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記 念 樹 つ く ば 特 集

新 年 のご挨 拶

るもの、
さらには緊急時に短時間で確認できる迅速PCRを導

医療法人社団筑波記念会
理事長

小關

入し、救急搬送、緊急対応時の体制強化を行いました。入院

剛

においては、陰圧室を急性期病棟に加え集中治療室にも配備
し、重症患者様にも対応できるように整備させていただきま
した。長期にわたる面会禁止となり、入院患者様のご家族様
等にも大変ご迷惑をかけております。 その中でせめて画面越

新年あけましておめでとうございます。2020年はオリンピ

しにお顔を合わせ、患者様の治療・リハビリの活力となるよう

ックイヤーと言われ、
われわれ国民にとっても期待に満ちた年

iPad等でのWEB面会対応を準備しました。外来部門におい

始でありましたが、振り返れば正に新型コロナウイルス感染

ても発熱外来トリアージを行い、動線を整備するとともに待

症一色であった一年でした。

合室等での換気改善の徹底は勿論ですが、抗菌・抗ウイルス
コーティングを導入させていただきました。

当院におきましても、昨年3月下旬に初めて陽性患者様が
確認され、県内の医療機関として初めて発生を認めたことも

本年はこの情勢を何とか乗りきっていく一方で、昨年から

あり常に厳しい一年となりました。当院をかかりつけとしてい

進めている地域医療支援病院の強化となるべく在宅療養後

る患者様ならびに日頃よりご紹介いただいている登録医の先

方支援病院の機能を高めていきたいと考えています。地域の

生方にも大変ご心配をおかけしました。感染管理室を中心に

先生方の患者様をサポートする個別対応をさらに進めていく

従業員が一致団結して徹底した感染対策を遂行してくれたお

とともに、県医師会が打ち出している茨城県医療提供施設等

かげで、なんとか院内感染、
クラスター発生とならずに観察期

グループ化推進事業にも在宅療養後方支援病院として参加

間を乗り切ることができました。耐え難い周囲からの風評の

させていただきます。
より地域の先生方のバックベッドになれ

中で使命感をもって業務を行ってくれた従業員のみなさんに

るように、
また診療支援としてのサポートを充実できるように

何よりもまず感謝申し上げます。本当にありがとうございまし

取り組んでいきます。そして急性期専門医療の足腰を強くす

た。

るべく救急医療の整備もさらに進めていきたいと考えており

現在も第３波、
というより第２波の延長でしょうか、その最

ます。人員の確保もさることながら受け入れ体制のシステムも

中ですが、引き続き従業員一同一層の感染対策を行い、気を

強化し、病院全体で対応していけるようにしていきます。地域

引き締めてご対応させていただいております。
『やれることは

のしあわせを護りつづけるために、二次救急医療機関として

何でもやる』べく体制を強化しております。昨年6月からは全

どこまで踏ん張れるか、そして地域医療支援病院の強化をど

患者様の入院前の抗原検査・PCR検査等施行させていただ

う行うか、昨年からのテーマをもう１歩進めるために従業員

き、安全はもとより患者様やご家族様にも安心していただけ

一同一意専心に取り組んでいく所存です。本年も当法人を何

る医療提供を行っていきます。
インフルエンザと同時測定でき

卒よろしくお願い申し上げます。

記念樹つくば
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病院管理者

るアンギオテンシン インベルターゼー２
（ＡＣＥ−２）
を入り

長澤 俊郎

口にして、
ウイルスが体内に侵入するためとわかってきました。
重症化例は人工呼吸器、
ＥＣＭＯが必要な重症肺炎のほか
にも血管内皮障害を介した血栓症が明らかになってきました。
また感染が治癒したあとにも様々な後遺症があることもわか

