遠藤　志保
看護師

神奈川県出身

小学校 3 年の文集に「将来は
看護師さんになりたい」と書
いていました。当時、なぜそ
う思ったのか覚えていないの
ですが、そう書いていた自分
に運命的なものを感じて目指
して来ました。一つ一つの出
会いを大切に、笑顔で元気良
く自分らしく、気軽に話しかけ
られる看護師になりたいです。
趣味■ライブと帰りのラーメン

佐藤　綾香
看護師

山形県出身

親が医療関係の仕事をしてい

たため影響を受けました。大

自然の中で育ったので元気

いっぱいです。「あなたが担

当で良かった」と思ってもら

えるような看護師になりたい

です。よろしくお願いします。

趣味■剣道（三段）

岡部　瞳
看護師

山形県出身

人の役に立ちたいと思いこの
仕事を目指しました。患者さ
んの声を聴ける看護師になり
たいと思います。まだ未熟な
私ですが、いつも明るく笑顔
を絶やさずに仕事をしたいと
考えています。一生懸命頑張
ります。
趣味■ 洋楽・ラーメン食べ歩

き・テニス

老久保 勇人
看護師

岩手県出身

一生懸命働いている看護師さ

んを見ていて志望しました。

常に笑顔を大切にしていける

ようになりたいと思います。

私も一生懸命頑張ります！

趣味■散歩

荒屋　敦子
看護師

岩手県出身

小さい頃からの夢でした。今、

その夢が叶い諦めなくて良

かったと思っています。多く

の不安はありますが、いつも

元気にあいさつをし、明るく笑

顔を絶やさない看護師を目指

していきたいと思っています。

趣味■音楽鑑賞・料理

朝井 満里子
看護師

大分県出身

小さい頃、よく入院していて

近くにいてくれた看護師さ

んに憧れて目指そうと思い

ました。「いつも笑顔で明る

く！！」がモットーです。

趣味■映画・音楽・寝ること

城所　舞
看護師

神奈川県出身

人の気持ちに寄り添っていけ

る看護師になりたいです。笑

顔で頑張りますので、よろし

くお願いします。

趣味■ EXILE のライブ

北田 美由紀
看護師

新潟県出身

人と接することが大好きな性
格だったので、この職業を通
して療養のお手伝いをしなが
ら、自分も人間として成長し
ていきたいと思いました。多
分、いつも笑顔でいると思い
ます。患者さんとご家族にとっ
てよいことを常に考えて行動
していきたいです。
趣味■ゴルフ

栗原　永恵
看護師

埼玉県出身

信頼される看護師になれるよ

う、責任を持ち業務に取り組

んでいきたいと思います。応

援よろしくお願いします。

趣味■旅行

齊藤　結
看護師

神奈川県出身

自分が通院していた時、看護
師さんの温かい対応が心細さ
を和らげてくれました。私も
患者さんの支えになれる看護
師になりたいです。今は分か
らないことだらけでご迷惑を
かけることもあると思います
が、先輩方から色々なことを
学んで元気に頑張りますので、
よろしくお願いします。
趣味■ディズニー

金子　悦子
保健師

福岡県出身

「一人でも多くの方々が、健
康で生き生きと生活できるよ
うに」との思いでこの仕事を
志しました。保健師としては
新人ですが、人に信頼してい
ただけるように頑張りたいと
思います。よろしくお願いし
ます。
趣味■ ヨ ガ を は じ め よ う と

