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　筑波総合クリニックは、今から15年前に厚生労働省
の入院部門、外来部門分離の方針の先駆けとして、筑波
記念病院より分離され、外来専門クリニックとして産声
を上げました。小關　迪会長と共に筑波記念病院を立ち
上げ当時脳神経外科の副院長であった小林　栄喜先生を
初代管理者、循環器内科副院長の飯田　要先生を副院長
に据え、地域医療をより近いところで支えていけるよう
スタートしました。
　さらに創立10周年を迎えた2015年からは飯田　要先
生を2代目管理者に、筑波大学循環器内科を小關　迪会
長と共に作り上げた飯田　啓治先生を副院長に迎え、外

来部門でありながら、独立して検査、画像診断、処置
などの外来小手術等も行える外来完結型の総合クリニ
ックとしてさらに機能を強化してきました。ご近所外
来の顔を持ち、地域により密着した医療機関を目指し
てきました。
　現在医療機関が、入院医療や救急医療を扱う医療機
関と外来医療機関等に機能分化され、診療報酬上もそ
れを後押しするように変化しているように感じられま
す。筑波記念会は二次救急病院・地域医療支援病院と
して稼働している筑波記念病院を運営し、病-病連携、
病-診連携をさせていただいております。一方で、地域
完結型の医療を確立していくために、筑波総合クリニ
ックが地域の先生方との診-診連携、そして地域住民の
方々のご近所外来としての役割もしっかり果たしてい
くことが重要となります。筑波記念グループの目標で
ある「地域のしあわせを護りつづけたい」を当法人にお
ける地域に開かれた筑波総合クリニックから発信してい
けるように、さらに診療内容の充実を目指して従業員一
同『誠意を以って最善をつくす』努力をし続けていく所
存です。今後とも筑波総合クリニックを宜しくお願い申
し上げます。

記念樹つくば特集

筑波総合クリニック開設

15周年特集
筑波総合クリニックは2005年5月に開設し、今年で15周年を迎えることができました。

開設以降、地域の皆様の安心の場となれるよう、また地域医療発展への貢献に努めてまいりました。
長年にわたり支えてくださった地域の皆様、患者様、クリニック運営に関わってくださった

関係者の皆様、全ての方に心より感謝いたします。

医療法人社団　筑波記念会
理事長　小關　剛

ご 挨 拶

筑波総合クリニック開設
15周年を迎えて

　筑波記念病院は循環器と脳神経の専門病院として、小
關迪先生と小生の2人で1982年（昭和57年）2月10日
に開院しました。当初は筑波大学と鹿児島大学の援助を
受けながら診療内容の充実を図り、現在は産科以外の全
科を診療する総合病院に近い状況になっております。

　ところで筑波総合クリニックは、当時の厚生省の指
導により病院の入院と外来部門を分離する目的で、15
年前に開設されました。新設したクリニックが筑波記
念病院の外来部門であると患者さんに理解してもらい、
安心して来院して頂くために、比較的名前を知られて
いた小生が初代管理者をやることになったのです。ま
た全科診療を表現するために、総合病院に倣って筑波
“総合”クリニックと命名しました。そして7S（整理、
整頓、清掃、清潔、躾、節約、スマイル）を掲げ、全
力でクリニックでの診療をやってきましたが、あっと
いう間に10年が過ぎ、飯田要先生と管理者を交代する
事になりました。そして更にこの度、15周年を迎え、小
生は75歳の後期高齢者となりましたが、老兵は死なず。
　職員の皆さんには今後も初心を忘れず、筑波記念会
の基本理念“誠意を以って最善をつくす”努力を継続して
頂きたいです。そして2022年（令和4年）の筑波記念
病院開設40周年を共に迎えましょう。
　筑波記念会の更なる発展を祈念しております。

筑波総合クリニック
名誉院長　小林　栄喜

筑波総合クリニック
15周年を祝って、
そして筑波記念病院の
40周年へ向けて

　筑波記念病院の外来部門として2005年５月に開設さ
れた筑波総合クリニックが、１５年経過したと思うと感
慨深いものがあります。
1982年に創設された病院の外来部門が手狭になり、新た
に場所を移して始まりました。診察室は１階に外科（脳、

