
茨城県厚生農業協同組合連合会

【りれーしょん】あなたと厚生連のココロ交流誌。
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いま一度、地域との信頼を
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地域のみなさんとのつながりを築くために
　こんにちは。会長の加倉井豊邦です。このたびJA
茨城県厚生連では会員の皆さん、地域の皆さんと、もっ
と人間的に豊かなつながりを築くことを目指して、新しい
広報誌『Relation（リレーション）』を創刊します。
　私は今年７月に各都道県郡のJA厚生連を束ねるJA
全厚連の会長に就任しました。農協改革に対する議論
が盛り上がりを見せる今、会長に就任したことに大変な
重責を感じています。

皆さんからのニーズに総合力で応える
　農協という組織は制度的に非常に恵まれた組織です。
それにも関わらず、協同の理念のもと人びとの暮らしを
高め、よりよい社会を築いていくという組織としての目的
が達成されていないのは、私たち職員一人ひとりの努力
が足りないからだと思っています。私はそこに一石を投
じ、地域に信頼される組織にしていきたいと思います。
　それはJA茨城県厚生連も同じです。地域の皆さんから
の細かなニーズに総合力で応える組織にしていきます。
　まずはニーズに耳を傾けることと同時に、私たちのこ
とを発信することも必要です。

　厚生連には世界最高齢エベレスト登山の三浦雄一郎
さんを執刀した土浦協同病院の家坂院長をはじめ特長
ある素晴らしい先生がたがたくさんいらっしゃいます。
病院のPRというだけでなく、病気に悩む患者さんたちへ
の有益な情報として、どんどん紹介したいと思います。
　それは医師に限りません。すべての優秀な医療スタッ
フ一人ひとりの元気な姿、医療や患者さんに対する熱
い思いをアピールしていきたいです。

イキイキとした農協組織を目指して
　今、世の中には「自分さえ良ければ」という考えがはび
こり、貧富の格差が広がっています。これは人間本来の
姿ではないし、社会も先細りしていってしまうでしょう。
今こそ、互いに思いやり助け合う協同の理念の出番で
す。だからこそ、協同の精神に基づいた農協という組
織はもっともっとイキイキとしているべきなのです。その
イキイキを作り出し、お伝えしていきますので、これから
のJA茨城県厚生連にぜひご期待ください。

茨城県産茶葉 100％のペットボトル緑茶
飲料『常陸のしずく』をゴクゴク。「すっ
きりとしておいしいんですよ」と、カメラ
の前で PR に一役。

JA茨城県厚生連経営管理委員会
会長、JA茨城県中央会会長、JA
茨城県信連経営管理委員会会長、
JA全農いばらき運営委員会会長、
JA共済連茨城運営委員会会長

自他ともに認めるおしどり夫婦。
「奥さんにはしょっちゅう叱られて
いますよ」と照れ笑い。趣味は58
歳から始めたというゴルフ。ス
ポーツマンシップにのっとった潔
いプレーと定評。しかし、「忙しく
てなかなかプレーの時間が取れな
いのが残念です」とのこと。

茨城県農協五連　会長

加倉井 豊邦
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土浦・新病院建設進捗状況
地域医療と高度先進医療をドッキング。
病院を核にした街づくりの夢が広がります。

　家坂義人院長は次のように
語っています。
　「地域でいつでも安心して受
けられる高次救急医療と、高度
先進医療を新病院のキャッチフ
レーズとしたいと思っています。
とはいえ、単に高度な医療を追求するだけではありません。
私たちが常に大切にしてきたのは地域医療です。その
地域医療の現場で、当院において培ってきた高次救急
医療、高度先進医療を提供したい。そういう気概の
ある医師を育成していきたいとも思っています。」
　欧米では郊外に高度医療を提供する病院を作り、
患者が利用するホテルなどが周辺に建設され、病院を
中心に街ができあがっています。本新病院において、
“メディカル・エコタウン”を構想していますが、日本の
モデルケースになるのではないかと期待しています。