２０２０年３月、突如として発生した「ダイヤモンド・プリン

ってきました。

セス号」
での集団発生に端を発したＣＯＶＩＤ−１９のパンデ

この時期の病院の役割は大きく、新型コロナ感染に十二分

ミック感染が日本中に拡大しました。その後、政府の非常事

に配慮しながら、病院機能を維持・発揮できることが最優先

態宣言を経て感染は小康状態を保ってきました。

です。当院は地域医療支援病院でもあり、地域の皆さま方の

しかし、
１１月には全国で１日の新規感染数は２５９７名、

通院・入院に支障が出ないよう最大限の努力を惜しみません。

茨城県でも６６名と過去最高を超える日が続いています。
クラ

安心して医療を受けていただける診療体制を維持することが

スターも多様化し、接待を伴う飲食店街から大学の運動部、

使命です。一方、不幸にして、
コロナに感染された患者さんに

市役所、警察などの公共機関、職場内感染、家庭内感染と拡

も対応するため、一般病棟に陰圧個室を２部屋、
ＩＣＵにも陰

大の様相をみせてきています。病院、高齢者施設でも施設内

圧個室を１部屋設置しました。
また発熱外来を月曜日から土

感染が新たに発生しております。
１１月３０日にはつくば市を

曜日の午前中開催し、午後は保健所からの依頼で濃厚接触

含む県南の市に外出自粛要請がだされ、茨城県にも感染の第

者のPCR検査、陽性者の入院の適否を判定するメディカルチ

３波到来と思われます。

ェックを担当しています。
１２月２日から発熱者にインフルエン

ＣＯＶＩＤ−１９の全体像もおぼろげに見えてきました。初

ザとＣＯＶＩＤ−１９の同時流行（ツインデェミク）に備え、両

期症状は無症状も多く、有症状者では発熱・上気道炎のほか

者の同時抗原測定体制を立ち上げております。今後の推移は

にも下痢などの消化器症状、味覚障害も重要です。
これはウイ

予断を許しませんが、病院機能を落とすことなく、無事に感染

ルスが肺、肝、脳、結腸など体のいろいろな場所に発現してい

の第３波を乗り切れるよう職員一同、全力で努力いたします。

上となって現れております。

事務局長

田中 正人

当面の資金の枯渇が懸念されましたが、行政機関、金
融機関の助成を受けて何とか運営できております。たく
さんの方からのご声援、ご寄附、マスクや食糧など物資
のご提供もありました。関連施設の陽性者の受け入れに
始まり、発熱外来の開設など全く経験のない喫緊のコロ

日頃より、
当会の運営にご尽力を賜り感謝申し上げます。

ナ対策を模索しながら、今日まで運営して参りましたが、

新しい年を迎えましたが、未だ収束の見られない新型コロナ

おかげ様で多大なお力添えをいただいております事を重

ウィルスの流行により、社会生活を一変させる事態が続いて

ねて御礼申し上げます。

おります。
ご苦難に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。

最後に、筑波記念会は、自身や家族の不安や危険を顧

当会においては、流行の始めにあたる昨年3月末に患者様

みず、従事してくれた職員、関連会社の皆様を大変誇り

の感染がわかりました。実際にはそこから大きな拡がりは見

に思います。感謝に堪えません。コロナの根本的な解決

せず、内部のクラスターに発展しなかった事は不幸中の幸い

ができない以上、いつクラスターが起きてもおかしくな

でありました。
ただ経営的に視れば、
当時は今よりも社会的に

い状況、病院運営に支障をきたす不安は続きますが、で

未知のウィルスへの警戒感が強く、内外の風評を生み、当会

きる限りの感染対策をして、皆様に安心して必要な医

への受診控えが起きた事や、一部派遣業務が中止されてしま

療・介護サービスを受けていただけるよう一致団結して

った事は、昨年3月から6月の収支において膨大なマイナス計

参りますので、本年も何卒よろしくお願い致します。
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新任医師のご紹介
小児外科 診療部長
上岡 克彦
小児外科は文字通り「こども」の外科疾患に対応