整形、胸部、心血管、甲状腺）、内科（循環器、消化器、糖尿
病、呼吸器、神経、総合）、さらに２階に眼科、皮膚科、小児
科、婦人科、があり（その後泌尿器科、形成外科、物忘れ科
が追加）、さらに生理検査室（超音波検査や肺機能検査、
脳波検査などを含む）、放射線室（MR＆CT検査室を含
む）、血液検査室、処置室と、大手術以外は全てクリニッ
クで完結出来る体制となりました。非常勤医として病院
の各科の医師達が、受診患者さんに対して、当日のうち
に診断・加療を行い、また紹介患者さんに対してもその
日のうちに詳細を、紹介していただいた先生にご返事し
ています。初代管理者は小林栄喜・筑波記念病院副院長
兼脳外科部長で、常勤医２人で始まり、2015年８月より
小林管理者定年により、２代目に就任致しました。クリ
ニック経営はAIや医療改革により、これからさらに便利
に、また厳しくなっていくと思われますが、病院創設時か
らの基本理念である「患者さん中心の信頼される医療」を
さらに進めていきたいと思っています。

筑波総合クリニック
管理者　飯田　要

筑波総合クリニック
開設１５周年によせて
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　私は筑波記念病院に入職し22年目に
なる看護師です。病棟・老人保健施設な
ど16年の経験を経て、平成26年に筑波
総合クリニックに配属され現在に至っ
ています。

外来は病棟と異なり病状の異なる患者
さんが多いため幅広い知識が求められ、
診療科の選択などに迷うこと・困るこ
とも多々あります。短時間で患者さん
の情報を収集し異常の早期発見に務め、
速やかに医師に伝えるなどの重要な役
割を持っており、私も様々な経験をさ
せていただいています。そのような中、
慢性疾患で長く当院に受診している患
者さんからは「いつも大変ね。頑張って

ね」という声かけで元気づけられるこ
とも多くたいへんやりがいを感じてい
ます。
　筑波記念会の「誠意を以って最善を
つくす」の理念のもと地域の皆さまに
よりよい医療とサービスを提供すべく
日々笑顔で奮闘しています。
　これからも地域の患者さん・家族に
寄り添った看護を笑顔で提供していき
たいと思います。

横井　めぐみ
看護部　主任

#01

　開設当初は今のように診療の自動化
は進んでおらず、検査後は検査結果を患
者さん自身にお渡しするというのが当
たり前の時代でした。それから時代は過
ぎ、現在は全て電子カルテシステムでの

やり取りとなり、患者さんに検査結果
をお渡しする必要はなくなりました。
　また、当日の検査進捗状況もシステ
ム上で確認することが可能になるな
ど、クリニック内の運用は大きく変化
していきます。
　システム導入により自動化が進んだ
現在ですが、開設当初に抱いていた“一
人一人の患者さんに真摯に向き合い、
来てよかったと安心してもらえる医療

を行う”という気持ちに変わりはなく、
むしろ新型感染症の拡大がある今だか
らこそ、その思いを強くしています。
　また、引き続き患者さんの利便性を
考えて可能な限り予約ではなく当日検
査を実施出来る体制作りを進めていき
たいと考えています。
　今後とも、地域の皆様に安心して受
診して頂けるクリニックとなる一助と
なるよう日々邁進してまいります。

和田　英明
臨床検査部　課長

#02

　病院で働きたいという思いが叶い、
この4月から筑波総合クリニックで働
いております、塩畑友紀と申します。
　この数ヶ月間は夢中で仕事をする中
で、患者さん一人一人の健康の為に医

師、看護師をはじめ多くの職員が力を
合わせていることを実感しています。
また、患者さんの病状や事情は様々な
ので臨機応変に対応することが求めら
れ、先輩職員に習いながら最も良い行
動は何かを日々学んでいるところです。
　医療は、人間が生活する為に大切な
心身の健康を根本的に支援するものだ
と思います。また、病気になった場合
も以前の生活に近づける為には医療の

力が欠かせません。私が医療に携わり
たいと思うのは、患者さんの生活の質
を上げる一助となりたいからです。
　まずは目の前の職務を全うできるよ
う、誠心誠意、仕事に取り組んでいき
たいですが、次第に色々な部署を経験
することで医療を深く知り、患者さん
や他の職員から信頼される事務職員を
目指したいです。

