茨城県厚生農業協同組合連合会

■予約は「予約センター」で一括管理
新病院では診療待ち時間の短縮のため、診察、検査は予
約制となりました。初めての方も、再来の方も、事前に電話
にて予約をお取りください。受付は再来受付機または総合受

平成７年から「ほほえみの太 陽プロジェクト」と

付窓口でお願いします。
受付後は診察番号を各科の待合室の他、交流広場（ライ

称して心地 よい 接 遇に力を入れてきた 当 院 は、

ブラリー）、カフェスペース、レストランなどでデジタルサイネー

より総合 的な医 療 の質を高め、さらに 看護 力も

ジ
（電子掲示板）
を使ってお知らせします。

高めます。

■郊外＆広大な駐車場でスムーズに来院
新病院は郊外の土浦市おおつ野に建設されました。渋滞
を緩和するために約 2,000 台（従来の３倍）の駐車場を用意
しました。さらに１台１台の駐車スペースも広くしました。予約
時間に合わせて来院されても、混雑することなく駐車出来る
よう努めています。

土浦協同病院
看護副部長 大野美津江
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エントランスホール

再来受付機

デジタルサイネージ

■どの病室からも等位置にスタッフステーション

■免疫力を高める医学的根拠のある心地よい看護

新病院の設計には看護師の意見も取り入れられています。

当院では医学的裏付けのある心地よい看護と全人的なフォ

病棟にはどの病室からも近い位置にホール型ステーション

ローを行っています。心地よい接遇は患者さまの免疫力を上

ホールを設置したことで、患者さまとの距離が縮まり、迅速か

げることが学会でも発表されています。かねてより
「ほほえみ

つニーズに合ったきめ細やかな看護が行えるようになりました。

の太陽プロジェクト」と称して、 来院すると元気になる病院

また、ナースコールはiPhoneと連動させ、ナースがどこ

を目指した接遇を実践していましたが、接遇委員会の発足を

にいても、どの患者さまがどこでどんなケアを必要とされてい

受け、一層のレベルアップを図り、看護の力でもマグネットホ

るか瞬時に分かり、すぐに対応できる仕組みを作りました。

スピタルになれるよう努めます。

ホール型スタッフステーション

小児病棟

iPhoneナースコール

■事前の詳しい説明で入院時の不安を解消
患者サポートセンターでは、各科外来で入院が決まった患
者さまに対し、入院前の生活状況などをお聞きしたり、入院
までの準備、必要な物品、入院中の生活などについて事前
に詳しくご説明します。また、手術を受ける患者さまに対して

土浦協同病院
看護副部長 坂本喜美子

も同様に行います。

■多職種が連携して安心の療養生活をサポート
患者サポートセンターでは医師、
看護師、
薬剤師、
管理栄養
士、
ソーシャルワーカー、
事務職員など多職種が連携して一人
の患者さまを支えます。それぞれ専門の立場から患者さまとご
家族が安心して療養生活や社会復帰ができるよう支援します。

患者サポートセンター

相談室

レストラン

新しい土浦協同病院は、通院や入院、またお見舞いや検診など当院に来院され
たすべての皆さまに心地よい病院でありたいと願っています。そのため医療設備の
拡充だけでなく、院内で過ごす時間をより豊かにする施設や設備を整えました。

カフェ

美容院

コンビニ

ATM
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健診から高度医療への円滑な移行が可能な当院の予防
医療。将来的にはメディカル・ヘルスツーリズムを提案し、
楽しみながら健康増進できる社会づくりに貢献します。

■平均寿命より健康寿命を延ばすために
平均寿命と健康寿命との差は、日常生活に不自由のある
「不健康な期間」を意味しています。日本における平均寿命
と健康寿命の差は、現在10年前後。その差が大きいほど、
医療費や介護費を消費するだけでなく、個人の生活の質の
低下を招くことになります。
健康寿命を延ばし、健康的で豊かな人生を楽しめるように
するには、病気を未然に防ぐ予防医療が重要です。
予防医療の最たるものは健康診断です。健康診断の大き
な役割のひとつは、病気の早期発見早期治療。もうひとつは、
健康診断によって体質や生活習慣の傾向を知り、病気の予

