【りれーしょん】あなたと厚生 連のココロ交流 誌。

Q.予防医療とは何ですか？

予防医療とは、病気になってしまってから治すのではな

く、病気になりにくい心身を作ることにより病気を予防する
という考え方に基づいて行われる医療です。従って人間

ドックや健康診断も予防医療の一つです。

土浦協同病院

予防医療センター長

田澤潤一

日本は今、急速な高齢化と現役世代の減少に直面してお
り、医療保険財政の持続可能性を確保するためにも、健康
診断の受診率向上や日常の生活習慣の見直しなど「予防医
療」が重要視されています。
厚生連の各病院ではそれぞれ「健診センター」を設けたり
「健康教室」を開いたりするなどして「地域の予防医療」に積
極的に取り組んでいます。今号のテーマは「厚生連が提供す
る予防医療」。巻頭特集として土浦協同病院 予防医療セン
ター長 田澤潤一医師にお話しをうかがいました。

Q.予防医療の最近の傾向は何ですか？

生活習慣病予防の観点から特定健診の中でも「メタボ

健診」の需要が増えています。また、PET-CT健診やレ

ディース健診、睡眠時無呼吸検査など多様なオプション
検査に対するニーズが高まっています。

また、「医者が当たり前に知っていることがフツーの人た

ちに伝わっていない」として、ホリエモン（堀江貴文さん）
が予防医療に参入したことも話題になっています。実は知

ることで防げる病気があります。中でも胃がんの危険因子

であるピロリ菌などは簡単に検査でき、しかも有効な治療
があります。

Q.これからの予防医療は？

高齢者の健康意識が高まっています。団塊世代が75歳

以上になる2025年に向けて、その傾向はますます強くな

るでしょう。このことから、予防医療や健康診断に対する

需要はますます高まると思われます。当センターではバリウ

ムが飲み込みづらい高齢者に向けて胃内視鏡枠を増やす

などして対応しています。また、最新の検査機器など充実

した医療資源を生かして、健診の多様性を開拓、提案し
ていきたいと思います。
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茨城県の特定健康診断受診率
茨城県の健康診断の受診率は決して低くはありません。
生活習慣病の予防には日頃の生活を見直し改善する
「一次予防」が重要ですが、それが正しく行われているか
チェックする意味も兼ねて、「二次予防」である健康診断
を受診しましょう。
一方、健康診断で精密検査が必要と診断された人が
精密検査に行かないことが問題になっています。受診しな
かった理由をたずねると、
「つい後回しになってしまった」
「そ
のうちに行こうと思っていた」と、現代人の忙しさが浮き
彫りになっています。しかし、治療が必要な場合は、受診
が早ければ早いほど効果的な治療が可能です。面倒がら
ずに受診しましょう。

予防医療には、主に次の 3 つの段階があり、それぞれ

予防医療の３つの階段
1次予防

の段階に応じて目標を設定し、取り組むことが必要です

食生活など生活習慣を改善し、適度な運動によって健康
的な身体を維持したり、予防接種を受けるなどして、
病気
を未然に防ぐこと。
例：適切な食生活、運動、禁煙、ストレス解消など

2次予防

3次予防

定期健診や検査などで早期に病気を発見することによ
り、病気の早期治療に取り組むこと。
例：健康診断、人間ドック、臨床的治療

病気になっても適切な治療などにより病気の増悪防止に
努めたり、
リハビリテーションにより、病気の回復や再発
防止をはかること。
例：リハビリテーション、理学療法、機能回復訓練

（図 1）。
若い世代は多忙で、健康診断も軽視しがちです。とは
いえ、健康でなければ仕事でも趣味でも良い成果を残す
ことはできません。人を車に例えると健診は車検と同じで
す。年に１回は健診を受け、異常あるいはその前兆を認
めた場合には、医師や保健師による指導あるいは治療を
受けることで、生き生きと生活し、自身の能力を十二分
に発揮できるでしょう。生活習慣を見直し、自分に合った
ライフスタイルを確立することによって、健康寿命を延ば
すことができる可能性が高まります。

