M E M O R I A L

T R E E

T S U K U B A

65

2021・春/夏
2021年7月15日
発行

医療法人社団 筑波記念会

筑波記念病院

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。
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令和3年度新任医師のご紹介
内科の対象であり、これらは若年層にも多くみられ

脳神経センター

ます。また、神経内科は神経疾患のみを扱う訳でも

センター長 玉岡 晃

ありません。あらゆる神経症候を呈した患者さんを
対象とし、鑑別診断を行った後に、精神科、心療内科、
膠原病リウマチアレルギー科、整形外科、脳神経外科、
耳鼻科、眼科などへの紹介作業、即ち仕分けをして
道筋をつけるのも神経内科の重要な責務の一つであ

この度、脳神経センター長を拝命いたしました玉

ります。神経内科が「神経系の総合診療科」である、

岡晃と申します。筑波記念病院の脳神経センターを

と言われる所以です。

最初に立ち上げられたのは、筑波大学脳神経外科の

神経系の訴えのある患者さんは、年齢にかかわら

初代教授でいらっしゃいました牧豊名誉教授であら

ず、遠慮なく脳神経センター（神経内科）にご相談

れます。脳神経外科も「神経系の総合科」の面がご

いただければ幸いです。

ざいますが、神経内科は「神経系の総合診療科」を
標榜しておりますので、この度私が脳神経センター

経歴

長に任ぜられたことは、大変時宜に叶ったことであ
り、皆様のお役に立つ神経内科を目指して邁進して

1980年3月

東京大学医学部医学科

1982年6月

東京大学医学部附属病院神経内科医員

1980年6月

まいりたいと襟を正しております。

1983年8月

現在、我が国では急速に高齢化が進み、医療、介護、

1986年6月

福祉サービスへの需要は益々高まってきています。

1989年7月

日常的に介護を必要としないで自立した生活ができ

1992年4月

る生存期間である健康寿命に影響する疾患には、脳

1997年4月

卒中、認知症、パーキンソン病、骨折、肺炎などが

2004年4月

国立病院医療センター等神経内科医師

東京都老人総合研究所プロジェクト研究部研究員
ハーバード大学医学部ブリガム婦人病院

神経疾患センター博士研究員（フルブライト奨学生）
筑波大学臨床医学系（神経内科）講師

筑波大学臨床医学系（神経内科）助教授

筑波大学大学院人間総合科学研究科助教授

2005年12月 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授

あげられますが、その多くは神経内科疾患でありま

2010年4月

す。認知症やパーキンソニズムにおける正確な診断

2018年4月

と適切な治療方針が必要であることは言うまでもあ

2021年4月

りませんが、神経内科疾患による後遺症や障害を抱
えた状態で療養生活を送る患者さんへの対応も避け

筑波大学附属病院副病院長（兼任）

筑波大学附属病院ISO・医療業務支援部長（兼任）

筑波大学附属病院難病医療センター部長（兼任）
筑波記念病院脳神経センター長
東京医科大学特任教授

筑波大学客員教授・名誉教授

られない課題であります。高齢化社会を迎えて、ど

専門

の診療科も高齢患者さんが様々な神経系の症状を訴

・臨床神経学（特に、認知症、パーキンソニズム、筋萎縮性側索
硬化症を含めた神経変性疾患一般）

えることにしばしば遭遇されることと推察されます

・神経生化学（特に、神経変性疾患の分子病態）

ので、患者さんが神経症状で困っていること、気に

資格・学位等

していることがあれば、些細なことでも結構ですの

・医学博士

で、一言お声がけいただければと思います。

・日本神経学会専門医・指導医

一方、神経内科は高齢者中心の診療科でもありま

・日本老年医学会認定老年病専門医・指導医
・日本医師会認定産業医

せん。筋ジストロフィーは小児期において重要な疾

・日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

患であり、免疫性神経筋疾患は広汎な年齢層が罹患

・日本老年精神医学会専門医
・日本認知症学会専門医

します。頭痛やてんかんなどの高頻度の疾患も神経
記念樹つくば
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臨床研修医

