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記念樹つくば 2019年・春号3記念樹つくば 2019年・春号2

　昭和57年に筑波記念病院を開設して以来、地
域医療に貢献できますよう努力してまいりました。
2012年に地域医療支援病院の承認を受けた当時
の紹介件数は1,541件でしたが、近隣諸医療機関
のご援助とご協力のもと、おかげさまで2017年
度には2,414件となり、紹介件数が1.5倍増となり
ました。（図1）また、地域医療支援病院を維持す
るために必要な基準として、紹介率65％以上かつ
逆紹介率40％以上が条件となりますが、地域医療
支援病院の承認を受けてから現在まで、安定して基
準を満たすことができております。（図2）

　今後も開業医の先生方におかれましては、当院
の最新機器と高度医療を活用していただきやすい
ように、また、患者様とご家族様には診察や検査
をスムーズに受けていただき、安心して在宅等へ
復帰できるよう、引き続き、皆様との連携を密に
し、お役に立つことができますようスタッフ一同、
更なる努力をしてまいりますので、地域医療連携
部を大いにご活用いただければ幸いです。
その際、開業医の先生方から事前に紹介状をいた
だき、検査・診察の準備を行っておりますので、
ご協力をお願いします。

　平成31年3月6日（水）、ホテルグランド東雲
（つくば市）にて「平成30年度 地域医療連携懇
談会」を開催しました。同会は登録医療機関や連
携医療機関の皆様方との親交を深めると共に地域
医療の充実と発展を目指すことを目的とするもの
であり、今年で3回目を迎えました。つくば市医
師会をはじめ県内の医療機関、72施設より総勢
132名の方々にご参加頂きました。この会は2部
構成で、1部のセミナーでは長澤俊郎院長が病院

紹介を行い、消化器内科 小林真理子医師から「当
院におけるIBD診療の現状」、小關剛副院長から
「西日本豪雨災害に出動して感じた事」について
発表を行いました。2部の懇親会では、日頃お世
話になっている地域の先生方と交流を深めること
が出来ました。今後はこの席でいただいたご意見
を活かし、より一層の緊密な医療連携を図ってま
いります。

記 念 樹 つ く ば 特 集

医療機関とのスムーズな連携を推進するため、平成31年2月より地域医療連携部として運用しております。地域医療連携部
は地域医療連携室（前方連携）と医療相談室（後方連携）の２室で構成されております。急性期治療から在宅復帰まで、患
者さんが常に最適な医療・看護・介護を受けられるよう医療の継続性を失わないシームレスな関係づくりを進めています。

筑波記念病院の紹介実績

平成30年度 地域医療連携懇談会を開催しました

　平成31年4月1日に、つくば市大穂地区、豊里
地区を担当する大穂豊里地域包括支援センターが
つくば市からの委託を受け筑波記念病院の敷地内
にオープンしました。 
　高齢者のみなさんが住みなれた地域で安心して
暮らし続けられるよう、介護、福祉、保健、医療
などさまざまな面から総合的に高齢者とその家族
を支えることを目的とした、地域の相談窓口とな
っていますので、お気軽にご相談ください。

大穂豊里地域包括支援センターがオープンしました

地域医療連携部のご紹介

大穂豊里地域包括支援センター
つくば市要 1187-299（筑波記念病院敷地内）
電話：029-869-9527 FAX：029-869-9528

みなさんを支える地域の
ケアマネジャーの支援の
ほか、高齢者の方にとっ
てより暮らしやすい地域
にするため、さまざまな
機関とのネットワークづ
くりを目指します。

包括的・継続的
ケアマネジメント

高齢者のみなさんやその
家族の方、近隣に暮らす
方達の介護に関する相
談・悩み以外にも、健康
や福祉、医療や生活に関
することなど、なんでも
ご相談ください。

総合相談・支援

介護認定要支援1・2チ
ェックリスト該当者の方
に対する介護予防ケアマ
ネジメントを行います。

介護予防ケア
マネジメント

認知症高齢者の方の支援
や成年後見人制度の活用
支援、高齢者虐待への対
応など、高齢者に対し専
門的・継続的な視点から
の支援を行います。

権利擁護

筑波記念病院 地域医療連携部 

・外来、検査予約
・セカンドオピニオン
・入院相談（急性期）
・開放型病床
・講演会の調整

・退院調整（転院・在宅）
・各種相談
 （経済面・心理面・社会面） 
・その他

院
内
連
携

地域医療連携室 医療相談室 
前方連携 後方連携 

・診療所
・病院
・その他

・自宅
・在宅診療
・病院
・介護施設
・その他

図1 図2
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リハビリテーション
統括部長
伊佐地　隆

　リハビリテーションは、一般には「リハビリ」と
言われることが多く、リハビリ室でマッサージを
受けたり、関節を動かす練習をしたり、筋トレと
いって筋力をつける運動をしたり、歩行練習とい
うイメージが強いと思います。
　もちろんそれも含みますが、それだけではあり
ません。実はとても大きなことを考えてやってい
ます。この記事ではそれをご紹介します。

