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IMC 本館がリニューアルオープン！

本号では一時的にアクリル
板やマスクをはずして撮影
を行いましたが、IMCでは
通常、新型コロナウイルス
感染症対策を講じたうえで
健診等を実施しています。
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新しい健診・検査フロアの
ごあんない



　日頃から茨城県メディカルセンター
（IMC）をご利用いただき、誠にありが
とうございます。この度、諸岡前理事
長のあとを受けまして令和2年7月よ
り理事長に就任いたしました。私はこ
れまで日本医師会常任理事や厚生労
働省中央社会保険医療協議会の委
員を務める機会をいただき、地域包
括ケアシステムやかかりつけ医機能の
充実・強化の制度設計に携わらせて
いただきました。地域包括ケアを支え
るうえで、病気を未然に防ぎ、健康を
保つ予防の観点は重要な要素であり、
急速に進む少子高齢・長寿社会にお
ける「健康寿命」の延伸には、IMCの

ような中核的健診機関の果たす役割
は非常に大きいと考えています。
　IMCでは平成30年から人間ドッ
ク棟（新棟）の建設や本館の耐震補
強及びリニューアルを進め、これによ
り、健診会場を拡充し、女性健診専
用エリアや内視鏡エリアを整備するな
ど、より快適で充実した健診をご提
供できる環境を整えてまいりました。
　今後も県民の皆さまの健康保持・
増進に貢献できますよう、茨城県医
師会との連携も強化しながら、今まで
以上に事業の充実に努めてまいりま
すので、引き続きご愛顧賜りますよう
お願い申し上げます。

　この度、石光前所長のあとを受け
所長に就任いたしました。
　私は、平成28年3月まで水戸医
療センター院長を務めてまいりました
が、茨城県メディカルセンターとは女
性健診の立ち上げのときから、当時筑
波大学にいらした植野映先生らと共
に長きに渡り女性健診に関わってまい
りました。全国的に見ても非常に先
進的な女性健診の提供に携われてい
ることは、今も私の誇りです。
　健診施設にとっていちばん大切なこ
とは、いうまでもなく正確で質の高い
健診の提供です。そして、異常がみ

つかった受診者の方に対し、適切な
医療機関を紹介するなどの十分なア
フターフォローを行うことも、健診施
設に求められる重要な役割だと考えま
す。今後はその部分についてもさらに
充実させていければと考えています。
　正確で質の高い健診と心地よい
サービスを提供するためには、職員の
モチベーションを高く保つことが欠か
せません。さまざまなスタッフと積極
的に意見交換をし、皆さまにいっそう
ご愛顧いただける健診施設をめざし
てまいります。今後ともどうぞよろしく
お願い申し上げます。

社会を支える重要な責務を果たすために
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十分なアフターフォローの充実も目指して

ご あ い さ つ
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新しい健診・検査フロアを
ごあんないします！

昨年竣工した人間ドック棟に続き、今年の5月には、本館の耐震補強
および大規模リニューアル工事が終了しました。受診者の皆さまには
工事期間中、騒音などでたいへんご迷惑をおかけしました。皆さまの
ご協力に深く感謝申しあげます。今号では、新たな装いとなった本館
の健診・検査フロアをご紹介します！ 

ロビー・健康診断受付 健康診断会場

目の検査・きこえの検査

エスコート

看護師

特定保健指導

目の検査

きこえの検査

エスコート

看護師

特定保健指導

目の検査

きこえの検査

エスコート

看護師

特定保健指導

目の検査

きこえの検査

エスコート

看護師

特定保健指導

目の検査

きこえの検査

特定保健指導室

エスコート

看護師

特定保健指導

目の検査

きこえの検査

IMC 本館がリニューアルオープン！

IZUMI  No.55  2020.9　　　3



健康診断受付の場所が、
ロビー正面奥に移動しました。

エスコート

看護師

特定保健指導

目の検査

きこえの検査

　健康診断受付の場所が、1階ロビー正面奥
に移動しました。ダークブラウンとベージュを
基調にした受付でスタッフがお迎えし、健診会
場へご案内するまでの間、待合スペースでゆっ
くりお過ごしいただけます。また、エレベーター
の手前にもニッチ（飾り棚）と椅子のある落ち
着いた空間を設けました。茨城県医師会など
会館に御用の方はお気軽にご利用ください。

健康診断受付
シックな色彩の落ち着いた空間に

正面入口

健康診断受付

1F
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2F

明るく快適な雰囲気の中、
効率的に受診していただけます。

　健診会場は、階段またはエレベーターで2階に上
がってすぐの場所に移動しました。ライトブラウンを
基調とした明るめの空間は、幅広い世代の方に快適
に過ごしていただける雰囲気となっています。
　各検査室は、検査中に他の受診者の目線が気に
ならないようプライバシーに配慮しています。
　また、近年の生活習慣病健診のニーズの高まりを
受け、胃部X線検査室及び腹部超音波検査室を 
それぞれ2部屋に増設しました。

