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※厚生労働省：平成28年 茨城県医師・歯科医師・薬剤師調査の概況
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　人口10万人に対する医師数で、茨城県はワースト2位。
平成28年は全国平均の251.7人を大きく下回り、189.8
人でした。とくに県北地域は深刻で、十分な医療を提供
し続けられないのではないかと心配される状況です。
　それに対し茨城県でも、医師就学資金制度や子育て
支援資金提供など金銭面でのサポートを行っています
が、なかなか解消されていません。

高萩協同病院は今年4月から新体制となりました。
医師不足と高齢化という県北医療が抱える困難に立ち向かい、
どのようにして地域の患者さんに安心の医療を届けるのか、
新しいチャレンジについて、近藤匡院長がやさしく語ります。

●Dr プロフィール　近藤 匡［こんどう ただし］
平成21年に教育センター准教授として勤務。教育センター教授、水戸協同病院副院長兼外科
部長を経て、平成30年より高萩協同病院院長に就任。ユーモアのセンスと声の大きさが特長。
趣味は最近始めたスタンドアップバドルボード。「冒険心がくすぐられる。夏にまた行きたいし、
高萩の海でもやってみたい」と胸を高鳴らせる “海のない”埼玉県出身。
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　当院では県北の医師不足解消のために、この「水戸協同病院方式」
を活用します。そのために「高萩地域医療教育サテライトステーション」
を作りました。水戸の教育センターの教員が高萩に出向いて若手の医師
を育て、医療体制の強化を目指します。
　現在、水戸から総合診療科の先生が2名、指導員として3人の教授
と講師に来てもらっています。
　今後はさらに大学から“教員”のまま勤務する医師を増やしたいと考え
ています。若い先生たちが大学で研究や臨床を続けながら現場で高度
な教育を受けられるというのは、大きなメリットです。
　同時に教育内容や研修内容をより良くし、茨城県地域就学生がここ
で働きたいと思える環境を整えたいと思います。その一環として、筑波
大学附属図書館の文献検索や文献のダウンロードができるネットワーク
も築きました。
　また、患者さんにとっても常勤の先生がいるというのは安心感につな
がります。さらに、大学で研究を続けている先生に診てもらえるというこ
とは、地方でも高い水準の治療を受けられることになります。

筑波大学附属病院
水戸地域医療教育センター
総合病院 水戸協同病院

県北医療センター
高萩協同病院

筑波大学

　水戸協同病院では9年前に「筑波大学附属病院水戸地域医療教育
センター」を作りました。これは、大学の教員が地域の病院内で研
修医を育てようというもの。大学と一般病院の連携で地域医療に取
り組む日本初の試みです。
　同時に“総合診療”も打ち出しました。一人の患者さんを各専門の
医師が集まってチェックすることで、患者さんは高度な医療が受け
られ、研修医は高度な臨床研修ができる点が特長です。
　これは評判を呼び、はじめ22名だった医師が今では120名となっ
ています。「水戸協同病院方式」と呼ばれ、自治体や医療機関からの
注目を集めています。



　この県北地域でとくにテーマにしたいのは周産期医
療と高齢者医療です。
　日立市を中心とした近隣市町村での分娩は年間
1000件くらいですが、そのうち当院のニーズは高く
600件くらいを占めています。今後、日立総合病院や
地域の病院とも連携して、安全にお産ができるように
支援したいと考えています。
　高齢者医療については、心臓など循環器、消化器、
糖尿病など、また、骨折、脊椎狭窄症などの整形外科

領域も増えてきています。
　高齢化も進んでいますが、一人暮らしも問題です。
例えば転んで骨折して入院すると、なかなか自宅に帰
れません。転ぶ→病院→リハビリ→療養施設という流
れになるケースが多いです。そのため療養施設との連
携をはかる必要があります。幸いこの地域は療養型の
病院や施設に恵まれていますので、そうした機関との
連携を深めていきます。



　当院には急性期病床が154床、地域包括ケア病床が
45床あります。地域包括ケア病床というのは地域の
いろいろな施設と連携し、在宅ケアをサポートするた
めの病床です。例えば、他院で手術をした患者さんで
も回復期は当院の地域包括ケア病床を利用してもらい、
在宅ケアに向けたリハビリや療養を通して家に帰る手
助けをしていきます。
　また、北茨城市民病院とは産婦人科、脳神経外科の

