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１次、２次救急では対応できない
重篤疾患や多発外傷の患者様に
対応する救急医療。

3次救急

土浦、西南

入院治療や手術を必要とする
重症患者様に対応する救急医療。

2次救急

水戸、高萩、とりで、なめがた

入院治療の必要がなく、
外来で対処できる帰宅可能な
軽症患者様に対応する救急医療。

1次救急

症状

重

軽

緊急性

高

低

厚生連6病院ではたらく医療スタッフのみなさん



　厚生連の救急車の受け入れ件数は別表のと
おりで、各病院ともにそれぞれの医療圏内にお
いて重要な位置を担っています。土浦協同病院
とJAとりで総合医療センター、土浦協同病院
なめがた地域医療センターにはヘリポートを整
備し、救急車と合わせて救急搬送から診断、
治療まで迅速に行える体制を整えています。

　昭和16年、農家を主とした地域医療を支えるため、
茨城県協同病院を開院以来、人口増加に伴い、高度医
療・救急医療に対応して来ました。

　昭和44年、竜ケ崎協同病院（現・JAとりで総合医療
センター）が救急指定病院に認定。同年、新治協同病院
（現・土浦協同病院）は救急センター病院に、さらに平成
2年には土浦協同病院が救命センターに認定。現在で
は24時間365日の救急医療体制を実現し、県内の救
急車出動の2割を受け入れています。

※平成27年度の受入件数

茨城県協同病院（当時）

当時の検診車



　救急搬送後、脳梗塞の場合はすぐにCT撮影をして、4.5
時間以内なら薬を使って血栓を溶かし、7.3時間以内ならカ
テーテルを使って血栓を掻き出します。くも膜下出血の場
合も同様にCT撮影をして出血箇所を特定。まずは再破裂
を予防する処置を行い、状況に応じて（ほとんど全ての症
例で必要なので）開頭手術やカテーテル手術を行います。

患者さんとのエピソード
　学生時代のことです。大変お世話になった方が脳梗塞で亡
くなりました。大変重症で、当時は手の施しようがなく悔しい思
いをしました。しかし、その後、何年もかかりましたが、薬で血
栓を溶かせるようになったり、カテーテルで血栓を掻き出せるよ
うになったりと、医療はめざましく進歩しました。こうした進歩の
たびに、亡くなった方や当時の悔しさを思い出し、常に知識と
技術を更新、高度化しようという思いを強くしています。

河野 能久［かわの よしひさ］
JAとりで総合医療センター　脳神経外科部
長・救急委員会委員長
東京医科歯科大学医学部　臨床教授
脳卒中の外科、頭蓋底外科、脳血管内治療、
三叉神経痛・顔面けいれんを専門とする。
中学生時代に「脳」に興味を持ったのがきっ
かけ。「外科は治療の局面を大きく変える。
だからこそ、真摯に向き合っていきたい」と
責任感の強さをにじませる。趣味はエレキギ
ター。アメリカのハードロックバンド、ヴァン・
ヘイレンの曲をかき鳴らす。

Dr プロフィール

もし救急車で運ばれたら？

　「脳卒中」にはいくつかの種類がありますが、大きくは血管がつ
まる「脳梗塞」と、血管が破れる「脳出血」や「くも膜下出血」とに
分けられます。がん、心臓病、肺炎に次いで日本における死因
の第４位。高齢者の激増や、糖尿病、高脂血症などの生活習
慣病の増加により、脳卒中の患者は2020年には300万人を超
すことが予想されています。

こんな兆候が出たら、迷わず救急車
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患者さんとのエピソード
　心筋梗塞の患者さんがあっという間に回復される様子を見て、
「こういう治療をやりたい！」と冠動脈疾患のエキスパートを志しま
した。それから10年。どの患者さんも忘れがたいですが、病院
嫌いだったのに、「先生が言うなら次の治療を受けるよ」と信頼し
てくださった患者さんには、こちらこそ感謝したい気持ちになりま
した。患者さん一人ひとりと多くの時間を共有し、不安や疑問に
丁寧に向き合うことで信頼を得られたのだと思っています。

