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土浦・新病院 竣工!!
特別企画 座談会

茨城県厚生農業協同組合連合会

土浦協同病院 新病院竣工 ２０１６年３月１日 開院

もっとやさしく気持ちよい病院へ
設備で、
仕組みで、
サービスで、
患者さまやご家族のご負担を軽減します！

予約制で、待ち時間短縮
外来診療は原則予約制となり、待ち時間が大幅に短縮さ
れます。電話で予約できますので、事前予約の上ご来院くだ
さい。
また、院内には診察の進み具合を案内するモニターが数多
く設置され、順番が分かる仕組みですので、市民交流広場や
カフェ・展望レストランなどお好きな場所でお寛ぎください。

約2000台の駐車場で、混雑を解消
ゆったりとした区画の駐車場は収容台数が多いだけでな
く、身障者用駐車場、透析駐車場、外来駐車場をエリア
分けし、さらに混雑を解消します。
身障者用駐車場
エントランスホール・ロビー
霞ヶ浦に浮かぶ帆曳き船をイメージした真っ白な
クロスシェードが印象的な明るく広い空間です。
自然の光とぬくもりが心地よさを運びます。

02

1台あたりの駐車スペース
が広いだけでなく、
ドアを
全開にしても十分に余裕
があるよう、1.5mの広い
境界を設けています。

国内有数の規模と機能
100mという長い通路の片側には18室の手術室が並びま
す。
また、通路にはやさしい色合いの日本の伝統色「威光茶」
を使い、術前の緊張を和らげます。
ハイブリッド手術室
血管撮影装置を組み合わせることで、手術室
から移動することなく造影診断やカテーテル
治療などが行え、高精度の手術が可能です。
さらに、専門のCTやMRIも設置しています。

※完成イメージ

予防医療を推進する健診施設
健診に必要な施設を一箇所にまとめました。受付の後は
男女が別々になるため、女性の方もストレスなく健診を受け
ることができます。

地域と病院をつなぐ交流スペース
370 人収容の講堂では、地域の皆さまも参加できる公開
講座など各種イベントも開催する予定です。
全身のがんを診断する
PET-CT

案内役
小澤幸代

事務局

市民交流広場・展望レストラン
市民交流広場は、患者さまや地域の方が集
い、交流できる癒しのスペースです。地域に
開かれ、誰もが憩えるよう、1階には市民交流
広場やカフェ、最上階には展望レストランを設
置します。

検査薬によって全身の細胞のう
ち、がん細胞にだけ目印がつけ
られます。従来の検査にくらべ
て、ずっと小さな早期がん細胞
まで見つけることができます。

※完成イメージ

「癒し」と「元気」にあふれた病院に
新病院の設計は、東京国際空港国際線旅
客ターミナルや埼玉スタジアムなど有名な建築
物を多数手がけ、高度な技術力に定評のある
株式会社梓設計が行いました。その設計コン
セプトなどについて、監督責任者である髙橋
尚秀さんは次のように語っています。
「機能性を追求しながらも親しみやすいデザ
インを大事にした設計が特徴で、安全で心地

よい治療空間を作り出すことを第一としました。
無機質なイメージになりがちな病院にぬくも
りや柔らかさ、楽しさを生み出すために、壁
紙や手すりなどの素材や色、形、配置といっ
たすべてに配慮と工夫を重ねています。病院
に来ただけで癒されて、
治療の前に半分は治っ
てしまうような、人にやさしい病院を目指しま
した。
」

医療施設設計の専門家。
「患
者さんの立場で設計する」
が信条。苦労した点は広大
な面 積。
「敷 地 面 積は東 京
ドーム 約2.5個 分。延 べ 床
面積は約1.7個分もありま
す。材料の色決めなど方針
がブレないようにすること
が大変でした。」

至水戸

予約

初めての方も、再来の方も、事前にお電話にてご予約をおとり
ください。直接来院された方は、総合受付にて改めてご予約を
お取りください。症状によっては救急外来にて対応します。

土浦協同病院（旧）

029-823-3111

〒300-0053 茨城県土浦市真鍋新町11-7 TEL.
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土浦北 I.C

新病院までの
アクセス MAP

神立駅
ココストア

JR

●
●

常磐線

新病院は、2016年3月1日開院予定です。
開院までは旧病院へお問い合わせください。

至水戸

常磐
自動
車道

新病院についてのお問い合せ先

髙橋 尚秀氏

株式会社 梓設計 主 幹

ココストア エネオス
●

354

土浦市民会館
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（旧）土浦協同病院
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土浦市役所
●

