
茨城県厚生農業協同組合連合会

【りれーしょん】あなたと厚生連のココロ交流誌。

3
号

2015

地
域
と
連
携
し 

健
や
か
な
明
日
を
つ
く
る

マタニティビクスで
安産できる体力＆筋力づくり
各事業所からの物語

開院15周年 地域を支え、地域に愛される
「地域総合病院」としての未来
開院15周年 地域を支え、地域に愛される
「地域総合病院」としての未来



02

若手医師の増員と診療内容の拡充
　なめがた地域総合病院は平成12年６月に開院し、現在
230床。災害拠点病院、地域救命救急センター、地域リ
ハビリテーションステーション、メディカルコントロール中心医
療機関などの指定を受けています。
　今年、開院15周年を迎えますが、備えている機械や病
室などはまだまだ立派です。しかし、今までは残念ながら医
師の数が少なく、使いこなすことができずにいました。
　そこで今年の４月から地域のニーズを踏まえて、新たに循
環器内科医２名、膠原病内科医１名、整形外科医１名を常
勤医として確保し、医師24名体制となりました。人数が増
えただけでなく、30代の若手を迎えて一気に若返りました。
　今後、さらに充実した総合医療を実現するには、30人体
制を目標にしていきたいと思っています。

今年4月就任
なめがた地域総合病院
清水純一新院長がはじめる物語

　また、常勤医師を増やす一方、非常勤ながら泌尿器科
の外来診療も増やしました。地域のお年寄りからのご要望を
受けてのことです。地域のニーズに応えて、地域の皆さん
が少しで利用しやすいようにし、地域の医療に貢献していき
たいと思っています。
　外来診療時間後のバックアップ体制は内科外科ともに整
いました。今後もさらに使いやすく、さらに安心安全を提供
できるよう改革改善を続けていきます。

新・土浦協同病院との連携強化
　来年3月に完成予定の新・土浦協同病院は、当院からさ
らに近くなり、車で30分ほどの距離になります。一層の連
携強化を図りたいと思います。
　なめがた地域総合病院でできることを増やしていくのはも
ちろんですが、非常に専門的なことや高度な医療について
は土浦協同病院にお願いし、その治療が終わったら、患者
さんにはまたこちらに戻って回復期を過ごしていただき、在
宅医療に移っていくという、地域の総合病院ならではの役
割を果たしていきたいですね。
　産科についての連携はすでに始まっていますが、検診な
どはこちらで行い、出産は土浦協同病院で受け入れます。
その後はまたこちらの外来で赤ちゃんの健診を行うという具
合に、移動など妊婦さんの負担を減らし、安心して出産に
臨める体制を整えています。
　こうした体制は、患者さんや妊婦さんだけでなく、お見舞
いのご家族ご友人にも負担が少ないですね。
　地域の皆さんに最大限の安心安全を提供するためにグ
ループの力をどう活かすか。土浦協同病院との相互補完、
機能分担がポイントとなります。

鹿行地域の救急医療体制の充実を求めて
　鹿行地域の医師充足率は県内最下位で、茨城県の医師
充足率は全国ワースト２位です。地域の皆さんにとって、も
しものときに対する不安は大きいと思います。
　鹿行地域には5つの総合病院があります。それぞれ母体
が異なるのでなかなか大変ではありますが、情報を共有し、
共通のガイドラインを設けることで、迅速に連携し、地域の
救急医療体制を整えていけると思います。
　また、地域医療は予防医療が重要です。そこで行方市と
も連携し、地域の皆さんに向けた健康教室の開催や健康診

　鹿行地域は心血管障害・脳卒中で亡くなる方がとても多
いです。循環器疾患での死亡率の全国平均を１とすると、
茨城県は1.4、鹿行地域は2と非常に高い倍率になっていま
す。そのような状況でしたがこの地域内に循環器内科医の
数が少なかったために受け入れができず、遠くまで救急搬
送するということがありました。
　しかし、今回、当院で循環器内科医を増やすことができ
ました。平日は毎日、外来の診療時間後も循環器内科医が
待機しています。土浦協同病院等と連携強化を図り、24
時間の安心を提供することを目指して、積極的に救急医療
の充実に取り組んでいきます。