して小さながんも見つけるPET-CTをがん検診に導入しまし
た。マンモグラフィーについては、高精度・高感度のデジタ
ルX線撮影装置を導入しています。
健康診断後の保健指導室はプライバシーが守られ、詳し
く話を聞きやすい個室を設けました。

■健診から土浦協同病院の高度医療への円滑な移行
当センターの最大の強みは、精査が必要となった場合に土
浦協同病院の当該診療科へスムーズに移行できることです。
その際、画像や生理・検体検査の結果など健診データを
そのまま受診に使用することができ、患者

防や健康増進につなげることです。

さまの負担を軽減することができます。
将来的には、茨城空港を活用したメ

■早期発見、保健指導にハード面で大幅改善

ディカル・ヘルスツーリズムを広くア
ピールし、人びとが楽しみながら健

新しくなった当センターは、がんの早期発見、生活習慣病
の保健指導において、ハード面で大幅に改善されました。

04

まず、がんの早期発見についてですが、一度に全身撮影

土浦協同病院
健康管理センター長

康増進できる社会づくりに貢献し
田澤潤一

ていきたいと考えています。

①

正面玄関からエスカレーターで２階に上

④

眼底・眼圧検査を行います。
「まばたき」

⑦

胃部レントゲン検査。バリウムを飲んで

がると、すぐに入口があります。

に注意してください。

いただき、胃の状態を見ていきます。

②

木目調であたたかい雰囲気の受付。問診

⑤

肺機能検査です。マウスピースをくわえ

⑧

保健指導を行います。健診の結果を受

票や検査着などのやり取りがあります。

て、息を吸ったり吐いたりします。

け、生活習慣を見直しましょう。

■多様なドックコースで健康ニーズに対応

③

採血を行います。採血者は必ず手袋をし、

⑥

腹部超音波検査です。肝臓や胆嚢など

⑨

ゆったりしたラウンジで

安全対策に万全を期しています。

腹部の臓器の状態を見ます。

一休み。

■良好なアメニティーで心地よい健診体験

一度の検査で全身を撮影でき、体に潜む小さながんを見

当センターは病院の正面玄関からエスカレーターで２階に

つけるPET-CT健診を受けることができます。人間ドックと

上がるとすぐにあります。通路も更衣室も広々とした開放感

組み合わせたPET-CTドックも用意されています。
また、脳ドックや肺ドック、心臓ドックを含めた総合コース
の「スーパードック」などニーズに合わせた多様なドックコース
の他、動脈硬化を調べることのできる頸動脈エコー、日常
生活の心電図を記録するホルター心電図など、よりきめ細か
いニーズに対応した高精度に検査できるオプション項目も充
実しました。

PET-CT

のある空間になりました。一方、保健指導室、身体測定室
は個室とし、プライバシーに配慮しています。レディースフロ
アを設け、男女別動線としたので女性の方も安心です。
また、進捗状況管理システムを導入したことで効率化を図
り、少ない検査待ち時間を実現しました。
健診後の昼食は病院の展望レストランでホテルオークラの
料理をお楽しみいただけます。

開放感のある空間づくり

松花堂弁当
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ハイブリッド手術室

これまで培われた伝統を生かし、医療スタッフの拡
充と最新の医療機器の導入を進め、医療水準の高い
包括的な地域医療の充実を図ります。

新しい土浦協同病院は、地域の基幹病院として救命救急、
専門家医師による高度先端医療から初期医療（プライマリケ

ギオ、MRIを備えたハイブリッド手術室が設置され、多発外

ア）、予防医療、リハビリ、緩和ケアまで総合的な役割を担

傷、脳外科手術、経カテーテル大動脈弁置換手術に対応

います。

します。

新病院には計39床の集中治療室が整います。大型ヘリ
も着陸できる地上型ヘリポートも備え、広域から救急患者を
受け入れる他、大災害時には災害医療の拠点となります。
最も力を入れているのは、高度先端医療の提供です。手
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術室が旧病院の10室から18室に増えます。CT、シネアン