至上野

セブン
イレブン
JAれんこんセンター
●

●

●ファミリーマート
●

●

土浦駅

（新）
土浦協同病院

● スーパーまるも

附属看護専門学校
附属保育所
環境科学

● センター

霞ヶ浦
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特別企画
座談会

高度先進医療の提供と地域病院としての温かさ。
土浦協同病院新病院の進化と伝統の両面について看護の立場からお話しをうかがいました。

司会

新しい土浦協同病院の開院を前に看護部門での
「新

しくなるもの、守り続けるもの」
というテーマでお話しをうかが
います。まず、新しくなるものについてお聞かせください。
猪瀬

新しい病院の設計には、私たち看護師の意見も取り

入れられました。外来の総合案内には看護部と事務を配置
し、患者さんの重症度の判断、受診時の相談や案内、ご

ブルーナカラーの
小児病棟

家族の相談対応などコンシェルジュ機能を持たせます。患
者さんの相談機能としては、ワンストップでさまざまな対応
が可能な
「患者サポートセンター」
が新設されます。
病棟にはホール型スタッフステーションを設置したことで、
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世界中の子供たちに人気のブルーナの絵本の
キャラクター「ミッフィー」を採用。ドアや壁にも
ブルーナカラーを配し、楽しさを演出します。

小児病棟には世界中の子供たちに人気のキャラクター
「ミッフィー」
を取り入れ、リラックスして入院できるよう工夫
しました。小児科は子供たちの治療の場であるとともに成

患者さんとの距離も縮まり、患者さんに寄り添ったきめ細や

長の場です。入院中でも成長によい効果が得られると思わ

かな看護が素早く行えるようになります。

れます。

緩和ケア病棟も新設されます。患者さんとご家族が、こ

さらに、ナースコールには携帯端末（iPhone）
を導入しま

れまでのように自分らしく生活できる場を多職種で協働して

した。コールがあると携帯端末の呼び出しが鳴り、病棟の

悪性腫瘍をともなう全人的苦痛の緩和を目指していきます。

どこにいても、誰がどこでコールしたか確認でき、一層素

早く対応することができるようになります。
栁田 また、女性病棟が新設され、治療にともなう身体的
苦痛だけでなく、心理的苦痛も緩和できるようになります。
さらに、産科と婦人科が別になるため、患者さんのセクシュ
アリティに寄り添った看護を提供できるようになります。
大槻

救急外来ブースには新たにトリアージブースが２つ新

設されます。トリアージおよび初期診療にあたり、各診療
科との連携を密にして効率的かつ質の高い救急医療が実
践されます。
また、新病院は31の診療科が設けられます。専門・認

猪瀬 そうですね。一人ひとり自分の中に仕事をする上で
の「軸」
を持ち、しっかりとした看護観を持って、専門職とし
て活躍してくれることを期待しています。
栁田

今年度から助産師にも認定制度が始まりました。当

院のスタッフも取得に取り組んでいます。一層専門性を高
めて、よりよい助産ケアを提供していきます。

定看護師の活躍の場も拡大します。フットケア外来、緩和
ケア外来、ストーマケア外来、糖尿病サポート外来など既
存の看護外来に加えて、新しい看護外来の新設も考えて
います。
栁田

産科でも母乳外来をより充実させて助産外来の確立

司会

続いて、看護師教育と職場環境の整備についてう

かがいます。

を目指します。妊娠中から出産までなじみの助産師が関わる

猪瀬

ことで緊張をやわらげ、よりよい分娩につながると思います。

すには、教育・研修・研究機能の充実が重要です。

看護師にとって魅力あるマグネットホスピタルを目指

設備としては、IT機器を設置したセミナー室、図書室の
司会 ホスピタリティーのよさが土浦協同病院の特長です。

充実はもちろん、新たに新人看護師などが合同で行うトレー

それはこれからも変わらないのではないでしょうか。次は
「こ

ニング・ラボ室を設置しました。

れからも守り続けたい看護の精神」
についてうかがいます。
大槻 どんなに高度な医療、看護が提供されても、心が
なかったら台無しです。心こそが重要です。温かく、患者
さんやご家族に寄り添い、患者さん中心の看護を提供して
いきます。
猪瀬 「患者・家族に信頼される看護を提供できる」
ことは
当院の基本理念です。地域の皆さんの健康を守り、地域
に頼られる病院を目指していきます。看護部では、最も身
近な医療者として患者さんを見守りながら、患者さんの自
己回復力を全力でサポートして、「この病院を選んで良かっ
た」
と思っていただけるような看護を行っていきます。
栁田