塩畑　友紀
事務部

#03

地域に根ざした医療を心がけ、患者様の早期回復を目指してスタッフ一同日々努力しております。

スタッフの
筑波総合クリニックで働く

STAFF VOICE

記念樹つくば特集

　筑波総合クリニックが15周年を迎え、これを機に設立
当時の外来表と現在の外来表を見比べてみました。 
　外科系の診療体制は設立当時より９つもの専門領域を
揃え、それらが現在まで維持・継続されています。内科系
に関しては、一週間の診療枠の合計が、設立時42枠、
2020年2月現在は82枠で約2倍に増えていて、９つの専
門領域が網羅されています。このように筑波総合クリニ
ックでは内科系領域、外科系領域の専門診療科のほぼ全

域がカバーされており、診療所としては極めて充実した
診療体制が築かれていいます。 
　またCTならびにMRIなどの放射線検査、血液生化学検
査、生理検査も十分に用意されており、さらにこれらの検
査結果の多くが当日の診療時間内に判明する体制が整っ
ています。
　以上のように筑波総合クリニックでは、大病院などの
外来部門と同様の診療体制が築かれている一方で、大病
院で課される5,000円の特別加算はありません。このよ
うなクリニックの特性を患者さんの皆様が有効に活用し
ていただければと思います。
　今後はさらなる診療体制の拡充が必要です。診察までの
待ち時間、診療予約の取り易さ、予約なしの患者さんへの
対応などは改善の余地があります。そのためにはスタッフ
の拡充が必要ですが、それにはある程度の時間を要します。
それまでに患者さんの皆様にはご不便をおかけしますが、
クリニック一同その改善に邁進いたしますので、どうぞ長
い目で見守っていただくようお願い申し上げます。

筑波総合クリニック
副院長　飯田　啓治

筑波総合クリニック
開設15周年を迎えて

　筑波総合クリニックは平成17年5月に新規医療機関と
して開設し、今年で15周年を迎えることが出来ました。
思い起こせば1年以上の準備期間から開設当初のしばら
くの間、クリニック職員全員が大変な思いと苦労があっ
たことは現在でも忘れる事が出来ません。
　開設するまでの様々な手続きや各種の申請をこなし、
現場に出るスタッフは毎日のように深夜まで試行錯誤し
ながら運用を検討いたしました。また診療所としての診
療報酬も病院とは算定方法が異なっており、算定もれの

ないように勉強もいたしました。
開設当初の混乱は大変でしたが、皆の努力により日を追
うごとに収束していきました。
　当時の外来は、患者数は多いものの診療科や医師の人
数は少なく、一人の医師が様々な疾患を診ていたように
思います。診察室にはまだ空きがあるくらいでしたが、
15年経った現在は診療科と専門の医師が増え、ほぼ空い
ている診察室がないくらいになりました。
15年を経て医療技術も大変進歩し、外来を覗くと元気な
お年寄りが増えたような気がして、うれしく思う事もと
きどき感じております。
　筑波総合クリニックがここまでこられたのは、スタッ
フ一人一人の努力と他部署の皆様方のご協力のおかげで
す。そしてなにより地元の皆様や筑波記念会を信じて受
診してくださる方々にたいへん感謝いたします。
これからも「誠意を以って最善をつくす」を基本理念に社
会貢献していきたいと思いますので、今後もよろしくお
願いいたします。

筑波総合クリニック
事務部長　大坂　恒司

筑波総合クリニック
15周年のご挨拶
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　私は筑波記念病院に入職し22年目に
なる看護師です。病棟・老人保健施設な
ど16年の経験を経て、平成26年に筑波
総合クリニックに配属され現在に至っ
ています。

外来は病棟と異なり病状の異なる患者
さんが多いため幅広い知識が求められ、
診療科の選択などに迷うこと・困るこ
とも多々あります。短時間で患者さん
の情報を収集し異常の早期発見に務め、
速やかに医師に伝えるなどの重要な役
割を持っており、私も様々な経験をさ
せていただいています。そのような中、
慢性疾患で長く当院に受診している患
者さんからは「いつも大変ね。頑張って

ね」という声かけで元気づけられるこ
とも多くたいへんやりがいを感じてい
ます。
　筑波記念会の「誠意を以って最善を
つくす」の理念のもと地域の皆さまに
よりよい医療とサービスを提供すべく
日々笑顔で奮闘しています。
　これからも地域の患者さん・家族に
寄り添った看護を笑顔で提供していき
たいと思います。

横井　めぐみ
看護部　主任

#01

　開設当初は今のように診療の自動化
は進んでおらず、検査後は検査結果を患
者さん自身にお渡しするというのが当
たり前の時代でした。それから時代は過
ぎ、現在は全て電子カルテシステムでの