なご苦労でした。では茨城県は距離的に近いので

する診療科です。過去には耳鼻科、眼科領域を除く

、たいしたことはないのかというと片道で2時間（

すべての疾患を対象としていたこともありますが、

たいていはそれ以上）はかかるところへの外来通

現在は専門化がすすみ脳神経外科、心臓血管外科、

院、入院は、ご家族にとって患者様のご兄弟（た

整形外科、形成外科に関してはそれぞれの診療科で

いていは手のかかるこどもさんです）の面倒をみ

専門に診療する担当者がいるようになっています。

たり、お仕事があったりとやはり大変なご苦労で

泌尿器科領域は小児泌尿器科のみを専門に行って

した。ほとんどの家庭が共働きで、少子化傾向で1

いる診療科は、全国の小児病院のうち13病院と2つ

人のお子さんが大切になっている（だれもが大切

の大学病院のみです。いわゆる先進国では人口100

ですが）状況では各地域で治療が完了する施設、

万人あたり１人の小児泌尿器科専従医が必要とされ

すなわち専門医が必要とされています。

ていることを考えると、わが国の専門専従医の数は

この度、筑波記念病院で小児外科（小児泌尿器

大変少ないことになります。専門施設がない地域は

科）を開設させていただきました。筑波大学小児

小児外科、泌尿器科、外科、婦人科などの診療科の

外科の一員としての活動で、筑波記念病院での診

中で専従者を決めて診療を行うことで医療需要に対

療（外来、手術）と筑波大学での手術・教育を行

応しています。

っております。小児の泌尿器科疾患につきまして

茨城県においては県立こども病院小児外科、筑波

は筑波記念病院と筑波大学小児外科が協力して治

大学小児外科および関連施設で泌尿器科領域に対応

療を完結する体制ができました。

していますが、治療が難しい症例は小児専門病院に

よくある疾患につきましてはホームページ

紹介されていました。小生が2003-2017年まで勤

https://tsukuba-kinen.or.jp/services/1761

務していた国立成育医療センターでも多くの茨城県

に記載してありますので、ご参

のこどもさんの治療を行わせていただきました。成

照いただければと存じます。こ

育医療センターには九州、北海道から手術を受けら

れからどうぞよろしくお願いい

れにこられる患者様もいらして本人、ご家族は大変

たします。

名古屋市立大学

略

歴

医学部

卒業

兵庫県立こども病院

小児外科

茨城県立こども病院

外科

筑波大学

研修医

医員

小児外科 チーフレジデント

兵庫県立こども病院

泌尿器科

名古屋第二赤十字病院

医長 （1990-1997）

小児外科（小児泌尿器科専従）副部長 （1997-2003）

国立成育医療研究センター

記念樹つくば
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医長 （2003-2017）

2021年・冬号

オンライン栄養指導の開始
〜患者さんと共に未来を拓く〜

栄養管理課 主任

松浦 史生

病院で行う栄養指導は、専門の管理栄養士が

患者さん一人ひとりの病態に合わせて最善の食
事療法を提案します。

2020年度の診療報酬改定では、情報通信機器

（電話やパソコン、スマートフォンなど）を使
用した栄養指導が行えるようになりました。昨
年度末から新型コロナウィルスが大流行してい
たため、患者さんが安心・安全な環境で栄養指
導に臨めるにはどうしたら良いだろうと考えて
いた私達は、周辺地域に先駆けていち早くオン
ライン栄養指導を開始しました。導入初回は、
通信機器の接続が上手くいくか、雰囲気が対面
とは違うのではないか、などの不安がありまし
たが、患者さんから「対面と変わらず栄養指導

に臨むことができた」「安心感があるので、引
き続きオンラインでお願いしたい」などのコメ

ントをいただき、一安心したことが印象的です。

オンライン栄養指導のメリット
①新型コロナウィルスやインフルエンザなどの感染リスクの低減
②通院時間、交通費の節約
③隙間時間の有効活用
④自宅で食べている食材や料理を見ながら具体的なアドバイスが可能

（ ク ロ ン ）

新型コロナウィルスと共存していくいわゆるwith コロナ時代に突入し、目まぐるしい環境の変化で

体調を崩されたり、不安を抱えていらっしゃる方も多いと思います。私達、筑波記念病院・筑波総合
クリニックの管理栄養士は科学的根拠に基づいた専門的な知識と、患者さんが安心・安全な環境で栄

養指導に臨める体制を完備しています。ご興味のある方は、どうぞお気軽にお問合い合わせください。

記念樹つくば
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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」のご紹介

メディカルフィットネスセンター「フェニック

ディカルフィットネスセンターです。健康運動指

年（平成24年）10月に指定運動療法施設の認定

から一般の方まで幅広い方を対象にしています。

ス」は、1994年（平成6年）11月に開設、2012

導士、理学療法士等が常駐しており、アスリート

を受けました。2021年（令和3年）で27年目を

2020年（令和2年）3月末より、感染症拡大予防

迎えます。フェニックスは、健康増進、体力づく

のため営業を自粛しておりましたが、6月より営

り、病気・生活習慣病・介護等の予防・改善、な

業を再開いたしました。現在は、感染症拡大予防

どを目的として、医学的な要素を取り入れたメ

1

に力を入れて営業をいたしております。

フェニックス感染症予防対策
「いばらきアマビエちゃん」

フェニックスは、
茨城県が感
染拡大の防止を図ることを
目的として作成したシステ
ム
「いばらきアマビエちゃん
」
に事業者として登録してお
ります。茨城県は｢アマビエ
ちゃん」
登録施設の利用を推
奨しており、
県のホームペー
ジ上で当施設を公表してお
ります。

2

スタッフの感染症予防対策

5

トレーニング機器

業務前に体温測定お
よび、同居家族の体
調の確認を行い管理
しております。
業務中は適宜、手指
消毒及び手洗いを
行っており、マスク
着用にて館内での対
応を行わせていただ
きます。

3

手指消毒、環境清拭、館内換気

4

館内プログラム

スタッフが使用後の運
動器具・物品を清拭し
ており、ご利用者自身
でも行うことが出来る
ように館内にアルコー
ル消毒液を配置してお
ります。
また館内換気を一時間
に3回以上、実施して
います。

