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介護老人保健施設「つくばケアセンター」では多職種のスタッフが力を合わせて、
ご利用者さまや介護をする方々を支えるサービスを真心込めて提供します。
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　新年明けましておめでとうございます。昨年の秋頃より新型

コロナウイルス感染症がようやく減少傾向となってきています

が、海外では再増加もみられ、未だ気を緩めることができませ

ん。懸念される第６波が小波であることを願っております。

　当院では昨年新型コロナウイルス感染症のクラスターが発

生してしまい、約２ヶ月にわたり救急及び入院診療が全て停止

しました。そのため長期にわたってかかりつけの患者様は元よ

り地域住民の皆様、そして周囲の医療機関の方々に多大なる

ご不安・ご迷惑をおかけしてしまいました。職員もギリギリの精

神状態の中での勤務・対応に追われることとなりましたが、当

院を頼りにしていただいている患者様を一日でも早く診られる

ように復活に向けて本当にみな一意専心に対応をしてくれまし

た。必死の思いで乗り切ってくれた職員の皆さんに改めて感謝

いたします。そして周囲の御厚意もあり、ワクチンも速やかに接

種できたことも乗り切れた大きな要因です。誠にありがとうご

ざいました。緊張感を保ちつつ徐々に病棟を再開させ、何とか

通常診療再開となりました。改めて救急要請やご紹介をいただ

ける有り難みを強く感じました。クラスター発生時にかかりつ

けの患者様すら診療できないという無念を糧に、更なる院内感

染を決して起こさないように組織としての対策に加え、個人１

人１人が一層感染対策を強化して診療を行っております。

　本年はまず何よりもコロナ禍における通常診療をしっかり

維持できることと皆様からの信頼を取り戻していくことを目標

にしたいと考えております。かかりつけの患者様、そしてご紹介

や救急要請をいただける患者様１人１人を大切に診療を行っ

ていくという原点に戻って職員一同診療に従事していく所存で

す。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

　小関 剛理事長より指名を受け、小林栄喜元院長、飯田 要前

院長の跡を継ぎ、筑波総合クリニックの院長に就任いたしまし

た飯田啓治です。

　私は、1980年に筑波大学付属病院研修医（2年間）を終え、

筑波大学大学院修了し医学博士の学位を授与されました

（1984）。それから文部教官を務め（1984～2003）、その間

に米国に2年間（1989～1991）留学し基礎研究にも携わりま

した。

　筑波大学では循環器内科に所属し、その時の筆頭講師であ

り、後の記念病院創始者である小関 迪先生の薫陶を受け、その

ご縁で病院開設（1982）以来、非常勤医あるいは常勤医として

診療に携わってきました。2015年に筑波総合クリニックの副院

長に、そしてこの度2021年6月に院長に就任いたしました。

　筑波総合クリニックは今年開設以来17年目になります。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

ています。また放射線検査、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診察当日

の診療時間内に判明するなど充実した診療体制が整っていま

す。その一方で、多くの大病院の外来診療と違って、他の医療機

関からの紹介状がなくても受診していただける敷居の低い診

療体制にもなっております

 勿論、筑波総合クリニックも十全ではなく、さらなる診療体制

の充実（充実診療待ち時間の短縮、当日受付拡大など）が望ま

れます。それに向け全従業員が一歩一歩前進することにより、

筑波記念会の基本理念である「誠意を以って最善をつくす」に

沿ったより理想的なクリニックを構築したいと考えております。

患者さんはじめ地域住民の皆様、そして医療関係者の皆様、こ

のような筑波総合クリニックですが、今後ともどうぞよろしくお

願い申し上げます。

医療法人社団筑波記念会
理事長 
小關　剛 医療法人社団筑波記念会

筑波総合クリニック院長 
飯田　啓治

　この度筑波記念病院併設の介護老人保健施設つくばケアセ

ンターの管理者に就任いたしました神山幸一です。