私自身、以前骨折でこの病院にお世話になりました。

手術の夜はつらく、気分が落ち込んでいたのですが、看護
師さんが笑顔でベッドサイドに来てくれたときは、初めて会
う人なのにすごくホッとして随分気持ちが楽になりました。
患者さんにはさまざまな背景があり、多くの方が不安を抱
えて来院されると思います。不安を抱えつつも少しでも心
が休まるような場を提供し、病気と向き合う時間を作ってい
けたらと思います。

スタッフの能力に合わせて院内でラダー教育を行っていま
すが、私たち看護師とは不思議なもので、学ぶことで一層
意欲が高まります。教育と評価の仕組みが整っていく中で、
ますます病院のスタッフのやりがいが増えていくと思います。
また、当院には附属の看護学校もあり、看護師たちは実
習時の学生を指導することもあります。指導することによっ
て、同時に自分自身を再教育することになり、より精度の
高い技術力の修錬、揺るぎない看護の精神の醸成にもつ
ながっています。
最後に、成長過程にある看護師たちに一言。チャンスは
自分にとってベストのタイミングで巡ってくるわけではありま
せん。人は経験を通して自分で学び、自分で変わることが
できるのではないでしょうか。広い視野でキャリアを捉えて
欲しいですね。そして、何より
「看護の楽しさ」
を見つけて
欲しいと思います。
大槻

専門分化が進む一方で、さまざまな領域に臨機応

変に対応できるジェネラリストを育成すること、そして成果
をあげることが望まれます。また、厚労省が掲げている
「特
定行為に係る看護師の研修制度」の修了者を多く輩出し、
臨床実績を上げていくことも期待されます。
成長ということでは、３つのCを念頭において欲しいと思い
ます。チャンス
（chance）
をつかみ、チャレンジ
（challenge）
して、チェンジ
（change）
して行って欲しいです。

司会

認定看護師の拡充など、これからの看護力のパワー

アップについてお聞かせください。
大槻

現在、2領域、3名の専門看護師、11領域、17名

の認定看護師が活動していますが、今後さらに新しい領域
の専門・認定看護師の育成も必要不可欠と考えています。
同時に人間性をどう育んでいくのかも重要です。
また、組織として、どのように人材を活用していくのか、
その仕組みを考えることも重要だと思います。

司会

最後に読者の皆さんにメッセージをお願いします。

猪 瀬 当院の理 念である⑴地 域 中 核 病 院として多 様な
ニーズに対応する、⑵人間尊重の医療を追求する、⑶医療
の研鑽に励むこと、は変わりありません。これからも安心し
て選んでいただける看護を提供します。これからもよろしく
お願いします。
司会

今日はありがとうございました。
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国際化した社会にふさわしい
世界標準の感染症科をスタート。
水戸協同病院
感染症科

医学博士

矢野 晴美

昨年６月に成人の感染症科の専門診療を開始しました。
地方にあってもグローバル化の波に晒される時代です。地

英語に興味を持ったことが始まりだったんです。語学研修に
行ったり、ホームステイに行ったり。医学生になってからは、
最も国際的に仕事できる分野は？と考えて、感染症医を目
指しました。これまで、海外で感染症診療の領域で活動し
てきました。これからはここ、水戸をホームグラウンドにして
グローバルな視点で活動していきます。
感染症医が最も力を試される場面は、患者さんとの医療

方と世界、２つの垣根はすでにありません。この時代に適し

面接で得られる情報から微生物を推定していく知的作業に

た、感染症の包括的な専門診療部門であるグローバルヘ

おいてです。感染症科は知識と判断が勝負の科です。です

ルスセンターとして動き出しています。市中感染や医療関
連感染などの一般感染症、HIV/AIDS、結核、デング熱
やマラリアなどの熱帯医学、渡航外来などへ包括的に対応
することを目指しています。
また、感染症にはワクチンなどで予防できるものがありま