思ってます

保健師
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横内　直子
看護師

長野県出身

自分のまわりの大切な人の力

になりたいです。よろしくお

願いします。

趣味■ ヨガ・テニス・旅行・

ガーデニング、読書

丸田 麻生子
看護師

神奈川県出身

病棟のスタッフの皆さんや、

患者さん方から信頼される

看護師を目指して、いつも笑

顔で看護を行っていきたいと

思っています！よろしくお願

いします。

趣味■ホットヨガ

相馬　彩子
看護師

神奈川県出身

細かいことに気配りができる

看護師になりたいです。明る

く元気よく頑張ります。よろ

しくお願いします。

趣味■ TV・DVD 鑑賞

松浦　智子
看護師

山形県出身

家族の病気がきっかけであっ

たことと、外科に興味があっ

たので手術室の看護師を志望

しました。早く慣れて元気に

頑張りたいと思います。

趣味■占いをすること

福園 みどり
看護師

神奈川県出身

思いやりを大切にし、心のこ

もった看護をして、誰からも

信頼される看護師になれるよ

う頑張ります。よろしくお願

い致します。

趣味■料理

日山　鈴佳
看護師

広島県出身

やり甲斐のある仕事に就きた
かったこと。人とふれ合うの
が好きなので、思いやりのあ
る看護師になりたいです。ご
迷惑をおかけすると思います
が、笑顔で頑張っていきます
ので、よろしくお願いします。
趣味■ 映画鑑賞・音楽・アロマ・

ダーツ・自転車

鳥海　直美
看護師

長野県出身

身近に看護師をしている友人
がいて、患者さんとの話を聞
いていうるちに「これだ！」
と思いました。未熟な私です
が、仕事を頑張り患者さんの
気持ちが分かる看護師になり
たいと思います。よろしくお
願いします。
趣味■シュノーケリング

山﨑　亜矢
看護師

青森県出身

人と関わる仕事をしたいと
思っていました。看護師は生
涯を通して人と関われる職業
だと思い志しました。未熟な
私ですが、先輩方を見習って
一日も早く一人前の看護師に
なれるよう頑張りたいと思い
ますので、よろしくお願いし
ます。
趣味■スノーボード

宮山　瑞希
看護師

鹿児島県出身

小さい頃から看護師である母
の姿や病院をみてきて、自分
もこういう仕事がしたいと考
えていました。田舎育ちで都
会慣れしていないので、至ら
ないところもあるかも知れま
せんが、たくさんの方と話を
してみたいので是非声をかけ
て下さい。
趣味■お笑い番組を観ること

島屋　涼子
看護師

鹿児島県出身

新人なので迷惑ばかりかける

と思いますが、明るく元気に

笑顔を忘れず一生懸命頑張り

ます。患者さんを笑顔で元気

にできる看護師を目指したい

です。

趣味■バレーボール

古里　遥
看護師

鹿児島県出身

分からないことばかりです
が、毎日笑顔で楽しく過ごし
たいと思います。自分の仕事
に責任を持ち、患者さんやス
タッフの皆さんから信頼され
る看護師になるために、早く
仕事を覚えられるよう頑張り
ます。
趣味■ バスケットボール・買

い物・カラオケ

渡辺　敦子
看護師

岩手県出身

人と関わる仕事がしたいと
思ったのがきっかけです。患
者さんの不安や苦痛などのサ
インを受け取ることができる
看護師になれるように、とに
かく明るく頑張ります！
趣味■ 最近運動不足なので手

軽にできるスポーツを
始めたい

宮島　千佳
看護師

埼玉県出身

辛い闘病生活の中で、少しで
も患者さんが笑顔になれるよ
うな看護ができるようになりた
いです。「笑う門には福来たる」
をモットーにいつも笑顔で頑張
りたいと思っています。分から
ないことがいっぱいなので、川
崎のこと、人生のことなど色々
教えて頂けたら嬉しいです。
趣味■ Bump of Chicken のライブ

豊原 香穂里
看護師

宮城県出身

福祉か医療系の仕事に携わり
たいと思っていましたが、よ
くよく考えて看護師を選びま
した。時々東北ナマりが出る
かも知れませんが、明るく元
気に頑張りますので、よろし
くお願いします。
趣味■ ドライブ・本を見ながら

