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厚生連では、組合員とJA職員の健診を行い、
地域の健康を下支えしています。

　趣味はバイク。四季折々の自
然を全身で感じながらのツーリ
ングが魅力。健康の秘訣は家庭
円満と好き嫌いせずに何でもお
いしく腹八分目に食べること。

総務部 

杉山 義久

プロフィール



総務部

酒井 一彦
　映画鑑賞が趣味で、膨大な量
のDVDを所有しており、オスス
メ作品を同僚に貸し出すこと
も。とくに好きなジャンルはアク
ションとサスペンス。

プロフィール
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　私たち厚生連の農村医療の取り組みは、昭和16年、
水戸市に病院を開設したのがはじまりです。戦中戦後
の医療荒廃期にも一貫して医療を提供し、昭和20年
代には県内16か所に病院や診療所を開設して地域医
療を行いました。
　現在は、県内6ヵ所に病院を集約し、地域に根差し
た医療を行なっています。各病院とも中核病院として
安全かつ高度な医療を心がけ、組合員をはじめ地域の

皆さんに良質な医療・保健・福祉サービスを提供し続
けることを目指しています。
　また、直接的な医療に加え、地域の賑わいをつくり、
患者さんだけでなくそこに住まう皆さんの笑顔を生む
活動として、病院祭やコポクリを開いたり、健康の啓
発活動として健康教室や出前講座を行なったり、地域
の健康づくりに貢献しています。

　地域貢献のため、昨年は月に１回のペースで計4回
の出張出前講座を行いました。毎回、満席となりました。
というのもテーマが、お母さんが自分の体験からは知
り得ない「男の子の性器」の話だからです。インター
ネットの中にはたくさんの情報があふれていますが、
不確かな情報も少なくないし、具体的にわが子の場合
はどうなのか？という疑問に応えてはくれません。

　小児外科医という立場からお伝えすることで少しで
も疑問を解消できればと考えてお話ししています。講
演が終わると、質問攻めにあうほど関心が高いです。

　会場は取手市内にある４箇所の子育て支援センター。
会場では地域の民生委員の方にシッターを頼み、お母
さんたちは勉強に専念できる仕組みにしました。

出張出前講座はいつも「満員御礼」。



　出張出前講座は、「小児外科」という分野を知ってい
ただくことも目的にしています。小児外科は、ヘルニ
アや虫垂炎、移動性精巣や停留精巣※などに対して外
科的な対処をする診療科です。

　虫垂炎については最近、手術ではなく薬が使われる
ようになりましたが、それだと再発する可能性が残り
ます。再発のタイミングがもし受験など人生を左右す
る重要なポイントのときだったら？そこまで考えて対
処することが小児外科の務めだと思っています。

　ニュースなどで報じられご存知の方も多いでしょう
が、小児科は減少傾向にあります。容態が急変しやす
い子どもを扱う小児科は、病院にとってリスクが高い。
また、ひとつ間違えれば取り返しのつかないことにな
る外科もリスクが高いです。つまり、小児外科は二重
のリスクを抱えているわけです。

　それでも小児外科を置いて、地域の子どもた
ちの命と向き合おうとするとりで総合医療
センターの決断は英断だと思います。
地方にも、もっと小児外科の恩恵を広
げたいです。

　子どもはピュアな眼差しを持って、私たち医療者の
技量や人間的な度量を査定しています。偉ぶったりし
ていると、すぐに愛想をつかされます。子どもたちか
ら手紙などをたくさんもらいますが、厳しい審査に受
かったようでうれしいですね。また、手術や闘病生活
を乗り越えてくれた子どもたちにいつも感謝していま
す。本当に子どもたちは素晴らしいですよ。

[P r o f i l e ]　 聴診器にはスマイルマーク、子ども
たちに人気のキャラクターのイラストが散りばめられた
白衣は子どもたちが不安がらずに診察を受けられるよ
うにとの妻のアイデア。講演会のネタについても母親
の立場からアドバイスしてくれると言い、頭が上がら
ない様子。「子どもたちと家族に寄り添える医師にな
りなさい」と、いつも諭されているとか。