開院15周年
地域を支え、地域に愛される
「地域総合病院」としての未来

断の受診促進などを行い、予防医療の側面からも地域医
療に貢献したいと思います。
　行方市は人口流出に歯止めをかけるため企業誘致を進めて
いますが、企業健診を引き受け、地域の健診受診率アップに
貢献したいですね。もちろん、院長の私が営業に行ってきます。
　団体健診といえば、実はJA組合員の健診受診率は40％
と低いんです。土曜日の健診を実施するなどして、多くの人
が受診しやすい環境を整えていきます。この地域は高齢者が
多く、病院へはご家族の送迎が必要な方も少なくありません。
ご家族の送迎がしやすい土曜日健診を行えば、受診率を上
げ、健康寿命を伸ばすことにつながると考えています。

JAなめがたとともに深める地域への思い
　ところで、JAなめがたのサツマイモはおいしいですね。私、
以前はサツマイモが嫌いだったんですよ。でも、JAなめが
たの組合長が「サツマイモが嫌いだなんてことは、これを食
べてから言え」と１本の焼き芋をくださった。食べてみると、
これがうまい！こんなにうまいのかとびっくりしました。私は本
物を知らなかっただけなんですね。今では院内で職員向け
に出張販売してもらうこともあります。
　以来、私は行く先々でJAなめがたのサツマイモを宣伝し
ています。サツマイモに限らず、この地域の農産物は良い
ものが多いですね。地域の良さをもっとアピールしていきた
いです。「このサツマイモはおいしいね。どこで買えるの？」
なんて聞かれると、すかさず敷地内にあるJAなめがたの直
売所を紹介しますよ。
　私たちは医療で地域の皆さんを健康にする。JAは農業
支援で地域の皆さんを元気にする。地域を思う気持ちが相
乗効果を生むといいと思っています。

「バランスのとれた良い医師」を育てる
　今後の「なめがた地域総合病院」について、最後にもう
一言。
　若手の医師は全科揃った大病院での研修を希望する傾
向にあります。高度先進医療を経験したい気持ちはよく理
解できます。私も土浦協同病院では新生児集中治療という
特殊な医療を長年行ってきました。しかし、地域の病院に
も優れた能力を持つ医師がいます。大病院の専門医が本
来の能力を十分に発揮できるように開業の先生方や地域の
病院が機能し、その場で可能な医療と相談転送が必要な
状況を見極め、診療治療がスムーズに進む仕組みを作って
いく必要があります。若手医師も自ら経験し、大病院に軽
症の患者さんが集中して本来の機能を果たせないことのな
いように、また患者さんやご家族がわざわざ遠方の病院ま
で行く必要のないように、自分でできることを認識し、必要
なときにすかさず専門医に相談紹介する能力をつけるため
にも、地域での医療を経験していただき、研修期間が終了
した将来は、「バランスのとれた良い医師」に成長できるよ
うになっていただく研修の場を作っていきたいと思います。
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院長室からは眼下に広がるサツマイモ畑を望むことができます。
「風の強い春先などにうっかり窓を開け放しておくと土ボコリで大変な
ことになりますよ。でも、見事な風景でしょう。一面の緑の下に、あの
おいしいサツマイモが育っていると思うと壮観な眺めです。実は私は
病院が建つ前にこの土地に足を踏み入れたことがあるんですよ。そ
のときは大した感想はありませんでしたが、きっとあの瞬間から私とこ
の病院との『縁』が始まっていたんですね」と清水院長。
趣味のひとつはサッカー観戦。「職場は鹿島アントラーズの地元。ス
タジアムには車で30分で行けます。職員の中には選手の親族、友
人もいますよ」と、すっかり鹿行になじんでいる様子です。
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土浦・新病院建設進捗状況
10階建ての鉄骨が組み上がり、
内外装・設備工事もすでに１階から始まっています。
約50メートルの建物外観が遠方からも確認できます。

　1階にはコンビニ・カフェ・金融等のテナントが入り、新病
院ならではのホスピタルモールが形成され、10階には展望
レストランもオープンします。医療の場だけではなく、地域
の皆さんが集える憩いの場となることを目指しています。
　屋上からは霞ケ浦（南・西南の方角）、牛久大仏（西南の
方角）、筑波山（北西の方角）を一度に眺めることができます。
県内の雄大な景色を楽しめることはもちろん、気象条件の
よい日にはスカイツリーや富士山も望むことができます。
　また、外来は各診療科とも余裕をもった診療ブースとス
ペースが確保されますので、車いすでの移動もラクラクです。
さらに整形外科など身体活動の制限される患者さんの多い
診療科は１階に配置しました。
　現在の土浦協同病院において、患者さんやご家族から
の最大のご不満は駐車場の狭さや混雑ですが、新病院で
は敷地内に1,500台の駐車スペースを確保しています。
　土浦協同病院ならではのアットホームなあたたかい医療
に、このような試みを加えることで、患者さんやご家族の
満足度向上、利便性が一段と図られるものと考えています。
新病院の完成をどうぞお楽しみに。