　7月8日、報道各社を招いて土浦協同病院移転新築
工事現場見学会が開かれました。
　6万坪の広大な敷地に350tを持ち上げるという巨大な
クレーンがそびえています。現在、209台の免震装置を
取りつける工事が行なわれており、この後はいよいよ
病院のカタチが作られていきます。地上であらかじめ
部品を作り、クレーンで持ち上げてセットするという工法を
用いるため、今後さらに大きな、750tを持ち上げることの
できる特大クレーンが登場します。
　看護学校も含めた総事業費は400億円。国内でも
最大級となる手術室数や最新の治療機器、大型ヘリ
ポートなどが特長です。
　また、医師、看護師など医療スタッフの人数も増やし
ます。診療科目は現代人が悩む症状に合わせた科目、
分かりやすい科目名にして、いっそう患者さんに寄り
添っていく予定です。

地域と一体化した開かれた病院
であり、地域住民の健康を守る
医療の拠点であると同時に、自
然環境の保全を視野に入れた
「メディカル・エコタウン」（医療
環境経済都市）を目指します。

国道354号線バイパスが通り、
土浦北ICからのアクセスもス
ムーズ。広い道路と広い駐車
場でストレスなく通院することが
可能になります。

Column



とって実にハッピーな環境です。自分
の専門のみならず多くの診療科に明る
くなりますから。私たちは何でも診
られるドクターを育てたいので
す。茨城県は医療過疎の地
域です。そうしたドクターが
育ち、地域に残ってくれれ
ば、最終的に患者のハッ
ピーにつながります。そ
れが一番です。
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ソーシャルワーカーの資質とは
一人ひとりの物語を感じられること
土浦協同病院 福祉相談部 ソーシャルワーカー 主任

磯﨑 美穂

　私たちの仕事は入院したその日や手術しているその最
中に今後必要になってくる介護保険のことやリハビリ転院
の話などをしなくてはいけません。患者さんもご家族も不
安と混乱の中にありますから、お怒りになる方も少なくあり
ません。当然なのですが、そうした混乱の中だからこそ、
将来のための最初の心の準備が必要なのです。「あのと
きは怒ってごめんね。おかげでどう生きていくか考えられた
よ」との言葉をいただくこともあって、かえって恐縮します。
　また、介護が必要になった患者さんのご家族にお話しを
させていただくことも多いのですが、認知症で自分の意志
を伝えられなくなった患者さんのご家族の場合は、この相
談をきっかけに患者さんの好みや生き方を振り返ることに

なります。ご家族から患者さんの
お話しをうかがいながら、人に歴史
ありだなと感慨深くなりますね。単
に制度の説明をするのではなく、
その方の人生に触れて、相応
しいご提案をしていきます。
このお一人おひとりの物語
を感じられなくなったら、
ソーシャルワーカー失格だと
思っています。

　例えば、子どものアデノイドの場合、手術で病気が治る
だけでなく、その子の人生が変わります。そうした場面に
立ち会えることは最大の喜びです。以前、こんな手紙をも
らいました。「しゅづつ　よろしくおねがいします」とあり、似
顔絵が添えてありました。「しゅづつ」というのは手術のこ
とですね。手術のあと、「しゅづつ、頑張ったよ」と伝えまし
た（笑）。かえってこちらが元気をもらいます。これがある
から医者を続けていられるのだと思います。
　私は副院長という立場でもあります。プレイング助監督
ですね。上下、横の垣根を低く、あるいは取り払い、コミュ
ニケーションを活発に行なえる風通しのいい環境にしてい
ます。多くの専門医にすぐに相談できる環境は研修医に

院内には筑波大学附属病院水
戸地域医療教育センターが設
けられています。専門科の垣
根を取り払った、全診療科の
総力を結集した診療、教育体
制が特長です。どんな疾患に
も即座に対応できる総合診療医がここからが生まれていきます。

Information

働きながらがん治療を受けら
れている患者さんのための「仕
事に関する相談窓口」ができま
した。治療と仕事を両立させ
ることができるように、社会保
険労務士が仕事に関するさま
ざまな相談に無料でお受けします。予約優先となります。

Information

水戸協同病院 副院長 兼 耳鼻咽喉科 部長　

秋月 浩光

優秀なドクターを育てる
垣根を取り外した風通しのいい環境
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「看護師のスイッチ」が入る日まで
一緒に学びながら寄り添って支援