医師が行き来することにより、どちらの病院でも患者
さんを引き継いで診られるよう連携しています。
　こうして地域の病院や施設と、「在宅に向かう患者
さんを支える連携」と「難しい症例についてサポート
しあう連携」の２つの連携を行なっていきます。
　そして、この連携を患者さんの立場からスムーズに
利用していただけるよう「患者サポートセンター」も
立ち上げました。

　より活気ある病院運営のため、まずはスタッフのやる気に応える環境づく
りをしていきたいと思います。
　実は院長室のドアは開けっ放し。開いているときは「いつでも話を聞きま
すよ」というサインです。ドアストッパーがなくても開いたままになるよう、
わざわざ工事してもらいました。多くの職員からどんどん意見を聞き、より
良い病院づくりに活かしていきたいと思います。
　当院は移転から12年。地域のニーズも変わりました。周産期医療と高齢
者医療に的を絞り、より早く、求められる医療を届けていきます。同時に地
域の病院や施設との連携を強めて、回復期や地域包括ケアを支える病院と
して存在感を増していきたいと思います。
　また、「サテライトステーション」が軌道に乗れば、水戸̶高萩間での医
師の循環、筑波大学からの医師の派遣が一層進み、県北の医師不足の解消
と地域医療の充実につながるでしょう。
　このようにして、地域の皆様に安心の医療をお届けすることに努めてまい
ります。

院長から積極的にコミュニケーション

院長室に在室時にはドアを開放している。

患者さん
ご家族

地域連携

地域医療機関
訪問看護ステーション
地域包括支援センター
地域の福祉施設 等

退院支援

入院前説明

お墓相談 退院調整

医療相談

病床管理 検査説明

●患者サポートセンター
　高萩協同病院では昨年、地域連携室、
退院支援室、医療相談室を統合しまし
た。患者さんはワンストップで相談で
き、転院や施設への入所もスムーズに
行えます。



　看護学生のとき、はじめて目のあたりにした出産「生
命の神秘」とも言うべきドラマチックな光景に、「いずれ
は助産師になりたい」と心に決めました。現在は助産師
として現場に出ると同時に、看護副部長として、周産期
（産科病棟・NICU・GCU）部門の統括、院内の若手看
護師の育成、研修の整備充実に携わっています。また、
看護学生の病院見学や就職説明会などの就職支援も
行っています。
　私が新人の頃は先輩が手取り足取り教えてくれると
いう時代ではなく、先輩の仕事や働く姿を見て学びまし
た。出産は昼夜を問いません。たとえ、夜中でもやさし
く産婦さんのタイミングに合わせてサポートする先輩の
姿に、助産師としての心構えを教わりました。

　
　
　時代が変わり、今では厚生連の各病院は看護師の就
職年数に合わせた研修を用意していますが、私は当院で
の教育プログラムの企画運営に携わっています。数ある
研修の中でも私が大事にしているのはリフレッシュ研修
です。例えば体の一部を使わずに助け合ってゲームをク
リアするというルールを設けることで、チームプレーを
通して仲間意識を育み、体の不自由さの疑似体験を通し
て患者さんの気持ちを理解し、研修後の現場で生かせ
る内容を盛り込んでいます。
　最後に私自身の育成ですが、自分の技術がさびつか
ないよう、助産師としても現場に出ることにこだわって
います。母子が無事に出産を迎え赤ちゃんの「おぎゃー」
の声を、産婦やご家族と共に喜べる気持ちを持ち続けて
いきたいです。また、若手スタッフが成長できるようサ
ポートしてまいります。

土浦協同病院

看護副部長　深澤千映子
[ P r o f i l e ]　今年、「第54回いばらき看護の祭典」において、茨城
県優良看護職員知事表彰を受賞。近隣の小中高校へいのちの大切さ
を伝える出前授業「いのちの授業」が評価された。「これからも未来を
担う子どもたちのために活動したい」と話す。昭和61年看護師として入
職、手術室配属。平成元年産婦人科病棟へ異動後助産師の資格取得
のために再び進学。「いつか助産師に」という看護学生時代の夢を実現。
平成28年アドバンス助産師認証。