JAとりで総合医療センター

小児外科　科長　坂元直哉

聴診器にはスマイルマーク

日々、小児外科に届く子どもたちからの感謝の手紙。
中には、坂元先生のような医師になりたいという内容も。

スタッフとともに子どもたちに人気のキャラクターがプリントされた白衣を着用

※ 停留精巣とは精巣（睾丸）が体内にあり、陰嚢（おちんちんの下の
　 ふくろ）の中に入ってない状態。不妊やガンのリスクが高まるとさ
　 れている。

タマタマがない・・・???

精管
精管

陰嚢

精巣

精巣

正常な状態 停留精巣



　

　看護部でこうしたイベントを行うことは、地域の皆さん
と触れ合うことができるだけでなく、他のボランティア団体
とのつながりができ、みんなで境町を盛り上げていこうと
いう輪が広がります。
　私たち看護師は患者さんや地域の皆さんの笑顔が何よ
りです。人を楽しませるには「まず自分たちが楽しまなく
ちゃ」の精神で自主的にイベント運営に参加しています。
当日は70名もの看護師が参加します。
　看護部のことをもっと知っていただき、もっと身近な存
在になりたいと思います。患者さんは看護師をよくご覧に
なっています。「大変でしょう？本当にありがとう」などと声
をかけていただくことがあります。でも、全然大変なんか
じゃありません。喜んでいただくことが、私たちの喜びです。
感謝の言葉をいただくと、本当にこの仕事っていいなと思
います。

　

　看護部では、5月12日の「看護の日」にちなんで、毎
年6月第1土曜日にイベントを開いています。JA茨城む
つみや境町観光協会、境町第一中学校など外部の協力
もいただき、今や「地域のイベント」として楽しみにされる
ものに育ちました。看護部のブースは健康チェックや医療
相談コーナーの他、バザーも開き、収益金は募金してい
ます。また、「院内探検ツアー」は大人気イベントで、子ど
もだけでなく大人の方も「楽しめた」と喜んでくださいます。
　また、クリスマスにはキャンドルサービスで院内をめぐる
他、ハンドベルでの演奏を行います。実はこのためにハン
ドベルを購入しました。今はまだ3曲ほどのレパートリーで
すが、頑張って練習して、皆さんに楽しんでいただける曲
を増やしていきます。

[ P r o f i l e ]　看護師会会長として、看護部が行うイベントやボラン
ティア活動のリーダーを務める。幼少期に医療系のドラマを観て、「人
の手当てをしたい」と看護師を志望。看護師として長年勤めているが、
辞めたいと考えたことはない。辛い時は5人の孫と食事をすることで発
散している。

茨城西南医療センター病院

看護師会会長 看護部 主任　島田淳子



 

　すでに30回を数える当院の病院祭。今回は地元中
学校の吹奏楽の演奏、医師による市民公開講座、JA
女性部会による野菜やおこわの販売などで大賑わいで
した。
　院内の各部署から担当者が選ばれ、「ふれあい委員
会」を作り、企画から運営まで行います。この病院祭
の成り立ちですが、「地域とのふれあい」を目指して
自主的に立ち上がったものと聞いています。その精神
は今に受け継がれ、今年の委員からも「大変なことも
あるが楽しい」「地域の人に楽しんでもらえるのが嬉
しい」などの声が集まっています。
　実はとても楽しんでくださった地域の方から「何かの
ときにはここに入院したいが、どうやったら入院できる
のか」との質問をいただきました。病院には親しんで欲
しいですけれど、入院しなくても済むような健康づくり
が病院祭の目的なので、ちょっと困りました（笑）。