飛沫感染を防ぐ為にパーテーションを設置し、利用者同士の間隔
が広くなるよう配置しています。

参加者はマスク着用、2メートルの間隔を保つよう、立ち位置を決
めて実施しています。運動中、館内の空気を循環させる為、サー
キュレーターを配置しています。

現在、予約制となっております。ご利用時にはご連絡願います。 TEL.029-864-7080 フェニックス

記念樹つくば

6

2021年・冬号

地域医療連携室

登録医紹介

ひろせ内科消化器クリニック
院長 廣瀬 充明 先生
2004年に島根医科大学を卒業し、卒

業後は筑波大学および関連病院にて消
化器内科医として診療を行ってまいり
ました。今回の開院に伴い、内視鏡を
中心とした消化器診療は引き続き行い
ながら、一般内科診療にも注力して地
域医療に貢献していきたいと考えてお
ります。

ひろせ内科消化器クリニック

患者様お一人お一人に寄り添い、何

〒305-0008 茨城県つくば市流星台26-8 029-896-7786
診 療 科：内科、
消化器内科、
内視鏡内科、
胃腸内科、
肝臓内科
診 療 時 間：月・火・水・金・土 9:00〜12:00
火・水・金 15:00〜18:00
月 16:00〜20:00
休 診 日：木曜・日曜・祝日

でも相談しやすいクリニックを目指し
たいと考えております。どうぞよろし
くお願い致します。

●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.19

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〜

茨 城 県が誇るレンコンで
コロナに負けない免 疫力をつけましょう！

コロナに負けるな！
免疫力アップスープ
1人分

●エネルギー196kcal ●たんぱく質13g
●塩分1.1g ●食物繊維 3.2g

材 料（1人分）
●れんこん ………………………………………………… 50g

●キャベツ ………………………………………………… 50g

●ミニトマト ……………………………………………… 4 コ
●手羽先…………………………………………………… 1 本
●水……………………………………………………… 300ml
●生姜………………………………………………………
●チキンコンソメ …………………………………………

5g

2g

●塩…………………………………………………………0.2g

●三つ葉……………………………………………… お好みで

作り方

レシピのポイント

❶レンコン、キャベツを1口大に切る。

骨付き肉を一緒に煮る事で、スープに
旨味をプラス。
また、スープにする事で野菜などの栄養素を
余すことなく摂ることができます。

❷ 生 姜は千 切りにする。
❸ ①と② 、手 羽 先 、水を入 れ 、弱 〜 中 火で 2 0 分 火
にかける。
❹ミニトマトを加え、3分ほど火にかける。
❺チキンコンソメ、塩で調味すれば完成。

記念樹つくば

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。

7

2021年・冬号

記念樹インフォメーション

「ガイアの夜明け」
で当院の新型コロナへの
取り組みが紹介されました
2 0 2 0 年 9月 8日、テレビ 東 京

「日経スペシャル

ガイアの夜

明け」に当院救急センタースタッ
フが出演しました。阿部智一救急
センター長を中心に、体外式 模

型人工肺「ECMO（エクモ）」につ

いて学ぶ 取り組みが紹介されま
した。

番 組 内 で は 、医 療 学 会 セミ

ナーにオンラインで 参加し、医

師、看護師らがVR（仮想現実）ゴーグルをかぶり仮想の手術室でそれぞれの立場でエク
モの使い方を学ぶ姿や、当院末松義弘副院長が心臓外科手術を行った患者さんに装着
されたエクモを扱い、そこで学ぶスタッフの姿が放映されました。

国道408号

至水戸

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

つくばハートセンター

みどりの駅

筑波記念病院附属 ｢アイビー保育園｣

ひたち野うしく駅

つくば
センター
行き
つくば
センター
下車

JR
土浦駅
JR
荒川沖駅

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

IC

牛久駅

T Xつくば駅 ／
つくばセンター
バスターミナル

無料
シャトルバス
約10分

路線バス

圏央道

JR
●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

桜土浦ICより
約20分

つくば
牛久IC

至阿見東

お車で

谷田部ICより
約20分

谷田部IC

牛久
阿見

交通のご案内
つくば中央ICより
約10分

つくばJCT

つくば総合リハビリテーションセンター

至三郷

｢つくばケアセンター｣
つくば訪問看護ステーション

大角豆

国道6号

｢つくばトータルヘルスプラザ｣

稲荷前

桜土浦
IC

号

54

3
国道

ＪＲ
常磐
線

人間ドック・健診・運動施設

通り
宇宙
センター

南大

通り
西大
学園

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
中央IC

線

学園

土浦

学園西

国道408号

筑波記念会

｢筑波総合クリニック｣

至常総

外来専門クリニック

万博記念
公園駅

サイエンス大通り

大穂豊里地域包括支援センター

つくばエクスプレス

関連施設
救急センター

ば駅
つく
クレオ

松代

●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

通り
東大
学園

●形成外科 ●小児科 ●婦人科 ●精神科 ●皮膚科 ●眼 科 ●耳鼻咽喉科

妻木

通り
北大

イーアス
研究
学園駅

●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

柴崎

西平塚

土浦駅

診療
科目

国土
地理院

口ノ堀陸橋下

常
磐
自
動
車
道

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

https://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

