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記 念 樹 つ く ば 特 集

新 年 のご挨 拶
の幸せを護りつづけたい』という想いで医療・介護
をあらゆる側面から行えるように、医療法人社団恵
仁会、社会福祉法人筑波記念会 特別養護老人ホーム
フィオーレを加えて筑波記念グループとなりました。
並行して長澤俊郎病院長と共に県内民間病院初の地域
理事長

小關

医療支援病院として地域の医療機関や福祉・介護施設
と連携を深め、地域完結型医療を目指してきました。

剛

令和となり更にロボットやAIをはじめとする新

新年あけましておめでとうございます。令和の到

しい科学技術に加え、遺伝子医療技術が急速に進ん

来とともに5月1日より理事長を拝命致しました。

でいます。創設38年目になり、当グループが今後

加速する超高齢社会、消費税増税、そして働き方改

地域社会に必要とされていくために、このような急

革といった厳しい医療情勢が取り巻く中、法人運営

速な変化にアップデートできる病院かつ人材育成が

を任せていただけたことに大変身が引き締まる思い

できる臨床教育病院を目指していくことが不可欠で

です。今後とも何卒御指導御鞭撻のほどよろしくお

す。そして益々進んでいる超高齢社会により支える

願い申し上げます。

側の人口が相対的に減少していく中で、いかにして

当法人は、当時筑波大学の循環器内科講師であっ

後方支援および受け入れ体制の整備、そして生活支

た小關迪現グループ会長が、「いつでも地域の方た

援を強化していけるかが重要になってきます。積極

ちが気兼ねなく受診できる病院を創りたい」と一念

的な2次救急医療が行える体制整備、後方支援が行

発起し、1982年に92床の救急病院として筑波記念

える地域医療支援病院の強化、地域包括ケアシステ

病院を開設いたしました。その後筑波記念病院に筑

ムの支援となれるような地域包括ケア病棟の充実に

波総合クリニック、つくばケアセンターを加えて医

注力していきたいと考えています。超高齢社会の中

療法人社団筑波記念会として医療から福祉までシー

で法人を運営していく中で、これまで目指してきた

ムレスに医療・介護を行うことを目指してきました。

『元の生活に戻る』ことのサポートに加えて、『支

『誠意を以て最善を尽くす』という基本理念の下、

えつづける』ことのサポートにも携わっていき、地

超急性期から急性期、亜急性期、慢性期、介護福祉、

域の幸せを護りつづけることを目指していきたいと

予防医療までを行い、『元の生活に戻る』ことをサ

考えています。時代変われども筑波記念病院は変わ

ポートしてきました。

らず誠意を以て最善を尽くす所存です。本年も何卒
宜しくお願い申し上げます。

第二代理事長の小關暎子現グループ長は、『地域
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また、癌が遺伝子に生じた「きず」によって発症す
ることが解明されつつあり、ゲノム医療が医療の流
れを大きく変えると思われます。一方、国は地域包
括ケアシステムをとおして、在宅での終活を推奨し
ていますが、しかし、年金が頼りの独居の高齢者が
増加し、現実は極めて厳しいのが現状です。記念病

管理者

院は患者さんができるだけ長く「独力で食べて、動

長澤 俊郎

ける」を目標に、訪問看護、訪問リハを通し、質の
高い在宅医療の支援を目指してしています。

平成も日々遠ざかり、今年は令和２年となりまし
た。筑波記念病院は創立38年に向かいます。平成

さらに、包括ケア病棟を開棟し、医療必要度の高

29年には恵仁会（筑波中央病院、宮本病院、老健

い患者さんのレスパイト（レスパイトとは息抜き、

施設アレーテル）、平成30年には特養フィオーレ

休息の意味）入院（重症患者、障害者、難病患者等

が筑波記念グループに加わり、筑波記念病院を中核

の介護の家族の負担軽減を目的とした患者さんの短

とした質の高い地域医療の提供をめざしております。

期入院）を受け入れております。
慢性期医療はただ処置・治療のみならず、重要な

医療の分野ではＡＩ（人工知能）の導入、病院は国

ポイントは人と人とのふれあいです。

の働き方改革、消費税10％への対応に追われる年
になりそうです。特にＡＩの導入は医療体制を根底

筑波記念病院は急性期医療と慢性期医療の両立を

から変える可能性を秘めており、究極的には病院形

めざし、地域支援病院としての役割を果たしたいと

態にまで影響は及ぶと思われます。ＡＩホスピタル

祈念しております。

の出現もマンガの世界の話ではなくなってきました。
た。レスパイト入院を受け入れている地域包括ケア
病棟とあわせて、広く皆さまにご利用いただける仕
組みとして、これから積極的に広報していきたいと
ころです。
また、同月、災害拠点病院に指定されました。こ
れは「災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及

