
2020年4月15日
発行

2020・春

医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病院

M E M O R I A L  T R E E  T S U K U B A

Contents目次

62

地域振興活動 つくばユナイテッドSun GAIAのご紹介
登録医紹介
記念樹キッチン 『春キャベツとアサリのぺペロンチーノ』
記念樹インフォメーション
スタッフ奮闘記、病院概要

…6

…7

……………………8

記念樹つくば特集
大穂豊里地域包括支援センター開設1周年を迎えて
新任医師のご紹介
看護部のご紹介
電子カルテ導入のお知らせ

…2
……………………………3

………………………………4
…………………5

今年も新しい仲間が加わりました
フレッシュな若いパワーを得て、地域のみなさまに

最善の医療・介護サービスをご提供できるよう、職員一同努めて参ります。



記念樹つくば 2020年・春号3

呼吸器外科　診療部長
吉田　進

　2019年10月に呼吸器外科の常勤医として赴任い
たしました吉田 進です。筑波大学医学専門学群卒
業後、外科医として肺がんを中心に30年間診療を
行ってきました。また今回共に働くことになった木
村正樹先生とは、前々赴任先の会津若松市の病院で
６年間診療を共にしており、15年ぶりにタッグを
組むことになりました。お互い肉体的には若干の衰
えを見せ始めてはいますが、これまでの経験値でカ
バー出来ると信じていますので、どうぞよろしくお
願いいたします。今回は引き続きまして、当科の手
術についてご案内をさせていただきます。
　当科で扱う疾患で最も多いのは肺がんです。そし
て肺がんの手術術式の大半を占める肺葉切除術
（上・中・下に分かれるいずれかの肺葉を切除する
方法）で我々は、「6～8cmの小開胸」＋「胸腔鏡
（胸部の手術用内視鏡）」を併用し肋骨・筋肉をほ
とんど切らずに行う胸腔鏡補助下手術（ハイブリッ
ドVATS）と呼ばれる方法で行っています。これは
通常の開胸手術と胸腔鏡手術双方のメリットを併せ
持っており、安全性、根治性、低侵襲性を兼ね備え
た理想的な肺がんの手術方法であると考えておりま

す。術後の回復は早く、ほとんどの場合翌日には
歩行が可能で、術後１週間程度で退院可能となり
ます。実際の退院日については患者様やご家族と
相談の上、ご希望も考慮して決定しています。
　次に多いのは自然気胸です。自然気胸の手術の
ほとんどは開胸を伴わない胸腔鏡手術で行いま
す。この胸腔鏡手術は１～2cmの切開を3ヶ所行
い、肺の病変部（ブラ）を切除します。開胸手術
に比べ気胸の再発率が高いことが胸腔鏡手術の始
まった頃に問題になりましたが、現在は胸膜被覆
術（吸収性シートで切除断端をカバー補強する方
法）を加え、この欠点はほぼ克服されています。
手術中の出血等への対処が遅れる可能性があるこ
とも胸腔鏡手術の欠点ですが、気胸の手術は肺が
ん手術と異なりこのような状況が考えにくいた
め、安全に行われています。術後は3～4日で退院
となります。
　今後もより一層、連携医療機関の皆様とご協力
させていただきながら、患者様に最善の医療が提
供できるよう努めてまいります。今後ともよろし
くお願いいたします。

新任医師のご紹介新任医師のご紹介
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記念樹つくば 2020年・春号2

大穂豊里地域包括支援センター　
センター長　井ノ口　美樹子

　2019年4月に医療法人社団筑波記念会がつくば
市からの委託を受け、『大穂豊里地域包括支援セン
ター』が誕生して1年を迎えました。2006年の介
護保険法の改正により各市町村に地域包括支援セン
ターの設置が義務付けられ、つくば市では現在、市
直営の地域包括支援センターと、当センターを含む
5か所の委託型地域包括支援センターが設置されて
います。
　地域包括支援センターは、地域にあるさまざまな
社会資源を使って、住み慣れた地域で安心してその
人らしい生活を継続していくことができるよう高齢
者の生活を総合的に支えていくための機関です。セ
ンターでは各分野での専門職である社会福祉士、保
健師、主任介護支援専門員が配置されており、その
専門性を活かしながら、チームで地域で暮らす高齢
者を支えます。