やり取りとなり、患者さんに検査結果
をお渡しする必要はなくなりました。
　また、当日の検査進捗状況もシステ
ム上で確認することが可能になるな
ど、クリニック内の運用は大きく変化
していきます。
　システム導入により自動化が進んだ
現在ですが、開設当初に抱いていた“一
人一人の患者さんに真摯に向き合い、
来てよかったと安心してもらえる医療

を行う”という気持ちに変わりはなく、
むしろ新型感染症の拡大がある今だか
らこそ、その思いを強くしています。
　また、引き続き患者さんの利便性を
考えて可能な限り予約ではなく当日検
査を実施出来る体制作りを進めていき
たいと考えています。
　今後とも、地域の皆様に安心して受
診して頂けるクリニックとなる一助と
なるよう日々邁進してまいります。

和田　英明
臨床検査部　課長

#02

　病院で働きたいという思いが叶い、
この4月から筑波総合クリニックで働
いております、塩畑友紀と申します。
　この数ヶ月間は夢中で仕事をする中
で、患者さん一人一人の健康の為に医

師、看護師をはじめ多くの職員が力を
合わせていることを実感しています。
また、患者さんの病状や事情は様々な
ので臨機応変に対応することが求めら
れ、先輩職員に習いながら最も良い行
動は何かを日々学んでいるところです。
　医療は、人間が生活する為に大切な
心身の健康を根本的に支援するものだ
と思います。また、病気になった場合
も以前の生活に近づける為には医療の

力が欠かせません。私が医療に携わり
たいと思うのは、患者さんの生活の質
を上げる一助となりたいからです。
　まずは目の前の職務を全うできるよ
う、誠心誠意、仕事に取り組んでいき
たいですが、次第に色々な部署を経験
することで医療を深く知り、患者さん
や他の職員から信頼される事務職員を
目指したいです。

塩畑　友紀
事務部

#03

地域に根ざした医療を心がけ、患者様の早期回復を目指してスタッフ一同日々努力しております。

スタッフの
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STAFF VOICE

記念樹つくば特集
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ていただければと思います。
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い目で見守っていただくようお願い申し上げます。

筑波総合クリニック
副院長　飯田　啓治
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して開設し、今年で15周年を迎えることが出来ました。
思い起こせば1年以上の準備期間から開設当初のしばら
くの間、クリニック職員全員が大変な思いと苦労があっ
たことは現在でも忘れる事が出来ません。
　開設するまでの様々な手続きや各種の申請をこなし、
現場に出るスタッフは毎日のように深夜まで試行錯誤し
ながら運用を検討いたしました。また診療所としての診
療報酬も病院とは算定方法が異なっており、算定もれの

ないように勉強もいたしました。
開設当初の混乱は大変でしたが、皆の努力により日を追
うごとに収束していきました。
　当時の外来は、患者数は多いものの診療科や医師の人
数は少なく、一人の医師が様々な疾患を診ていたように
思います。診察室にはまだ空きがあるくらいでしたが、
15年経った現在は診療科と専門の医師が増え、ほぼ空い
ている診察室がないくらいになりました。
15年を経て医療技術も大変進歩し、外来を覗くと元気な
お年寄りが増えたような気がして、うれしく思う事もと
きどき感じております。
　筑波総合クリニックがここまでこられたのは、スタッ
フ一人一人の努力と他部署の皆様方のご協力のおかげで
す。そしてなにより地元の皆様や筑波記念会を信じて受
診してくださる方々にたいへん感謝いたします。
これからも「誠意を以って最善をつくす」を基本理念に社
会貢献していきたいと思いますので、今後もよろしくお
願いいたします。

筑波総合クリニック
事務部長　大坂　恒司

筑波総合クリニック
15周年のご挨拶



●サラダチキン ……………………………… 60ｇ(半パック)
●ゆで卵 ……………………………………………………30ｇ
●きゅうり …………………………………………………20ｇ
●プチトマト ………………………………………………25ｇ
●グリーンレタス …………………………………………25ｇ
●人参………………………………………………………15ｇ

Ⓐ 市販胡麻ドレッシング………………………………… 10ｇ
Ⓑ 炒り胡麻 ………………………………………………… 5ｇ
Ⓒ 出汁 …………………………………………………… 10ｇ