　平成25年3月に着工した土浦協同病院の移転新築工事
は順調に進んでいます。
　去る6月2日、建設現場において上棟式が行われました。
高橋理事長をはじめ関係者約40人が参加し、完成までの
工事の無事と安全を祈願しました。
　式では高橋理事長、田所武士執行役員関東支店長（鹿
島建設）、杉谷文彦代表取締役社長（梓設計）が屋上の梁
（はり）となる約6メートルの鉄骨に金鋲を差し込み、ナットを
締め「エイ、エイ、エイ」と力強い掛け声で安全を祈願。そ
の後、鉄骨を大型クレーンで10階まで吊り上げ、所定の位
置に取りつけました。
　新病院では患者さんやご家族により安心と安全、満足を
お届けできるよう、さまざまな試みを導入していきます。
　新病院の目玉の1つである新設の患者サポートセンターで
は、各部署が密接に連携し、横断的なサポートを行います。
総合相談、地域連携支援、入退院支援、周術期支援、
持参薬管理、栄養指導、文書管理、外来予約調整等の
機能を集約し、患者さんやご家族が安心して療養生活や
社会生活を送れるようサポートしていきます。

建設地／土浦市おおつ野4丁目
（敷地面積約１０８,３００㎡）
開院予定日／平成28年3月1日
病床数／ 800床（急性期病床）
建屋／地上10階（免震構造）
駐車場／ 1,500台
アクセス／ JR常磐線土浦駅から
約7キロ・直通バス約15分
タクシー約7分

土浦協同病院附属看護専門学校も新・土浦協同
病院の隣接地に新築されます。現在、基礎工事
が行われており、平成28年8月に開校します。

完
成
予
想
C
G
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視力が
0.7以下になり
運転できない

視力が低下し
仕事に
支障がある

屋外では
まぶしくて
見えづらい

日常生活に不自由を感じるようであれば手術が必要です。

水晶体…加齢とともに固くなる

毛様体筋…加齢とともにピント調節が衰える

土浦協同病院 

眼科医師　　水島 由紀子

人が得る情報の８割は目から。
見える喜びで患者さんを笑顔に。

白内障とは？

目のレンズ機能と加齢

　私自身、子どもの頃に眼科に通ったことがありました。だか
ら、患者さんの気持ちはよく分かります。患者さんの立場に
寄りそって、「見えづらい」「痛い」など患者さんの「困った」を
解消できるように努めていきたいと思っています。
　眼科を志したのは医学生のとき。白内障の手術を終え、
劇的な変化に大喜びする患者さんの笑顔を目の当たりにした
際、「私もこんなふうに患者さんを笑顔にしたい」と思いました。
　現在、当院眼科での手術は白内障が大多数を占めていま
す。白内障が原因で見えづらくなっていた患者さんの場合は、
手術でまさに「劇的に」世界が変わります。例えば、0.1以下

まで視力が低下してしまっていた患者さんが1.0にまで回復
するケースも中にはあります。本当に喜んでいただけます。「床
のホコリがよく見えるようになって掃除が大変だわ」などと冗
談が飛び出すほど気持ちも明るくなります。
　私にとって患者さんの笑顔は
一番のやりがいです。
　私たち人間が得る情報の8
割は目から得る情報だと言
われています。目の交換は
できませんから、定期的に
検診を受けていただきたい
ですね。目の病気も早
期発見・早期治療が
重要です。

水晶体が白く濁って視力が低下する病気です。水晶体とは、目の
中でカメラのレンズのようなはたらきをする組織で、外からの光
を集めてピントを合わせるはたらきを持っています。通常は透明
な組織ですが、白内障では白く濁ってしまうため、集めた光がう
まく眼底に届かなくなります。

　白内障手術は、水晶体の濁りを取り除き、人工のレンズ（眼内
レンズ）を挿入します。網膜や視神経、角膜などの他の部分に問
題がなければ、視力回復が期待できます。手術は局所麻酔で顕
微鏡を使って行われ、手術にかかる時間が短く、患者の負担が軽
くすむのが特徴です。