　つくば市の総人口は約24万人、高齢化率におい
ては19.2％（令和元年10月現在）と県内最下位で
はあるものの、市内でも圏域毎に高齢化率にはばら

つきがあり、大穂地区21.5％、豊里地区24.6％と、
茎崎地区・筑波地区に次いで高い状況です。当セ
ンターでは2019年4月の開設当初から、地域住民
や民生委員、地域の関係機関等に周知活動を行い、
現在では地域の皆様から多くの相談を頂くように
なりました。介護保険サービスの利用や認知症に
関すること、地域の困りごとなど、様々な相談が
寄せられています。高齢者虐待や経済的困窮など
重い問題を抱えるケースも少なくありません。相
談の内容によって、ケアマネジャーや民生委員・
区長、行政や各関連機関と連携をとりながら支援
に当たらせていただいています。
　また今年度、つくば市の認知症施策である『認
知症カフェ（オレンジカフェ）』の事業委託を受
け、開催を予定しています。認知症の方やそのご
家族、介護・医療の専門職、地域の方など誰でも
気軽に参加でき、安心して過ごせる集いの場所の
提供を目指していきます。つくば市高齢者福祉計
画では「地域コミュニティ（自助・互助・共助）
の連携強化と介護・福祉・保健サービス等（公
助）の支援の充実など重層的な支援体制で、地域
福祉を推進し地域包括ケアシステムを構築するこ
とが必要」とされています。在宅医療・介護連携
の推進、地域ケア会議の充実、生活支援体制の整
備、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護
予防ケアマネジメント、権利擁護など地域共生社
会の実現に向けて、また地域住民にとって身近な
相談窓口として、大穂・豊里地区における地域包
括ケアシステムの重要な役割を果たしていきたい
と考えています。

大穂豊里地域包括支援センター
開設1周年を迎えて
大穂豊里地域包括支援センター
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記念樹つくば 2020年・春号4 記念樹つくば 2020年・春号5

地域医療連携部 事務部長
川嶋 慎也

電子カルテ
導入のお知らせ
電子カルテ
導入のお知らせ

令和2 年4 月1 日より、筑波記念病院および筑波総合クリニックにおいて電子カルテシステムを導入
しました。電子カルテシステムを導入することで、患者さんにとって以下のような事が期待されます。

約半年間の時間のなかで、医師、看護師、コメディカルスタッフ、事務スタッフなど、すべての職種を交
えて、運用の見直し、操作方法の習熟に向けて日々練習に励んでまいりましたが、導入直後は多少の
混乱が予想されます。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

1.情報の共有化
（ア）多職種の記録を一元的かつ同時に記載、閲覧が可能となり、リアルタイムに患者さん

の状態確認が可能となります。
（イ）医師の指示、実施の情報が会計へ送られることで、診察終了から会計までの待ち時間

短縮が期待されます。

2.医療安全
（ア）患者取り違え防止、禁忌薬剤処方防止など様々な機械的なチェックで患者さんの安全

を守ります。
（イ）感染管理システムにより、感染症患者情報を共有化でき、関わった職員の管理や感染

経路特定につながることが期待されます。

3.見やすさの向上
（ア）画像データや採血データが手軽に見やすく表示でき、医師等が病状や治療方針につい

て分りやすく説明することができます。
（イ）手書き文書が活字に変わることで、より読みやすい診療録となります。

病棟リハーサルの様子（昨年12月撮影） 筑波総合クリニックリハーサル（今年2月撮影）

看護部長
星　豪人

　このたび、2020年4月1日付で看護部長に就任
することになりました。身にあまる重責でありま
すが、百折不撓の精神で筑波記念病院看護部の発
展に全力を尽くし、皆様のご期待に添えるよう努
力いたす所存です。
　昨年は、皇位継承と「令和」という新たな時代
の幕を開けた歴史的な年でありました。世界では
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が猛威
を振るい、人々に衝撃を与え、いまもなお、人々
の生活に影を落としています。患者さんやそのご
家族、また地域にお住まいの多くの皆さまが不安
の中でお過ごしのことと存じます。

　史上初、首相より緊急事態宣言が発令され、
医療に携わる身として自分たちも厳しい立場に
いながら、看護師たちは今できる最大限の看護
を提供しようと日々笑顔で対応しています。す
でに百折不撓の精神は現場でその姿を表しはじ
めているように感じます。
　この事態を乗り越え、今まで以上に患者さん
やご家族、地域にお住まいの皆さまが安心して
利用していただけるような看護を提供できるよ
うにしてまいります。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