3.0 MRI

血管撮影装置

がん診療では早期発見につながるPET-CTの導入の他、
外来化学療法室が33床設置されるなど機能が向上します。
いつでもだれでも安心して受けられる、高度先端医療と地
域医療の提供を目指していきます。

MRI 手術室

救急車で搬送された場合は、救急科の専門医がまず初期
治療を行い、手術が必要な場合はすぐに直通のエレベーター
で手術室に運ばれます。
個人で来院された場合は、トリアージ室において専門の看
護師が重症度を判定し、救急科医につなぎます。

救急車と処置室の近さ

黄色トリアージ

救急搬送から手術室迄の導線がスムーズに

センター内の診療ゾーンは一分一秒を争う救命救急を速
やかに行うために待機治療群（緑トリアージ）、優先治療群（黄
トリアージ）
、緊急治療群（赤トリアージ）ごとにゾーニングさ
れ、綿密な運営マニュアルのもと適切な診療が行われます。
処置室の広さは旧病院の 20 倍の面積となり、国内有数の規
模を誇ります。また、医師の配置も同様に充実させ、夜間休
日などの当直帯においても、救急科の医師の他、各科の医
師を配置して救急診療にあたります。

緑ゾーン

広い処置室（赤トリアージ）

トリアージ

黄ゾーン

ウォークイン

事務
救急車・ヘリ

緑トリアージ
問診室 + 診察室

赤ゾーン
ヘリポート

土浦協同病院
救急科科長 荒木祐一

1Fのフロアマップ

外来予約
検診予約

初診の方も再来の方も、
お電話にてご予約をおとりください。
TEL.029-846-3680

早期発見のため年に一度の定期受診を習慣づけましょう。
TEL.029-846-3731

125

土浦北 I.C

常磐
自動
車道

おまたせしない為に、まずはお電話でご予約ください。

至水戸

JR

代表 TEL.029-830-3711

ココストア
●
●

ココストア エネオス
●

354

土浦市民会館

6

●

■

（旧）土浦協同病院

亀城公園 ●

土浦市役所
●

土浦協同病院 新病院
茨城県土浦市おおつ野四丁目1番１号

新病院までの
アクセス MAP

神立駅
常磐線

新病院についてのお問い合せ先

至水戸

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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人体を網羅する神経という臓器。
患者さんとともに立ち向かう医療を。
JAとりで総合医療センター
神経内科科長

小林 禅

神経内科は一般の方々にはよく精神科と混同されます

ありません。そのため患者さんと長く関わりを持っていく診療
科です。粘り強く患者さんに寄り添い、たとえ病気が完治し
ない場合でも適切にアドバイスできたらいいなと思っています。
患者さんとお互いに言いたいことを言える関係を築いていける
よう心がけています。
私の趣味は仕事で（笑）
、その中のひとつが論文発

が、精神科が扱うのは患者さんの心理的な側面が主

表です。例えば、めずらしい症例などは論文発表す

にあるのに対して、われわれが扱うのは脳、脊髄、

ることで日本あるいは世界中の他の医師と情報を共

末梢神経といった実体のある「神経」です。

有することになり、将来的に同じような症状に悩む

神経は大きく中枢神経と末梢神経に分けられ、全
身に分布していますが、一つの臓器と考えることもで
きます。私はもともと精神科が扱う心理的な側
面にも興味がありましたが、身体的な側面
にも関わりたいと思い、この診療科を選択
しました。今年で17年めになります。
神経は全身に分布していますので、
最 初に病 巣 診 断を行います。問 診、
診察を適切に行い、病巣部位を推定
し、検査で診断を確定します。