白内障の治療法

白内障はさまざまな原因で起こりますが、
最も多いのは加齢によるものであり、これ
を「加齢性白内障」といいます。個人差が
ありますが、誰でも年をとるにつれ、水晶
体は濁ってきます。加齢性白内障は一種
の老化現象ですから、高年齢の人ほど多く
発症します。

網膜

水晶体

虹彩
硝子体

光 光

水晶体が白く濁る

年に１度は目の健康診断を受け
ましょう。緑内障などは自覚症
状がないまま進行し、気づいた
ときには手遅れということもあり
ます。さらに、目の検診で全身
疾患が見つかることもあります。まずは検診で今の目の状態を知りま
しょう。検診は眼科外来で予約なしに受けられます。

Information

「見えづらい」と思ったら、すぐに眼科で検査しましょう！
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少しでもお産をラクに、
そして楽しいものに。

JAとりで総合医療センター　

助産師　　高田 由紀

病棟内のスタジオで「マタニティ
ビクス」を行っています。時間は
第2・4土曜日の午前10時～正
午。妊娠16週めから出産直前ま
で参加することができます。参加
するには当院の産婦人科医師の
同意書が必要となりますので、受診時にお気軽にお問合せください。

InformationInformation

JAとりで総合医療センター
産婦人科病棟のご紹介

　産婦人科病棟は、産科と婦人科の混合病棟でベッド数
は40床です。
　産科は自然分娩・母乳育児に力を入れています。分娩
という人生で数回の貴重な体験を、より納得のいく幸せな

　出産による不安を解消してもらおうと、「マタニティビクス」
を取り入れています。妊娠中でも安心して動けるフィット
ネスを行うことで、出産に向けて体力を増強したり、体重を
コントロールしたり、妊婦さん特有の腰痛や肩コリを改善・
予防したりするものです。
　参加した妊婦さんからは、「こんなに動いていいの？」と
ビックリされるとともに、「自分の体と向き合う初めての
チャンスを得た」と喜ばれることが多いです。
　学生時代、生命が生まれる現場に立ち会いたい、妊婦さ
んを支えたいという思いで助産師を目指しました。いつも笑顔
で妊婦さんを迎え、「つらいことがあっても一緒に頑張ろ
う」と隣で励まし続ける役であり続けたいと思っています。
　今、出生率が下がっています。だからこそお産を「いい
思い出」にしたい。また、最近「お産トラウマ」という言葉が

話題になっていますが、お産が苦
しかったことで、その後の育児も
スムーズにいかないのではない
か、自分はダメなのではないかと、
育児に対してネガティブになって
しまうことがあります。こうし
たことも未然に防いで、育児
も楽しいものになるようお
手伝いしていきたいです。

体験とし、気持ちよく育児がスタートできるようサポート
させていただきます。
　妊娠中は助産師外来での指導・母親学級・マタニティビ
クス・マタニティヨガを行っています。出産後は電話・訪
問による育児相談・インファントマッサージを行っていま
す。インファントマッサージとは、母と子のタッチとコミュ
ニケーションを促進することを目的とした、赤ちゃんマッ
サージです。赤ちゃんを尊重することを理念としています。
　また、当院はＮＩＣＵ（新生児集中治療室）を完備しており、
安心して出産できる体制を整えています。ＬＤＲ（陣痛・分
娩・回復室）のお部屋も3室導入し、稼働しています。
　昨年7月からは、病棟のお祝い膳に加え、出産後赤ちゃ
んとの生活がスタートしたお母さんにゆったりとした幸せ
な時間を楽しんでいただくために病院からのプレゼントの
お祝いランチの会食が始まりました。
　婦人科は子宮や卵巣などの女性生殖器の治療・看護に
携わっています。女性医師も充実しており年齢を問わず女
性のライフサイクルを通して手厚い看護を行っています。
　スタッフ一同、若さとパワーで精一杯、入院生活を支援
させていただきいと思います。

■ インファントマッサージの様子

■ お祝いランチ

日本マタニティフィットネス協会所属
マタニティビクスインストラクター
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マタニティビクスとは？
　マタニティビクスは妊娠中でも安心して楽しめる妊婦さん
のためのトータルフィットネスです。軽快なリズムに合わせた
エクササイズは大きなおなかでも出来るようにプログラムさ
れ、インストラクターが安全確認をしながらすすめます。
　エアロビクス運動をベースにつくられているので、お産に
向けての体力アップや妊娠中の体重コントロール、産後の
体型戻しに効果があります。トレーニングやストレッチも腰痛、
肩こり、便秘、足のつりなどの妊娠中の不快症状や、お産
をイメージして作られているので、妊娠・出産に自信がもて
るようになります。
　当院では、産婦人科医の監修下でマタニティフィットネス
の研究や指導者の育成などを行う日本マタニティフィットネ
ス協会に所属する助産師が安全で科学的なマタニティビク
スを提供しています。