統括事務長

び搬出を行うことが可能な体制を有する」等の要件

田中 正人

を満たすもので、昨年の各地災害においても

令和元年の春、当院も新理事長のもと、地域の幸

DMAT派遣等にて微力ながら協力させていただき

せを護り続けたいという想いとともに新元号のスタ

ました。

ートを切りました。実際の取組としては、つくば市

ご自宅で生活されているとき、体調が優れなくな

からの委託業務として、当院敷地内に大穂豊里地域

ってしまったとき、地域に有事があったとき…皆さ

包括支援センターを開設しました。高齢者の方の身

まが長く地域で暮らしていくために、どんなときに

近な窓口として、社会福祉士や主任介護支援専門員

も「ここに来て本当に良かった」と感じていただけ

らが相談を受け付けております。また、あらかじめ

るような医療・介護サービスの提供ができるよう今

届け出た入院希望患者さんについて緊急時にいつで

後も努力して参ります。皆さまにおかれましては当

も対応して必要があれば入院を受け入れる体制を整

院の運営にご理解とご協力を賜りますよう、どうぞ

え、9月、在宅療養後方支援病院の認定を受けまし

よろしくお願い申し上げます。
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介護老人保健施設つくばケアセンターのご紹介

新任医師紹介
つくばケアセンターに赴任して
武田

徹

管狭窄症や骨折性病変を有する方々が100人ほど

10月1日から筑波記念病院
に就任した武田

つくばケアセンター

入所しております。看護師、介護士、厨房担当者

徹です。筑波大学在職中には、現

と事務職員が休む暇なく、入居者のために最適な

在、筑波総合クリニック院長の飯田

要先生と心筋

介護と食生活および介護関連の事務処理に、リハ

虚血の診断を、副院長の飯田啓治先生とは心筋症病

ビリテーション担当者が個々人の身体機能改善の

態の核医学診断を行っていました。示唆に富むお教

ために日々、最善を尽くしております。このよう

えを、また頂けるのではと思っています。前任先の

に職員全員が一丸となり、入所された方々の心身

北里大学ではMDCTを用い心疾患の診断を主に担当

状態を改善し、帰宅できるよう努力しております。

し、虚血性心疾患の診断学が専門です。

しかし、ご高齢のため急に体調を崩される方も多

つくばケアセンターには、年齢80〜100歳で、

く見られ、緊急で筑波総合クリニックや筑波記念

糖尿病や高血圧を基とした脳梗塞や心筋梗塞、増加

病院で診療して頂いております。入居者のQOL改

が著しいアルツハイマー病やパーキンソン病、脊椎

善のため、ご支援を宜しくお願いいたします。

外国人技能実習生のご紹介
外国人技能実習制度とは

アジア諸国を中心とした開発途上地域から、日本

修得してもらい、出身国の経済発展に役立てるとい

の企業等が外国人技能実習生として受入れ雇用契

う制度です。 実習期間は3年間とされ、技能・技術

約を結び、日本の産業現場にある技能・技術等を

等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。

ファン・ティ・カム・トゥー

さん

日 本 で の 目 標：介護福祉士の資格をとってチャンスがあったら日本で働きたい。
行ってみたい場所：東京スカイツリー
好 き な 日 本 食：うどん
趣
味：音楽鑑賞（ベトナムポップス）

グウェン・ティ・カム・ティン さん
日 本 で の 目 標：日本語検定試験2級合格、介護福祉士として日本で働きたい。
行ってみたい場所：富士山、金閣寺
好 き な 日 本 食：刺し身
趣
味：料理（得意料理は鍋料理）