当院では平成28年１月に物忘れ外来を開設しました。
認知症の外来診察には多くの時間が必要です。完全予約
制にして、たっぷりと時間をかけて問診、診察や検査を行っ
た上で診断し、患者さんお一人おひとりに合わせた内服薬
の導入や今後の生活指導を行っていきます。
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神経内科の領域で扱う病気はスパッと治る病気ばかりでは

人の助けになります。患者さんと一緒に病気に立ち
向かっていきたいですね。

退院後を見越したADLの調整。
安心安全な看護の提供を目指して。
保健師

とができ、それがその後の信頼関
係につながったのだと思います。
私は看護師ですが、保健師でも

茨城西南医療センター病院
看護部

さんの苦痛を少しでもやわらげるこ

遠山 春花

あります。患者さんの退院後の
ことを考えると保健師の資格も

入職して丸１年が過ぎました。毎日まいにち、疾患の知識

役に立っているなと思います。

をもっと増やしたい、患者さんともっといい関わり方をしたい

将来は認定看護師の資格
取得にチャレンジし、患者さ

と思う連続です。
私は循環器科や腎臓内科などの混合病棟に勤務していま

んに安心安全な看護を提供

す。患者さんはそれぞれ疾患が違うだけでなく、ADL（食事

できるよう知識と技術の習得

や排泄、移動や入浴などの日常生活動作）の状態や家庭背

に励みたいと思います。

景、性格や意欲など、お一人おひとり異なります。十人十色
のニーズに合わせて、「退院」という将来を見越して必要な
ケアをできるように取り組んでいます。
まだ１年ですが、この仕事を選んで良かったなと実感する
のは、やはり患者さんから「ありがとう」をいただけたときです
ね。血管の見えにくい患者さんだったのですが、採血の際に
スッと１回で血管を取ることができたときは喜んでいただけま
した。これまで何度も痛い思いをされてきたのでしょう。患者

Information
当院看護部では慢性疾患の患者
さんに対し、信頼関係を築いて密
に関われる病棟を目指していま
す。糖 尿 病や心 不 全、心 筋 梗 塞
などの病気の説明や生活指導に
つ い ては、分 かりやすい パンフ
レットを看護師自らが制作しています。

トモセラピーとチーム医療で
患者さんにやさしいがん治療を。

葉をいただくと本当に嬉しいです。
もちろん、一番嬉しいのは患者さんが
苦痛から解放されること。そのためには
他の診療科等との連携、
「チーム医療」

水戸協同病院
放射線部

放射線技師主幹

中村 順一

の実現を積極に行っていきたいです。
当院でトモセラピーを受けられ
ることを知って遠くから通院

水戸協同病院は昨年10月、
「茨城県がん診療指定病院」

される患者さんもいらっしゃ

に指定されました。

います。地域の皆さんにも

私はRTT（日本放射線治療専門放射線技師認定機構）

広くお知らせできるよう市

によって認定された技師として、県内初導入のトモセラピー

民公開講座なども予定し

を用いたがんの放射線治療にあたっています。

ていきたいですね。

放射線治療はがんの三大療法（手術療法、薬物療法、
放射線療法）のひとつです。海外では６割くらいの患者さ
んが放射線療法を受けていますが、日本では３割程度。放射
線治療には体にメスを入れずに治せるというメリットがあります
がまだまだ知られていません。
私はこの仕事について16年めになりますが、やりがいは何
と言っても患者さんとのふれあいですね。患者さんは一人ひ
とり疾患も背景も違います。人間対人間として寄り添った医療
を行っていきたいですね。
「先生で良かった」などと感謝の言

Information
当院ではより正確な放射線治療
を行える次世代の放射線がん治
療機、トモセラピーを県内で初め
て導入しました。ほとんどのが
んに使え、保険も適用されます。
元巨人軍の角盈男さんが前立腺
がんの治療を行ったことで一気に知られるようになりました。
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マスコットキャラクター
「楽郷ボーイ」がお出迎え。

