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筑波学園病院の基本理念である「患者さんの満足・安心・信頼を追求します」「地域における医療と福祉の連携
を推進します」。この2つをより強くしていくために、地域連携相談室が誕生しました。
地域連携相談室の役割と業務について、今回は述べていきたいと思います。

地域連携相談室が誕生しました

地域の人々と医療機関の連携を促進しています

地域連携相談室は、旧医療福祉相
談室と旧地域医療連携室を統合し
て、 2015年4月1日付で設置され
ました。

副病院長である舩山医師を室長と
し、事務部長、事務、ソーシャル
ワーカー（社会福祉士）が、地域
連携部門と医療相談部門に分かれ
て業務を行っています。
毎朝のミーティング等、連携部門
と相談部門が情報を共有し、連携
を密にしています。

この地域連携相談室の誕生の背景
には、国の施策である「税と社会
保障制度の一体改革」があり、そ
の施策は医療・介護の提供体制の
最適化を目的とし、診療報酬改定
及び医療法改正等の計画が推進さ
れています。

地域連携相談室メンバー

その一環として、医療機関は「医療
機関完結型の医療」から、地域全体
で支える「地域完結型の医療」への
変革が求められています。また、茨
城県でも「地域医療構想」が推進さ
れています。

当院の地域連携相談室はこの動きに
フレキシブルに対応していくために
誕生しました。これは、地域の中核
病院で診療した急性期の患者さんを
病状の安定後に、地元の診療所やか
かりつけ医に紹介し、治療を受けて
もらうという構想です。

今後、地域の医療機関の先生方とよ
り一層連携の強化をしていきたいと
考えておりますので、どうぞ宜しく
お願い致します。
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地域連携部門の主な役割は、地域
の先生方や近隣の病院から電話や
ＦＡＸを頂き、患者さんの診療や
検査の予約をお取りすることです。

また、予約だけでなく、地域の先
生方や他の病院からの救急搬送の
依頼を受けたり、入院の相談を
受けたりしています。

院外と当院の各部署との連携を取
りながら、事前の準備をしたり、
来院の状況を確認したり、受診後
に紹介状へのお返事を送付した
り・・・。患者さんが安心して受
診できるように、お手伝いしてい
ます。

他にも、当院へ受診後に、かかり
つけ医を見つけるお手伝いや、
引っ越しなどで他の地域へ行かれ
る患者さんへの病院探し、大学病
院等の専門機関を受診される患者
さんへの予約取得もしています。

地域の中核病院としての機能を生
かすため、患者さんと地域の先生
方との関係を大切にしながら、専
門医の診察やＭＲ・ＣＴなどの検
査機器の提供等、皆様のお役に立
てるように努力していきますので、
今後ともよろしくお願い致します。

～医療相談部門～

～地域連携部門～

●出身大学
筑波大学

日本内科学会総合内科専門医、日本呼
吸器学会専門医・指導医、日本がん治療
認定機構認定医、身体障害者福祉法指
定医(呼吸機能障害)、日本感染症学会
認定インフェクションコントロールドクター
(ICD)

●取得専門医・認定医

肺結核症の予防と治療、肺癌の化学療法
と抗癌剤の耐性機構

●主な研究テーマ
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連絡先

完全予約制となっております。
必ず事前にお電話にて予約頂いてから
来院頂けますようお願い致します。

病気やケガをすると、健康の時に
は考えなかったような心配事や不
安が、いろいろと出てきます。
このような時に、専門のソーシャ
ルワーカー（社会福祉士）が患者
さんやご家族のご相談をお受けし
ています。
当院では、3名のソーシャルワー
カーが、療養に伴う経済的、社会
的、心理的な心配事や不安等につ
いて一緒に考え、問題解決のお手
伝いをしています。

●予約について
原則、予約制となっております。
入院中の方は、病棟の看護師・事
務員にお申し付け頂き、予約をお
取り下さい。
入院中以外の方は、相談室にお電
話を頂き、予約をお願い致します。

窓口時間 平 日 8：30～16:30
土曜日 8：30～12:00

TEL029-836-9585 FAX029-836-9609

●地域連携相談室(相談部門)
●役職
副病院長兼地域連携相談室室長

●診療科
呼吸器内科

●患者さんへの一言
ひとりひとりの患者さんが自分にとっ
て最良の医療をうけられるようお手伝
いしていきたいと思います。

地域連携相談室の業務解説

舩山副病院長兼
地域連携相談室長プロフィール
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4月からの勤務医師紹介
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筑波学園病院診療部に14名の常勤医師が4月から新たに加わりました。診療科はそれぞれ違いますが、皆、患者
さんの声に耳を傾けて、精一杯努力していく所存です。

よろしくお願いします！

外科 古田智章

消化器内科 佐藤雅志腎臓内科 佐久間亜季

呼吸器内科 林大樹呼吸器内科 秋山達也

整形外科 新井規仁

産婦人科 飯場萌絵

泌尿器科 西嶋由貴子

耳鼻咽喉科 松本信

麻酔科 山田久美子

皮膚科 川島英恵

呼吸器内科 船井明日香

歯科口腔外科 肥田智香子

消化器内科 山浦正道
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財団ニュース～ 筑波学園看護専門学校新校舎完成
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筑波学園看護専門学校の新校舎建築
ならびに旧校舎の増・改築工事が終
了し、4月から新校舎での授業が始ま
りました。
新校舎は、昨年6月に地鎮祭、12月
に竣工式が行われ、今回の完成とな
りました。