から、つねに正確な知識のアップデー
トは欠かせませんね。
感 染 症 に 国 境 はありませ ん。
2020 年には東京オリンピックが開
かれ、人の交流は爆発的に増え

す。予防できる病気をしっかりと予防するよう啓発活動を充

ます。同時に感染症のリスク

実させていきます。今、先進諸国では予防に重点をおいた

も増えます。健康維持のた

感染症対策が行われています。当院においても世界標準の
医療を提供していきたいと思っています。例えば、米国で
は肺炎球菌の予防接種は６〜７割の人が受けていますが、
日本では２割程度。地域の皆さんへの啓発、正しい情報の
発信を進めていきたいと思います。

めに包括的なサポートが必
要になるでしょう。その一
翼を担うグローバルヘル
スセンターでありたいと
思います。

院内感染予防対策の
策定と推進を行っています

チーム（インフェクションコントロールチーム：ICT）があり、
感染管理室と連携して院内感染減少に努めています。
感染管理室の最も重要な仕事は、院内感染の予防と感

堤 徳正
水戸協同病院 感染管理室長・看護師長

国内の多くの施設で、院内感染を防止するために感染
対策を担当する部門を設置しています。当院では感染管理
室を設置して院内感染防止に取り組んでいます。感染管
理室のスタッフは、医師及び看護師、薬剤師、臨床検査
技師それぞれ１名の４名体制です。院内には感染対策委員
会及び看護部感染委員会（感染リンクナース）、感染制御

染症への対応策の策定と推進です。現場にそくした対応
策を練ることで現場の仕事をしやすくし、そうすることでさ
らに感染リスクを減らしていきます。院内のラウンド（巡視）
は毎週行い、情報を共有するとともに、現場だけで改善が
難しい場合は病院全体として改善に取り組むよう要請して
います。その他、以下のように広範囲に関わり持って活動
を行っています。
◉各部門や単位に対して感染対策の提言を行うこと
◉感染対策に関する調査を行うこと
◉感染対策マニュアルの作成や改訂を行うこと
◉職員に感染対策に関する教育を行うこと
◉ゴミおよび清掃の管理を行うこと
◉職員の健康管理を行うこと

とにかくスッキリ。至る所で整理整頓が
されていました。必要・不必要を常に意
識して管理されていることが伺えます。

廃棄ボックスに血液汚染された鋭
利物が廃棄されないように、注
意書きがされていました。
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私は今、感染症に夢中ですが、始まりは10 歳のときに

最終的には院内感染ゼロを目指したいと考えています。
ご理解とご協力をお願いいたします。

ワクチンで感染症予防

「予防接種」や「ワクチン」というと、子どものためのもの

ワクチン接種の場合
ワクチン

というイメージがありますが、大人を感染症から守るための
ワクチンもあります。

無症状
もしくは
軽い症状
（副反応）

ワクチン

大人もワクチンで防げる感染症があります

とくに６５歳以上の方にとっての予防接種は、「健康寿命
免疫がつく
免疫

の延伸」にもつながります。バランスのとれた食事や適度な
運動、うがい・手洗いなどとともに、「予防接種」で感染症
を防ぎましょう。お近くの厚生連の各病院にご相談ください。