マタニティビクスで
安産できる体力＆筋力づくり

●運動不足の解消
●体重増加の防止
●妊娠中の腰痛・肩こり・むくみ・便秘といったトラブルの改善
●妊娠中～産後の体力アップ
●ストレス発散
●お産時の呼吸法や腹筋の使い方、
　いきむ時の身体を丸める姿勢が身につく
●分娩時間の短縮に効果がある
●出産時の出血量が少なくなり、産後の母乳の出が良くなる

マタニティビクスのメリット

マタニティビクスのプログラム
　当院でのマタニティビクスは次の
ような順序で行われます。

マタニティビクスをやるための条件は？
　日本マタニティフィットネス協会では妊娠13週から分娩直
前まで可能としていますが、当院では妊娠16週からスター
トしています。主治医と相談してから行いましょう。

①メディカルチェック
妊婦さんの体重や血圧を計った
り、助産師が赤ちゃんの心音を
確認したりします。

④フロアエクササイズ
マットの上でお産に必要な筋肉の
トレーニングやお産の姿勢をイ
メージしたストレッチを行います。

⑤クーリングダウン
ゆったりとした呼吸法や、胎教に
役立つイメージングでリラックス
を身に着けます。

②ウォーミングアップ
　＆バーストレッチ
軽いステップやストレッチで徐々
に体をあたため、妊娠中の小さ
なトラブルを予防・改善する運
動を行います。

マタニティビクスでは、全身
運動とお産に関係する部位
のトレーニングを行います。
マタニティビクスを行った場
合、お産にかかる時間や出血
量に効果が見られました。

●マタニティビクス経験者
●マタニティビクス未経験者

100

200

300

400

500

初産婦 経産婦

100

200

300

初産婦 経産婦

分娩時の出血量（ml） 分娩時間（min）データで見る
マタニティビクス

（出典：一般社団法人日本マタニティフィットネス協会ホームページ）

③エアロビックパート
リズミカルに体を動かし、楽しみ
ながら体力アップ。上半身もダ
イナミックに動かすことで、産後
の乳汁分泌促進も目指します。

自宅でできるストレッチ
お産姿勢を取りやすくなる、内もも
と股関節のストレッチです。

これを２～５回、時間にして２～３分程度を毎日行うようにします。
１度に回数を多くしないように注意してください。
※ご注意：お腹にはりがあるときは絶対に無理をしないでください。

①床に腰をおろし、両足の足の裏
を合わせます。足が「ひし形」に
なるようにしてください。

②息を吐きながら片ひざ、または
両ひざを床に近づけます。
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水戸協同病院の看護部は新入職
員の離職率が５年連続ゼロ。風通
しの良さが水戸協同病院らしい
伝統の風土です。出産や育児な
ど女性のライフイベントに配慮し
た多彩な制度や院内保育所等の
施設が、看護師としてのやりがいを持ち続けられる職場環境をつくっ
ています。

Information

「糖尿病教室」にご参加くださ
い。毎週火曜日午後1時30分～
午後2時30分。半年間の講義で
す。また、糖尿病外来の際、毎日
午前10時～11時頃まで、内科待
合室にて、「検査説明・糖尿病療
養についての相談」を行っています。ぜひお気軽にご利用ください。

Information

　常に向上心を持ち続け、技術・知識
ともに高めていきたいです。実は主人
も水戸協同病院の看護師なんです。
お互いに高めあえるパートナーを得
たことも本当に幸せだと思います。
　そして、子どもたちには「マ
マみたいになりたい」と思っ
てもらえるよう、毎日をイキ
イキと過ごしていきたいで
すね。

 
　HCUとは準集中治療室のことで、ICUより軽症ながらも
高度で緊急を要する医療を行うための病室です。
　今回の産休・育休は３回めとなりますが、実は復帰のたび
にハードな病棟勤務を希望しています。それだけ成長の糧
となりますから。
　もちろん、家族や職場の皆さんの支え、働き続けやすい
制度があってこそ可能となる勤務です。だからこそ早く復帰
して、この恩に報いたいです。
　看護の現場では「寄りそう人」の存在がとても大事なので、
患者さんの言葉に耳を傾け、笑顔で受け入れることを心が
けていますが、逆にこちらが元気をいただくこともあります。
こうした患者さんとの心の交流もやりがいのひとつですね。
私は今、大きなお腹のまま勤務をしていますが、この妊婦姿
が患者さんの元気を引き出すこともあるみたいです（笑）。