健康診断会場

エスコート

看護師

特定保健指導

目の検査

きこえの検査

旧人間ドック会場を健診会場にリニューアル

● お問合せ
働く人の健診　Tel.029-243-1113

人間ドック棟へ

身体計測
視力・血圧

心電図
超音波

中待合

面談

聴力

採血特殊健診

胸部X線

胃部X線

問診

肺機能

眼圧・眼底

男性更衣室

女性更衣室 健康診断会場
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人間ドック棟へ

グリーンを基調とした明るい
検査空間になりました。

プライバシーに配慮した
個室を４部屋用意しています。

エスコート

看護師

特定保健指導

目の検査

きこえの検査

通路左手に移動、専用の中待合ができました

場所が２階から
1階人間ドック棟の
隣に移動しました

特定保健指導室

　「目の検査」は、1F通路の左手に移動しました。受付
を兼ねた専用の中待合を新たに設けましたので、検査を
受ける方は、中待合に入って受付を済ませ、その場でお待
ちいただけます。内装は、お子様とご家族に安心して受診
していただけるよう、明るいグリーンをテーマカラーに、全
体を温かみのあるナチュラルな木目調でまとめています。

こどもの目の検査

エスコート

看護師

特定保健指導

目の検査

きこえの検査

1F
● お問合せ
目の検査　Tel.029-241-7908

目の検査

きこえの検査

特定保健指導室
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ブルーがテーマカラーです。
検査室も広くなりました。

エスコート

看護師

特定保健指導

目の検査

きこえの検査

「特定保健指導室」は、人間ドック棟と連結する
1F通路の奥に移動しました。内装も人間ドック棟
と同様に、落ち着いた雰囲気の空間になっています。
相談・指導を行う個室は4部屋を用意。今後は特
定保健指導の対象となった方のほか、健康や生活
習慣に関する相談・指導をご希望の方にもご利用
いただけるよう、事業の充実を図っていきます。

場所は従来どおり
ブルーの案内板が目印です

「きこえの検査」は、従来の検査室のスペー
スを拡張し、ブルーをテーマカラーに案内
板や壁紙を統一しました。また、「目の検
査」と共用の相談室（オレンジ色の案内板が
目印）も新たに2部屋設け、療育のご相談
時に使用するほか、授乳室としてもご利用
いただけるようになっています。

こどものきこえの検査

● お問合せ
特定保健指導　Tel.029-243-1114

● お問合せ
きこえの検査　Tel.029-241-7906

正面入口

健康診断受付

目の検査

きこえの検査
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 胸部X線検査で新型コロナウィルス
肺炎を疑う所見が認められた場合は、
直ちに当該受診者に説明し、その後
の検査を中止

＊ 上記対策は、新型コロナウイルス感染症の動

向により変更となることがあります。

　IMCでは、状況を注視し慎重に対策
を続けてまいります。
　なお、受診時に風邪や発熱などの症
状がある場合は、受診をお控えいただ
き、予約変更のご連絡をお願いします。
詳しくは当センターホームページをご覧
ください。

リニューアルに伴い、
本館の耐震補強を実施

　リニューアル工事に伴い、本館の耐震
補強工事も行い、耐震指標（Is値＝0.6）
をクリアしました。これにより、震度6強
の地震に対して倒壊や崩壊する可能性
が低い、耐震性の高い建物となりました。

日立製作所様より
フェイスシールド100 個を
寄贈いただきました
　さる7月21日、株式会社日立製作所
様よりフェイスシールド100個を寄贈い
ただきました。日立グループ様では、新
型コロナウイルス感染症の診断や治療、
感染拡大防止に関わる医療現場への 
支援として、フェイスシールドを生産し、
無償提供を実施されています。寄贈い
ただきましたフェイスシールドは大切に
使わせていただきます。ありがとうござ
いました。

多目的トイレの機能が充実

　本館1階と2階にある「多目的トイレ」
の全面改修を行いました。1階多目的
トイレにはベビーシートと着替え台を、
2階多目的トイレにはオストメイト対応
設備を設置。より多くの方が利用しや
すいトイレとなっています。

一般財団法人 茨城県メディカルセンター
TEL 029-243-1111　FAX 029-243-1108　水戸市笠原町489　〒310-8581
http://www.imc.or.jp　メールアドレス  medical@imc.or.jp

● 一日人間ドック
● 肺がんドック

● 女性健診
● 乳がんドック

029-243-1111
電話受付 8:30~16:00

● 働く人の健診           ● ストレスチェック
● 幼児・児童・生徒の検診

029-243-1113
電話受付 8:30~16:00

● 特定保健指導 029-243-1114
電話受付 8:30~17:00

● 目の検査 029-241-7908
電話受付 8:30~17:00

● きこえの検査 029-241-7906
電話受付 8:30~17:00
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新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止対策について

　IMCでは新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止対策として、職員のマ
スク着用および出勤時の体温測定・体
調確認を徹底するほか、次の取り組み
を行っています。安全な受診環境を確
保するため、受診者の皆さまのご理解
とご協力をお願い申し上げます。

 入館前に受診者の皆さまの体温測定
を実施
 検査機器の消毒（受診者お一人さまご
とに）

 トイレ、ドアノブ、手すり、エレベー
ターボタン等の定期的な消毒
 受付などにアクリルパネルを設置
 待合椅子の間隔を広げ、受診者の皆
さま同士の距離を確保
 健診の所要時間を可能な限り短縮
 人間ドックの昼食をお弁当に切り替え
 待合の雑誌を一時的に撤去
 巡回健診では、健診車両内での密集
を防ぐために人数を制限
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