①就任にあたっての抱負

②専門認定・資格

阿久津

初期臨床研修医

開

あくつ

ひらき

まさや

①信頼される医師として認められるように
真摯な気持ちで望んで参りたいです。

岡口

和也

おかぐち

林

初期臨床研修医

かずや

竜一郎

はやし

①茨城で生まれ茨城で育ちました！
（大学は宮崎）
茨城の医療に貢献します！

りゅういちろう

①様々なことを学び頑張りたいと思います。
何卒よろしくお願いいたします。

小形

初期臨床研修医

正哉

つばきやま

①積極的に色々なことを学び、
実りある研修となるよう頑張ります。

初期臨床研修医

椿山

初期臨床研修医

雄大

おがた

榎本

初期臨床研修医

ゆうだい

晃子

えのもと

①早く一人前の医師になれるように
頑張っていきたいと思います。

あきこ

①地域の診療の一助となれるよう精進して
参ります。
よろしくお願いいたします。

齋藤

初期臨床研修医

祥愛

さいとう

石井

初期臨床研修医

さちえ

佐彩

いしい

①日々の学習とコミュニケーションを
大切にしながら精進して参ります。

さあや

①一生懸命頑張ります。
皆様、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

髙木

初期臨床研修医

たかぎ

亮輔
りょうすけ

①患者さんと信頼関係を築き、
よりよい
医療を提供できるよう努力していきます。

専攻医

①就任にあたっての抱負

②専門認定・資格

川越

専攻医（内科）

かわごえ

亮承

専攻医（外科）

りょうすけ

水草

真美

専攻医（リハビリテーション科）

渡部

直実
なおみ

①皆さまの健やかな生活を支えたいと思っております。よろしくお願いします。
②博士
（医学）
日本内科学会 認定内科医/総合内科専門医
日本神経学会認定 神経内科専門医

岳

わたなべ

目﨑
めざき

まみ

①地域のみなさまの健康増進に
貢献できるよう頑張ってまいります。

専攻医（形成外科）

がく

綾部

奈々子
あやべ

①地域の皆さまに貢献できるよう、
日々精進致します。

専攻医（内科）

りょうたろう

①患者様に最高な医療を提供できるよう
日々精進して参ります。

みずくさ

専攻医（リハビリテーション科）

亮太郎

やまだ

①半年間という短い期間ですが精一杯頑張ります。
よろしくお願いします。

専攻医（整形外科）

山田

ななこ

①地域のみなさまが安心して、
治療を受けていただけるよう
日々の診療を頑張っていきます。
よろしくお願いします。

重田

今 年 は以 上 の 常 勤 医 師と
臨 床 研 修 医・専 攻 医 が 着 任しました。
「 誠 意を以って最 善をつくす」を胸 に地 域 の
皆 様と地 域 医 療 に貢 献してまいります。
どうぞよろしくお 願 い 致します。

早紀子
しげた

さきこ

①少しでも早く仕事に慣れ、
皆様のお力になれるよう頑張ります。

記念樹つくば
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筑 波 大学附属 病 院
臨床教授を拝命して
脳卒中センター
谷中 清之

センター長

私は脳神経外科医として脳動脈瘤などの脳血管
障害の手術や髄膜腫などの脳腫瘍手術、顔面痙攣や
三叉神経痛に対する開頭術に興味を持って取り組
んで参りました。今般、筑波大学附属病院から臨床
教授職を拝命いたしましたが、その趣旨は若手脳神
経外科医たちに特に開頭術の手術指導を依頼する
とのことでした。
脳血管障害の外科治療には開頭術と近年発展著
しい血管内治療があり、その両者が同レベルにない
と良い治療は望めません。茨城県の脳神経外科医は
血管内治療にはその黎明期から取り組んでおり、血
管内治療の専門医は順調に育ちつつあるようです。