　私は日頃、リハビリテーション部で言語聴覚士として、
話すこと、飲み込むことのサポートを行なっています。
自力でご飯が食べられるようになった患者さんは、表情
は変わるし、気持ちも前向きになっていきます。やはり、
生きる気力は口からだなと思います。
　そのリハビリテーション部は病院祭で身体機能の
チェックを行いました。皆さん、チェックの結果に一喜
一憂され、「よくするにはどうしたらいいのか」と質問
が相次ぎました。これが健康を気づかうきっかけになれ
ばいいと思います。
　また、私は院内のクラフト部に入っているのですが、
病院祭ではハーバリウム体験などを出し物としました。
とても人気で、皆さんの笑顔を見られたことが何より嬉
しかったです。

県北医療センター高萩協同病院

リハビリテーション部 主幹　青山幸恵
[ P r o f i l e ]　祖母が交通事故により失語症を患ったことをきっかけに言
語聴覚士を志す。その後、母方の祖母も脳梗塞で話すことが困難になり、
孫として、言語聴覚士としてサポート。県北は高齢者が多く、誤嚥による疾
患も多い地域。患者さんだけでなく家族や地域の若い人にも嚥下の知識を
広め、「誤嚥性肺炎の最も少ない地域」にして行けたらと語る。



　　

　今回のコポクリは患者さん、地域の皆さん、そして病
院が一緒になって楽しいクリスマスを作ろうというコン
セプトのイベントです。院内の音楽部が楽器を演奏した
り、JA土浦の協力で地域の特産品のレンコン加工品を
販売したり、子どもたちに大人気のキャラクターショー
を中央会の協賛で行いました。
　演奏会では歌詞カードを配布し会場の皆さんと一緒
にクリスマスソングを歌いました。クリスマスは世の中

がウキウキするときなので、患者さんも穏やかに楽しい
時間を過ごす事ができるように企画しました。

　私は普段、血液内科、膠原病内科病棟に勤務してい
ます。この病棟の患者さんは、長期化する場合も多く、
精神面のサポートも大事だと考えています。私自身も病
気を患った経験から、人はいつ何があるか分からない
と思うようになりました。ですから、一瞬一瞬を大切
に、その時にできることをやろうと心に決めています。
また、後継者を育てることも私達の仕事です。育てるこ
とは楽しいですし、育っていく姿を見ると自分のことの
ように嬉しくなります。

　　

　なめがた地域医療センターでは2 ヶ月に1度「健康
教室」を開いており、私はその企画から運営まで携わっ
ています。健康教室は地域の健康増進が目的です。地
域の皆さんにいつまでも元気でいて欲しいと思います。
　講座の内容は自宅でできるリハビリや骨折予防、認
知症予防、糖尿病や白内障についてなど地域柄、ご高
齢の方の興味関心のあるものを企画しています。
　また、講演を聞くだけでなく、筋肉をつけるための

「ながら運動」など私たちと一緒に体験してもらう形
にして、身につけやすくしています。
　

　介護は健康教室でも関心の高いテーマです。実際に
介護を体験中の方が集まりますので、同じ境遇の人ど
うしの情報共有や悩み事相談などが自然に始まり、健
康教室が地域のサロンのような役目も担っています。
　なめがた地域医療センターでは春とクリスマスに院
内でコンサートも開いています。演奏するのはスタッ
フ。地域の皆さんに病院を知ってもらうこと、地域に
賑わいを提供することも目的ですが、患者さんにもワ
クワクする刺激を届けたいと思っています。

　　

　今年の「看護の日」イベントは、地域包括ケアにつ
いての講演会や健康相談、白衣試着体験、JA酒門に
よる野菜販売など盛りだくさん。院内の音楽部による
吹奏楽の演奏もあり、会場を沸かせました。そして、
いちばん人気は看護部によるバザー。看護師が1人1
品以上ずつ出店しましたから、大変な品揃えで、これ
を目当てに来られる地域の方でごった返しました。受
診する患者さんの多い水曜日に開催しましたので、患