　
　
　うまい、早い、患者さんへの負担が軽い。これが理想
の放射線技師の三拍子です。仕事に厳しい先輩に育て
られ、そう考えるようになりました。
　レントゲン撮影は技術の差が画像にそのまま表れま
す。先輩から何度も撮り直しを命じられ、その度に「も
う１回撮らせてください」と患者さんに頭を下げまし
た。向いていないのかと落ち込むこともありましたが、
経験を積めば必ず一人前になれると言い聞かせて頑張
りました。つらかったですが、あの日々があったから今
の自分があるのだと思います。
　また、年齢の近い先輩にはよく相談をしました。いつも的
確なアドバイスをくれ、私の理想とする技師でもありました。

　放射線は奥が深いです。検査機器も日進月歩なので、
日々勉強。純粋に学問の追求も刺激的ですが、学問的な
裏付けがあれば検査の質が変わり、より患者さんの役に
立つことができます。
　
　

　今は教える立場となり、その方法を模索する日々です
が、人に教えることは好きです。技術の積み重ねこそが
大事であると伝えたい。最初に病変を見つけるのは技師
です。医師の診断を助けるため、病変をしっかり抽出し
なければなりません。
　MRIの検査は20～30分と長時間です。いかにラクな
姿勢で撮影できるか、また、いかに患者さんの不安を取
り除けるか、それらを常に気にかけていきたい。そのた
めには患者さんとのコミュニケーションが欠かせませ
ん。いつも笑顔で話しやすい存在でいたいです。

※MRIとは、磁気共鳴画像（Magnetic Resonance Imaging）の略で、X線は使わず、強い磁
石と電磁波を使って体内の状態を断面像として写す検査。とくに脳や脊椎、四肢、子宮・卵巣・
前立腺といった骨盤内の病変に関して優れた検出能力を持つ。

水戸協同病院　

放射線部　放射線主任  廣地卓也
[ P r o f i l e ]　中学生の頃、ケガのためにMRIの検査を受け、寝た
ままで体の内部の異常を写し出す不思議さに魅了されたという。「人の
役に立ちたい」という思いもあって放射線技師に。15年のキャリアを持
ち、現在はMRI※検査をメインに行なっている。



 

　自分を育ててくれたものは何だったかと振り返ると、
ある時医師から言われた「薬剤師ってプロ意識がないよ
ね」の言葉が思い出されます。この言葉はずっと私の心
に突き刺さり、恥ずかしさや後悔の念を繰り返し呼び覚
ますとともに、迷う時や負けそうになる時の指針になっ
てもいました。
　私も後輩を育てる世代となってきましたが、今の若手
は薬学部が６年制になってからの薬剤師で、本当によく
勉強し、志も高い。彼らがその志を高く持ったままキャ
リアアップし、医療人として成長できるようサポートし
ていきたいと思います。

　一番大事なことは患者さんが元気になり笑顔になるこ
と。これを見失わないよう指導していきます。
　
　

　実は私は人と接することが苦手。しかし、患者さんに
とって、薬局は病院の最後に立ち寄るところ。受付から
診察、検査と続く中で医師や看護師には言い出せなかっ
た不満をようやく薬局で吐き出すことができたという患
者さんもあります。ここが最後の受け皿ですから、苦手
ながらも一生懸命に耳を傾けています。それを病院に
フィードバックできれば、患者さんにとってさらに良い
病院になれるでしょう。
　患者さんにとっても医師にとっても、薬のことは何で
も答えてくれる安心できる存在でありたい。私もまだ発
展の途上にあります。

JAとりで総合医療センター　

薬剤部　薬剤主任  伊藤晴子
[ P r o f i l e ]　製薬会社を経て病院勤務。処方せんに基づく薬の調
剤、病棟や外来の患者さんへの服薬説明等を行う。20年のキャリア
を持つベテランであり、和やかでイキイキした薬剤部のムードメーカー。
芝居や落語などライブ感のあるステージを楽しむことが趣味で、とくに
劇団☆新感線のファン。休日は3歳になる孫と遊んでリフレッシュする
という。



[ P r o f i l e ]　臨床検査技師として26年めを迎えるベテラン。
姉が助産師であり医療になじみがあったこと、理系であり顕微
鏡を覗くことも好きだったことから臨床検査技師の世界へ。臨
床検査技師は院内でさまざまな検査を行う技術者であり、国
家資格。チーム医療の重要な一翼を担う。

土浦協同病院 なめがた地域医療センター　

臨床検査部　審査役検査主任　長峯裕二

　