　同じ機械、同じ手順で検査を行っても、結果が異なること
もある繊細な仕事です。連休があると、つい機械の様子を
見にきてしまいます。
　また、チーム医療が叫ばれる中、検
査内容の説明や糖尿病の療養指導
など業務内容が広がってきています。
　検査の数字は「どう見たらいいの
か」「どんな意味があるのか」が
分かりづらく、不安に思うこと
もあると思います。それを解
消し、患者さんのやる気を引
き出したい。とくに最近はテ
レビやネットなどで情報過多
になり、患者さんが本当に自

分にあったものを取り入れることがかえって難しくなっていま
す。気軽に相談できる機会と環境を整えていきたいですね。
その一環として「糖尿病教室」を開いています。
　臨床検査技師となって27年。後進の指導にも当たる立
場となってきました。昨年、県内の新人を前に講演する機
会を得、女性としての仕事と家事の両立について講話しま
した。臨床検査技師は女性がとても多いんです。参加者か
ら「頑張ります！」との声をもらうと、私も力づけられますね。
　趣味は中国の二胡の演奏。早く上手になって、患者さん
に披露したいです。

水戸協同病院 

HCU看護師　　山口 彩香　

県北医療センター高萩協同病院　

臨床検査技師　　石川 真由美

人の役に立ち、そして、
突き詰めていく仕事を。

産休３人め。そのたびに成長し、
やりがいを持ち続けられる職場。
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Information

看護専門学校が平成28年8月、
新土浦協同病院の隣に完成しま
す。時代の要請に的確に応え、
質の高い教育を目指しています。
勉学のみならず「交流会」など学
校生活を彩る楽しいイベントも
多彩です。一緒に学び、社会貢献できる看護師を目指しましょう。

Information

趣味も仕事も勉強するほど
患者さんの役に立てます。

　作業療法士とは日常生活を送るうえで必要な機能を回復
するサポートをします。一方的な医療ではなく、患者さんと
一緒に目標を立て、患者さんのモチ
ベーションを引き出せる作業療法士で
ありたいと思います。
　最初は意識さえもはっきりしなかっ
た患者さんが、リハビリを続けた結果、
退院後にはアイドルグループのコ
ンサートに行けるまでになった
ケースもあります。患者さん
に「ラクになった」「できるよう
になった」と実感してもらえる
ことが、私自身のモチベーショ
ンアップにつながっています。

　もちろん、思い通りに行くことばかりではありません。つら
いときには、旅行やスポーツなど趣味で気分転換をしてい
ます。写真も趣味で、希望通りの写真が撮れるまで何日も
通って撮影した写真もありますよ。とあるフォトコンテストで
優秀賞をいただきました。
　こうした趣味もたくさん身につけるほど患者さんのリハビ
リに活かしていくことができます。リハビリのプランは患者さ
ん一人ひとり全て違います。常に「この患者さんにとって必
要なリハビリとは？」を考えながら、精一杯に勉強を続けてい
きたいです。

　「将来、自分は何をすべきか」と悩んだ高校時代、看護体
験をする機会がありました。「自分も人の役に立ちたい」と思
い、そこから猛勉強してこの学校に入りました。
　入学してからもとにかく勉強の日々で
す。とくに実習では患者さんや先輩
看護師の皆さんなど「人」と関わって
いくので、難しい部分が多いです。
つらいこともありますが、みんなで励
ましあって頑張っています。
　自分たち男子学生は全体
の8分の1しかいないので、
とくに団結力が強いんで
す。学校外でも一緒に出
かけることもありますよ。

　男性看護師は少ないですが、男性にはパワーがあります
し、同性ということで男性患者さんの気持ちを察せられる利
点もあります。知識、技術ともに勉強を重ね、先輩たちのよ
うに頼りにされる看護師になりたいです。看護師というと理
系のように思われますが、自分は文系出身です。看護師に
なるには入学してからの努力が必要です。元気な後輩の入
学を楽しみにしています。
　学校では先生がたが率直に指導をしてくれます。厳しい
言葉は期待の証しです。ヘンに落ち込んだりせずに、期待
に応えられるように頑張っていきたいです。