（図1）

健康診断を受診する人は増えています。それだけ予防
医療への関心が高まっていると言えるでしょう。発症前に

く長く自分らしい生き方ができ、なるべく家族に迷惑をか
けない）
ためにも予防医療への関心が高まっています。

生活習慣の改善で未然に防ぐことのできる病気（生活習

厚生連の各病院では地域の皆さまのニーズに合わせ

慣病）
があり
（一次予防）、早期発見で治る病気（がん）
が

た健診、検査を提供しています。さらに、外国人旅行者

ある
（二次予防）
ことが理解されてきたためと思われます。

向けに観光と人間ドックを組み合わせた
「ヘルスツーリズ

また、日本人の寿命がのびている中で、健康寿命の

ム」
なども検討しています。

大切さが注目されています。健康寿命をのばす
（＝なるべ
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予防医療の第一段階はライフスタイルの改善。
「生活」
「食事」
「運動」の３つの視点から
表の数字を目安に改善していきましょう。

肥満度

BMIとは体重と身長の関係から算出
した、人の肥満度を表す指標です。
日本肥満学会によるとBMIが22で
標準体重です。

やせ

肥満度1

肥満度2

肥満度3

18.5未満 18.5〜２５ 25〜30
未満
未満

30〜35
未満

35〜40
未満

体重、
おへそ周り測定

普通

歯みがき

正しい歯の磨き方を覚
えて実践しましょう。毎
食後を目安に1日3回
を心がけましょう。

体重は毎日、
おへそ周り
は週1回測りましょう。適
正体重、適正体脂肪、適
正胴囲を維持しましょう。

メタボリックシンドロームの診断の基本はお
へそ周りです。おへそ周りは内臓脂肪の蓄
積状態を知るための目安となります。男性
なら85cm以上、女性なら90cm以上はメタ
ボです。

快適な睡眠は規則正
しい生活と適度な運
動。24時までには就
寝しましょう。1日6〜8
時間の睡眠を。

食事

1日の体と心の活力は朝食から。
しっかり朝食。間食は控えめに。

自分に合った運動を見つけて、運動を継続しましょう。
<日常生活の歩数の目安>
・成人男性 >>>>> 9200歩以上/日
・70歳以上男性 >> 6700歩以上/日
・成人女性 >>>>> 8300歩以上/日
・70歳以上女性 >> 5900歩以上/日
好きな曲を聴きながらのウォーキング。3曲聴くと約10分になります。

監修者の声

JAとりで総合医療センター 健康管理センター 看護師長

県北医療センター高萩協同病院

ウォーキングマシンで20分。それにプラス10
分歩くことを日課にしています。また、加齢とと
もに肩の可動域が狭まりますから、ストレッチも
行なっています。そして、気をつけているのは
姿勢です。姿勢を正すと表情も明るく変わりま
すし、気持ちも前向きになれますね。

早寝早起き朝ごはん。旬の野菜を数種類と
豆腐、きのこ類、ワカメを入れる具だくさんの味
噌汁がポイントです。これだけで100gほどの野
菜を摂ることができます。そして、フルーツに
ヨーグルト、人肌に温めた牛乳をプラス。少し
ずつバランスよく食べることが肝心です。

小林美智江
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金澤郁子

栄養技師部長

なめがた地域医療センター 理学療法士 主幹

飯塚ひとみ

食事と運動、休養のバランスを大事にしてい
ます。食事では筋肉を作るタンパク質が不足し
ないように心がけています。運動は特別に時間
を設けるのではなく、階段を使ったり、駐車場を
わざと遠くにしたりと、日常の動作を運動に変え
ることで長続きさせています。

休肝日
週
油脂・砂糖など
脂肪や糖質は体のエネルギー源として
大切な栄養素です。
しかし、脂肪と糖質
のとりすぎは生活習慣病の原因となり、
体に悪影響を及ぼすことがあります。

肉・魚・大豆製品
アルコールの適度な量は、1日あたり日本酒
なら1合、
ビールなら中ビン1本と言われてい
ます。週に2日は休肝日をつくり、肝臓への負
担を減らしましょう。

野菜・きのこ・海藻類
穀類

日本人の平均摂取量

今よりさらに

280g

野菜を

和食は洋食に比べて野菜を多く摂取す
ることができますが、
さらに＋70g多く食
べることを心がけましょう。1日350gの目
標値も無理なくクリアできます。

リフレッシュ

たばこの煙発がん物質

週に1回以上、趣味
や友人とのおしゃべ
り、散歩など心もリフ
レッシュできる休息を
とりましょう。

たばこの煙には60種類以上の発がん物質
が含まれています。煙の通り道はもちろん、
唾液や血液に移行したりして消化管や血液
の経路などでもリスクが高くなります。
サラダ、おひたし、煮物など、副菜をもう1品
加えましょう。