新しい料理を覚える事

古山　裕子
看護師

岐阜県出身

母が看護師であったため憧れ

て目指しました。将来は患者

さんの痛みが分かる看護師に

なりたいです。笑顔を絶やさ

ず頑張ります。

趣味■ドライブ

渡邉　希美
看護師

神奈川県出身

家族のために、また需要の多

い仕事なので看護師を選びま

した。「しっかり働き、しっ

かり遊ぶ」がモットーです。

趣味■ラゾーナで遊ぶこと

大和　昭香
看護師

島根県出身

祖母の介護を通して、この仕

事に憧れました。長く働いて

いきたいです。笑顔を絶や

さず、感謝の心を忘れずに頑

張っていきたいです。

趣味■尺八・民謡・着物・読書

村邉 沙奈江
看護師

札幌市出身

「いつも笑顔で元気良く」、い

つまでも明るく元気なナース

でいたいと思っています。気

軽に声をかけて下さい。

趣味■ ディズニー（特に隠れ

ミッキー探し）

松本　彩可
看護師

福岡県出身

福岡県から来ました！人と接
することが好きで、何か人の
助けになることをしたい！と
思ってこの道に進みました。
元気と笑顔を大切にして、一
生懸命頑張っていきたいと思
いますのでよろしくお願いし
ます！
趣味■ ラジオ・写真・スキューバ

ライセンス取得

古江 ちはる
看護師

宮崎県出身

曾祖母が在宅看護を受けてい
た時の看護師さんの明るくて
頼りになる姿を見て、病気と
闘っている人の手助けや在宅
でも楽しく過ごしてもらえる
ような看護をしたいと思い志
しました。至らない所が多々
あると思いますが、日々の学
びを大切にして行きたいです。
趣味■動物とじゃれる・散歩

秋本　拓哉
作業療法士

神奈川県出身

新参者ですが、人の役に立て

るよう精一杯努力するのでよ

ろしくお願いします。顔のア

クが強いので覚えやすいと思

います。

趣味■ スポーツ全般（観るの

もやるのも好きです）

土江 由紀子
作業療法士

島根県出身

高校生の時に出会った作業療

法士さんが素敵な人だったの

でこの仕事を志望しました。

「一期一会」で人との出会い

を大切にしています。よろし

くお願いします。

趣味■ 水泳・旅行・スポーツ

観戦・演劇、音楽鑑賞

二家本 ゆず
言語聴覚士

千葉県出身

たくさんの方とお話をした

り、ことばに困っている方の

お手伝いができればと思い言

語聴覚士を目指しました。「元

気いっぱい！」をモットーに

がんばります。よろしくお願

いします。

趣味■お香集め

小森谷　望
薬剤師

群馬県出身

薬についてもっと理解を深め

ていきたいです。よろしくお

願いします。

趣味■ お笑い番組を観て爆笑

すること

作業療法士 言語聴覚士 薬剤師
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各 科 紹 介　～呼吸器内科～

　COPD とは
COPD とは「慢性閉塞性肺疾患」という肺の気道が狭くなってしまう病気のことです。これは今まで肺気腫

や慢性気管支炎と呼ばれていた病気と同じで、主な症状として息切れや咳を中心とした病気をまとめた呼び方
であるにすぎません。日本には 500 万人以上の COPD 患者さんがいると推定されています。

当院の呼吸器内科は、平成 21 年 4 月より常勤医 2 名体制から増員して 3 名体制となり、増え続

ける川崎地区特有の呼吸器疾患（喘息、慢性肺気腫、肺がんなど）に取り組んでいます。

今回は、たばこ肺といわれる COPD（慢性閉塞性肺疾患）について重点的にお話しし、今後の当

院の COPD に対する治療への取り組みについてご紹介してゆきたいと思います。

喫煙者におこる肺の変化

COPD 完璧マニュアル ( 監修：北海道大学大学院医学研究科 呼吸器内科学分野 教授 西村正治先生 ) より引用

COPD は、タバコなどの有害な空気を吸い込むことによっ
て空気の通り道である気道（気管支）や、酸素の交換を行う
肺（肺胞）などに障害が生じる病気です。その結果、空気の
出し入れがうまくいかなくなるので、通常の呼吸ができなく
なり、息切れが起こります。長期間にわたる喫煙習慣が主な
原因であることから、COPD は“肺の生活習慣病” といわれ、
社会的にも注目を浴びています。