　私が初めて筑波記念病院に勤務したのは筑波大学卒後3年

目の1986年10月でした。当時筑波記念病院は開院5年目でし

た。その後2回の他病院での勤務を経て2001年12月から3回

目の勤務となり現在に至っています。当初は各専門医がそろっ

ておらず、外科全般、呼吸器、消化器、乳腺、救急、麻酔等、幅広

い診療を行いました。がん治療においては手術、化学療法、緩

和治療だけでなく進行がん患者様の訪問診療から在宅でのお

看取りも経験しました。私の医師人生は筑波記念病院とともに

あったと言っても過言ではありません。筑波記念病院の発展と

同時に少子高齢化社会が進み、今後医療だけでなく介護が非

常に重要になるとの現筑波記念会会長小関迪先生の考えで医

療から介護へのシームレスな提供に向け、1998年3月31日に介

護老人保健施設つくばケアセンターが開設されました。その当

時多くの手術を行っていた私は介護には目が向かず、つくばケア

センターは眼中にもありませんでした。しかし私も年齢を重ね、

また迫りくる超高齢化社会の中、介護の重要性を認識し、これま

での経験を生かしてお役に立てるのではと考え、この度つくばケ

アセンターの管理者をお引き受けすることに致しました。

　今後、つくばケアセンターで利用者の皆様一人ひとりに合わ

せた生活のお手伝い、リハビリ、健康管理等を多職種のスタッフ

達とワンチームでより良いサービスを提供させて頂けるように努

力して参りますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

なお筑波記念病院での外来診療も今まで通り続けますので今

後ともどうぞよろしくお願いいたします。

医療法人社団筑波記念会
つくばケアセンター管理者 
神山　幸一

医療法人社団筑波記念会
筑波記念病院　管理者　 
長澤　俊郎

　新型コロナウイルス（COVID-19）の第５波も全国的に収束

をみせ、2021/10/24には茨城県でも新規感染者がなんと０

となりました。感染の収束にはワクチン接種が一定の効果を示

したことは明らかですが、国民の７割がワクチン接種を終了し

たイギリスでは１日５万人の感染者がでていることを考えると、

ワクチンのみで問題は解決しません。日本でもワクチン接種の

終わった高齢者施設でクラスター感染が発生しています。

　病院は外からの感染を持ち込まないのはもちろん重要です

が、なによりも病院職員一人一人の感染に対する意識と対策

が一番重要なポイントです。社会は徐々に緩和にむかって舵を

切りつつありますが、コロナ感染で学んだことを新年からも実

行し、第６波に向けての体制づくりと通常診療の並立をまず今

年の目標にしたいと思います。

筑波記念グループ
事務局長　 
田中　正人

　新年明けましておめでとうございます。

　長らく続くコロナ禍では、通常の運営、診療が遮られ大変も

どかしい状況の中、職員各位が辛く苦しい場面をなんとか乗り

越えて対応いただきました。心より感謝を申し上げます。また事

前準備や役割分担が不十分で一部の方に過大な負担がかか

ってしまってしまった事は誠に申し訳なく思います。

　コロナに限らず、今後も想定を超える脅威にさらされる可能

性があります。当会の存在意義は、常にお越しの皆様のご要望

に沿った充分な医療、介護サービスの提供を止めないで、あら

ゆる事態に即応できる組織であり続ける事です。

　そのためにはどのような状況であっても万全の準備をもって

対応していかなければなりません。このコロナの経験、反省を

活かし事業継続計画(BCP)の充実、事前に事態を想定した役

新年のご挨拶
就任挨拶

記 念 樹 つ く ば 特 集
割分担、日頃から対応訓練を定期的に実施するなど有事に強

い組織となる必要があります。

私たち筑波記念会はあらゆる状況に順応し、より幅広いニーズ

にも可能な限りお応えして頼っていただける病院、施設であり

続けるために、職員一同、一丸となって日々の業務に携わって

参ります。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
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　当院では医療サービスの充実を目的として、当
院へ来院される皆様からアンケート調査を定期的
に実施しています。皆様のご指摘により、職員が
気づかないところを改善し、より一層充実した医
療サービスを提供できるよう取り組んでまいりま