者さんにも楽しんでいただけました。

　
　看護の日イベントは各病院で行なっていますが、や
はり地域性、水戸協同病院らしさを出していきたいと
思います。当院には看護師外来があり、フットケアや
緩和ケア、皮膚排泄ケアなどについて、よりきめ細か
い看護をしております。また、どの外来、病棟でも私
たち看護師は、院内の環境だけでなく退院した後も快
適に治療に向かえるよう、患者さん一人ひとりについ
て考えています。そうした私たちのことを少しでも
知っていただけるようイベントも私たちらしさを出し
ていきたいと思っています。
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土浦協同病院 なめがた地域医療センター

看護師長　遠峯鈴香
[ P r o f i l e ]　回復期病棟に勤務し、体の機能面、精神面ともに不安
なく自宅へ戻れるよう手助けを行なう。時間のかかる回復を根気よく頑
張ってくれた患者さんたちに、退院時には健闘を讃えた「賞状」を渡し、
拍手で見送る。一緒に頑張ってきたという思いがあるので、看護師もも
らい泣き。

土浦協同病院

看護師長　宮本三千代
[ P r o f i l e ]　神社仏閣をめぐり御朱印を収集するのが趣味の「御朱
印ガール」でもあり、リフレッシュをかねて、御朱印のためだけに遠方まで
夫と二人でドライブに出かけてしまうという驚きの行動力の持ち主。元気
の源はもう一つあり、それはコンサート。4組のアーティストのファンクラブ
に入っているというから筋金入りと言える。
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水戸協同病院

看護師長　根本夕子
[ P r o f i l e ]　最後の時を迎えようとしていた患者さんとその奥さんと
のエピソードが忘れられない。千波湖の花火の日、面会時間の延長を
伝えると、ご夫婦は二人で花火を楽しみ、その翌日、患者さんは亡くなっ
た。あまり旅行にも出かけることのなかったご夫婦。奥さんの「最後の最
後に一緒に花火を見られて良かった」との言葉に胸が熱くなる思いだった。



　海と緑のメロンの大地として知られる鉾田市。産出額
日本一のメロンの他、穏やかな気候を生かして、イチゴ、
サツマイモ、トマト、コメ、さらに多種多様な野菜たちが
豊富に栽培されています。それらの豊かな実りを集めた
直売所がファーマーズマーケット「なだろう」。地域の人々
はもちろん、観光客まで集まる人気店です。
　イベントも多く、1月は「いちごまつり」、5月に「メロン
まつり」、6月に「周年祭」、そして10月には「収穫祭」な
どお得なイベントが一年を通して目白押し。
　農産物や惣菜の他、地域の銘菓、優れた農産加工品
「ほこたブランド」の商品も買えるとあって、日常のお買い
物だけでなく贈答用にと買い求める人も後を絶ちません。

ファーマーズマーケット 
なだろう 

JＡアグリサービスほこた株式会社
ファーマーズマーケット なだろう
茨城県鉾田市飯名537-1　TEL／0291-34-8888　
営業時間／9：30～18：00　定休日／無休（年始を除く）
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4月下旬まではイチゴの出荷が続きます。恵
まれた気候と土づくりからこだわった畑が育
んだイチゴは甘さが違います。このイチゴを
使った「すとろべり酒」は女性にもオススメ。

メロンに次ぐ特産品のサツマイモ。
ねっとり甘い「紅はるか」、天ぷらに
ぴったりのホクホクした「紅あずま」
など種類もいろいろ。また、地元の
サツマイモを使った芋焼酎「紅雫」も
人気です。

人気の「ほこたブランド」の中で
もいちばんのヒット商品は「あま
エルトマトジュース」、「ちゅう太
郎トマトジュース」、そして「あま
エルトマトプレミアムドレッシン
グ」です。