健康診断を

1年に1度は健康診断や
人間ドックを受けて、体
のチェックをしましょう。

この一覧表をリビングや洗面所の壁など
ご家族の皆さまが目にするところに貼って
病院名

予約日

健康診断の予約をして、病院名や日にちを記入しておきましょう。

活用しましょう。

県北医療センター 高萩協同病院
歯科・口腔外科 歯科衛生士

中根朋美

今、口腔衛生の重要性が広く理解されはじめています。お
口のなかを清潔に保つことは、誤嚥性肺炎に罹患することや
重症化を防ぎ、糖尿病においては二次的な感染症を防いだり、
進行を抑えたりする効果があるとされています。
高萩協同病院では「糖尿病教室」を開いていますが、私も
歯周病と糖尿病との関係についてお話しをさせていただいて
います。受講されている患者さんたちはよく勉強されていて、
とても感心しますね。

水戸協同病院 健康管理センター
看護師 主幹

薄井佳子

看護師として、健診、人間ドック、保健指導の業務に携わっ
ています。保健指導では、日頃の生活習慣を振り返っていた
だくのですが、今が健康ですと、なかなか耳を傾けてはいた
だけません。良かれと思って体に悪い習慣を続けている場合
もありますので、そんなときは逆に私が受診者さんのお話に
耳を傾けます。否定せず、受診者さんに「こんな方法もありま
すよ」とご自身で気づいて行動できるような提案をさせていた
だくなど、受診者さんに寄り添った問いかけを心掛けています。

茨城西南医療センター病院
診療放射線技師

猪瀬充子

女性の放射線技師は珍しいように思われるかも知れません
が、最近は需要が増えています。乳がんと闘う芸能人の様
子がテレビで放映されるためでしょうか、乳がん検診への関
心が高まっています。マンモグラフィーやエコー検査は直接肌
に触れますので、女性技師の出番だなと思っています。
この仕事に就いてから、友人から健康の相談を受けること
もあり、頼りにされていることが嬉しいですね。また、姉が看
護師をしており、お互いに相談しあったり意見を交換しあった

歯科は痛いときに行くだけの場所ではなくなりつつあります。
病院や医師だけでなく、地域の皆さまにも予防医療への関心
が高まっていることを感じます。定期的に歯科検診を受け、
虫歯や歯周病予防の指導と歯石除去などのクリーニングも受
けて、一生自分の歯でおいしく食べて欲しいです。
私は外来勤務のほか病棟において、摂食嚥下障害看護認
定看護師らとともに口腔ケア委員会を設けて病棟内を巡回し、
チーム医療で患者さんの口腔ケアにあたっています。周術期
口腔ケアの際のクリーニングが「気持ちよかった」と、はじめて
お口のケアに関心を持ち、その後は入れ歯を整え、しっかり
食事できるようになって健康的に暮らしている元胃がんの患者
さんもいます。食事の入り口であるお口は命の入り口でもあり
ます。その重要性を患者さんだけでなく、ご家族にも伝えて
いきたいですね。

健康意識が高く、幅広い年代の受診者さんがいらっしゃいま
すから、コミュニケーションも多様になります。受診者さんとの
関わりを通して、
「人」との関係性を育み、
「人」を深く捉えて
いくことができます。
実は新人時代の7年間、がんセンターに勤務しました。私
の看護師としてのベースはここで作られたと思っています。あ
る日、肝がんの患者さんが言いました。
「死というものは徐々
に迫ってくるのではなく、肩を叩かれて振り返ると、すぐそこ
にいるものだ」と。その患者さんとの関わりは、今でも私の心
に強く残っています。人は病気になってはじめて後悔します。
私は健診の重要性を日々実感しています。健康な今こそ、心
と身体の健康のため、毎年健診を受け自分の体の変化を知
りましょう。