した。今般はコロナ禍にもかかわらず、アンケー
ト調査実施についてご理解とご協力を頂いた皆様
に心からお礼申し上げます。通常は病院とクリニ
ックの二部門での調査を行っておりましたが、コ
ロナ禍のために病院のみの調査を行いました。そ
の概要を報告いたします。
　まず病院外来部門ですが、待ち時間についての
調査を行いました。ほぼ80％の方にまずまずのご
評価（短い～普通）をいただきましたが、その一
方で10％前後の方には長く感じられたようです。
診察までの待ち時間も、診察終了後から会計まで
の待ち時間も同様の傾向が見られました。また職
員の対応や設備などを含む総合的満足度はほぼ90
％の方から満足～やや満足のご評価をいただきま
した。一方で特に医師の説明のわかりやすさなど
の点で改善の余地があるようでした。

※有効回答のみの割合です。未回答は含みません。

総合満足度
外来外来

　入院部門に関しては、今回は特にコロナ禍でも
あり、感染防止対策のため面会制限を行っており、
皆様には大変な心労とご負担をおかけいたしまし
た。着替え等荷物の受け渡しは病院の1階で行い、
直接入院患者と家族の皆様が会うことは叶いませ
んでした。代わりにオンライン面会を取り入れま
した。荷物の受け渡しについては約80％の方から
満足～やや満足のご評価を頂きましたが、オンラ
イン面会についてはほぼ半数の方に満足していた
だけませんでした。総合満足度ではやはり約90％
の方から満足～やや満足のご評価を頂きましたが、
やはり面会制限についての反響を大きく感じまし
た。面会を制限することにより、病魔と戦う患者
を励ましたい家族と勇気をもらいたい患者の分断
を招き、病院としても苦渋の選択でしたが、今回
の経験をもとに更により良い病院づくりに反映さ
せていきます。
　また様々な苦情やご意見をお寄せいただきまし
たが、個別に対応いたしました。そのそれぞれに
病院の医療サービスの改善の鍵があると考え、今
後も継続的に真摯に取り組んでまいります。
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会計までの
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対象者 実施期間 患者数（人） 回収数（人） 回収率（％）

病院　外来患者

病院　入院患者
実施期間中の退院患者を対象

2021年7月16日（金）

2021年7月12日（月）～ 7月16日（金）

178

113

137

66

77.0%

58.4%

令和3年度秋 
新任医師のご紹介
令和3年度秋 
新任医師のご紹介
常勤医師 ①就任にあたっての抱負　②専門認定・資格

秋本　健

脳神経外科

①微力ながら地域に貢献できるよう
努力してまいります。

あきもと　けん
佐浦　南

脳神経外科　

①地域の皆さまのお役に立てるよう
　努力して参ります。

さうら　みなみ

岡本　千尋

整形外科

①地域の皆さまの役に立てるように
　努力して参ります。
②日本整形外科学会専門医

おかもと　ちひろ
高橋　秀臣

心臓血管外科

①よろしくお願いいたします。誠心誠意
治療にあたらせていただきます。

たかはし　ひでとみ

笠巻　凌太

内科専攻医

①地域医療に貢献できるよう頑張りま
す。

かさまき　りょうた
加藤　佑介

内科専攻医

①よろしくお願いします。

かとう　ゆうすけ

河野　豪

外科専攻医

①東京大学医学部附属病院から参りま
した。よろしくお願いいたします。

こうの　つよし
安部　計雄

内科専攻医

①消化器内科として勤務させていただ
きます。よろしくお願いいたします。

あべ　けいゆう

山﨑　幸紀

外科専攻医

①地域の皆様に寄り添った医療を提供
できるよう日々邁進してまいります。

やまさき　よしき

専  攻  医 ①就任にあたっての抱負　②専門認定・資格

令和3年度秋、新たに常勤医師と専攻医が
着任しました。
地域の皆さまのため、筑波記念会の一員と
して診療に携わってまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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患者さん満足度調査 アンケート結果報告
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おおつか内科クリニック
院長 大塚　公一朗 先生