胡麻ドレッシング

救急科・集中治療科　診療部長
阿部　智一

　救急科は新専門医制度の19ある基本診療科の一つです。疾患で分類せず、来院した患者さんのニーズに応じて
診療します。高度に専門分化した現代の医療の中で最も重要な科の一つとされています。2020年4月に救急科は
阿部・稲葉・楢橋の3人体制で新たに再始動いたしました。
　軽症から重症まで急に困った人に対応する科であり、医の原点とも言われます。公共性が高く、本人の訴えだけ
でなく重症度でトリアージして診察を行うため、状態によっては待たせることもあります。また、入院対応として
集中治療を行っています。疾患では敗血症、外傷、心肺蘇生、中毒、外因性環境疾患（熱中症など）などを専門分野と
していますが、昨今の医療事情から高齢者の体調不良による入院にも積極的に携わっています。

　また、私はこれまで筑波大学准教授、藤田保健衛生大学客員教授、順天堂大学先任准教授を歴任しており、
現在も筑波大学客員教授として大学院生の指導にあたっています。国内外の主要な施設と多施設研究を行
い、国際的な主要雑誌に100編以上の論文を掲載しています。私どもの活動などの詳細は以下WEBページ
も是非ご覧ください。

新任医師のご紹介新任医師のご紹介
左から楢橋医師･阿部医師（筆者）･稲葉医師

救急科の理念･ビジョン･専門性･指針

SLOGAN ～救急科の理念～

SPECIALTY ～救急科の専門性～

VISION & MISSION ～救急科の使命と目指すもの～

Right Care,  Right Now
（適切な治療を今ここで）

“Acute Generalist × Academic Generalist × Care Mix Model = Emergency Physician + Hospitalist + Intensivist”
我々の専門性は疾患ではなく、総合的に人を診るということを本質とした幅広い医療です。

CREDO ～救急科の行動指針～
救急センター･救急科は以下の6つの理念に従い行動しています。

根拠に基づいて、適切なタイミングで適切な患者に適
切の方法で医療を提供すること、提供した医療が最終
的に人の幸せな生活に繋がることを目指しています。

1、The conductor
医療の先頭打者であ
り、司令塔でもある救
急科は看護師、リハビ
リ、栄養士、薬剤師な
どの医療スタッフと
ともに最適な医療を
提供します。

2、The supporter
集中治療も行います。
集中治療の本質は”障
害臓器の治療”と”障害
されていない臓器の
保護”にあります。我々
は治療中の全身のサ
ポートを行うことを
重要視しています。

3、The connector
急性期病院は在院日数
の短縮が求められ、疾
患が治癒すればすぐに
退院を求められます。
しかし、高齢者は疾患
が治癒しても、そのま
ますぐに元の生活に戻
れません。ケアミック
ス病院の強みを生かし、
次の生活へ繋げる医療
を展開します。

4、The transporter
スタッフはドクター
ヘリやドクターカー
の経験者です。ドク
ターヘリの受け入れ
や当院の救急車によ
る重症患者のお迎え
も行います。公共の活
動としてDMATなどの
災害支援も行います。

5、The educator
全人的に診療する医
療現場は次の医師を
育てる舞台でもあり
ます。国内外の学生、
実習生、研修医が指導
医とともに診療にあ
たっています。

6、The creator
現在、日本の医療の質
はかなりばらつきがあ
ります。当科では国際
標準化された医療を展
開し、次のエビデンス
を作っていくことを目
標としています。

救急センター：https : / / tsukuba-k inen.or . jp/serv ices/2426
救急科：https : / / tsukuba-k inen.or . jp/serv ices/1282
Twitter：https : / / twit ter .com/TsukubaKinenQQ
阿部智一：https : / / researchmap. jp/abetoshi1

登録医紹介〈つくば市師会〉
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。

　当院は、昭和33年4月に私の父（93歳　いまだに現役
です）が広瀬医院として開設し、地域医療に邁進してまい
りました。平成8年に私が戻ることを機に、クリニックを新
築、更に「広瀬クリニック」と改名しました。
　私の専門は整形外科ですが地域柄、外科、内科、耳鼻科、
皮膚科など多岐にわたり診療を行っています。また、往診
や在宅医療も行っております。
　平成19年4月に私が院長に就任し、今年で開院62年目
となります。（医師：2名　看護師：2名　事務：4名　リハ
ビリ担当：1名）
　患者様に寄り添う医療を心掛け、スタッフ一同これから
も地域医療に貢献できるよう尽力してまいりたいと思いま
す。どうぞよろしくお願い致します。