受けておきたい予防接種
①インフルエンザ

③肺炎球菌

毎年流行するインフルエンザ。その年の流行株を予測してワ

肺炎球菌による感染症（肺炎など）をワクチンで予防します。

クチンが作られ、感染症シーズン前の１０月中旬頃から接種でき

平成２６年から肺炎球菌ワクチンが接種費用の一部を公費で

ます。
１２月中旬頃までに接種することをオススメします。流行株

負担する定期接種（B類）になりました。６５歳の方が対象です。

は毎年変わりますので、予防接種は毎年必要です。効果は接種

平成３０年度までは経過措置として７０歳、７５歳、８０歳なども

後２週間から始まり、
５ヶ月間は持続するとされています。

対象となっています。その他の年齢の方は任意接種で予防接

ワクチンの接種を受けないでインフルエンザにかかった６５歳

種を受けることができます。

以上の健常な方について、もし予防接種していたら、約４５％の
発病を阻止し、
約８０％の死亡を防げていたと報告されています。

②結核

④破傷風

結核菌によって発生する感染症です。毎年新たに２万人以

土の中にいる破傷風菌が泥土のあるところで怪我をしたと

上の患者が発生しています。一般的には空気感染し、肺の内

きなどに傷口から侵入し感染します。古釘や木片に菌がつい

部で菌が増えて、咳、痰、呼吸困難などの症状を引き起こし

ていて、その刺し傷などで感染することもあります。被災地

ますが、肺以外の腎臓、骨、脳など体のあらゆる部分に影響

などでボランティア活動をしている方は要注意です。

を及ぼすことがあります。結核を発症した場合、何も治療をし

破傷風は菌が体内で増えると、その毒素によって口が開か

ないでいると、５０％程度の方が亡くなってしまうといわれて

なくなったり、痙攣などの重度の神経症状を起こしたりし、最

います。しかし、今は抗結核薬などが開発されていますので、

悪の場合は死にいたることもある恐ろしい病気です。

適切な治療を受ければ治る病気です。
日本での予防対策には BCG 接種があります。結核菌の感
染を受けていない人に BCGを接種して、ごく軽い結核性の
変化を起こさせ、これによって免疫を作ります。接種をすると、
しない場合に比べて結核の発病を1/5 程度に抑えるとされて
おり、効果は 10〜15 年間持続します。

ワクチンで防げる感染症は他にもあります。

■結核 ■はしか ■風疹 ■百日咳 ■破傷風
■ジフテリア ■インフルエンザ ■肺炎球菌
■ヒブ感染症 ■B型肝炎 ■日本脳炎
＊病院によっては、
お受けできない予防接種もございます。
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一度離れたからこそ実感、
患者さんと触れ合う喜び。
県北医療センター高萩協同病院
看護師

小玉 幸恵

んは徐々にストーマを受け入れ、今で
は通院のたびに病棟によってくれて、
逆に私に元気をくださいます。
看護師になって７年。まだまだ未
熟です。日々気づきの連続で、
それが私の支えになっていま

実は子育てのために一旦退職しましたが、離れたことで

す。そういう仕事に出会え

本当にやりたいことが分かりました。私は患者さんと触れ合

たことは本当に幸せだと思

い、サポートすることに喜びを感じていたんです。息子は今

います。

４歳。私の頑張る姿を見て育って欲しいと思っています。
私には憧れの認定看護師がいます。「ストーマはすてき」
という価値観を教えてくれました。私も知識や技術など専門
性を極め、常に明るく患者さんのそばにいたいです。
今、急性期病棟で術後のケア、とくにストーマを装着さ
れる患者さんのケアを行っています。ストーマは普段と変わ
りない生活が可能なのですが、最初は精神的な負担が小さ
くありません。女性の患者さんでしたが、「マヨネーズを絞
るように」と使い方を説明したことがあります。料理好きの
患者さんでしたので、そうした例えをすることで、少しでも
マイナスなイメージを払拭したいと思いました。その患者さ

医学的工学的専門知識と技術で
患者さんの命に寄り添う。
JAとりで総合医療センター
工学主任（臨床工学技士）

小川 大輔

当院での臨床工学技士は透析担当とME（medical
engineering）担当の２つに大別されます。私はME担当。
循 環 器を専 門に内視鏡手術や心臓カ

Information
平成 27 年３月から入院病棟は、
急性期病棟と地域包括ケア病棟
になりました。地域包括ケア病棟
は、適切な在宅療養を目指すた
めの病棟です。
２つの病棟が連携
し、高い専門性を維持しつつ、総
合的に在宅療養へのスムーズな移行をサポートします。

直接患者さんと触れ合う機会は少ないですが、医療機
器の先に患者さんがいるということを常に意識して、ドク
ターや看護師の皆さんに対して医療機器についての説明や
研修を行っています。医療機器が患者さんの命に直結する
場面も少なくありません。いかに事故をゼロにするか、最も
心を砕くところです。集中力に加えて広い視野も必要とさ
れる仕事で、いつも緊張を強いられますが、趣味の登山や
スキーでリフレッシュをしています。
これからは新人教育も重要な仕事になってきます。
「報告・