金地 嘉久［かなち よしひさ］
土浦協同病院　循環器内科　医師
患者の急変時や救急搬送時に勤務外であっ
ても対応するオンコール。連絡が入ればすぐ
に医師モードにスイッチが入る。気分転換は
趣味のフットサルと音楽。音楽フェスにも出
かけるアクティブ派。救急の現場で大事にし
ていることは「コミュニケーション」。「緊急の
ときほど冷静に柔らかく伝える」ことを心がけ
ている。心筋梗塞予防と生活習慣病予防は
同義なので、日々 の生活を見直してほしいと
訴える。

Dr プロフィール

　心電図、血液、レントゲンなどで検査し、心筋梗塞と診
断されるとすぐにカテーテル検査が行われます。詰まってい
る血管を見つけ、血栓を取り除いたり血管を広げたりして、
血流を再開させます。医師や看護師のほか、臨床検査技師、
放射線技師などが招集され、迅速な連携でチーム医療が
行われます。

もし救急車で運ばれたら？

こんな兆候が出たら、迷わず救急車

　日本人の死亡原因の第２位は心臓の病気。その多くが心筋梗
塞と心筋梗塞から起きる心臓の病気です。心筋梗塞とは、心臓
の筋肉に血液を送っている血管（冠動脈）の動脈硬化が進み、
そこで血の塊ができて血流が妨げられる発作です。心臓の筋肉
は途端に血液不足になり、激しい胸痛が起こります。1分1秒を
争う状態です。

持続性の胸痛と共に不安感、
動悸、息切れ、冷や汗、めまい
を伴う

安静、運動時に関係なく、突然
激しい痛みが起こる
（15分以上）

・胸がしめつけられる
・2～3分以上続く、どんどん強くなる
・一時的に症状が軽減することがある
・手のひらより広い範囲
・歩行や坂道で起きる

典型的な症状

・冷や汗をともなう　・気を失う
・意識が遠のく　・生あくび、吐き気

さらに危険な症状

・胃の痛み、胸やけ・左肩、左腕の重さ
・あごがしまってくる
・無痛性心筋梗塞（特に糖尿病の方）

意外な症状



　患者さんと話す際はやさしく丁寧に、分かりやすく噛み
砕いて説明をするように心がけています。とくにこの地域
はご高齢の患者さんが多いので、話し方や言葉づかい、
話すスピードをご高齢の方に伝わりやすいように工夫して
います。こちらから説明する際も専門用語の使用をさけて、
自分の身内や家族に接するように、いたわる心で対応さ
せていただいています。

　院内を案内するときは口頭で伝えるだけでなく、できる
限り近くまで一緒にご案内します。そうしたちょっとしたこと
で患者さんの心に温もりを伝えられればと思います。「どう
もありがとう」などとお礼の言葉が返ってくると、本当にう
れしいですね。

　患者さんが来院して最初と最後に接するのが窓口です。
私達は白衣を着ていないスタッフなので、来院したときの
不安や診察や院内利用中の不満などを言いやすいのだと
思います。私たち医事課のスタッフに色々な思いを話して
スッキリして帰られる患者さんも少なくありません。私たち
はそうしたお声を拾い、患者さんにとってより良い環境作
りに生かしていきます。そのためにもずっと話しやすい相
手でいたいと思います。

　夜間の救急対応も私たち医事課のスタッフが行います。
受診を希望される電話があると、すぐにカルテを用意し、
病院に到着したらすぐに受付ができるように待機します。
夜間の救急外来を利用することはためらわれることもある
かも知れませんが、つらいときには我慢しないで、まずは
お電話をしてください。