広瀬クリニック
院長 廣瀨　廣 先生

❶サラダチキンをほぐし、ゆで卵はくし型に切る
❷A.B.Cを混ぜ合わせる。
❸サラダチキン、ゆで卵、カット野菜をボウルに盛り付け、
ドレッシングをかける。

材 料（1人分）

～筑波記念病院栄養管理課季節のレシピ便り～
彩りサラダボウル

作り方

記念樹キッチン
vol.18

レシピのポイント

今回ご紹介するのは彩りサラダボウル。
手軽にバランス良く食事を召し上がれます。

エネルギー229kcal　たんぱく質20g　塩分1.3g1人分

市販のドレ
ッシングと

同じ量です
が、

塩分が半減
します

●炒り胡麻を胡麻ドレッシングと混ぜることで
　胡麻の風味がより引き立ちます。
●胡麻が野菜に絡んでドレッシングが
　少量でも美味しくいただけます。
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。

ドレッシング塩分
1.0ｇ→0.5ｇ

広瀬クリニック
〒300-4354　茨城県つくば市国松56-1　TEL：029-866-0129
診 療 科：整形外科、リハビリテーション科、外科、内科、
　　　　　　耳鼻咽喉科、リウマチ科
診 療 時 間：月・火・水・木・金・土9:00～13:00
　　　　　　月・火・木・金・土15:00～18:00
　　　　　　科目によって診療日時が異なります
休 診 日：日曜・祝日
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胡麻ドレッシング

救急科・集中治療科　診療部長
阿部　智一

　救急科は新専門医制度の19ある基本診療科の一つです。疾患で分類せず、来院した患者さんのニーズに応じて
診療します。高度に専門分化した現代の医療の中で最も重要な科の一つとされています。2020年4月に救急科は
阿部・稲葉・楢橋の3人体制で新たに再始動いたしました。
　軽症から重症まで急に困った人に対応する科であり、医の原点とも言われます。公共性が高く、本人の訴えだけ
でなく重症度でトリアージして診察を行うため、状態によっては待たせることもあります。また、入院対応として
集中治療を行っています。疾患では敗血症、外傷、心肺蘇生、中毒、外因性環境疾患（熱中症など）などを専門分野と
していますが、昨今の医療事情から高齢者の体調不良による入院にも積極的に携わっています。

　また、私はこれまで筑波大学准教授、藤田保健衛生大学客員教授、順天堂大学先任准教授を歴任しており、
現在も筑波大学客員教授として大学院生の指導にあたっています。国内外の主要な施設と多施設研究を行
い、国際的な主要雑誌に100編以上の論文を掲載しています。私どもの活動などの詳細は以下WEBページ
も是非ご覧ください。

新任医師のご紹介新任医師のご紹介
左から楢橋医師･阿部医師（筆者）･稲葉医師

救急科の理念･ビジョン･専門性･指針

SLOGAN ～救急科の理念～

SPECIALTY ～救急科の専門性～

VISION & MISSION ～救急科の使命と目指すもの～

Right Care,  Right Now
（適切な治療を今ここで）

“Acute Generalist × Academic Generalist × Care Mix Model = Emergency Physician + Hospitalist + Intensivist”
我々の専門性は疾患ではなく、総合的に人を診るということを本質とした幅広い医療です。

CREDO ～救急科の行動指針～
救急センター･救急科は以下の6つの理念に従い行動しています。

根拠に基づいて、適切なタイミングで適切な患者に適
切の方法で医療を提供すること、提供した医療が最終
的に人の幸せな生活に繋がることを目指しています。

1、The conductor
医療の先頭打者であ
り、司令塔でもある救
急科は看護師、リハビ
リ、栄養士、薬剤師な
どの医療スタッフと
ともに最適な医療を
提供します。

2、The supporter
集中治療も行います。
集中治療の本質は”障
害臓器の治療”と”障害
されていない臓器の
保護”にあります。我々
は治療中の全身のサ
ポートを行うことを
重要視しています。

3、The connector
急性期病院は在院日数
の短縮が求められ、疾
患が治癒すればすぐに
退院を求められます。
しかし、高齢者は疾患
が治癒しても、そのま
ますぐに元の生活に戻
れません。ケアミック
ス病院の強みを生かし、
次の生活へ繋げる医療
を展開します。