　看護師としての専門知識や技術を段階的に身につけら
れるように計画されたキャリア開発プランのことを「クリニ
カルラダー」といいます。私はラダーがうまく活用されるよ
うにサポートしています。看護師一人ひとりが楽しく働け
て、楽しく学べ、それぞれが目指すゴールに到達できるよ
う、私も一緒に学んでいきます。それぞれが目指すゴール
にたどり着けたときが私のやりがいです。
　看護師として身につける知識や技術は知れば知るほど
もっと知りたくなります。それが患者さんから快復や笑顔と
して返ってくるのが看護師の最大の喜びですね。そういう
スイッチを看護師はみな持っています。私のスイッチが入っ
たのは、だいぶ昔の話になりますが、若い白血病の患者さ

んとの交流でした。交換日記を続
け、気持ちが前向きになった患者
さん。ある日、「高校へ行きたい」
と。医師、薬剤師、看護師が一丸
となって、どの時期に何をしたら
外出できるほどの数値をクリ
アできるかと検討しました。
患者さんが思いを遂げるの
を見届けたときは本当にう
れしかったですね。

透析患者数が年々増加してい
ることを受け、透析医療にさら
に力を入れます。また、災害時
にも透析医療をストップさせな
いため、地下水膜ろ過システム
を導入。一定基準以上の水質
を満たしているため、水道水と同じ手順で透析液を作ることができます。

Information

病棟薬剤管理指導業務へとシフト
安心安全な入院生活のために

　薬剤師というと外来での調剤がよく知られていますが、
近年、チーム医療で患者さんを支えるケアを目指す中で、
がん領域をはじめ感染制御、NST、緩和医療、糖尿病、
他多数の専門領域が設けられ、病棟内での業務も幅が
広がってきました。
　病棟内では、ふと口にした言葉や仕草によって患者さん
の体調の変化に気づき、リスクを減らすことができると薬剤
師冥利につきます。「先生の顔を見ただけでホッとする」と
言われると本当にうれしい。いつでもどんなことでも話しか
けやすい雰囲気にしておきたいので、なるべく忙しい素振り
を見せないようにしています。患者さんにとって病院内は
緊張する場所。ホッとするような存在は患者さんにとって

うれしいでしょうし、そう思っていただけ
ると私もうれしいです。
　薬は患者さんが飲んでくれないと意味
がありません。医師をはじめとした医
療スタッフを信頼して、薬の効果を
理解して、はじめて飲んでもらえ
るのです。だから、「内緒なんだ
けどね…」と心を開いて話して
くれたときには、「つながった！」
とうれしくなります。

「クリニカルラダー」を設定し、
看護師の実践能力を高め、看
護師としての将来像を明確に
できるようにしています。また、
特定の看護分野において熟練
した看護技術と知識で水準の
高い看護のできる認定看護師の資格取得を支援しています。

Information

JAとりで総合医療センター 薬剤師 薬剤主任

福田 光司

茨城西南医療センター病院 看護師 教育専従師長　

猪瀬 明美
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看護師による無料の「健康相談コーナー」がはじまりました。毎週火曜日の午
後３時から午後４時３０分まで。場所は正面玄関入り口付近です。健康面で気
になること、介護方法のコツなど何でもおたずねください。予約は不要です。

Information

緊急手術を左右するのは個々人の
力量がかみ合ったチーム力

なめがた地域総合病院 
看護師主任　岩堀 恭宏

最新のデジタルマンモグラフィー（乳房エックス線撮影装置）を導入しました。
従来に比べ、同じ放射線量で、より精度が高く、検査時間も短縮できます。乳
がんの早期発見早期治療につながることが期待されています。

Information

もっと女性のライフサイクルに
寄り添えるケアを。

県北医療センター高萩協同病院 
助産師主幹　堀川 久恵

　最近、もっと女性のライフサイクルに寄り添いたいと思うようになりました。実は私自身妊
娠中で、妊婦さんの気持ちを本当の意味で理解したからです。県北は産院が少なく、リスク
が高まると受け入れが難しくなります。だから、健康管理や体重管理などの指導に、ついつ
い熱が入ってしまいます。妊婦さんと助産師は二人三脚。厳しいことも言ってしまいますが、
一緒にお産を乗り越えるつもりでいます。出産が1回きりという人も多い昨今、この貴重な
妊娠出産体験を楽しんで欲しいですね。