　もとは無実の罪で破門されたり罰を受けたり
した人の名誉の回復という、人間全体の復権とし
て使われたものでしたが、それが医療に転じて、
障害のある人の、傷ついた「人間らしく生きる権
利」の全体的な回復（全人間的復権）＊を指すよう
になりました。最近では、障害のある人もない人
もみんな同じように生きていける「インクルーシ
ブ社会」を作っていくことを言うこともあります。
病院で、弱った足を鍛えて歩けるようにしたり、
トイレに一人で行けるようにしたり、うまく食べ
られるようしたりするのは、そのための一つ一つ
なのです。

＊小学館　日本大百科全書より

１．疾患
　まず思い浮かぶのは骨折や脳卒中だと思いま
すが、リハビリテーション医学会では、リハビリ
テーションの主な疾患を図のように示していま

す。いろいろな病気やけがが対象になります。診
療科でみれば、内科（神経内科、リウマチ内科、循
環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、代謝内科など）、
外科や婦人科の手術後、整形外科、脳神経外科、小
児科、精神科、耳鼻科…つまりどんな病気でどの
科にかかっても、リハビリテーションの対象にな
り、必要になります。

２．年齢
　同じように年齢も、高齢者ばかりではなく、生
まれてすぐの頃から、就学期、青壮年期もすべて
の年齢をカバーしています。

３．疾患の時期
　専門的には病期といいますが、突然に病気を発
症したりけがをしたりした場合には、専門的な治
療を行う急性期、それが一段落して病状が落ち着
いたあとの回復期、自宅に戻って在宅生活を送り

ながら機能や活動を維持する維持期・生活期と呼
ばれる時期にそれぞれ、その時の目標に応じてリ
ハビリテーションを行います。
　急性期リハビリテーションでは、疾患の治療を
しながら臥床による廃用症状（筋力低下や関節拘
縮など）を予防し、障害がある場合はその回復を
促します。回復期リハビリテーションでは、機能
回復と共に日常生活の自立と自宅復帰をめざし
ますが、介護機器を入れたり自宅の生活環境を整
えたり、介護者や介護サービスを準備したりして
環境にも働きかけます。維持期・生活期リハビリ
テーションでは機能低下を予防しながら社会へ
の参加も考えていきます。さらに最近では人生の
最後まで人間らしく生を全うするために、機能は
低下しつつも人としての尊厳を保つ働きかけを
する、終末期リハビリテーションも注目されてい
ます。

　リハビリテーションにはさまざまな職種が関
わります。医師（各科医師とリハビリテーション
科医師）、看護師・介護士、薬剤師はもちろんのこ
と、リハビリテーション専門職とばれる理学療法
士（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）、そ
して栄養士、臨床心理士、筑波記念病院では義肢
装具士も、そして介護・社会面に対応するソーシ
ャルワーカー、介護支援専門員など多くの職種で
チームを組んで、抜け目のない対応をしていま
す。今後は歯科医や歯科衛生士もチームに入って

もらう必要があると考えられています。

　ではこれらの多岐にわたるリハビリテーショ
ンはどこで行っているのかといいますと、筑波記
念グループでは表のように、すべての場所ででき
るようにスタッフを配置しています。急性期リハ
ビリテーションは病院の一般急性期病棟で行っ
ています。回復期リハビリテーションは筑波記念
病院の病棟で行っています。維持期・生活期はそ
の他のすべての場所で分担、連携して行われま
す。地域包括ケア病棟では在宅生活を送る人のさ
まざまな状態に対応したリハビリテーションを
提供しています。
　ご希望に合わせて、相談窓口へお問い合わせ、
ご相談ください。