きれいな肉色の正常な肺

65 歳女性
非喫煙者

夫も非喫煙者

スポンジ様で小さ
な穴の大きささは
1/10mm、数は 3 億個

黒線は煤やタール

75 歳女性
非喫煙者

夫ヘビースモーカー

少し拡大
黒い点はタール

大部分が黒く変化

70 歳男性
1 日 10 本

50 年間喫煙

穴の大きさは
5 ～ 6mm に拡大
数は正常の半分位

全て真っ黒！

70 歳男性
1 日 60 本

55 年間喫煙

正常な細胞が
ほとんどない

肺
の
表
面　
　
　
　
　

肺
割
面

資料提供：呉羽内科医院・水上陽真氏



�

　40 歳以上の 8.6％は COPD
2000 年に日本国内で行われた調査では、40 歳

以上の男女のうち 8.6％の人が COPD の疑いの
あることがわかりました。年齢別にみると、70 歳
以上の高齢者が最も多くなっています。これまで
日本の COPD 患者は少ないと考えられてきまし
たが、実際の COPD 患者の数は欧米並みに高い
ことがわかっています

(Pauwels RA, et al.: Lancet 364: 613, 2004　一部改変 )

　世界の COPD 患者　
1990 年の WHO（世界保健機関）の統計によると、COPD は世界の死亡原因の第 6 位となっています。 

それだけでなく、COPD 患者の数と COPD による死亡率は今後さらに増加することが予測されています。 

　COPD の主な原因は　“タバコ”　
COPD は別名“肺の生活習慣病”とも呼ばれ、主に喫煙者、喫煙歴のある人に多い病気です。
タバコの煙には、約 4,000 種の化学物質が含まれています。この中には有害な化学物質も数多く含まれてい

ますが、とくに人体に悪影響を及ぼすのは、ニコチン・タール・一酸化炭素です。タバコの煙に含まれるこれ
らの有害な物質が、気管支や肺を傷つけることにより、肺胞がこわれたり気管支に炎症が起きたりします。
また、受動喫煙によっても COPD は発症することがあります。 
喫煙以外の原因として、大気汚染や職業的な塵埃や化学物質などがあります。

     １９９０年       ２０２０年
１． 虚血性心疾患 １． 虚血性心疾患
２． 脳血管障害 ２． 脳血管障害
３． 下部呼吸器感染症 ３． 慢性閉塞性肺疾患（COPD）
４． 下痢性疾患 ４． 下部呼吸器感染症
５． 分娩に伴う障害 ５． 呼吸器癌
６． 慢性閉塞性肺疾患（COPD） ６． 交通事故
７． 結核 ７． 結核
８． 麻疹 ８． 胃癌
９． 交通事故 ９． ＨＩＶ
10． 呼吸器 10． 自殺

(Murray CJL, et al.: Lancet 349: 1498, 1997)

死亡原因ランキング　全世界（WHO 調べ）死亡原因ランキング　全世界（WHO 調べ）
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　COPD の症状　
① 代表的な症状は“息切れ”です
　 特に体を動かしたとき、例えば階段を上り下りするときや坂道を上るときに

気づきます。また、同年代の人と一緒に歩いていて、他の人より歩くペース
が遅れてしまう、といったこともみられます。

②“しつこく続く咳や痰”なども COPD の症状です
　 しつこく続く慢性の咳と痰や、風邪を引いたときや運動をしたときの喘鳴（ぜ

いぜいする）も、COPD の症状です。

③病気が進むと、以下のような所見がみられることがあります
　○　口すぼめ呼吸
　　　（体を動かして息切れを感じたときに、意識的に口をすぼめて呼吸する）
　○ビヤ樽状の胸部（胸の前後の幅が増大し、上体が樽のような形状になる） 