土浦協同病院附属看護専門学校は今、生徒を募集しています。優れた先生
たちに囲まれ、恵まれた教育環境の中で、知識や技能はもちろん豊かな人間
性を養い、社会に貢献できる有能な人材になることを目指してみませんか。

Information

「この人に看て欲しい」と
思える看護師に育てます

土浦協同病院附属看護専門学校　
専任教員　天貝 恵子

　基礎看護技術という科目の中で「清潔・衣生活」について教えています。教室で講義す
ることはもちろん、演習をとくに大事にしています。というのも、演習で「患者役」をやること
で、はじめて患者さんの気持ちに気づくことができるからです。患者さんの気持ちに寄り添
いつつも、しっかりと医療を行なえる看護師の眼差しを育てていきます。「自分でもこんな看
護師に看て欲しい」と思える看護師を育てたいですね。学生の成長が見られたときが、教
員としてこの上ない喜びを感じるときです。

　手術室や救急外来を担当しています。無事に手術を終えたときに得られる達成感がやる気
の源です。手術は時間との戦いであると同時に、とてもデリケートなものなので、医師と介助
する看護師との阿吽の呼吸が重要です。また、私は災害時に現場に乗り込み医療を行なう
DMATの有資格者でもあります。災害が頻発している昨今、今まで病院内で身につけたスキ
ルを、災害現場という病院外でも発揮していきたいです。趣味では2011年に日本アマチュア
ギターコンクールで日本一になりました。こちらの腕も磨いていきたいです。
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平野 篤先生監修
JA茨城県厚生連  総合病院水戸協同病院 病院長

　ロコモの予防にはメタボ予防も肝心です。メタボは
メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の略で、
動脈硬化を進行させ、心臓病など命にかかわる病気を
招く危険性があります。メタボになって肥満になると
体重が増えた分、腰や膝に負担がかかりロコモの原因
となります。
　一方、ダイエットのしすぎや痩せ過ぎも、栄養不足
で骨や筋肉の量が減ってしまいますので要注意です。
1日3回の食事をバランスよく5大栄養素をしっかりと
ることが必要です。

2.食生活でロコモ対策
　ロコモとはロコモティブシンドローム（運動器症候
群）のことで、病気や老化によって歩くのが困難になる
ことをいいます。具体的には筋肉、骨、関節、軟骨、椎
間板といった運動器に障害が起き、歩行や日常生活に
障害をきたしている状態です。骨粗鬆症による骨折や
変形性関節症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、加齢に
よる筋肉の減少などが原因で、主な症状としては、痛
みやバランス能力の低下、筋力低下、関節可動域の制
限が挙げられます。

1.ロコモって何？

始めよう!「ロコトレ」

7つのロコチェック

ロコモティブシンドロームの予防

こんな症状、思い当たりませんか？

つま先は
30度開く 膝が出ない

ように注意
1

肩幅より少し広めに足を
広げて立ちます。つま先
は30度くらい開きます。

2

膝がつま先より前に出ないように、
また膝が足の人差し指の方向を向
くように注意して、お尻を後ろへ引く
ように身体をしずめます。

（出典：ロコモチャレンジ！ 推進協議会公式WEBサイト）

（出典：ロコモチャレンジ！ 推進協議会公式WEBサイト）

下肢筋力をつけるロコトレ「スクワット」

バランス能力をつけるロコトレ

「片脚立ち」

転倒しないように、
必ずつかまるものが

ある場所で行いましょう。

床につかない程度に、
片脚を上げます。

※左右１分間ずつ、
　１日３回行いましょう。

スクワットができないときは、イス
に腰かけ、机に手をついて立ち
座りの動作を繰り返します。

机に手をつかずにできる
場合はかざして行います。

クイズ

問題・丸の中に入る文字は何？

ロコモティブシンドロームは
通称◯◯◯と呼ばれています。

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Quiz
クイズに答えて応募された方の中から抽選で「お役立ちグッ
ズ」をプレゼントいたします。ご応募お待ちしております。