テーテル検査と治療など多岐に渡って

連絡・相談」の仕事の基本をしっかりと伝えていきたい。確

医療機器の管理業務を行っています。

かな基本と豊富な経験値が患者さんの命につながります。

医療機器の開発は日進月歩ですか
ら、勉強会に参加するなどして常に
新鮮な情報を得ることを心がけ
ています。専門の循環器の
領域であるペースメーカー
や、これから力を入れた
いアブレーションについ
ての情報には、とくに敏
感になりますね。
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Information
ペースメーカーの遠隔モニタリ
ングが始まっています。心臓の
状態を電話回線を通じて専用の
データベースに送り、担当の医
療スタッフが日々確認することで
早期治療に役立てることができ
ます。詳しくは当院までお問い合わせください。

実践モデルとしてプラスαの
知識と技術、キャリアを磨く。
茨城西南医療センター病院

松沼 朋良

看護師主幹

たり、臨地実習の指導者になるための研修を受けたりと、
プラスαの知識、技術、キャリアを習得しようと頑張ってい
ます。また、もっと患者さんの心に寄り添うため、個人的に
神経言語プログラミングについても学習しています。
看護師として患者さんと触れ合う中では「良かったね」と
いうことばかりではありません。無力感に苛まれることもしば

病気を患った家族がいたことで小さい頃から、「人間とは
何か？」と考えていました。また、祖父母宅が農家だったた
めJAに触れる機会も多く、厚生連の
「農家のために」という協同の精神
にも感銘を受けていました。そうし

しばです。「退院後の生活はどうするのだろう」と、医療の
範疇を超えて心配になる患者さんに出会うと苦しくなります。
病気を治すだけが病院ではないと思います。患者さんを
いかに幸せな生活に戻せるか。
そのためにできることを考え、
行動していきたいと思っています。

て今、厚生連の病院で看護師をし
ています。遠回りの親孝行だと思っ
ています。
看護師主幹には看護師の実
践モデルになるという役割が
あります。私は通常の仕事
に加えて、救急インストラ
クターの資格を取ったり、
DMATとしての活動をし

患者さんと病院を結ぶ窓口として
気持ちに寄り添う対応を。
なめがた地域総合病院
事務員主査

額賀 美貴子

Information
平 成25年11月より
「災 害 拠 点
病 院」の認 定を受けました。地
域の人が安心で安全な生活を
送れるよう、災害などの有事の
際に迅速に対応できるよう日
頃から実践的な訓練を行っ
て います。詳しくは 看 護 部 ホ ー ム ペ ージをご 覧ください。
（http://www.seinan-mch.or.jp/nursingdept/）

投書をいただいたことがあり、今でも励みにしています。
今は３人の子育てをしながらの勤務です。育休が明け、
時短勤務を利用しています。毎日忙しくはありますが、時間
をやりくりし、チーム医療の一翼を担うという自覚を持って、
病気や治療についての知識ももっと身につけたいと思います。
入職して15年。後進の指導も重要な仕事の一つになっ

外来受付や診察料の計算など医療事務を行っています。

ていますが、後輩たちはみな接遇も丁寧で、ドクターやナー

人にやさしくすることを気恥ずかしく感じた思春期に、「仕事

スへの配慮もよくできていて感心します。みんなが気持ちよ

にしてしまえば堂々と人にやさしくできる」

く仕事できる環境を保ち、温かな外来受付であり続けたい

と 思ってこ の 仕 事 を 選 びました

です。

（笑）。患者さんお一人おひとりに
合わせた接遇で、緊張しがちな病
院内においても気持ちよく感じてい
ただけるようにと心がけています。
事務職員なので医療行為はで
きませんが、不安な心に寄り
添い、適切な医療を受けら
れるよう最善を尽くす努力を
しています。患者さんから
「あ
のときはありがとう」とお礼の

Information
医事課では患者様の立場に立っ
たやさしい接遇に力を入れてい
ます。また、スタッフ全員が認知
症サポーターとしての講習を受
けています。「ここの受付は気持
ちがいいね」と声をかけていた
だけることも増え、とても励みになります。これからも地域の皆様に
愛される病院を目指しています。

09

四季折々、多彩な野菜が色とりどりに並びます。冬
は白菜、小松菜、ほうれんそう、レタスなどが旬を
迎えます。消費者の好みに合わせて、柔らかく甘み
のある種類を選び栽培し、採れたて新鮮な野菜を毎
日、生産者さん自ら店頭に陳列します。ビタミンを
たっぷり含んだ野菜を食べて、風邪の季節も元気に
過ごしましょう。
多品目の野菜を生産している
JA茨城むつみ「野菜の王国
むつみ」
に住んでいます。茨城
むつみの野菜たちのようにフレッ
シュで元気な女の子です。