茨城西南医療センター病院

作業療法士 　　傳田  貴大

土浦協同病院附属看護専門学校

2年生　　大川  拓也

「介護予防」を目的とした相談会
を定期的に開催しています。ス
タッフが身体機能、記憶力などを
チェックし、予防法などをご紹介
します。詳しくは、リハビリテー
ション部ホームページをご覧くだ
さい。（http://www.seinan-mch.or.jp/reha/index.php）

常に前向きに努力する　
先輩看護師のようになるために
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　「大地の香り、食べる喜び届けます」をキャッチフレーズに、
取手市産を中心とした米、野菜、加工品などを販売してい
ます。店内に精米機を置いているので、玄米で購入し、精
米したてのフレッシュなお米を楽しむ皆さんに人気です。
　「夢とりで」では随時、旬の野菜を中心にしたイベントを開
催していますので、マメに足を運んでチェックしてください。
訪れるたびに新しい発見があります。
　また、月に１度、取手市健康づくり推進室と連携して「健
康相談コーナー」を開設。「もっと野菜を食べて健康に」と、
地域の皆さんの健康づくりに貢献しています。
　店内では、野菜のおいしい食べ方の他、健康づくりに役
立つ野菜料理のレシピも紹介されています。ぜひ、ご活用く
ださい。
　採れたての農産品の他、トマトジュースなど地元野菜の加
工品や奈良漬けやせんべいなど取手市の特産品も扱い、自
治体と連携して地域振興に貢献できるよう頑張っています！

JA茨城みなみ 
農産物直売所 夢とりで

　JAとりで総合医療センターのすぐそばにあ
る直売所「夢とりで」。おいしく新鮮な地元の
米や野菜の提供を通して地域の健康づくりに
貢献したいと、取手市と連携して健康イベント
に積極的に参加しています。毎月行われる「健
康相談コーナー」では、保健師による健康アド
バイスを受けることができます。

直売所紹介

茨城県取手市桑原242-1
TEL/0297-84-6661
時間/2月～10月…9：30～18：00
11月～1月…9：30～17：30
定休日/毎週水曜日・年末年始

　白を基調とした清潔感のある広い店内に、採れたての野菜がずらりと並びます。
7～8月は、トマト、キュウリ、ナス、トウモロコシ、キャベツ、カボチャなど採れたて
の夏野菜が豊富にそろっています。地元産の新鮮野菜をたくさん食べて暑い夏を
元気に過ごしましょう。

取手市は、地域で元気に
暮らせる社会を実現す
るために、スマートウェ
ルネス（「健幸」けんこう
＝健康で生きがいを感
じ、安心安全で豊かな生
活を送れる）のまちづく
りを進めています。
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●栄養成分（1人分、カレーのみ）

【280kcal、たんぱく質18g、食物繊維4.5g、食塩相当量1.9g】

ピーマンで疲労回復！
野菜たっぷりヘルシーカレー
市販のカレールーは高エネルギー。ルーを半量にしてカレー粉を使用することでエネルギーを調整
できます。とろみはすりおろし野菜で、さらに健康的に！

①にんじん、じゃがいも、たまねぎの半量はすりおろし、残りは
一口大に切る。ピーマンとパプリカは一口大に切る。にんに
くとしょうがはみじん切りにする。えびは殻を除き、ほたては
軽く水洗いする。

②鍋にサラダ油、にんにくとしょうがを入れて弱火にかけ、香り
が立ってきたら一口大に切った、にんじんとじゃがいもを加え
て炒める。すりおろした野菜とたまねぎ、カレー粉を加えて
さらに炒める。

③水とコンソメを加えて煮る。野菜に火が通ってきたらカレー
ルーを溶かし、ピーマンとパプリカを加えて少し煮る。

④器にご飯（今回は雑穀ご飯を使用）を盛り、カレーをかける。

にんにく
しょうが
サラダ油
カレールー
カレー粉
コンソメ
水

……………4g
……………4g
……………3g
………20g

……………3g
……………2g

………………360cc

にんじん
じゃがいも
たまねぎ
ピーマン
パプリカ（黄）
むきえび
ベビーほたて

…………120g
………100g
…………100g
……………30g
………30g

……………80g
………60g

●材料（2人分）

夏野菜の代表格のひとつ、ピーマンはビタ
ミンAとCが豊富な野菜です。ビタミンAは
トマトと同等、ビタミンCはレモンの2倍近く
あるといわれています。これらのビタミンが
細胞を活性化し、夏バテを防ぎ、疲労回
復に効果を発揮します。