酔科はじめ困った時に手を差し伸べてくれる医局

しかし開頭術については不十分で、その育成が喫緊

の仲間など、すべてが高いレベルで協力して診療

の課題です。

にあたってきた賜物です。私はともに働く同僚た

私は、これだけは誰にも負けないという得意分野を

ちを誇りに思っています。

持ちたいと思って研鑽を積んで参りましたが、未だ

今後は定期的に大学病院に出向き、術前検討に

その域には達しておりません。それでも今回の拝命

参加し、手術室内で手術指導を行います。自分の経

に至ったのは、私個人の外科医としての技量という

験と技術を大学病院の医師たちに余すことなく伝

よりも、筑波記念病院の総合力が評価されたものと

えます。時にこちらの病院を空け皆さんには迷惑

考えています。確かに手術そのものは手術室内で行

をおかけするかもしれませんが、幸い当院の脳神

われますが、医療は手術室の中だけで行われるもの

経外科は中村部長を中心として、開頭術も血管内

ではありません。患者の入院生活と社会の仲立ちを

治療も非常に充実しています。私は今後も大学で

する事務部、患者の心と身体に寄り添う看護部、適

の 知 見 と 経 験 を 当 院 で の 臨 床 に 生 か し 、も っ と

切な薬物治療を提案する薬剤部、正しい診断につな

もっと上手い外科医を目指します。皆さん、良き医

がる画像を提供する放射線部、安全な手術のための

療人を目指しともに頑張りましょう。皆でよりよ

術中モニターを行う検査部、機能回復を担うリハビ

い医療人になることが良質な医療の提供、そして

リテーション部、そして術野に集中させてくれる麻

地域医療の向上に繋がると確信しています。

記念樹つくば
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キャッシュレス決裁サービス
PayPayのご利用について
「つくばトータルヘルスプラザ」とメディカルフィット
ネスセンター「フェニックス」、「筑波記念病院」で、
PayPayを使ってお支払いができるようになりました。各窓
口でのお支払い時にお申し出ください。
PayPayは、スマートフォンなどで利用できる「キャッ
シュレス決済サービス」です。予めアプリに、銀行口座か
らお金をチャージしたり、クレジットカードを連携させる
ことで、現金を使わないお支払いが可能になります。
すでにアプリをご利用中の方はもちろん、スマホ決済が
気になっていた方もぜひこの機会にお試しください。
※クリニック等その他の施設でのお支払いにはご利用いただけません（2021/5/1時

点）。ご了承ください。※PayPayには過去24時間の利用金額上限があります。特に

入院費支払いにご利用の際はご注意ください。上限まであといくらお支払いできるか

がPayPayアプリ上で「利用可能金額」として表示されます。※アプリの詳しい使い
方や技術的な内容、ポイントキャンペーン等についてのお問い合わせにはお答えでき
ません。詳細はPayPayのアプリや公式ホームページ等をご確認ください。

メディカルフィットネスセンター
「フェニックス」のオンライン予約について
「つくばトータルヘルスプラザ」内、メディカルフィット
ネスセンター「フェニックス」の来館予約がオンラインで
できるようになりました。2日前までの予約が可能です。

営業時間外でもご予約できますので、ぜひこの機会にご利
用ください。

https://tsukuba-kinen.or.jp/phoenix-reservation
右記のQRコードからご予約ください。
お待ちしております。

当日および翌日のご予約はお電話でのみ受付いたします。

電話：029-864-7080
お問い合わせ対応時間：月曜日〜金曜日

10：00〜18：00、土曜日

10：00〜17：00

※キャンセル、初回の方は当ページで受付できません。 お手数ですがお問い合わせ対応時間内にお電話にてご連絡ください。
※予約希望日時が満員の場合でも、お電話では受付できる場合がありますので、お問い合わせください。
※スタジオプログラム参加をご希望の方は、来館予約をしたうえで、お電話にてご連絡ください。

記念樹つくば
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地域医療連携室

〈つくば市医師会〉

登録医紹介

倉田内科クリニック
院長 倉田 尚司 先生
平成5年8月に開院し28年間一般内科・
小児科として高血圧症・心臓病・糖尿病
などの慢性疾患の管理や健康診断・予防
接種など患者様の健康管理を中心に診療
を行っています。
つくばは医療環境が整っているため専
門性の高い医療が受けられる地域であり、
患者様に適した検査・治療が受けられる
よう専門医の先生への御紹介を心がけて
おります。

倉田内科クリニック

〒305-0001 茨城県つくば市栗原3443
TEL.029-857-8181
診 療 科：内科、
小児科
診 療 時 間：月・火・水・金・土 9:00〜12:30 14:00〜18:00
休 診 日：木・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。

筑波記念病院からのお知らせ
当院は新型コロナウイルスワクチン接種の協力医療機関です。
（接種券をお持ちの方対象）／令和3年7月15日現在

【予約方法】

1.つくば市在住の方【かかりつけでなくても予約可能です。】

①つくば市コロナワクチン接種対策コールセンター（平日8：30〜17：15）
TEL.029-883-1391

②つくば市新型コロナワクチン接種予約サイト（24時間受付）
https://vaccines.sciseed.jp/tsukubacity/login

※つくば市のコールセンター及び予約サイトを通した予約に関する内容はつくば市へお問い合わせください。

2.かかりつけの方【かかりつけであればつくば市以外の方も予約可能です。】

ワクチン接種お問い合わせ専用電話（平日14：00〜16：00）
①080-8864-7380
②090-1697-3925

【接種会場】

月〜金曜日：つくばトータルヘルスプラザ
日曜日：筑波総合クリニック

記念樹つくば
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最新情報はホームページからどうぞ
https://tsukuba-kinen.or.jp/3708

2021年・春/夏号

記念樹インフォメーション

2020年度
筑波記念病院学術集会を開催しました。
「いままでに印象に残った症例」をテー
マとして、1年次研修医が学会形式で発表
しました。発表の内容や態度、質疑応答で
の対応などが指導医数名に評価されます。
また今回は座長を2年次研修医に交代
で担当してもらい進行を任せましたが滞り
なく進める事が出来ていました。研修医た
ちには良い経験になったと思います。
今回で5回目の開催となりましたが、発
表の内容も年々レベルアップしてきている
ので、今年度の新1年次研修医も負けずに
頑張ってもらいたいです。

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