りして磨きあえることも、この仕事を選んでよかったなと思う点
です。
放射線を使って体を撮影し、異変を見つけることが仕事で
す。直接的でなくても人の命に関わることなので、その重責
を感じています。機械も日進月歩ですし、とにかく日々勉強で
すね。ドクターがより診断しやすい画像を撮影、選択できるよ
う努めています。ドクターの有能な右腕を目指します。
健診業務では受診者さんの立場で行動することをなにより
も大事にしています。とくにマンモグラフィーの撮影では受診
者さんがリラックスできるようやさしい説明や楽しい会話を心
がけています。
「マンモは痛い」と言いますが、力が抜けるほ
ど痛みは軽くなるんですよ。私は昨年、マンモグラフィー技
術試験認定を取得しました。ですから、安心してお任せくだ
さいね。

当院健康管理センターでは、昨年より日帰りドックのオプショ
ンとして肺ドック・脳ドックを開始しました。一般検診やドック
など、受診者の健康状態や日常生活について保健師がきめ細
かい保健指導を行っています。

□県北医療センター高萩協同病院 健康管理センター
TEL 0293-23-1122（代表）

当院、
健康管理センターは、
人間ドック・脳ドック・肺ドック・特定
健診・法定健診・他各種健診を行っています。人間ドックは、
オ
プションを11項目と豊富に揃えています。健診後の保健指導・
2次健診の予約など受診後のフォロー体制も整えております。

□水戸協同病院 健康管理センター
TEL 029-233-9930（直通）

日帰りドック・脳ドック・肺がんドックの他に、企業健診・雇入れ
時健診・特殊健診・乳がん検診・子宮がん検診・健康教育・予防
接種など様々な業務を行っています。人間ドックと希望が多い
胃カメラ枠を増やし、健診事業の業務拡大を図ってまいります。

□茨城西南医療センター病院 総合健診センター
TEL 0280-87-6635（直通）

土浦協同病院 なめがた地域医療センター
理学療法士 主幹

飯塚ひとみ

理学療法では、脚が痛いからといって脚にアプローチすれ
ばいいというケースばかりではありません。思わぬところにト
リガーがあります。人体の神秘ですね。知れば知るほど面白
く、毎日が勉強です。骨格や筋肉の関係などから推理してピ
タリと当たったときは、数学の問題が解けたときのような気持
ち良さがあります。その場で患者さんから「体が軽くなったよ」
などとお声をいただけることも嬉しいですね。
もちろん、つらいこともあります。なかには回復が難しい患

土浦協同病院 予防医療センター
事務員

永田悠生

まだ入職２年目で慣れないことも多く、大変です。土浦協
同病院は大きな病院で、職員はもちろん受診者さんもいろい
ろな人がいらっしゃいます。そうした皆さんとのふれあいが自
分の成長につながっていると思います。
受付は受診者さんが最初に予防医療センターに触れる場
所です。ご意見やご質問の意図を汲み取り、看護師や医師
など専門家へ橋渡しするのが私たちの仕事でもあります。で
すから、医療の知識もある程度必要。日々の仕事がそのまま

JAとりで総合医療センター 健康管理センター
看護師長

小林美智江

幼稚園の頃、予防接種で泣く子どもたちを落ち着かせる
一人の女性に憧れました。「保健のおばさんになりたい」と漠
然と思ったものです。その後、入学した看護学校で改めて保
健師の存在を知り、人生最初の夢を思い出しました。
卒業後、めでたく保健師になったのですが、結婚と同時に
退職。とはいえ、保健福祉の道を諦めきれず、子どもの手
が離れたことを機に復帰しました。そのとき40歳。看護師と
して夜勤や救急外来も経験しましたが、「四十の手習い」で

者さんもいらっしゃいますから。そんなときには力不足を痛感
します。後になって医療が進歩して新たな知見が得られると、
「あのときにこれがわかっていれば」と悔しく思うこともありま
す。だから、知識や技術の更新を怠るわけにはいきません。
なめがた地域医療センターには外来のほかに急性期病棟、
回復期病棟があり、すべてのステージで患者さんと接してい
ますが、これから力を入れたいと思うことは、患者さんが怪
我をする前の状態をいかに良い状態にするか、ということで
す。行方市が主催する運動教室などにも講師として出向か
せていただいていますが、地域の皆さまの「いつまでもピンピ
ンしていたい」というニーズを肌で感じています。理学療法を
通じて、生き生きした毎日を送れる地域医療に貢献していき
たいですね。