リハビリテーションってなに？

図1：
リハビリテーションの
イメージ

図2：リハビリテーションの対象疾患

リハビリテーションとは

リハビリテーションの対象

図3：病期に応じたリハビリテーション

表1：リハビリテーション提供場所

リハビリテーションはどこで

リハビリテーションに関わる専門職種

向上
発症

入院

機能回復

介護機器
環境整備

環境

介護サービス・介護者

退院
機能低下予防

在宅期

急性期 回復期 維持期・生活期 終末期
低下

機
能
・
活
動

機
能

時間経過
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筑波記念グループ
リハビリテーションのご紹介



記念樹つくば 2019年・春号4

リハビリテーション
統括部長
伊佐地　隆

　リハビリテーションは、一般には「リハビリ」と
言われることが多く、リハビリ室でマッサージを
受けたり、関節を動かす練習をしたり、筋トレと
いって筋力をつける運動をしたり、歩行練習とい
うイメージが強いと思います。
　もちろんそれも含みますが、それだけではあり
ません。実はとても大きなことを考えてやってい
ます。この記事ではそれをご紹介します。

　もとは無実の罪で破門されたり罰を受けたり
した人の名誉の回復という、人間全体の復権とし
て使われたものでしたが、それが医療に転じて、
障害のある人の、傷ついた「人間らしく生きる権
利」の全体的な回復（全人間的復権）＊を指すよう
になりました。最近では、障害のある人もない人
もみんな同じように生きていける「インクルーシ
ブ社会」を作っていくことを言うこともあります。
病院で、弱った足を鍛えて歩けるようにしたり、
トイレに一人で行けるようにしたり、うまく食べ
られるようしたりするのは、そのための一つ一つ
なのです。

＊小学館　日本大百科全書より

１．疾患
　まず思い浮かぶのは骨折や脳卒中だと思いま
すが、リハビリテーション医学会では、リハビリ
テーションの主な疾患を図のように示していま

す。いろいろな病気やけがが対象になります。診
療科でみれば、内科（神経内科、リウマチ内科、循
環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、代謝内科など）、
外科や婦人科の手術後、整形外科、脳神経外科、小
児科、精神科、耳鼻科…つまりどんな病気でどの
科にかかっても、リハビリテーションの対象にな
り、必要になります。

２．年齢
　同じように年齢も、高齢者ばかりではなく、生
まれてすぐの頃から、就学期、青壮年期もすべて
の年齢をカバーしています。

３．疾患の時期
　専門的には病期といいますが、突然に病気を発
症したりけがをしたりした場合には、専門的な治
療を行う急性期、それが一段落して病状が落ち着
いたあとの回復期、自宅に戻って在宅生活を送り

ながら機能や活動を維持する維持期・生活期と呼
ばれる時期にそれぞれ、その時の目標に応じてリ
ハビリテーションを行います。
　急性期リハビリテーションでは、疾患の治療を
しながら臥床による廃用症状（筋力低下や関節拘
縮など）を予防し、障害がある場合はその回復を
促します。回復期リハビリテーションでは、機能
回復と共に日常生活の自立と自宅復帰をめざし
ますが、介護機器を入れたり自宅の生活環境を整
えたり、介護者や介護サービスを準備したりして
環境にも働きかけます。維持期・生活期リハビリ
テーションでは機能低下を予防しながら社会へ
の参加も考えていきます。さらに最近では人生の
最後まで人間らしく生を全うするために、機能は
低下しつつも人としての尊厳を保つ働きかけを
する、終末期リハビリテーションも注目されてい
ます。

　リハビリテーションにはさまざまな職種が関
わります。医師（各科医師とリハビリテーション
科医師）、看護師・介護士、薬剤師はもちろんのこ
と、リハビリテーション専門職とばれる理学療法
士（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）、そ
して栄養士、臨床心理士、筑波記念病院では義肢
装具士も、そして介護・社会面に対応するソーシ
ャルワーカー、介護支援専門員など多くの職種で
チームを組んで、抜け目のない対応をしていま
す。今後は歯科医や歯科衛生士もチームに入って

もらう必要があると考えられています。

　ではこれらの多岐にわたるリハビリテーショ
ンはどこで行っているのかといいますと、筑波記
念グループでは表のように、すべての場所ででき
るようにスタッフを配置しています。急性期リハ
ビリテーションは病院の一般急性期病棟で行っ
ています。回復期リハビリテーションは筑波記念
病院の病棟で行っています。維持期・生活期はそ
の他のすべての場所で分担、連携して行われま
す。地域包括ケア病棟では在宅生活を送る人のさ
まざまな状態に対応したリハビリテーションを
提供しています。
　ご希望に合わせて、相談窓口へお問い合わせ、
ご相談ください。