おおつか内科クリニック

●そば……………… 480g
●大根……………… 1/4本
●人参……………… 1/2本
●ごぼう…………… 1/4本
●鶏もも肉……………80g

●かつおだし ………… 5g
●いりこだし ………… 5g
●しょうゆ …… 大さじ3杯
●ごま油……… 大さじ1杯
●水……………………1.5L

　筑波記念病院で6年間消化
器内科医として修練させてい
ただき、令和3年10月2日に
開院しました。もともと腎臓
内科を専門としていたため、
腎臓・消化器内科医として、
地域医療に尽くして参りまし
た。しっかりとした診察と内
視鏡やエコーなどの検査を交
え、まずはきちんと診断がで
きることを第一に考えていま

　思い通りに手を動かしたり、自由に歩くためには、
脳が神経を介して筋肉へ「動け」と指示する必要が
あります。もし何らかの理由で脳細胞に障害が生じ
ると、指示が上手く出せず、手足の動きが不自由に
なってしまいます。しかし、発症後なるべく早期に
脳梗塞の治療を開始することでダメージを最小限に
抑え、運動機能が保持できることがわかってきまし
た。つまり、脳梗塞の入院初期にこそ、あらゆる治
療を受ける必要があるのです。
　今回、日本全国から集めた20万例以上の脳梗塞患
者さんの入院データを分析して、入院３日以内に点
滴だけでなく消化管から栄養を摂ること、さらに早
期にリハビリテーションを組み合わせる治療法が、
運動機能の保持・回復に極めて有効であることを日

す。そして、腎疾患や消化器
疾患だけでなく、生活習慣病
など慢性疾患の管理を含め、
ひとりひとりに合わせた治療
をご提案できる、地域のかか
りつけ医としてありたいと思
っています。記念病院は私の
ルーツであり、今後も病診連
携で地域医療に貢献できれば
幸甚です。

〒305-0045 つくば市梅園2-20-9
TEL.029-859-7060
診 療 科：内科、消化器内科、腎臓内科
診 療 時 間：月・火・水・木・土
　　　　　　9:00~12:00 15:00~18:30
休 診 日：金曜日・日祝日

第23回日本医療マネジメント
学会学術総会にて
最優秀演題賞受賞 副院長　池澤和人

茨城県救急医療功労者知事表彰
看護部長　星豪人

本医療マネジメント学会で報告し、今年度の最優秀
演題賞を受賞しました。これは当院スタッフ（病歴
管理室・栄養管理課・リハビリテーション部）と何
回も打ち合わせを行い、まとめ上げた研究成果です。
　脳梗塞による身体機能の障害を出来るだけ軽くす
るためには、多くの手段を用いることが重要である
と、改めて証明されました。この受賞を機に、さら
に研究を深めて行こうと決意を新たにしています。

　2012年4月に筑波記念病
院に着任し、救急外来の看
護師長を命じられました。
前病院では三次救命救急セ
ンターで15年間活動してき
ました。救急看護認定看護
師として活動していた経験
を活かし、救急告示病院で

ある筑波記念病院で多くの対象患者が受け入れられる
ように、システムの構築を検討しました。救急現場の
ニーズから受入がスムーズに行えるように、救急隊か
らの電話対応を当初は医療事務スタッフが実施してい
ましたが、看護師へ変更し年間約2,500件を約2,700
件へ増加することができました。その後も各消防へ調
査を行い、現在は医師による電話対応を構築し年間約