　このような症状がある人は、肺機能検査を受けましょう！　

「40 才以上でタバコを吸っている、または吸っていた」

「しつこく続く咳・痰」

「階段をのぼると息切れがする」

　まずは肺年齢を測定してみませんか？　
血管年齢はよく耳にすると思いますが、「肺年齢」という言葉を聞いたことがあるでしょうか？当院では、気

軽に現在の自分の肺機能がどのくらいあるのかを理解していただくために、肺年齢を測定できるようになって
います。「肺年齢」とは肺の老化度の判定指標であり、年齢・性別・身長で規定される予測 1 秒量の計算式をも
とに算出された予測 1 秒量から、「何歳の人の肺機能のレベルと同じか」を測定するものです。

たとえば、下図では喫煙者で呼吸機能に異常のある 45 歳の方の 1 秒量が 75 歳の非喫煙者と同程度であった
場合を示しています。

以上のことから、肺年齢は肺の健康指導（疾患啓発、禁煙指導を含む）における目安として利用できます。

COPD 完璧マニュアル ( 監修：北海道大学大学院医学研究科 呼吸器内科学分野 教授 西村正治先生 ) より引用
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　肺機能検査の実際　
肺機能検査は、スパイロメーターという機械を用いて行い

ます。この検査は、最大限に息を吸えるだけ吸い、それを思
い切り強く吐き出した空気の最大量「努力肺活量」（FVC）と、
最初の 1 秒間に吐き出せる空気の量「1 秒量」を測定し、「1
秒量」を「努力肺活量」で割った「1 秒率」を算出します。
この 1 秒率が 70％未満の場合は、COPD の可能性がありま
す。検査時間としては数分程度で、健康保険が適用される検
査です。

右図のように、測定結果に基づいて現在の肺の状態が何才
程度のものか表示されます（カッコ内の年齢は、実年齢に対
するプラスマイナスです）。肺年齢検査や結果の詳細について
は、主治医にお尋ね下さい。

　COPD の治療の流れ　～ 治療は医師と二人三脚で ～
• 禁　　　　煙：治療の基本です
• ワクチン接種：急性増悪を防ぎます
• 薬  物  療  法：息切れを和らげ運動能力を高めます
• 呼吸器リハビリテーション
 理学療法：息苦しさを和らげます
 運動療法：呼吸に関係する筋肉を鍛えます
 栄養管理：体重減少を防ぎます
• 在宅酸素療法： COPD が進行し、低酸素血症になっ

たときに導入します

　当院での COPD 患者さまへの試み　
呼吸器内科では COPD の入院患者に対して、医師や看護師

からの医療の提供だけでなく、栄養士による栄養面での指導、
呼吸療法士からの呼吸リハビリテーション指導、在宅医療担
当者からの退院後の在宅での問題点解決へ向け、相談チーム
を作って、総合的に患者さまをサポートする体制が組まれて
います。
「肺年齢を測定してみたい方」、「自分も COPD ではないか？

と心当りがある方」等、この記事をご覧になって関心を持た
れた方は内科：宮尾・赤尾・原田の外来を受診して下さい。

　呼吸器内科　宮尾 直樹
　　　　　日本内科学会総合内科専門医・認定内科医・指導医
　　　　　日本呼吸器学会専門医・日本呼吸器内視鏡学会専門医

宮尾医師（前列中央）・赤尾医師（前左）・原田医師（前右）

をはじめとした呼吸器チーム

検 査 所 見

重症度に応じた COPD 治療
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皆さんご存じのとおり、不測の災害時に病院の果たす役割は非常に大きなものであり、医師・看護師・技師・事
務職全ての職種の職員が、有事の際に患者さんの受け入れと各々の役割を認識することにより、一人でも多くの負
傷者の治療にあたれるようにならなければなりません。