■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：2014年11月30日（当日消印有効）

次の7項目のうち1つでも当てはまれ
ばロコモの心配があります。

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。

ロコチェックが1つでも当てはまった方は0を目指してロコトレを始めましょう。

片脚立ちで
靴下がはけない

1

家の中でつまずいたり
すべったりする

2

階段をのぼるのに
手すりが必要

3

家のやや重い仕事が困難
（掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど）

4

15分くらい
続けて歩けない

6

横断歩道を青信号で
渡りきれない

7

2kg程度の買い物をして
持ち帰るのが困難
（1ℓの牛乳パック2個程度）

5



夏バテ予防！トマト・レタス・牛肉のオイスターソース炒め

A

塩
こしょう
卵
小麦粉

…………………少々
……………少々

…………………1個
…………大さじ1

トマト
レタス
牛切り落とし肉
オリーブ油
オイスターソース

……小2個（160 ）
……1/2個（300 ）

……150
………大さじ1

大さじ2

●材料（2人分）

①ボウルに牛肉を入れAを順に加えてよくもみこむ。（少し時間
をおくと味が良くなじむ）。トマトとレタスは充分に水洗いする。
トマトはヘタを取り乱切り。レタスは食べやすい大きさに手で
ちぎり、ザルにあげておく。

②フライパンにオリーブ油を入れ火にかける。牛肉は一口大に
丸めて熱くなったフライパンに入れ中火で1分くらい焼く。裏
返してレタスを広げて加える。フタをして3分くらい加熱する。

③フタを取り強火にして、トマト、オイスターソースを加え、ひと
炒めする。

茨城県高萩市本町1-100-2　
TEL/0293-23-8311  FAX/0293-22-4907
時間/5月1日～10月31日…8:40～16:30　
11月1日～4月30日…8：40～15：00
定休日/年末年始、お盆　
WEB/http://www.ib-ja.or.jp/shunkan/chokubaijo/33takahagi.htm

JA常陸 高萩農産物直売所
朝採りの野菜、米、豆類、味噌や豆腐などの
加工品など高萩の地のものが並びます。高
萩の新特産品、食用ひょうたんの「高萩くび
れっ瓜（こ）」もこちらで。さらに、高萩自慢の
「高萩ブランド推奨品」も扱っています。

直売所紹介

●栄養成分（1人分）

【311kcal、たんぱく質21g、食物繊維2.6g、食塩相当量2.6g】
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医療を支える人間として、
もっともっと成長したい。
そんなあなたに理想的な環境が、ここにはあります。

〒310-0022 茨城県水戸市梅香1-1-4  TEL.029-232-2263
http://www.ib-ja.or.jp/kouseiren/

茨城県厚生農業協同組合連合会 総務部 人事教育課

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

総合病院土浦協同病院

なめがた地域総合病院

茨城西南医療センター病院

JAとりで総合医療センター

茨城県厚生連は、6つの病院を通じて
地域医療に貢献します。

●薬剤師　　　●理学療法士　●作業療法士
●言語聴覚士　●看護師 その他

県北医療センター高萩協同病院  管理栄養士　金澤郁子

トマト

県内に広がるネットワーク

茨城県内６カ所に病院を有し、地域に根ざした
医療事業を展開している“JA茨城県厚生
連”。診療機能の充実・安全を心がけつ
つ高度な医療の提供に努め、各病
院とも中核医療機関として地
域にしっかり貢献できるよう励
んでいます。

JA茨城県厚生連の病院はJA組織の経営による公的病院です。
安心して働ける環境で、あなたの夢を実現してみませんか。

スタッフ募集
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フライパン１本でカンタンにできるメニューです。
パパッと作れてササッと片づけられる料理がうれしいですね。

昔から、「トマトが赤くなると医者が青くなる」と
いわれるほど栄養たっぷりの野菜です。トマトは
ビタミンC、Aなどのビタミン類のほか、抗酸化
作用のあるリコピンやクエン酸などが豊富に含
まれています。牛肉と野菜たっぷりメニューで
厳しい残暑を乗り切りましょう。