記念樹つくば
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地域振興活動

のご紹介
リハビリテーション部 理学療法士

神宮

史明

筑波記念病院リハビリテーション部のスタッフが2019年3月より
茨城アストロプラネッツ
（プロ野球独立リーグ）
のトレーナー活動を行っています。
茨城アストロプラネッツは2019年からルート
インBCリーグに加盟した1年目のチームです。茨
城出身や、学生時代に茨城にゆかりのある選手が
大半を占めており、監督、コーチは元プロ野球選
手が務めています。リーグ全体は全11球団あり
西地区5チーム、東地区６チームに分かれて年間
70試合を行います。それぞれの地区優勝チーム
同士が対戦しリーグ優勝チームを決定します。近
年、プロ野球ドラフト会議にて指名される選手が
増えてきておりプロ野球選手養成機関として注目
を浴びているリーグです。

2つ目は試合の帯同です。選手が試合で最高の
パフォーマンスを発揮して勝利できるようにサポ
ートを行っていきます。試合前は主に投手のコン
ディションの確認や調整などを行います。試合が
始まると選手の体調確認や水分の摂取状況の確認
などを行います。また、万が一の事態に備えて緊
急時における搬送経路の確認や、怪我の対応を行
っています。
トレーナーの活動は多岐に渡りますが、チーム
が勝利して選手とともに喜びを分かち合う瞬間は
何物にも代えがたいものがあります。2020年も

トレーナー活動の内容として大きく分けて主に

トレーナー活動を通して茨城アストロプラネッツ

２つあります。１つ目は練習中のケアやトレーニ

をサポートしていきます。応援の程、宜しくお願

ング指導といった試合へ向けた準備段階でのサポ

い致します。

ートです。選手は日々、体力の限界まで追い込ん
で練習をしています。その選手の疲労をいち早く
回復させてパフォーマンスの維持・向上に繋げら
れるようにストレッチやマッサージといった様々
なアプローチを行っていきます。痛みやプレーに
不安のある選手に対してはテーピングを行うこと
もあります。また理学療法士の特徴でもある選手
の動作分析を行い効率的な体の使い方ができるよ
うにアドバイスを行うこともあります。
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職員リフレッシュ活動
理事長杯バレーボール大会

総務課

斯真田

弘

筑波記念病院では福利厚生の行事のひとつとし

れ差を詰めていった「つくばトータルヘルスプラ

て毎年秋にバレーボール大会が開かれます。本年

ザ」チームが終盤逆転に成功。27対25という接戦

は10月17日と24日に行われました。医療施設に

を制して優勝しました。

おいて各職種の連携は重要です。私達は、
『繋ぐ』ス
ポーツであるこの競技を通して絆を深めます。大
会は毎回大変な盛り上がりを見せます。
参加者の中には学生の時に熱中していた者、今
もママさんチームなどで楽しんでいる者が多数い
ます。バレーボールの競技人口の多さがうかがえ
ます。
今大会もそういった「実力者」を軸にしたチームの
熱戦が繰り広げられました。
決勝戦は「つくばトータルヘルスプラザ」と「リ
ハビリテーション部」が激突。双方とも経験者を擁
し過去にも優勝したことがある強豪チーム。試合
は序盤、リハビリテーション部がリード。進むにつ

職員旅行

医事課

筑波記念病院では福利厚生の一つとして、年に

山崎

翔子

です。

一度職員旅行を実施しています。

私自身は草津温泉プランに参加しました。職種

私は実行委員として、日帰りコース（ムーミン

関係なく親睦を深めることができ、日々の疲れを

パークプラン、シルクエロワーズプラン）、宿泊

癒すと共にとても楽しい時間を過ごすことが出来

コース（母畑温泉プラン、草津温泉プラン）、計

ました。

４つのプランを企画、運営しました。
日帰りコースでは、美味しい昼食とそれぞれの
アトラクションを楽しんでいただきました。
宿泊コースでは四季を感じられる名所観光の後、
温泉でリフレッシュ、そして夜は豪華な料理で楽
しいひとときを過ごしていただきました。今年の
職員旅行はどのコースも天候に恵まれて良かった

記念樹つくば
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地域医療連携室
〈つくば医師会〉

登録医紹介

医療法人みなのクリニック
みなのクリニック内科呼吸器科
理事長 陶山 時彦 先生
当院は平成16年、大学の同級生だった井上雅樹と陶山時
彦が開設しました。現在は呼吸器科専門医の常勤医4名、
非常勤医3名の体制でおもに呼吸器疾患の外来診療と訪
問診療を行っております。気管支喘息やCOPD、気管支拡
張症、そして睡眠時無呼吸症候群など呼吸器関連の病気
の方が8割程度を占めています。入院が必要な場合や専門
的な検査が必要な時は地域医療支援病院である筑波記
念病院にお世話になっております。今後とも密に連携をと
って地域の皆様に貢献したいと考えております。