　医事課に勤務し14年めとなり、後進の指
導も重要な仕事に。「患者さんに寄り添える
人材を育てたい」とのこと。仕事中に心がけ
ていることは「頑張り過ぎない、怠けない」。
頑張りすぎると疲労がたまり、イライラが周り
に伝播してしまうからと、若干の自戒を込め
ながら。穏やかな笑顔が印象的だが、実は
短気な側面もあるという。趣味はゲームとプ
ラモデル。小学生の子どもたちと一緒になっ
て遊ぶことで、すっきりリフレッシュ。

県北医療センター  高萩協同病院　
医事課 事務係長

大津  喬



　人助けをしたいというのが最初にありました。また、中
学生のときにレントゲン写真を見て不思議だと思ったのが、
放射線技師を志したきっかけです。放射線技師になるた
めの学業は厳しいものでしたが、この初心が揺らぐことは
ありませんでした。
　私は検査のほか、放射線治療にも携わります。放射線
を照射している間は、患者さんは全く体を動かすことがで
きません。痛みがつらく苦しいときは大変です。申し訳な
く思うこともしばしば。どうしたら少しでもラクに治療を受
けられるかと常に苦心しています。それだけに、後日、元
気になったよ、痛みが和らいだよと声をかけてくださる患
者さんがあると、この仕事を選んで良かったなと嬉しくなり
ます。
　救急の現場での放射線技師の仕事は、救急搬送され
てきた患者さんのどこにどのような問題があるのか、治療
の判断材料となるレントゲンやCT、MRIを迅速に撮影す
ること。ひどい外傷や脳梗塞など一刻を争う患者さんを
前にすると、急いでという気持ちが出てきますが、そんな
時こそ慎重に、いつも通り冷静にやるべきことを一つひと
つ行なっていきます。

　これからの目標は自分の技術をより深化させること。認
定資格を取得し、読影能力を高め、的確な読影補助も担っ
ていきたいと思います。また、患者さんに対しては、話し
かけやすい存在になって、温かみのある会話の中で不安
を取り除ける医療人となりたいです。

茨城西南医療センター病院　
放射線部 放射線主幹

鴻巣 猛

　放射線技師は、医師が病気を見つける、
あるいは診断を下す際、その手助けとなるレ
ントゲンやCT、MRI画像を撮影する。また、
放射線を患部に照射し、放射線治療も行う。
子どもには理解が難しい仕事だが、なんと職
場恋愛で結婚した妻が子どもたちにも分かり
やすく教えているという。趣味はドライブ。「ツ
インリンクもてぎ」のサーキット場で走っていた
こともある。結婚後は家族を乗せての和やか
なドライブに転換した、と照れ笑い。



　救急では重症を負った患者さんの治療に当たること
もしばしばで、残念ながら亡くなられてしまう方もいます。
ご家族の心のケアは現状では不十分です。

　私は管理職を務めながら大学院に進学し、卒業後の
今も研究室に籍を置いて、ご家族への精神的なサポート
やケアについて研究を進めています。また、当院では
理想的な集中治療のあり方を模索しています。毎朝

多職種が集まり、患者さん一人ひとりについてカンファ
レンスを行い、ケアプランを共有します。プランを策定
する際の判断材料となるのが、看護師によるプレゼン
テーション。前夜の状態などを報告しますが、深い
洞察力が求められます。こうしたチーム連携は大学
病院レベルでも難しいと思います。患者さんとご家族の
ために、常に知識と技術をアップデートしていきたいと
思います。

　むろん、回復される患者さんばかりではありません。
スポーツ中の事故で脊髄に損傷を追い、首から下が
全く動かなくなってしまった患者さんがありました。患者
さん本人に、ご家族に、そして婚約者に、誰がいつ
どのように告知するか、非常に悩み、苦しみました。
そして、告知の後はどうサポート、ケアをすべきなのか。
今でもあれで良かったのかと思い出すことがあります。

　それに、亡くなられた患者さんのご家族の絶望
と悲しみに打ちひしがれたお顔は忘れることができま
せん。だからこそ、どんなに大変でも研究に立ち
向かえるのだと思っています。