　顕微鏡を覗き、菌と睨めっこの日々を送っています。私の仕
事は検体の中から菌を探し出して特定し、効果のある薬を見つ
けること。正確なデータを取ることで、患者さんの治療を助け
る役目を担います。患者さんと接する機会は少ないのですが、
学会や研修会に出て研鑽を積むことも患者さんの治療に役立つ
ので知識のアップデートは欠かしません。間接的ではあります
が、いつも患者さんを思っています。　
　

　最初の上司だった技師長に「専門的な各種の認定資格に挑
戦してグレードアップすることが必要だ」と言われました。当
時はピンと来ませんでしたが、学会等で他の技師たちの熱い姿
勢に触れて納得。心が折れそうなこともありましたが、上司の
言葉を思い出して頑張りました。
　今は若手を育てる立場になりましたが、私が持っている知識
や経験は全て伝え、まずはゼネラリストに、そしてスペシャリ
ストを目指せるよう育てたいです。

　

　医療事務は患者さんと医師の架け橋となり、一緒になってよ
り良い治療を築き上げて行きます。トラブルが起きても、問題
が解決して患者さんが満足して帰っていく姿を見ると、充実感
を覚えます。
　先輩からはとても厳しく育てられましたが、その全てが自分の
糧になり、そのおかげで今があると思って恩義に感じています。
　

　今は時代が変わり、教え方も変わりましたから同じように接
することは難しいですが、経験を積んでスキルアップする向上
心を持って欲しいということは伝えたいと思います。そのため
にも積極的に相談をして欲しいので、気軽に相談できる風通し
の良い環境を整えて行きたいと思います。
　自主的に動ける若手スタッフを育てたいと思います。目の前
の仕事に集中するだけでなく、例えば医療制度の改変を視野に
入れて新しい仕事を提案できるような自主性を育てることが理
想です。

茨城西南医療センター病院　

医事課長補佐　久野大輔

※医療メディエーターとは、医療事故が発生した場合や、患者と医療者間での意見
の食い違いなどが起こった場合、双方の意見を聞いて話し合いの場を設定するなどし
て問題解決に導く仲介役。

[ P r o f i l e ]　医療事務に携わり19年。医療事務の仕事は
受付や会計、カルテの仕訳、データ入力や医療費明細書の
作成を行う“縁の下の力持ち”。休日はスイッチを切り替え、
子どもと遊んでリフレッシュ。4年前、「医療メディエーター」
研修を受講。



常総バイパス沿いで遠方からの常連客も
　定番野菜からちょっと珍しい野菜まで所狭しと並びます。
中でも石下・千代川地区の限られた生産者しか苗を購
入できない「千石きゅうり」は貴重。皮が柔らかく、食
感が心地よいと評判です。
　また、下妻は県西の米どころ。毎年9月下旬に2日間
にわたって開かれる「新米まつり」は、新しい品種「ミル
キークイーン」の試食もできるとあって大賑わいとなります。
　ローズポークや野菜など地元産にこだわったレストラ
ンが隣接しているため、食事の後はほとんどのお客さん
が買い物に訪れるとか。
　「ここは下妻の玄関口。いろいろなイベント
を開いて、下妻のおいしさを多くの人に届けた
い」と店長の古澤清さん。

下妻特産の梨を使った加工品は大人気
　下妻市の特産といえば梨。出荷時期の店内は甘くみ
ずみずしい梨の香りに包まれます。そのおいしさを一年
中楽しめるのが「豊水」のシロップ煮とカスタードクリー
ムが入った大福「下妻のおもて梨」と爽やかな口溶けの
「手作りアイスクリーム　梨ミルク」。どちらもお土産や
贈答用としても人気です。
　もぎたての梨の特売が行われる「梨まつり」は「幸水」
と「豊水」のそれぞれの出荷時期に合わせて年に2回、
例年は8月と9月に行われ、大変な人出で賑わいます。
　その他、地元産のローズポーク、霞ヶ浦産の川魚の
佃煮、地元味噌蔵の味噌、米どころならではの揚げ餅
などバラエティに富んだ品揃えで、買い物がワクワク楽
しくなる直売所です。

JA常総ひかり
やすらぎの里 
しもつま農産物直売所

JA常総ひかり「やすらぎの里しもつま農産物直売所」
茨城県下妻市大園木2697 　TEL／0296-30-7660 
営業時間／9：00～18：30
定休日／第1・3水曜日
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作り方
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B