勉強になっています。仕事中に大事にしていることは「傾聴」
です。お一人おひとりのご要望をしっかりとうかがい、ニーズ
にあった健診を受けていただけるよう努めています。ですか
ら、
「話しやすい受付」でありたいと思います。
予防医療センターの仕事は、私たち事務だけではできませ
ん。医師、保健師、看護師、技師などセンターに関わる全
ての職種が一丸となって、受診者さんに最適な予防医療をお
届けしようとしています。私もその一端を担っていると思うと
誇らしく、強い責任感も湧いてきます。
毎年健診を受けに来られる80代の受診者さんは、
「去年よ
りも良い数値を出したい」とおっしゃいます。予防医療への意
識が高く、見習いたいです。ちなみに私の予防医療ですが、
身体的には食べ過ぎないこと、精神的には好きなアイドルの
コンサートに出かけることです（笑）
。

毎日が勉強でした。でも、歳を取ったからこそヘンなプライド
は捨てて教えを請えたとも思います。
健診業務で大事にしていることは、受診者さんとラポール
（信頼関係）を築くこと。「保健指導」と言いますが、指導す
る気持ちではありません。専門的なアドバイスをしたり、自ら
行動目標を見つけられるようにサポートしたりすることが私た
ちの仕事です。
「早期発見・早期治療」
と言われますが、
「早く」
の部分を可能にするのが健診やドック。早ければ体にもお財
布にも負担が少なくて済みますよ。ご家族のためにもぜひ受
診して欲しいです。
私はもともと「人が好き」なんでしょうね。いつも助けていた
だいてます。こんな私でも役立つことがあるなら幸せです。
だから、元気に頑張れるんです。人は一人では生きていけま
せん。
「ともに」元気で一生現役でありたい、と願っています。

ドック担当医師をはじめ脳外科医や外科医など専門に富んだ
医師が人間ドック・脳ドック・肺ドックを担当しています。事務
や看護師、保健師のほか放射線技師や臨床検査技師などさま
ざまな職種のスタッフが協力して業務を行なっています。

□土浦協同病院 なめがた地域医療センター
TEL 0299-56-0600（代表）

一度の検査で全身を撮影でき、体に潜む小さながんを見つけ
るPET/CT 健診を受けることができます。一般的な健診のほ
か PTE/CTドックや総合コースの「スーパードック」、女性限定
のレディース検診など多彩なプログラムをご用意しています。

□土浦協同病院 予防医療センター
TEL 029-846-3731（直通）

当院では別棟に健康管理センターを設け、ゆったりと受診いた
だけます。各種人間ドック・健診を行っています。専門医を増員
し、脳・消化器・総合内科の専門医による診察や結果説明が可
能です。また、保健師・看護師による生活指導も行っています。

□JAとりで総合医療センター 健康管理センター
TEL 0297-74-0622（直通）
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⬆現在、9人の野菜ソムリエが活躍中です。店頭で野菜
の保存方法や調理方法をアドバイス。料理講習会や収
穫体験会なども行い、消費者との温かな交流を通して、
地元野菜の魅力を届けています。

国道6号沿い。人気日本一の国民宿舎「鵜の岬」や白い砂
浜で有名な伊師浜海水浴場への入り口。
「鵜喜鵜喜」は、広
い売り場に加えて、園芸用のガラスハウス、加工所まで備え
た大規模な直売所です。
珍しい西洋野菜もありますが、主力は普段使いのなじみの
ある野菜たち。300を超える組合員数を誇り、その日の朝に採
れたばかりの多種多様な野菜が所狭しと並びます。新鮮さに
定評があり、地域の人だけでなく、週末は遠く福島県いわき
市から買いに来る人や、観光地のため、お土産として野菜を

⬅野菜ソムリエが選んだ旬の野菜を

買い求める人で店内はごった返します。

箱詰めにした「うきうき野菜セット」が
人気です。地方発送もできるので、

「地元産、県内産にこだわっています。果物は県外産もあ

ギフトとして利用する人も多いとか。

りますが、海外からの輸入品はありません」
と店長の椎名良博
さん。地元農家の育成を第一に「地元とともに」
という思いが
垣間見えます。
野菜の他には、地元の米、「ひたち舞」「鵜舞米（うまいべ
え）」が人気です。加工品も豊富で、敷地内の加工所で手作
りされた地元の大豆を使った味噌や漬物は滋味豊かな味わい