当院では患者さんの医療状況に合わせて適切な医療をご提供できるよう看護師の人員配置も充実させ
ております。（図１）また、より質の高い看護をご提供できるよう、人財育成プログラムを策定し看
護職の能力開発に努めてまいります。（図２）

看護部のご紹介看護部のご紹介
～看護部長就任のご挨拶～～看護部長就任のご挨拶～

～2020年度看護部方針～～2020年度看護部方針～

【超急性期から慢性期までケアミックス型の看護を提供】
（図1）

【人財育成プログラム】
（図2）
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学会参加
実習受入れ

ローテーション
昇格

看護職に共通する能力を開発し、これを基盤にそれぞれの
興味・関心・適性・生活に合った人財育成を行います。

レベルⅤ

レベルⅣ

レベルⅢ
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目標は「看護基準・看護手順に従い助
言を受けながら看護を実践する」こと。新人はレベルⅠから！
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病棟リハーサルの様子（昨年12月撮影） 筑波総合クリニックリハーサル（今年2月撮影）

看護部長
星　豪人

　このたび、2020年4月1日付で看護部長に就任
することになりました。身にあまる重責でありま
すが、百折不撓の精神で筑波記念病院看護部の発
展に全力を尽くし、皆様のご期待に添えるよう努
力いたす所存です。
　昨年は、皇位継承と「令和」という新たな時代
の幕を開けた歴史的な年でありました。世界では
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が猛威
を振るい、人々に衝撃を与え、いまもなお、人々
の生活に影を落としています。患者さんやそのご
家族、また地域にお住まいの多くの皆さまが不安
の中でお過ごしのことと存じます。

　史上初、首相より緊急事態宣言が発令され、
医療に携わる身として自分たちも厳しい立場に
いながら、看護師たちは今できる最大限の看護
を提供しようと日々笑顔で対応しています。す
でに百折不撓の精神は現場でその姿を表しはじ
めているように感じます。
　この事態を乗り越え、今まで以上に患者さん
やご家族、地域にお住まいの皆さまが安心して
利用していただけるような看護を提供できるよ
うにしてまいります。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

当院では患者さんの医療状況に合わせて適切な医療をご提供できるよう看護師の人員配置も充実させ
ております。（図１）また、より質の高い看護をご提供できるよう、人財育成プログラムを策定し看
護職の能力開発に努めてまいります。（図２）

看護部のご紹介看護部のご紹介
～看護部長就任のご挨拶～～看護部長就任のご挨拶～

～2020年度看護部方針～～2020年度看護部方針～

【超急性期から慢性期までケアミックス型の看護を提供】
（図1）

【人財育成プログラム】
（図2）
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看護職に共通する能力を開発し、これを基盤にそれぞれの
興味・関心・適性・生活に合った人財育成を行います。
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レベルⅠ

外来
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居宅介護支援事業所
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脳神経病棟
整形病棟
消化器病棟
血液内科病棟
混合病棟

慢性期

回復期リハビリ病棟
地域包括病棟
療養病棟

目標は「看護基準・看護手順に従い助
言を受けながら看護を実践する」こと。新人はレベルⅠから！



　つくばユナイテッドSunGAIAとは、日本バレ
ーボール界のトップリーグであるVリーグ、その
2部にあたる「V2リーグ」に所属し、ホームタ
ウンを茨城県つくば市に置くバレーボールチー
ムです。
　SunGAIAの名前は、つくばという土地が田園
都市であることから、大自然を象徴するSun（太
陽）とギリシャ語で大地の神を示すGAIAを用い
て命名されました。また、産学官民四位一体

（スポーツによる協働、選手キャリア教育、ス
ポーツによる経済活性化、地域復興活動）とし、
人・まち・スポーツが一体となった魅力的な社
会づくりへの貢献の想いが込められています。
　我々は、理学療法士としての専門性を活かし
選手のサポートを行っています。リーグ開始前
にはウエイトトレーニングや体育館で行うフロ
アメニューをポジション毎に作成をします。ま
た，練習前後のストレッチやテーピングを施行
することにより、ケガの予防や疲労の蓄積の軽
減を図ります。選手はそれぞれが毎日、限界ま
で練習で追い込むことが多いため日々のケアが

●あさり …………8～10個
●オリーブオイル… 大さじ1
●にんにく …………… 5g
●鷹の爪…… 1/2本(0.5g)