4、The transporter
スタッフはドクター
ヘリやドクターカー
の経験者です。ドク
ターヘリの受け入れ
や当院の救急車によ
る重症患者のお迎え
も行います。公共の活
動としてDMATなどの
災害支援も行います。

5、The educator
全人的に診療する医
療現場は次の医師を
育てる舞台でもあり
ます。国内外の学生、
実習生、研修医が指導
医とともに診療にあ
たっています。

6、The creator
現在、日本の医療の質
はかなりばらつきがあ
ります。当科では国際
標準化された医療を展
開し、次のエビデンス
を作っていくことを目
標としています。

救急センター：https : / / tsukuba-k inen.or . jp/serv ices/2426
救急科：https : / / tsukuba-k inen.or . jp/serv ices/1282
Twitter：https : / / twit ter .com/TsukubaKinenQQ
阿部智一：https : / / researchmap. jp/abetoshi1

登録医紹介〈つくば市師会〉
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。

　当院は、昭和33年4月に私の父（93歳　いまだに現役
です）が広瀬医院として開設し、地域医療に邁進してまい
りました。平成8年に私が戻ることを機に、クリニックを新
築、更に「広瀬クリニック」と改名しました。
　私の専門は整形外科ですが地域柄、外科、内科、耳鼻科、
皮膚科など多岐にわたり診療を行っています。また、往診
や在宅医療も行っております。
　平成19年4月に私が院長に就任し、今年で開院62年目
となります。（医師：2名　看護師：2名　事務：4名　リハ
ビリ担当：1名）
　患者様に寄り添う医療を心掛け、スタッフ一同これから
も地域医療に貢献できるよう尽力してまいりたいと思いま
す。どうぞよろしくお願い致します。

広瀬クリニック
院長 廣瀨　廣 先生

❶サラダチキンをほぐし、ゆで卵はくし型に切る
❷A.B.Cを混ぜ合わせる。
❸サラダチキン、ゆで卵、カット野菜をボウルに盛り付け、
ドレッシングをかける。

材 料（1人分）

～筑波記念病院栄養管理課季節のレシピ便り～
彩りサラダボウル

作り方

記念樹キッチン
vol.18

レシピのポイント

今回ご紹介するのは彩りサラダボウル。
手軽にバランス良く食事を召し上がれます。

エネルギー229kcal　たんぱく質20g　塩分1.3g1人分

市販のドレ
ッシングと

同じ量です
が、

塩分が半減
します

●炒り胡麻を胡麻ドレッシングと混ぜることで
　胡麻の風味がより引き立ちます。
●胡麻が野菜に絡んでドレッシングが
　少量でも美味しくいただけます。
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。

ドレッシング塩分
1.0ｇ→0.5ｇ

広瀬クリニック
〒300-4354　茨城県つくば市国松56-1　TEL：029-866-0129
診 療 科：整形外科、リハビリテーション科、外科、内科、
　　　　　　耳鼻咽喉科、リウマチ科
診 療 時 間：月・火・水・木・金・土9:00～13:00
　　　　　　月・火・木・金・土15:00～18:00
　　　　　　科目によって診療日時が異なります
休 診 日：日曜・祝日

 

記念樹つくば 2020年・夏/秋号6 記念樹つくば 2020年・夏/秋号7



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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※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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救急センター
隣 接／筑波総合クリニック

案 内 地 図

交通のご案内

つくばトータルヘルスプラザ
メディカルフィットネスセンター「フェニックス」への

　私は1993年に筑波大学に43歳で着任し、
2015年に定年退職、その後、土浦市の筑波総
研株式会社に勤務し、2020年3月にそこも退
職して、神奈川県茅ヶ崎市の自宅に戻りまし
た。筑波記念病院のトータルヘルスプラザ
（THP）フェニックスには、2003年ごろから
週２～3回通いました。そのころ、本誌の創刊
号がロビーに置かれていたのを覚えています。
私は子供のときから体育が苦手で、それまで全

く運動をしてこなかったので、筋トレと時速
5kmで3kmを歩くことから始めたのですが、
2018年にハーフマラソンの自己最高記録2時
間58分03秒を達成しました。私の26年半に及
ぶ単身赴任（週日のみ）生活の後半に研究・教
育の源泉として健康と体力を支えてくれたの
は、いつも明るいTHPのスタッフの皆さんでし
た。ありがとうございました。

高木　英明 （筑波大学名誉教授・元副学長）

ご利用者様からの　 をご紹介声