➡「県内産にこだわって商品

です。

提供をしています」
と、店長の
椎名良博産（写真中央）。販売
員の星真佐子産（同右）
と岡村
千香子さん
（同左）は野菜ソム
リエでもあります。

免疫力をアップさせるβ-カロテンたっぷり
花粉症をのりきる
「ほうれん草とトマトのサラダ」
ほうれん草は一年を通して市場に出回っていますので、彩りの良い和風サラダが
簡単に作れます。
ほうれん草の緑、
トマトの赤、卵の黄色。鮮やかな色味が食欲を
そそります。

①ほうれん草は3〜4ｃｍに切り、熱湯に茎から先に入れ、葉も
入れて2〜3分ゆで、水に取ってアクを抜き、絞る。
②トマトは熱湯に10秒程くぐらせて水に取り、皮をむいて薄い
輪切りにする。
③常温に戻しておいた卵は、塩と酢を加えた熱湯で12分ゆで
て固ゆでにし、殻をむいて白身は荒く刻み、黄身は裏ごしする。

●栄養成分●

ほうれん草

食物繊維で心筋梗塞のリスク低減！
ほうれん草の代表的な栄養素と言えば鉄分。牛レバーと同じ
くらい含まれています。また、たくさんのβ-カロテンを含みます。
β-カロテンは抗発ガン作用や免疫賦活作用で知られますが、そ
の他にも体内でビタミンＡに変わり、髪や視力、粘膜、皮膚の
健康を保ち、さらには喉や肺などを守る働きがあると言われて
います。捨ててしまう人も多いですが、赤い根の部分にはマン
ガンが含まれており、同じくたくさん含まれているカルシウムや

レシピ：県北医療センター高萩協同病院
栄養部 管理栄養士 金澤 郁子

マグネシウムと共に、骨の形成や健康維持に役立ちます。マン
ガンは不足しがちです。捨てずに食べ切りましょう。

疾患を抑える効果もわかってきまし
た。血中の善玉コレステロールの低

高たんぱく、高脂肪の食事は悪玉

下を抑え、中性脂肪の値を低下させ

菌のエサとなってしまうので、肉や魚、

る効果が期待できることも認められて

油っぽい食事は食べ過ぎないこと。

います。

また食物繊維の多い野菜料理や豆料
たっぷりにしましょう。とくに食物繊維

監修

菅谷富士子

やオリゴ糖は善玉菌のエサになるの
で必要です。

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

プロバイオティクスとは何ですか？
プロバイオティクスとは、腸内フロー
腸内フローラとは何ですか？
腸内にはさまざまな多くの細菌がす

です。乳酸菌やビフィズス菌もプロバ

みついています。その様子をお花畑

イオティクスの一種に含まれています。

になぞられて「腸内フローラ」と呼ん

発行日：2017年3月31日

に良い働きをしてくれる微生物のこと

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

ラ（腸内細菌）のバランスを整え、体

発行者：茨城県厚生農業協同組合連合会

理を組み合わせるなど、副菜は野菜

〒310-0022 水戸市梅香1-1-4

腸内フローラに
ついて

善玉菌を優勢に保つには？

でいます。健康維持には、この腸内
フローラを善玉菌が優勢になった状
態で維持することが大切となります。

簡単に摂り入れるには？
「生きて腸まで届く」
「リスクと戦う
どんな健康効果が

乳酸菌」
「強さ引き出す乳酸菌」など

得られるのですか？

の機能性表現がされているものや、

便通促進や整腸効果がよく知られ

有効性や安全性が立証されている特

ています。その他に免疫力アップが

定保健用食品のマークが付いている

あり、風邪やインフルエンザなど感染

もの、乳酸菌名が表示されているも

症を予防する効果が期待できます。

のを選ぶとよいでしょう。乳酸菌の効

近年の研究では、花粉症やアトピー

果をより引き出す食事をして腸内環境

性皮膚炎、ぜんそくなどのアレルギー

を整え、健やかな毎日を送りましょう。

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

習慣的に乳酸菌を