●白ワイン ………… 50ml
●パスタ…………… 100g
●春キャベツ …………80g
●塩………………… 0.5g

非常に大切になってきます。また、リーグ中北
は北海道、南は九州まで遠征に行くため、我々
も一緒に帯同し選手のパフォーマンスが最高の
状態になるように努めています。
　チームの一員として、多岐に渡るトレーナー
活動を担い、チームの勝利を選手と共に喜び、1
部昇格という目標を選手と一丸となって目指し
ています。つくばユナイテッドSunGAIAは、地
域に密着し、地域に貢献しながら街のシンボル
となるチームを目指しています。温かいご支援、
ご声援をいただければ幸いです。

筑波記念病院リハビリテーション部のスタッフが
2019年4月よりつくばユナイテッドSunGAIA（バレーボールVリーグ）の
トレーナー活動を行っています。

のご紹介

地域振興活動

リハビリテーション部　主任　理学療法士　大沢　誠

つくばユナイテッドSunGAIA 登録医紹介〈きぬ医師会〉
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。

　平成21年1月、院長の故郷である常総市水海道（旧水
海道市）に開業しました。標榜科は外科、内科、胃腸内科で
す。現在医師2人（院長夫婦）、看護師6人、事務スタッフ4
人が力を合わせて診療を行っています。専門は肝胆膵およ
び胃大腸などの消化器疾患ですが、町のお医者さんとして
外傷は言うに及ばず循環器疾患や糖尿病など診療してい
ます。何かわからないことがあれば筑波記念病院の皆様に
ご支援を頂けるため、とても安心です。これからも地域の皆
様の健康を守るために、「正しい医療を穏やかに」行って参
ります。どうぞよろしくお願い致します。

医療法人 さくらばし
桜橋クリニック
院長 鈴木　旦麿 先生

❶アサリは砂抜きをしておく
❷キャベツは一口大に切り、にんにくは細かく刻む
❸フライパンにオリーブオイルを入れ弱火にかけ、にんにくと鷹の
爪を加えて香りを出す

❹香りが出たら中火にし、アサリを加えて軽く炒める
❺フライパンへワインを加え、3分ほど蒸し焼きしたら火を止める
❻鍋に湯を沸かし、塩を入れずにパスタを茹でる
❼④のフライパン再度火にかけ、パスタとキャベツを加えて炒める
❽キャベツがしんなりしたら、塩で味を調える

材 料（1人分）

～筑波記念病院栄養管理課季節のレシピ便り～

春キャベツとアサリの
ペペロンチーノ

作り方

記念樹キッチン
vol.17

減塩ポイント

季節の変わり目で、忙しい毎日を過ごしている方も多い
かと思います。そんな時こそ、体調管理のためにもしっ
かりと食事を取ることが大切です。今回は、旬の食材を
活かしながら、ササッと作れる減塩料理を紹介します。

エネルギー：485kcal　塩分：1.4g1人分

●アサリの旨味・鷹の爪の辛味を活用

●パスタを茹でるときは塩を入れない

日々、より良い献立を考え検討しながら、病院の栄養指導にも採用しております。

桜橋クリニック
〒303-0003 茨城県常総市水海道橋本町3296-11
TEL：0297-23-0271
診 療 科：胃腸科、内科、外科
診 療 時 間：月・火・水・金9:00～12:00、14:30～17:30
　　　　　　　土9:00～12:00
休 診 日：木曜・日曜・祝日
H　　　　P：https://sakurabashi-cl.com/

旨味・辛味をうまく活用することで、調味料が少なくても美
味しく感じられます。

茹でる際に塩を加えなくても、具材の旨味や味付けで美味
しくいただけます。
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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

大穂豊里地域包括支援センター
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 
●糖尿病・内分泌代謝内科 ●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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記念樹インフォメーション

※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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　令和元年12月20日（金）病院内に刃物を
持った不審者（当時つくば北警察署警察官）
が病院内に侵入したとの想定で、興奮してい
る不審者に対する説得要領、刺股の安全な
使い方について指導を受けました。初めての
訓練参加であり、不審者が警察官と分かって
いてもとても緊張しました。実際に長さ約3
メートルの刺股を使い、刃物を持った不審者
を取り押さえる経験をさせていただき、とて
も勉強になりました。
　今後いつどのような場面にあうかもしれま
せんが、この訓練を活かし「第一に患者さん
の安全確保」を図り対応したいと思います。

交通のご案内

不審者対応訓練に参加して
医事課　副主任　中村　直美