当院ではそれらに備えて、毎年近隣の 6 つの町内会と川崎消防署・臨港消防署と合同で防災訓練を行っており、
病院の防災訓練としては非常に大規模なものです。
また、依頼する側と受ける側が一体となって手順を共有できる、非常に意義のある訓練と言えます。

今回のテーマは「広域地震発生に伴う、患者さん
の症状別搬送」です。

当日は多くの方が病院正面の公園に集合、まずは
消防署の方からの「ＡＥＤ（自動体外式除細動器）」
の使い方ガイダンスが始まりました。（上左写真）

最近町中の色々な所で見かける「ＡＥＤ」ですが、
実際の使い方やケースの中身を見聞きする機会は少
ないため、参加された皆さんは熱心に見学していま
した。

実際の訓練の流れは、町内会やボランティアの
方々に患者役やその搬送をお願いし、当院は搬送さ
れてきた患者さんの症状ごとの振り分け（「トリアー
ジ」といいます）や治療場所への誘導を迅速に行い
ます。

訓練には本物の救急隊（救急車）も加わり自然と緊張感が高
まりますが、皆さんのご協力により滞りなく訓練を終えること
ができました。

今後も一人でも多くの職員、地域の皆さんが参加できる防災
訓練を定期的に開催してゆきたいと思います。

6 町内会の会長さん（左写真）ならびに住民の皆様方、川崎
消防署、臨港消防署の皆様方には深くお礼申し上げます

当院には院内各所に様々な絵画や写真が展示されて
います。

私たちの目を楽しませてくれるこれらの作品は、職
員はもとより、多くのボランティアの方々からご提供
いただいたものです。

今回は京町にお住まいの秋元さんから色紙や掛け軸
を貸与していただきました。

秋元さんの作品は、花鳥果菜や時代絵巻等を主な題
材とした繊細かつ色鮮やかな作風で、50 点以上もの
作品を出展いただき、患者さんの目を大いに楽しませ
てくれました。

　　防 災 訓 練　～広域地震発生に伴う患者さんの症状別搬送～

ボランティア紹介
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～ ハタヨーガクラブをご存知ですか？ ～

当クラブは、昨年 11 月より私、放射線科の佐藤武夫（左写真）
が部長兼ヨガインストラクターとして活動しています。
クラブ発足のきっかけは、「職場ですぐに運動できる機会があれば
いいな」と常々思っていたのですが、ならば心得のあるヨガの良さ
を体験してもらいながら広めようと思い、この教室を始めました。
折しも院内でも「ヨガを始めてみたい」、「仕事が終わってすぐにで
きるなら」などの声が多数あり、回を追う毎に参加者が増え、昨年
こうかん会のクラブとして承認されました。

ハタヨーガの『ハタ』の語源ですが、「ハ」は太陽・精神エネルギーを、「タ」は月・生命力
を表しています。心体のバランスを調和させることを目的としたヨガで、色々なポーズをとり
呼吸法を連動して心身をリラックスさせ、体のゆがみを取り除いてゆきます。

ストレス発散・ダイエット・美容・健康・アンチエイジングなど目的は様々ですが、ハタヨー
ガはそれらに応えてくれます。実際、参加者の方々からは「寝つきがよくなった」、「体がやわ
らかくなった」、「ストレス発散になる」などの有難いお言葉を頂きました。

お蔭様で今年の 3 月現在で 14 回開催され、平均 13 名のほどのメンバーで、ほのぼのとした雰囲気のなか楽しくやっておりま
す。今までの参加登録メンバーも 50 名以上を数え、現在も少しずつ増え続けており、うれしいかぎりです。