店内で杵つきした餅は弾力と
伸びが違います。また、１本１
本手焼きしただんごは香ばし
く、食欲をそそります。

季節ごとにさまざまな葉物野菜が並びます。サラダに人気のベビーリーフや
ハーブ類も豊富。青パパイヤなど珍しい野菜も並びます。

「年に一度は生産者の皆さん
と一緒に研修や視察に出か
け、市場リサーチや新品種
の見学をして、店づくりに
生かしています」と店長の
木村祐治さん。

特産のレンコンを入れ、自然素材だけで手作り
した冷凍餃子。わざわざ遠方から買いに来る
常連さんもいるほど評判の味です。

※餃子の写真はイメージです



作り方

さつまいも
レシピ提供：なめがた地域医療センター

栄養技師部長 中島みどりさんと栄養士、調理師のみなさん　さつまいもは食物繊維、ビタミン類、カリウム
を多く含み、いも類の中でもトップクラスです。
焼く、蒸す、煮る、揚げるなどいろいろな調理
方法に適していて、スープやサラダとしても美
味しく食べることができます。また、ほどよい甘
みもあり、スイーツにも幅広く利用できるので
人気の食材として大活躍をしています。種類も
たくさんあるので、ぜひ、自分好みの美味しい
さつまいもを探してみてはいかがでしょうか。

たんぱく質13g、食物繊維3.1g、食塩相当量2.2g［1人分］390kcal栄養成分

●材料（２人分）
豚肉うす切れ・・・・・・・・・・・100g（約8枚）

片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ１
さつまいも・・・・・・・・・・・・・・200g（1/2本）
れんこん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80g
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・大さじ1.5

あさつき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少 （々飾り）

粒マスタード・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
めんつゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ3
はちみつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

B

すりおろしにんにく・・・・・少々
塩・胡椒・・・少々A 酒 15cc（大さじ1）



奈良 雅美監修

県北医療センター高萩協同病院健康管理センター
保健師
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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。

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。

■応募方法

■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：2019年4月28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。

保健師が教える

　年をとると血圧が上がるイ
メージですが、年をとっても血

圧が上がらない国があります。パプア
ニューギニアです。パプアニューギニ
アの食塩摂取量は1日1～3gだそうで
す。それに対して、日本人の食塩摂
取量は、1日10g
程度です。

どうして
血圧が上がるのですか？

Q

A

　4㎏の減量で有意の降圧が
図れる、と言われます。ＢＭＩが

25以上ある方は、2～3㎏でも減量に
努めるといいですね。そして、適度な
運動を取り入れましょう。

肥満、メタボも
血圧を上げるのですね？

Q

A

　禁煙とアルコールの適正摂取
です。アルコール度数5％のビー

ルなら500ml。度数の高い日本酒や
焼酎ならもっと量を控えてください。
　さらに防寒やストレス軽減も重要です。
　減塩やバランス食、肥満の解消、
禁煙、アルコールの適正摂取など、
いくつかの事を同時に取組むと、さら
に効果は上がります。できる事から取
り組んで、高血圧を解決して、脳・心
臓・腎臓を守ってください。

この他に
何をしたらいいですか？

Q

A
　血管の材料になるタンパク質
と、タンパク質を血管に作り変

えるときに必要なビタミンAとビタミンE
を摂取することです。タンパク質は卵
や牛乳、肉、魚、ビタミンAとビタミン

Eは緑黄色野菜に含まれます。
緑黄色野菜は1日150gが目

安です。血管の内
皮細胞は、一酸
化窒素を出す
ことで、血管
を広げ、血圧

バランス食で
気をつけたいことは
何ですか？

Q

A

まずは減塩ですね。
次に何を注意すれば
いいですか？
　野菜や果物を積極的に摂取し、
コレステロールや飽和脂肪酸を

控えたバランス食を心がけることです。

Q

A

答え

二重マスの文字をA～Cの順に並べて
できる言葉はなんでしょうか？

2

2

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

　つまり、年齢よりも摂取する食塩の
量に関係があります。血圧を上げない
食塩摂取量は1日6g未満。世界の基
準、ＷＨＯでは5g未満とされています。

の上昇を抑えています。年齢・肥満・
糖尿病・高血圧・脂質異常症・メタボ・
喫煙などで内皮細胞が傷つくと、一
酸化窒素を出さなくなり血圧を上げて
しまいます。

Ⓐ

ⒸⒷ

1

1