3,000件受け入れることが可能となりました。
　次に災害医療にも力を入れ、2018年2月に県内初の
全日本病院協会関連施設（茨城県内の病院32施設と関
連介護・福祉施設56施設）との共同災害訓練を企画運
営し、EMIS（広域災害救急医療情報システム）やス
プレッドシート活用（当院独自開発の情報共有ツール
）による災害訓練を行いました。その後発生した「平
成30年7月豪雨災害」時には岡山県にAMAT（全日本
病院協会災害時医療支援活動班）で参入し、AMAT初
のリエゾンとして岡山県庁でDMAT（災害派遣医療チ
ーム）等と連携し、多数の人命救助に貢献することが
できました。
　上記のような活動が評価され、今回「茨城県救急医
療功労者知事表彰」を頂きました。これは、筑波記念
病院スタッフ一同の協力があって成し得たことと感謝
しております。本当にありがとうございました。今後
も地域住民が安心して暮らせる救急医療が提供できる
よう精進してまいります。

受賞・表彰報告受賞・表彰報告 登録医紹介地域医療連携室
〈つくば市医師会〉

●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。

❶大根、人参はいちょう切り、ごぼうはささがき、鶏もも
肉は薄切りにする。そばはあらかじめゆでておく。

❷鍋にごま油をひき、大根、人参、ごぼう、鶏もも肉を炒
める。

❸水、かつおだし、いりこだし、しょうゆを入れ加熱する。

❹ひと煮立ちしたらゆでそばと合わせて盛り付ける。

材 料（4人分）

～筑波記念病院栄養管理課季節のレシピ便り～
けんちんそば

作り方

記念樹キッチン
vol.21

レシピのポイント

今回紹介するのは茨城県の郷土料理、「けんち
んそば」。出汁をきかせてあっさり美味しくいた
だけます。

●エネルギー 267kcal　●食塩相当量 2.7g
●食物繊維 3.8g

・鶏肉の旨味、出汁をきかせてあっさりとした味付けに。
・根菜がたくさんで食物繊維を補えます。
・カット野菜の活用で時短に。

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。
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おおつか内科クリニック
院長 大塚　公一朗 先生
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地域医療に尽くして参りまし
た。しっかりとした診察と内
視鏡やエコーなどの検査を交
え、まずはきちんと診断がで
きることを第一に考えていま

　思い通りに手を動かしたり、自由に歩くためには、
脳が神経を介して筋肉へ「動け」と指示する必要が
あります。もし何らかの理由で脳細胞に障害が生じ
ると、指示が上手く出せず、手足の動きが不自由に
なってしまいます。しかし、発症後なるべく早期に
脳梗塞の治療を開始することでダメージを最小限に
抑え、運動機能が保持できることがわかってきまし
た。つまり、脳梗塞の入院初期にこそ、あらゆる治
療を受ける必要があるのです。
　今回、日本全国から集めた20万例以上の脳梗塞患
者さんの入院データを分析して、入院３日以内に点
滴だけでなく消化管から栄養を摂ること、さらに早
期にリハビリテーションを組み合わせる治療法が、
運動機能の保持・回復に極めて有効であることを日

す。そして、腎疾患や消化器
疾患だけでなく、生活習慣病
など慢性疾患の管理を含め、
ひとりひとりに合わせた治療
をご提案できる、地域のかか
りつけ医としてありたいと思
っています。記念病院は私の
ルーツであり、今後も病診連
携で地域医療に貢献できれば
幸甚です。

〒305-0045 つくば市梅園2-20-9
TEL.029-859-7060
診 療 科：内科、消化器内科、腎臓内科
診 療 時 間：月・火・水・木・土
　　　　　　9:00~12:00 15:00~18:30
休 診 日：金曜日・日祝日