　ICUで現場にも立つプレイングマネー
ジャー。「理論づけて指導してくれるので分か
りやすいし、愛情深い」と若い職員からの尊敬
も集める。休日も論文を読むなど研究に余念
がない長津さんのリフレッシュ方法は、気の合
う友だちと会っておしゃべりすること。今後の
目標を尋ねると、「勘や経験などその人にしか
分からないもの、はっきり標準化できないもの
を科学的に理論として解明したい」と研究者と
しての顔を覗かせる。

水戸協同病院　看護副部長  　

長津貴子



　昔ながらの住宅も多いこの地域では、住宅のバリアフ
リーは進んでいません。病院から帰宅した後、できるだ
け自立して過ごせるようリハビリを受ける必要がありま
す。階段が登れるように、自分でベッドから起き上がれ
るようになど、患者さんそれぞれの目標を決めてリハビ
リを行います。やはり、患者さんが自宅に戻って、気持
ちよく生活していただけることが一番のやりがいです。

　かつて、末期がんの患者さんとともに、少しの間で
も自宅に帰ることを目標にリハビリを行ったことがありま
す。しかし、状態は重く、車の中から自宅を眺めるだ
けとなりました。それでも、懐かしい我が家を見ること
ができたと喜んでくださいました。初冬の時期でしたの
で、冬が近づくと思い出します。

　さて、リハビリには時系列で急性期リハビリ、回復
期リハビリ、維持期リハビリと3つのステップがあります。
以前はリハビリといえば治療が落ち着いてからでした
が、近年は治療の早い段階で行うことが一般的となっ
ています。手術後はできるだけ早く起き上がるリハビリ
を行います。機能回復だけではなく、合併症の予防な

ど現状より容態を悪くしないことが目的です。脳梗塞な
どは運ばれた当日にリハビリを始めることもあります。

　高齢社会を迎え、今後、リハビリの重要性は増して
いくでしょう。とくに帰宅後の維持期リハビリ、できれ
ば訪問リハビリを提供できる体制を整えていきたいと考
えています。

土浦協同病院
なめがた地域医療センター
理学療法士

藤嵜有佳里

　趣味は子どもとの外出。お気に入りの場所
はアクアワールド大洗。イルカショーではレ
ジャーシートを持って最前列に陣取り、豪快
な水しぶきを浴びて楽しむという。仕事では
いつも笑顔を心がけ、患者が話しやすい雰囲
気づくりをしている。たとえどんなに軽症で
あっても、患者本人にとってはこれまで難なく
できた機能を失う喪失感は堪え難い。まずは
その思いに耳を傾けることから患者一人ひと
りに寄り添い続けている。



トマト選果場のとなりにある直売所
　「大地の香り、食べる喜び届けます」をキャッチフレー
ズにする直売所「みらいっ娘」。約200名の農家さんが
会員登録し、作物が市場に出回らなくなる時期（端境
期）にあっても毎日50名ほどの農家会員が採れたての
野菜を出荷しています。

　トマトの生産で有名なつくばみらい市。「みらいっ娘」の
ネーミングは、地域の名産トマト「真っ赤なトマトっ娘」にあ
やかっています。トマトの出荷は12月から翌年7月。直売
所の隣にある選果場が動き始めると、冬の到来です。

売り切れるほど好評な「みらいプレミアム」
　新鮮野菜や米のほか、加工食品も豊富。とくに地域の
特色を生かした「みらいプレミアム」は好評で、「プレミアム
キャロットジュース」など入荷するたびに売り切れてしまう商
品もあります。これからの時期には黒豆きな粉を練り込ん
だコクのある「黒豆うどん」が贈答用としても人気とのこと。

　周年フェア、メロンフェア、新米フェア、そして感謝セール。
年に4回行われるイベントは大変な人出です。「新興住宅
地に暮らす人にも地域のおいしい野菜を知ってほしい」と、
大山店長。「顔の見える野菜づくりを徹底しています。安
心安全な野菜をお届けするために、会員一人ひとりが努力
していますので、ぜひ直売所にお越しください！」と熱いメッ
セージをいただきました。