②しいたけは石づきをとり、軽めに小麦粉をふるっておく

③ボウルにAとBを入れて練り合わせ、8等分にする

④❷のしいたけのカサの内側に❸を詰める

⑤油をひいたフライパンに、❹の肉の面を下にしてフライパンに並べ入れて焼く

⑥焼き目がついたら裏返し、水を加えて蓋をして弱め中火で3～4分ほど蒸し焼きにする

⑦水分がなくなりかけたら、蓋を開けて、Cの調味料を入れて煮詰める

⑧両面にたれが絡んで、とろみが出てきたら火をとめ、器に盛り付ける

生しいたけ・・・・・・・・・・・・・・200g（約8枚）
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50cc

「しいたけの
　ヘルシーとりひき肉の肉詰め」

食後の血糖値の上昇を抑える食物繊維がたっぷり！

しいたけ
　グアニル酸とグルタミン酸の相乗効果によるうま味がある
「しいたけ」は、紫外線に当たるとビタミンＤになるエルゴステ
ロールや、血中コレステロール値を低下させるエリタデニン
（アミノ酸の一種）を含んでいます。
　また、便秘解消に有効な食物繊維が豊富に含まれています。
食物繊維は食後の血糖上昇抑制作用なども知られています。
　低カロリーなのでダイエット食品としても適しています。
　かさが肉厚で大きく、裏が白く、かさが七、八分程度開い
たものを選ぶようにすると良いでしょう。

たんぱく質14.4g、食物繊維4.1g、食塩相当量1.7g［1人分］221kcal栄養成分

●材料（２人分）

とり挽肉・・80g
塩・・・・・・・・・0.5g

卵 20g（約1/2個）
パン粉・・・・10g

A

酒・・・・・15cc（大さじ1）
みりん 18cc（大さじ1）

しょうゆ18cc（大さじ1）
砂糖1.5g（小さじ1/2）

C

玉ねぎ・・・・50g
油・・・・・・・・・・・・2g

B



佐藤 友香監修

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター
水戸協同病院　健康管理センター　保健師

メタボリックシンドロームとは、
お腹まわりに脂肪がつく内臓

脂肪型肥満に加えて、高血圧、高
血糖、脂質異常などの生活習慣病
になる危険性を合わせもっている状
態のことをいいます。
腹囲が男性は85㎝以上、女性は
90㎝以上。さらに、
①空腹時血糖値（110mg/dL）、
②中性脂肪（≧150mg/dL）とHDL
コレステロール（＜40mg/dL）、
③血圧（収縮期≧130mmHgまた
は拡張期≧85mmHg）の基準値か
ら、２つ以上当てはまる項目がある
場合、メタボリックシンドロームであ
ると判断されます。

メタボリックシンドローム
とは？

メタボリック
シンドロームの
予防

どんな病気に
つながりますか？
日本の三大死因は①がん、②
心臓病、③脳卒中ですが、こ

のうち心臓病と脳卒中は動脈硬化が
要因となる病気です。メタボリックシ
ンドロームになると、高血圧症や糖
尿病、脂質異常症などの複数の生
活習慣病を引き起こしている可能性
があり、これらの病気が重複すると
動脈硬化を進行させていきます。

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

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」

クイズ
クイズに答えて応募された方の中から抽選で
「電子体温計」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。

水戸局
日立局

94.6MHz
88.1MHz

水戸局
県西・土浦局 1458kHz

FM

AM 1197kHz

医師が教える

Q

A

生活習慣病の特徴は症状が
出ず、本人が気づいていない

ことが多いので、症状のない病気を
早期に発見し、改善していくために
は、定期的な健康診断を受けること
が大切です。

メタボリックシンドローム
なのかどうかを
知るためには?

Q

A

メタボリックシンドロームの主な
原因は食べ過ぎや運動不足で

蓄積した内臓脂肪なので、「運動を
増やしてエネルギーを消費する」こと
と「食事を減らすことで摂取エネル
ギーを減らす」という両方の考え方を
バランスよく実施していくことが大切
です。生活習慣病の予防の３原則と
して、「一無、二少、三多」のすす
めというものがあります。

主な原因と予防は？Q
A

Q

A

「一無」は無（禁）煙。
「二少」は少食・少酒。
「三多」は多動・多休・多接です。
１日に20分の歩行を２回、筋肉トレー
ニングを10分することが健康づくり・
体力づくりに良いと言われています。
また、睡眠や休養をとることも疲労
回復やストレス解消のために重要な
要素です。そして、多くの人や物事
に接して、コミュニケーションをとる
時間を大切にしていきましょう。