長期保存と熟成を促す
「キュアリング処理」
も行
いながら、最もおいしい時期に出荷するリレー体
制を整え、365日いつでもしっとり甘い焼き芋を
販売しています。写真の芋は
「べにまさり」。栽
培に難しい技術を要するので行方市以外では
あまり作られていません。

なめがたの人気商品といえば、「焼き芋」。直売所「楽郷」
では、年間を通じて焼き芋を販売しています。２〜４月は
「べに

なめがた農機燃料株式会社
農産物直売所「楽郷(らっきょう)」
茨城県行方市玉造甲1824-1
TEL／0299-55-4441

まさり」、５月からは
「紅こがね」、６月からはしっかり寝かせた
濃厚な甘みが特長の
「熟成紅こがね」、９月からは
「紅優甘」
が、専用の焼き芋機でホカホカに焼き上げられ、価格はいつ
でも１本100円
（約250g）
です。
店内には250軒の生産者が丹精込めてつくった多種多様な
採れたての作物やこだわりの加工品がぎっしり。地域はもちろ

営業時間／9:00〜19:00

ん遠方からも多くの買い物客が訪れ、常に賑わっています。

定休日／1月1日

これからの季節は特産のエシャレットが人気とか。北浦と霞ヶ
浦を有しているため、鯉のうま煮など珍しい郷土料理が並ぶ
のも
「楽郷」
ならでは。
さらに、毎月第３日曜日は旬の味覚をふるまう
「お客様感謝
デー」。5月はメロン。6月は新ジャガイモ、7月はかき氷、8月
は新サツマイモ、9月は新米を提供する予定です。
加えて、買い物客には近くのJAのガソリンスタンドの割引券
をプレゼント。家族揃って何度も訪れたくなる直売所です。
行方市では多くの青果物が
「茨城県青果物銘柄産地」
に指
定を受けており、種類だけでなく品質も保証つきです！

楽 郷 が 地 域 の 和 菓 子 店とコラボして
作った「楽郷アイス」。バニラとイチゴ
があります。
「いつも新鮮なものを用意しています！」と、横田勇一所長（写真中央）と生産
者の皆さん。小島貴美子さん（写真右）はつきたて餅、新堀久子さん（写真左）
は煎りたて落花生を作っています。
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β―カロテンたっぷりチンゲンサイで疲れ目対策
旬の食材と組み合わせて「チンゲンサイのピリ辛サラダ」
一年中食べられるチンゲンサイ。春から夏は爽やかな料理にしてみましょう。シャキシャキした
歯ごたえを楽しみながら、ピリ辛たれが食欲をそそり、たっぷり野菜が食べられるサラダです。

●材料（2人分）
チンゲンサイ……1 株（170ｇ）
卵 ……………1 個（50ｇ）
トマト ………………50ｇ
スナップエンドウ……40ｇ
ベビーリーフ ………10ｇ

<ピリ辛たれ >
生姜 ………………3ｇ
長ネギ………………5ｇ
炒りごま 小さじ1（2ｇ）
鷹の爪……………適宜
醤油…大さじ1/2（9ｇ）
砂糖 小さじ1/2（1.5ｇ）
酢 ……小さじ2（10ｇ）
ごま油 …小さじ1（4ｇ）

●栄養成分（1人分）
【89kcal、たんぱく質4.9g、食物繊維2.0g、食塩相当量0.9g】

チンゲンサイ

①チンゲンサイは株を6等分し塩を加えた熱湯でサッと茹で、
冷水に取り水気をよく絞る。
②卵は茹でて殻をむき縦4等分に切る。スナップエンドウは色
よく茹でる。トマトは一口大に切る。
③①〜②は冷蔵庫で冷やしておく。
［たれをつくる］
④生姜・長ネギ・鷹の爪はみじん切りにする。
⑤ボールに④と他の調味料を加え混ぜる。
⑥皿に③とベビーリーフを盛りつけ、たれをかける。