JA茨城みなみ「みらいっ娘」
茨城県つくばみらい市上小目223-2  TEL/0297-52-2020
営業時間/11月～1月：9:30～17:30、2月～10月：～18:00
定休日/毎週水曜日、年末年始



たんぱく質1.8g、食物繊維0.6g、食塩相当量0.4g
［1人分・約10g］ 

26kcal栄養成分

①大根の葉は幅5㎜に切る。

②フライパンにごま油をひき、大根の葉を入れて炒める。火が通ってきたら、料理酒、
砂糖、しょうゆを加え炒める。

③ちりめんじゃこを加え炒める。水気がなくなり、パラパラになってきたら、白ごまを
加え炒める。

④器に盛り付ける。

※ 調理後は冷蔵庫にて保存し、4、5日を目安にお召し上がり下さい。

「大根の葉と
 ちりめんじゃこのふりかけ」

抗酸化作用で免疫力を高めるβ‐カロチンたっぷり！

大根

レシピ：JAとりで総合医療センター
栄養部 部長　唯根 理子

　大根は、ビタミンCや葉酸が豊富な野菜です。また、アミ
ラーゼやオキシターゼなどの消化を助ける消化酵素を含んで
います。胃もたれや胸やけ症状の緩和や胃炎の予防など、
胃や腸の調子を整える働きがあります。
　また、大根の葉にはβ‐カロテンやビタミンCも豊富に含まれて
います。β‐カロチンは、抗酸化作用を発揮し免疫力を高める
働きがあります。また、野菜では珍しく、骨粗しょう症の予防と
なるカルシウムも多く含まれています。



心臓の中には４つの弁がありま
す。大動脈弁狭窄症はこの扉が開き
にくくなった状態です。弁の開き方が
正常の３分の１～４分の１くらいになっ
てくると重症といわれ、運動している
ときに動悸・息切れ・疲れやすさなど
を感じるようになり、さらに重症にな
ると胸の痛みを感じたり意識を失った
り突然死で亡くなる方もいます。

大動脈弁狭窄症とは？

大動脈弁狭窄症の
治療法は？
根本的な治療は固く老化した

弁を取り換える弁置換術です。胸を
開く手術のため患者さんの身体的負
担が大きく、全身の状態や年齢によっ
ては手術に踏み切れない場合もあり
ます。

　しかし近年、カテーテルという管を
血管の中に入れて、血管の中から新
しい弁を植え込むカテーテル治療が
使われるようになりました。経カテー
テル大動脈治療の略語をとって
TAVIと呼ばれます。主に足の付け
根の血管からカテーテルを入れ、人

この治療は日本では2013年に
始まり、現在全国で約100施設で治
療が可能です。茨城県内には当院を
含めて３施設が認定を受けています。
大動脈弁狭窄症は放っておくと怖い
病気ですので、最近急に、歩いたり
階段をのぼったりする際に動悸・息切
れ・胸の痛み・めまいなどを感じてき
た場合には医療機関の受診をしてく
ださい。
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医師が教える

どういった医療機関で
受けることができますか？

原因は主に３つ。加齢による弁の石
灰化、生まれつきの異常、リウマチ
熱という病気の後遺症です。この中
で最も多いのは加齢によるもの。高
齢化社会になるにつれて、今後この
病気にかかる人が増えてくると言われ
ています。

工弁を内側から拡げて植え込みます。
治療にかかる時間は３時間程度。一
番のメリットは手術の傷が非常に小さ
いことです。足の付け根の血管から
カテーテルを入れていく場合には、傷
はカテーテルの入る数ミリメートルで
済みますので、手術翌日から歩くこと
も可能です。今まで手術時の危険が
高く治療が困難であった方や高齢の
方で術後の回復が心配な方でも受け
られるようになりました。

大動脈弁狭窄
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