リハビリテーションってなに？
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リハビリテーションとは

リハビリテーションの対象

図3：病期に応じたリハビリテーション
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代謝内科のご案内代謝内科のご案内
　代謝内科は正式には代謝内分泌内科といい、糖
尿病や脂質異常症などの代謝性疾患と甲状腺や
副腎などのホルモン内分泌疾患の診療をしてい
ます。
　糖尿病は予備軍も含めると1000万人を超える
といわれています。非常にありふれた病気ですが、
症状が出にくく放置すると、糖尿病性網膜症によ
る失明、糖尿病性腎症による腎不全から人工透析、
動脈硬化から心筋梗塞や脳梗塞、糖尿病性壊疽に
よる下肢切断などの合併症を引き起こします。当
科ではこのような合併症を予防するための糖尿
病治療を行っています。近年糖尿病治療の進歩は
めざましくさまざまな内服薬や注射薬が市販さ
れています。しかしあくまで糖尿病治療の基本は
食事と運動であり、患者様本人の療養が中心です。
私共は患者様の療養のお手伝いをしているにす
ぎません。具体的には、糖尿病教育入院を月１回
行っています。月曜から金曜まで５日間の入院で
実際に糖尿病食を食べ、当院の運動施設で運動し、
食事や運動の重要性を実感していただいており
ます。栄養士からの栄養指導、看護師からの日常
生活のアドバイスや、薬剤師や検査技師からの説
明もあります。糖尿病の基礎知識の講義を医師よ
り行い、最終日には結果説明も行います。また外
来でも糖尿病教室を開催しています。さらに
CGM（持続血糖測定）外来では24時間持続血糖
測定が可能です。「血糖スパイク」という食後の急
激な血糖上昇が身体にさまざまな悪影響をもた
らすといわれています。CGM外来で２週間の持
続血糖測定検査を行うことにより、自己血糖測定
ではわかりにくい食後の高血糖や夜間睡眠中の
血糖値が把握できます。もはや血糖値は「点」では

なく「線」で見る時代になっていると言っても過
言ではありません。
　脂質異常症（高コレステロールや高中性脂肪な
ど）や高尿酸血症も当科で治療しており、肥満症
やメタボリック症候群も該当します。
　甲状腺や副腎、下垂体、副甲状腺など内分泌ホ
ルモンの病気の診療をしております。ホルモンの
病気は稀な病気と考えがちですが、バセドウ病な
どはしばしば見られる疾患で、疑われたら外来受
診をおすすめします。またホルモン異常は日内変
動やストレスの影響を受けるので、入院して負荷
試験等の精査が必要となる場合もあり、専門医受
診がすすめられます。
　糖尿病は早期発見早期治療が重要です。また一
旦血糖値が改善したからといって通院を中断し
てしまうと、何年後かに合併症が起きてしまう場
合があります。当科では日常生活を保ちつつ、よ
り良い療養ができるように皆様のお手伝いがで
きればと心がけております。

代謝内科　診療部長
藤田　利枝
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登録医紹介〈真壁医師会〉
地域医療連携室

●登録医とは：開放病床の利用登録をしていただいている近隣医療機関の先生です。当院では患者さんへ一貫性のある医療を提供できるよう、
地域の先生方と共同診療ができる開放病床を設置し、緊密な医療連携を取っています。

　義父の死をきっかけに、子供の頃から抱いてい
た医師の原点に帰ってみようと思い立って、2000
年に筑西市の診療所を継承しました。当初は患者
さんに寄り添った医療を提供しようと漠然と考え
ていましたが、予想以上に多種の疾患を抱えた患
者さんを前に自分の限界を痛感することがしばし
ばでした。そうした時、多くの診療科を擁し、救急
診療も受け入れてくださる筑波記念病院は、心強
い後ろ盾の一つでした。近年老健施設にも関わる
ようになって、お世話になる機会はさらに増えてい
ます。今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。

横瀬医院
院長 斉藤　正博 先生

❶一口大に切った鶏肉を、弱火のフライパンでじっくり焼く。出て
きた脂でぶつ切りにしたネギを焼く。
❷鍋に水、めんつゆ、鶏肉を入れて温め、最後にセリの根元とネギ、
生姜の千切りを加える。