茨城はチンゲンサイ生産量No.1
チンゲンサイの生産量全国１位を誇る茨城県。中でも行方
市は栽培が盛んです。
チンゲンサイはビタミンＣ・Ｅなどを含む栄養豊富な野菜で、
特に注目は『β−カロテン』。ピーマンの6倍もあります。
β−カロテンは体内で必要な分だけビタミンＡに変化し、不
足したビタミンＡを補う優れものです。ビタミンＡには涙の量を
一定に保ち、網膜や角膜を保護する働きがあります。パソコ

土浦協同病院 なめがた地域医療センター
栄養部 栄養技師部長 菅谷 富士子

ンやスマホの画像で目を酷使し、ドライアイや眼精疲労で悩む
現代人にとって、おすすめの野菜です。
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ジェネリック医薬品について
監修

塩田千秋

粉症、抗生物質、抗がん剤など

たくさんの病 気に対 応していま

す。また特許期間中に患者さん

薬剤部 審査役 薬剤主任

や医療関係者からの声を受けて、

県北医療センター高萩協同病院

許期間などが過ぎた後に、別の会社が同じ有効成分を

ほかにもジェネリック医薬品のメリットはありますか？

薬」
と同等であることを条件に、国から承認されています。

ります。海外の医療先進国では普及率が６０％を超えていて

ジェネリック医薬品を使うと国の医療費の節減にもつなが

使って開発・販売する薬です。効き目、品質、安全性が「新

います。そこで日本でも医療費高騰が財政に及ぼす影響も
踏まえ、国の方針としてジェネリック医薬品の使用が推進さ

れています。

ジェネリック医薬品は、国が価格を新薬の約２〜７割に

設定しています。高血圧症や糖尿病など生活習慣病のよ

ジェネリック医薬品を処方してもらうには？

に比べ自己負担が軽くなります。

してみましょう。それぞれの薬についてジェネリック医薬品に

場合は、低価格であるジェネリック医薬品を選ぶと、新薬

まずは医師にジェネリック医薬品の処方ができるか相談

変更してもよいか、医師が判断します。

どんな薬にもジェネリック医薬品がありますか？

あるいは、薬剤師に処方せんを渡す際に、ジェネリック医

薬によってはまだジェネリック医薬品が発売されていない

薬品を希望する旨の相談をしてみましょう。薬剤師の説明を

ものもありますが、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、花

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 予防医療センター
TEL 029-846-3731（直通）

□土浦協同病院 なめがた地域医療センター
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）

クイズ

■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。

クイズに答えて応募された方の中から抽選で

「厚生連オリジナル体温計」

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。

■宛先

問題・丸の中に入る文字は何？

水戸協同病院にある放射線がん治療装置は

○○セラピーです。

〒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7月31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。

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 。
2017年度 医療スタッフ募集

薬剤師
診療放射線技師
臨床検査技師
臨床工学技士
作業療法士
言語聴覚士
社会福祉士 臨床心理士
茨城県厚生農業協同組合連合会

理学療法士
看護師

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」

総務部 人事教育課 茨城県水戸市梅香1-1-4 TEL.029-232-2263

詳しくはWEBを御覧ください。

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

FM 水戸局 94.6MHz
日立局 88.1MHz
AM 水戸局 1197kHz
県西・土浦局 1458kHz

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

厚生連の各健診窓口

受けながらジェネリック医薬品を一緒に選ぶことができます。

発行日：2016年5月31日

うに、薬を長い間飲み続ける場合や何種類か飲んでいる

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

「ジェネリック医薬品」は安い？

発行者：茨城県厚生農業協同組合連合会

能などの面でいろいろな工夫をされているものもあります。

ジェネリック医薬品は後発医薬品といい、
「新薬」の特

〒310-0022 水戸市梅香1-1-4

飲みやすさや誤飲防止など形状や機

「ジェネリック医薬品」とは何ですか？