JA茨城むつみ わだい万菜
道の駅
「ごか」
店・総和店

むつみん

JA茨城むつみには２つの農産物直売所があります。道
の駅「ごか」店と総和店。いずれも地域の人びとに長く親し
まれています。また、道の駅「ごか」店は国道４号沿いとい
うこともあって首都圏や北関東からの利用客も多く見られま
す。多品目の野菜を生産しているこの地域の中でも、とく
にJA茨城むつみの生産者さんたちはニーズにあわせて多
種多様な野菜を生産しています。そのため直売所には年
間のべ約300種もの野菜が並びます。食生活に
「わだい」
を、食卓を
「まんさい」
にという願いを込めて
「わだい万菜」
を直売所の名前にしています。
店内に入って驚かされるのは品揃えの豊かさはもちろ
ん、壁一面に掲げられた生産者一覧。道の駅「ごか」店は
150余り、総和店は80余りの生産者さんの名前を記した木
札の列が圧巻です。これは生産物に対する自信と誇り、
そして責任感の表れ。そのため消費者は安心して生産物
を買い物かごに入れることができます。
また、地域の加工食品の販売にも熱心です。地元のお
菓子やパンも取り扱い、地域全体の消費拡大に貢献する
地元密着型の店舗を目指しています。
さらに、地元ヨーグルトメーカーとコラボレーションした新
商品の開発も手がけます。ドリンクヨーグルトのトマト味、と
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うもろこし味を開発。すでに次回作品も計画中です。

JA茨城むつみの特長は、野菜や米のほかに銘柄豚
「ローズポーク」
の生産も盛んなこと。直売所には様々な部
位が比較的安価にズラリと並ぶため、一般消費者からお
店の経営者まで、こぞってまとめ買いをしていきます。
道の駅「ごか」店は10周年を迎え、総和店は来年10周
年を迎えます。総和店では10周年を記念したイベントも計
画中ですので、ぜひお楽しみに！
道の駅「ごか」店
茨城県猿島郡五霞町幸主18-1 TEL/0280-84-1089
時間/9：00〜19：00 定休日/第１・３月曜日

総和店

茨城県古河市女沼598-1 TEL/0280-91-1315
時間/
（夏季）
４月〜10月…9：00〜19：00 （冬季）
11月〜３月…9：00〜18：30
定休日/第１・３月曜日

肝臓の解毒作用を活性化するグルコシノレート
お酒のおいしい季節にぴったり
「ロール白菜」
野菜嫌いの子どもたちも大満足！デミグラスソースとケチャップのコクが淡白な味わいの白菜にしっ
かりしみて、ご飯のおかずにも合います。1つにつき大きな葉を2枚使うので日頃の繊維不足も解消！

●材料（2人分）
白菜 ……400g（4枚）
豚ひき肉 ……100g
Ⓐ 塩 ………………1g
卵…20g（約1/2個）
パン粉 …………20g

玉ねぎ ……………80g
Ⓑ
サラダ油 ……………4g
熱湯 240cc（1カップと1/4）
コンソメ ……………2g
デミグラスソース…10g
トマトケチャップ …30g

①玉ねぎをみじん切りにし、油をひいたフライパンでしんなり
するまで炒めて、冷ましておくⒷ。
②耐熱容器に白菜をのせ、ラップをかけて電子レンジ（目安
600Ｗ）で芯がやわらかくなるまで３〜４分程度加熱する。
③ボウルにⒶとⒷを入れて練り合わせ、２等分にする。
④まな板の上に②の葉の部分を手前にして２枚並べ、その上
に③を１つのせて巻きこむ。同様にもう１つ作る。
⑤鍋に④を並べ、分量の熱湯、コンソメ、デミグラスソース、ト
マトケチャップを加え、落し蓋をして強火にかけて煮る。

●栄養成分（1人分）
【255kcal、たんぱく質14.6g、食物繊維3.9g、食塩相当量1.7g】

白菜

⑥沸騰したら弱火にし、約20分程度煮込む。出来上がったら、
切って盛り付ける。

旬の白菜、たくさん食べよう♪
白菜は11〜1月が旬の野菜で、茨城県県西地区は特に栽
培が盛んです。
白菜にはカリウムが豊富に含まれています。カリウムは、血
圧を上昇させるナトリウムを体外へと排泄する働きがあります。
また、グルコシノレートという成分を含んでいます。グルコシノ
レートは、肝臓の解毒作用を活性化する働きがあります。さら
に白菜は発がん物質の吸収や蓄積を防ぐモリブデンという微
量ミネラルが含まれていることもわかってきました。白菜はがん