これをご覧になっている患者さんやその関係者の方々には申し訳ないのですが、諸事情により現在の参加対象は病院で働く職
員のみとさせていただいています。

開催は、週一回・午後 6 時～ 7 時まで、病院講堂 A にて開催しています。
興味のある方は放射線科：佐藤武夫までご連絡下さい。お待ちしております。

１． 鼻から息を吸いながら両脚をまっすぐ保ち床
に垂直に上げる

２．両手のひらを膝の内側に差し入れる

３． 一度息を吐いてから息を吸いながらできるだ
け脚を開く（足首は 90 度を保つ）この動作を
4 回繰り返したら仰向けの姿勢に戻る。

仰向けになって開脚するポーズ（骨盤を安定させ腰痛を予防する）

１．両腕は肩の高さ、手のひらは下向きにする。

２． 鼻から息を吸いながら、両脚をまっすぐに保
ち床に垂直に上げる。

３． ゆっくりと息を吐きながら、両脚を右または
左へ倒していき、最後に床に付ける。顔は脚
と反対の方向に向ける。数回ゆっくりと呼吸
し、元に戻していく。

ワニのポーズ（仙腸関節を調節し腰痛を予防）

１．両脚を開き、後ろ脚の外側でマットを押す。

２． 鼻から息を吸いながら両腕を水平にし、肩の
力を抜く。息を吐きながら前の脚の膝をかか
との上の位置に持ってくる。

３． 前の手の前方を見据え、重心を下げつつ、上
半身を床に対して垂直にし、引き上げる。

英雄のポーズⅡ（下半身強化と自信・勇気をつける）

vvvvv　ヨガは健康と癒しの処方箋  ～お試し下さい～　vvvvv



基 本 理 念 と 行 動 指 針

基 本 理 念
1. 患者さん中心の全人的医療

安全で良質な高度医療を提供することは当然ですが、「病を見ずして病人を見る」という言葉が
あります。患者さんを単なる医療の対象としてではなく、一人の人間として接することが必要で
す。患者さんひとり一人の立場に立った医療の実践が病院への信頼感と満足感につながります。

2. 誠意をもって奉仕する医療
病院で働く者全員が医療に直接関わっていることを認識し、常に誠実に自己の職務に精励します。

3. 地域に根ざした医療
近隣地域を中心に県下・都内の方々を対象として、医療のみならず予防医学（健診・ドック）、
訪問看護等ニーズに応じた医療サービスを提供します。

行 動 指 針
◆患者さんと接するときには、自分の家族だという意識で行動します。
◆患者さんのために最新の知識と技術を身につけ、他部署との連携を図ります。
◆病診連携、病病連携をはじめ地域社会との関わりを積極的に深めてまいります。

日本鋼管病院病院長

この「ふれあい」をご覧になってのご意見・ご感想は、地域連携室までお寄せ下さい。

日 本 鋼 管 病 院　地域連携部 地域連携室
〒 210-0852　神奈川県川崎市川崎区鋼管通１丁目２番１号
電話：044-333-5591（代表）　　FAX：044-333-5599
E-mail：hiroki-aida@koukankai.or.jp

�00�年4月発行

ザ・ベストメディカルスタッフ
（グループ）オブ ザ イヤーとは

　当院では、「患者さんのため、当
院発展のため」業務において特に
優れた活動を行った職員と部署
を、毎年院内職員の投票により選
出しています。
これにより、職員同士が互いの職
務を評価・認識しあえるように
なりました。
今年（2008年度）は、
　・スタッフ（個人）部門
　　　3階北病棟　堂満妙子主任
　・グループ（部署）部門
　　　医療相談室

が受賞しました。

ザ・ベスト・メディカルスタッフ・
オブ・ザ・イヤー

ザ・ベスト・メディカルグループ・
オブ・ザ・イヤー

～看護部～  堂満妙子主任 ～医療相談室スタッフ～
左より小川副院長・ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ廣田・同 篠田・武田主査

２００８年度 ザ・ベスト・メディカルスタッフ（グループ）・オブ・ザ・イヤー 決定！