第23回日本医療マネジメント
学会学術総会にて
最優秀演題賞受賞 副院長　池澤和人

茨城県救急医療功労者知事表彰
看護部長　星豪人

本医療マネジメント学会で報告し、今年度の最優秀
演題賞を受賞しました。これは当院スタッフ（病歴
管理室・栄養管理課・リハビリテーション部）と何
回も打ち合わせを行い、まとめ上げた研究成果です。
　脳梗塞による身体機能の障害を出来るだけ軽くす
るためには、多くの手段を用いることが重要である
と、改めて証明されました。この受賞を機に、さら
に研究を深めて行こうと決意を新たにしています。

　2012年4月に筑波記念病
院に着任し、救急外来の看
護師長を命じられました。
前病院では三次救命救急セ
ンターで15年間活動してき
ました。救急看護認定看護
師として活動していた経験
を活かし、救急告示病院で

ある筑波記念病院で多くの対象患者が受け入れられる
ように、システムの構築を検討しました。救急現場の
ニーズから受入がスムーズに行えるように、救急隊か
らの電話対応を当初は医療事務スタッフが実施してい
ましたが、看護師へ変更し年間約2,500件を約2,700
件へ増加することができました。その後も各消防へ調
査を行い、現在は医師による電話対応を構築し年間約

3,000件受け入れることが可能となりました。
　次に災害医療にも力を入れ、2018年2月に県内初の
全日本病院協会関連施設（茨城県内の病院32施設と関
連介護・福祉施設56施設）との共同災害訓練を企画運
営し、EMIS（広域災害救急医療情報システム）やス
プレッドシート活用（当院独自開発の情報共有ツール
）による災害訓練を行いました。その後発生した「平
成30年7月豪雨災害」時には岡山県にAMAT（全日本
病院協会災害時医療支援活動班）で参入し、AMAT初
のリエゾンとして岡山県庁でDMAT（災害派遣医療チ
ーム）等と連携し、多数の人命救助に貢献することが
できました。
　上記のような活動が評価され、今回「茨城県救急医
療功労者知事表彰」を頂きました。これは、筑波記念
病院スタッフ一同の協力があって成し得たことと感謝
しております。本当にありがとうございました。今後
も地域住民が安心して暮らせる救急医療が提供できる
よう精進してまいります。

受賞・表彰報告受賞・表彰報告 登録医紹介地域医療連携室
〈つくば市医師会〉

●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。

❶大根、人参はいちょう切り、ごぼうはささがき、鶏もも
肉は薄切りにする。そばはあらかじめゆでておく。

❷鍋にごま油をひき、大根、人参、ごぼう、鶏もも肉を炒
める。

❸水、かつおだし、いりこだし、しょうゆを入れ加熱する。

❹ひと煮立ちしたらゆでそばと合わせて盛り付ける。

材 料（4人分）

～筑波記念病院栄養管理課季節のレシピ便り～
けんちんそば

作り方

記念樹キッチン
vol.21

レシピのポイント

今回紹介するのは茨城県の郷土料理、「けんち
んそば」。出汁をきかせてあっさり美味しくいた
だけます。

●エネルギー 267kcal　●食塩相当量 2.7g
●食物繊維 3.8g

・鶏肉の旨味、出汁をきかせてあっさりとした味付けに。
・根菜がたくさんで食物繊維を補えます。
・カット野菜の活用で時短に。

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。
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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 ●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
●救急科 ●小児外科 ●美容皮膚科 

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
https://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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公共交通機関でお車で

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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救急センター
隣 接／筑波総合クリニック

案 内 地 図

東京2020オリンピック競技大
会において、県外の警察官が
つくば市内のホテルに宿泊し
ながらオリンピック警備に従
事されました。宿泊していた
警察官の健康維持にあたり警
察業務に多大な貢献があった
として、2021年8月23日茨城
県警察本部警備部長から小
關理事長に感謝状が授与さ
れました。

交通のご案内

茨城県警察本部から
感謝状を授与されました