茨城西南医療センター病院
栄養主任（管理栄養士） 佐々木 貴子

を予防する働きが期待できそうです。
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ドックの「任意型検診」があります。

対策型検診は、公的な補助金が出るため自己負担金

５大がん検診プラス+

が少なく気軽にできる検診です。対策型検診は、胃がん

だから人間ドックが重要！

乳がん検診、前立腺がん検診などがあります。

検診、肺がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん検診、
任意型検診は、医療保険対象ではないため、健康保

とりががんで亡くなっています。

る検診です。医療機関によってオプション検査を組み合

また、年齢を重ねるごとにがんにかかる確率が高くなり

わせて実施しているため早期発見が出来ます。

ます。がんに対する備えとして大切なことは予防です。

がん検診でがんを早期発見し、適切な治療を受ければ

予防は食生活、飲酒、喫煙、運動不足など生活習慣を

かかる前と同様の社会生活を送ることが可能です。

活習慣であってもがんにかかる場合があります。

康状態を常に把握することが大切です。

見直すことでそのリスクが低下します。しかし理想的な生

年１回のがん検診や人間ドックを受け、自分自身の健

がん
検診

発見、早期治療を提供する取り組みです。このがん検診
策型検診」と個人や健康保険組合が実施している人間

精密検査

がん

異常なしまたは
良性の病変

異常なし

治療
次回の検診

茨城県厚生連は、全ての病院で人間ドックを実施しています。
県北医療センター
高萩協同病院

土浦
協同病院

JAとりで総合
医療センター

茨城西南
医療センター病院

なめがた
地域総合病院

人間ドック（日帰り）

●

●

●

●

●

●

人間ドック（一泊）

−

−

●

−

●

−

子宮頸がん検診

○

○

○

○

○

○

乳がん検診

○

○

○

○

○

○

前立腺がん検査（男性のみ）

○

○

▪肺がん検診
▪胃がん検診
▪大腸がん検診

脳ドック

その他のドック
●…人間ドックで検査可

肺ドック

○
脳ドック

−

心臓ドック
肺ドック

脳ドック

脳ドック

脳ドック

肺ドック

肺ドック

○…人間ドックのオプションで検査可

厚生連の各種窓口
人間ドックのご相談・お申し込みは、
各病院へお気軽にご連絡ください。
※検査項目・内容及び料金は、病院によって
異なります。

□水戸協同病院 健康管理センター
TEL 029-233-9930（直通）

□JAとりで総合医療センター 健康管理センター
TEL 0297-74-5551（代表）

□県北医療センター高萩協同病院 健康管理センター □茨城西南医療センター病院 総合健診センター
TEL 0293-23-1122（代表）
TEL 0280-87-6635（直通）
□土浦協同病院 農村健康管理センター
TEL 029-826-3221（直通）

□なめがた地域総合病院 健診センター
TEL 0299-56-0600（代表）

茨城県厚生農業協同組合連合会 〒310-0022 水戸市梅香1-1-4（茨城県JA会館）

Quiz

クイズ

クイズに答えて応募された方の中から抽選で

「体脂肪が計れる オムロンの体重体組織計」
を3名様にプレゼントいたします。ご応募お待ちしており
ます。
問題・丸の中に入る文字は何？

土浦協同病院・新病院は、

2016年3月○日に開院します。

■応募方法

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。

■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@iba-kouseiren.jp

■締め切り：2016年2月29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。

http://www.ib-ja.or.jp/kouseiren/

水戸
協同病院

厚生連の各種検診・検査

発行日：2015年12月31日

は、各市町村が保健事業のひとつとして実施している「対

異常あり

TEL 029-232-2260 FAX 029-221-5326

がんを早期発見するにはがん検診が有効とされていま

す。がん検診は自覚症状のない人を対象にがんの早期

発行者：茨城県厚生農業協同組合連合会

険組合から補助金が出る場合とすべて自己負担で実施す

〒310-0022 水戸市梅香1-1-4

現在、日本人の２人にひとりががんにかかり、３人にひ