❸どんぶりに茹でた麺を入れ、②のつゆを注ぎ、残りのセリをのせ
たら完成。
❹お好みで七味唐辛子をかける。

●そば（ゆで）……… 400g
●鶏もも肉………… 120g
●長ネギ…… 130g（1本）
●セリ……… 40g（1/2束）

●生姜……………… 2かけ
●めんつゆ（三倍濃縮） 50g
●水……………… 500g
●七味唐辛子………適量

材 料（2人分）

～筑波記念病院栄養科季節のレシピ便り～
セリがたっぷり鶏南風そば

作り方

記念樹キッチン
vol.13

減塩のポイント

今回はセリの香り豊かな南蛮そば。食物繊維や代
謝を高めるビタミンＢ群が豊富な一品です。またセ
リにはピラジンと呼ばれる成分が血液凝固を防ぎ
血栓を予防したり、肝機能を強化するのに役立つ
とされています。

エネルギー：372kcal　塩分：1.6g一人分

①鶏肉、ネギは一度焼くことで旨味がます。
②セリ、生姜などの香味野菜を使用することで
つゆが薄味でもおいしく食べることができます。

日 よ々りよい献立を考え、検討しながら、病院の食事にも採用しております。

旬の食材
セリを使用！

横瀬医院
〒300-4517 筑西市海老ヶ島962-2
TEL：0296-52-0027　FAX：0296-52-5585
診 療 科：内科・婦人科
診 療 時 間：午前9：00～12：00、午後3：00～7：00
休 診 日：水、日、祝
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救急センター
外来専門クリニック
｢筑波総合クリニック｣
人間ドック・健診・運動施設
｢つくばトータルヘルスプラザ｣
介護老人保健施設
｢つくばケアセンター｣
つくば訪問看護ステーション

在宅介護支援センター
筑波記念会 指定居宅介護支援事業所
障害者相談支援事業所｢かえで｣
つくば総合リハビリテーションセンター
つくばハートセンター
筑波記念病院附属｢アイビー保育園｣

●内 科 ●循環器内科 ●呼吸器内科 ●消化器内科 ●血液内科 ●神経内科 
●心療内科 ●アレルギー科 ●リウマチ科 ●外 科 ●脳神経外科 
●心臓血管外科 ●呼吸器外科 ●消化器外科 ●整形外科 ●形成外科 
●小児科 ●婦人科 ●精神科 ●皮膚科 ●眼 科 ●耳鼻咽喉科 ●泌尿器科 
●リハビリテーション科 ●放射線科 ●麻酔科 ●病理診断科

診療
科目

487床  ●一般病床：387床（ＩＣＵ８床 回復期リハ52床）　　　  ●療養病床（医療保険適用）：100床（地域包括ケア49床）
病床数

医療法人社団 筑波記念会  筑波記念病院病院名

〒300-2622  茨城県つくば市要1187-299
(代） FAX.029-864-8135

■メールアドレス: webmaster@tsukuba-kinen.or.jp

■筑波総合クリニック外来診療予約専用

■ホームページ
http://www.tsukuba-kinen.or.jp/

TEL.029-864-1212
〔フリーダイヤル〕0120-138-122

関連施設

病院概要

①患者と社会に奉仕する  ②最新、最高の総合医療を提供する  ③患者の権利と意向を尊重する
④地域の医療・保健・福祉に貢献する  ⑤地域社会での良好な職場環境を提供する基本方針誠意を以って最善をつくす基本理念

県外遠方の患者さんご家族のため、宿泊施設（ファミリーハウス）をご用意しています。

●学園西大通り（国道408号線）沿い
●「筑波大学附属病院」から北へ約２km
●「国土地理院」北隣
●つくばセンターからは、当院無料シャトルバス(送迎バス)もご利用になれます。
　（但し、日曜・祝日・年末年始は運休です。）
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※当院では個人情報保護法の観点から、氏名・顔写真の掲載に配慮しています。
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　茨城県より、筑波記念病院が、職場における女
性活躍推進、ワーク・ライフ・バランス推進及び子
育て支援に取り組んでいることを認定されました。
　女性活躍推進分野、ワーク・ライフ・バランス推
進分野、子育て支援分野において、それぞれ、時差
出勤などの柔軟な勤務体制を整備していること
や、年間有給取得率、託児施設を整備し、職員の
子育て支援にも積極的に取り組んでいることなど
を評価していただきました。
　当院では、今後も積極的に、すべての職員が活
躍できるような環境づくりに取り組んでまいりま
す。よろしくお願い致します。

交通のご案内

茨城県女性が輝く
優良企業認定制度に
認定されました