みなのクリニック内科呼吸器科

〒305-0814 茨城県つくば市西平塚318-1 つくば医療ビレッジ内
TEL：029-850-4159
診 療 科：呼吸器科、
内科、
アレルギー科
診 療 時 間：平日8:30〜12:00、
16:00〜19:00
土曜8:30〜12:00、14:00〜17:00
休 診 日：日、祝

●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。

vol.16

記 念 樹 キッチン
〜筑波記念病院栄養管理課季節のレシピ便り〜

寒さが強まり体調を崩しやすい季節となりました。
寒さに負けない体作りのためには食事をしっかり
取ることが大切です。今回は旬の食材を生かした
体を芯から温める簡単レシピを考案しました。

白菜の酸辣湯風スープ
一人分 エネルギー：85kcal

塩分：1.0g

材 料（2人分）
●白菜… ２枚(150g程度)

●しめじ …………… 1/2株

●片栗粉………… 小さじ１

調味料

●人参……………… 1/3本

★鶏ガラスープのもと

●卵…………………… 1個

★酢………………… 40ml

●トマト ……………… １個

●水…………………300ml

……………… 小さじ1.5

★ラー油 ……………… 適量

作り方
❶しめじは、石づきを落としてほぐす。人参と白菜は千切りにする。
トマトは２cm角の角切にする。
❷鍋にしめじ、人参、
白菜、鶏ガラスープの素と水を入れて一煮立
ちさせる。

栄 養ポイント

●酸味、辛味、
うまみ成分をうまく利用し、減塩に
●汁は少なめにして具だくさんに

(野菜に含まれるカリウムはナトリウムを体外に排出する働きが
あります。塩分そのものに気をつけるだけでなく、体内からの塩
分排出も意識すると更に良いです)

❸アクが出てきたらアクは取り除く 沸騰させ、水溶き片栗粉をい
れ、
とろみがついたら溶き卵を回し入れ、
火を止める
❹酢とラー油を加えて混ぜ合わせたら完成です

わたしたち管理栄養士は、患者さんのことを思い、
より良い献立を考えております。

記念樹つくば
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記念樹インフォメーション

当院 末松義弘副院長の著書
「その睡眠が寿命を縮める」
が
出版されました。
ただの睡眠不足のせいだと思って、放

改善、その程度に応じた治療法まで、当院

環器疾患の引き金となり、最悪の場合、命

危険度チェックシート」の巻頭付録付き。

の末松義弘副院長が徹底解説。
「睡眠の

置しては危険です。その眠りがあらゆる循
を落とす危険があります。

そんな恐ろしい病気の名前は睡眠時無

呼吸症候群。

睡眠時無呼吸症候群という名前はよく

知られていますが、その恐ろしさはまだあ

まり知られていないのが現状です。

本書では、睡眠時無呼吸症候群につい

て、検査方法から、自分でできる生活習慣
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救 急センター

西大通入口

隣 接／筑波総合クリニック
国道125号

病院概要

土木研究所

病院名 医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病院
●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）

●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

東光台入口

●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

介護老人保健施設
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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。

誠意を以って最善をつくす

基本方針

案内地図

IC
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●学園西大通り
（国道408号線）沿い
ひたち野
●「筑波大学附属病院」から北へ約２km
うしく駅
●「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。）

基本理念

荒川沖駅

みらい平駅

公共交通機関で

筑波記念病院
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●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

つくばセンター

学園東
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東大
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●形成外科 ●小児科 ●婦人科 ●精神科 ●皮膚科 ●眼 科 ●耳鼻咽喉科
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通り
北大

イーアス
研究
学園駅
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病床数 487床

土浦北
IC

筑波大学

〒300-2622 茨城県つくば市要1187-299

TEL.029-864-1212 (代）FAX.029-864-8135

■筑波総合クリニック外来診療予約専用

〔フリーダイヤル〕0120-138-122

■メールアドレス : webmaster@tsukuba-kinen.or.jp
■ホームページ

http://www.tsukuba-kinen.or.jp/

※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。

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