JAとりで総合医療センター
栄養部　栄養技師部長　唯根  理子

ピーマン



原田真由美看護師長監修
JAとりで総合医療センター　

　人の体では常にがん細胞が発生しています。けれ
ども、必ずしも増殖し、がんを発病するわけではありま
せん。人の体には免疫力などの生命力があり、がん
細胞に打ち勝つからです。この生命力を強く保つため
に、がん予防を意識した生活を送ることが大切です。
　そのためには「がんを防ぐための新12か条」を心が
けましょう。※別欄
　そして、年1回のがん検診を受けてください。
　がん検診を受けるには、お住まいの市町村保健セ
ンターか、お勤めの方は健康保険組合にお問い合わ
せください。農協組合員の方は組合員健診にがん検
診を追加する方法もあります。人間ドックは成人病検
診とがん検診が１日で受けられ、さらに詳しい検査や
多くのオプション検査も用意されています。金額の助
成もありますので、ぜひご利用ください。

2.がんを防ぐための新12か条

　男性も女性も2人に1人ががんにかかり、男性では4
人に1人、女性では6人に1人ががんで亡くなるとされ
ています。がんは日本人の死亡原因の第1位です。
　がんは怖いイメージですが、早く発見すれば「治る
病気」ともいえます。早期発見するためにはがん検診
を受けることが不可欠です。2013年度から茨城県は
「総合がん対策推進計画」でがん検診の受診率アップ
を目指しています。
　茨城県では、受診率の高い乳がん検診・子宮がん検
診でも35％強、胃がん検診では30％強、肺がん検診・
大腸がん検診にいたっては25％強にとどまっています。
これを2017年度までに50％にあげることが目標です。

1. がんは治る病気

年に一回はがん検診

　JAとりで総合医療センターの人間ドックでは、１年
間に約3,300人の方にお受けいただき、2011年度は
40人の方、2012年度は29人の方にがんが発見さ
れ、すぐに治療に結びついています。

問題・丸の中に入る文字は何？
早期発見するために
年○回のがん検診を受けましょう。

①氏名 ②住所 ③電話番号 ④クイズの答え ⑤感想をご記入の上、
ハガキ・メール・FAXのいずれかにて宛先までお送りください。

■応募方法クイズ
Quiz

クイズに答えて応募された方の中から
抽選で「お役立ちグッズ」をプレゼントい
たします。ご応募お待ちしております。

■宛先 ■〒310-0022 茨城県水戸市梅香1-1-4
　茨城県厚生農業協同組合連合会 「Relation」編集部まで
■FAX：029-221-5326　■e-mail：kouhou@ib-kouseiren.jp

■締め切り：2015年9月30日（当日消印有効）
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。なお、応募時にお預かりした
個人情報は、抽選及び発送のみに使用いたします。

がんを防ぐための新12か条
第1条　
たばこは
吸わない

第2条　
他人のたばこの
煙をできるだけ
避ける

第3条　
お酒は
ほどほどに

第4条　
バランスの
とれた
食生活を

第5条　
塩辛い食品は
控えめに

第6条　
野菜や果物は
豊富に

第7条　
適度に運動

第8条　
適切な
体重維持

第9条　
ウイルスや細菌
の感染予防と
治療

第10条　
定期的な
がん検診を

第11条　
身体の異常に
気がついたら、
すぐに受診を

第12条　
正しいがん
情報でがんを
知ることから

出典：がん研究振興財団「がんを防ぐための新12か条」

茨城県水戸市梅香1-1-4  TEL.029-232-2263 茨城県厚生農業協同組合連合会 総務部 人事教育課

医療を支える人間として、
もっともっと成長したいあなたへ。

●薬剤師　●診療放射線技師  ●臨床検査技師  ●臨床工学技士  ●理学療法士　
●作業療法士  ●言語聴覚士  ●社会福祉士  ●臨床心理士　●看護師

厚生連ではたらくスタッフ募集

詳しくはWEBを御覧ください。 http://www.ib-ja.or.jp/kouseiren/

水戸：JOYF 1197KHz
土浦：JOYL 1458KHz

第3火曜日　「やさしい医療」
第4・5水曜日「メディカルインフォメーション」

□毎週 月曜日～木曜日　□AM9:35～9:45
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