新校舎は講義棟として主に座学授業
に、旧校舎は実習棟として看護実習
や情報処理に使用します。図書室や
講堂も旧校舎内にあります。

新校舎のコンセプトは「学生が存分
に勉強できる環境」。
そのコンセプトに沿って、全教室の
窓は大型の開放型窓に。
すぐ外のテラスには、休憩時に学生
が憩の場とできるよう多数のベンチ
を設置。
更に、「つくばローズガーデン」か
ら提供されたたくさんの見事なバラ
が潤いを与えてくれます。
また、地球環境への配慮と防災上の
観点から、太陽光パネルによる自家
発電システムを備えていることも特
徴です。

筑波学園看護専門学校は少数精鋭
主義を導入しています。
看護師国家試験合格率は、2014
度96%、2013年度100%といずれ
も全国平均を上回る高い実績を残
しています。

新しき学び舎と共に

上段左より、地鎮祭、竣工式、テラスのバラ園
下段は、新校舎にてキャンパスライフを送る学生達

今年度から、一学年40名体制に増
員され、優秀な看護師をより多く
育てる体制となりました。
優秀な看護師輩出を通じて、地域
医療の発展により貢献できるよう
邁進していく所存です。
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財団ニュース～ 御園生スポーツ整形外科科長

サッカー日本代表チームドクターに就任
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当院整形外科所属の御園生剛スポー
ツ整形外科科長がサッカー日本代表
チーム・A代表(SAMURAI BLUE)の帯
同ドクターに就任しました。

御園生医師は2012年に行われたロン
ドン五輪サッカー男子代表のチーム
ドクターとして活躍、その後もU-23
代表や、柏レイソル、筑波大学女子
サッカー部のチームドクターも務め
辣腕を奮っています。
選手からの信頼も厚く、五輪大会中
の永井選手や大津選手の負傷の際も
見事な手腕で対応され、チーム内負
傷離脱者なしという結果に貢献しま
した。

「当院整形外科勤務の御園生です。
この度、サッカー日本代表(A代表)
のチームドクターに就任することに
なりました。

2012年ロンドン五輪代表のチームド
クターとして活動して以来の関わり
で、新監督バヒッド・ハリルホヂッチ
氏のもとで今年3月から代表チーム

の活動に帯同しています。

出の切符を争うことになります。

特にアウェイでの試合は、長距離移
動と環境の変化による様々な問題
があり、選手が必ずしもベストコン
ディションで試合に臨めるとは限り
ません。結果が全ての世界ですの
で、言い訳もできない厳しいプレッ
シャーのかかる日本代表チームとし
ての戦いが始まろうとしています。
チームの主役はもちろん選手です
が、彼らが試合の中でより良いパ
フォーマンスを発揮できるように、
陰ながらサポートしていきたいと密
かに気合いが入ってきたこのごろ
です。

日本全体がサッカーというスポー
ツを通じて一体感を持って盛り上が
れることを切に願っています。まず
は2018年のロシアワールドカップ行
きの切符を獲得できるように、皆様
応援宜しくお願い致します。」

サッカー選手が最高のパフォーマン
スを発揮できるかどうか、更に試合
中や練習中に発生したアクシデント
に対して、早期に復帰できるかどう
かは、選手自身だけでなくチームド
クターの手腕にかかっていると言っ
ても過言ではありません。

先日のキリンチャレンジカップの
際、代表の内田篤人選手が所属す
るＦＣシャルケ０４のチームドク
ターを帯同して来日したことでも
チームドクターの重要性がうかが
えます。

2018年W杯を目指して
今回はその御園生医師にインタ
ビューを行いました(ページ下段に
掲載)。縁の下の力持ちの視点から
見た非常に興味深い内容となって
おります。

代表チームの活動期間中には、病
院を留守にすることとなりますの
で、患者さんや財団各所にもご迷
惑をお掛けすることになるかとは
存じますが、どうぞご理解、ご協力
のほど、宜しくお願い申し上げます。

今回のメンバーはいわゆるロンドン
五輪世代を中心とした若手選手で、
彼らが中心となって活躍してもらわ
ないといけない状況にあると思い
ますが、過去私が一緒に関わったこ
とのある選手も多く、そういった彼
らと付き合いも長く、コミニュケー
ションが取りやすいという条件も
あって、就任要請があったものと
思っています。

ロシアワールドカップまであと3年ほ
どですが、いよいよ今年6月からア
ジア2次予選が始まり、最終予選進

御園生医師よりひとこと
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筑波学園病院
〒305-0854 茨城県つくば市上横場2573-1
TEL. 029-836-1355（代表）
FAX. 029-836-1918
http://www.gakuen-hospital.or.jp/

関連施設
筑波学園病院並木診療所
介護老人保健施設そよかぜ
つくば市在宅介護支援センターそよかぜ
指定居宅介護支援事業所そよかぜ
訪問看護ステーションそよかぜ
筑波学園病院訪問リハビリテーション
筑波学園看護専門学校

～外来診療について～

029-836-6688

(当院は完全予約制です。
診察当日の予約も可能です。)

今月の星座
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平日 9：00～16：00
土曜 9：00～12：00

平日 8：00～11：00 12：00～15：00
土曜 8：00～11：00
※日祝日・年末年始(12/29～1/3)は休診

♪編集後記♪ 文責・広報 岩崎

双子座～Gemini
5/21～6/21生まれの人の星座。星座は文化圏

により解釈が異なることも多いのですが、双
子座は世界中で双子の象徴とされています。
その意味も共通で「協調性・調和」。世知辛
い世の中だからこそ大切な象徴ですね。

2015年度は、看護専門学校新校舎完成、昨年度末導入の

電子カルテが順調に稼働等、財団にとって喜ばしいニュー
スの多い中でスタートしました。

しかし「人の心」が伴った医療はどんなシステムを導入して
もできません。

「自分の仕事は患者さんの役にたっているのか？」という問
題意識を職員全員が持ち、小さいことから改善していくこと
が大きな改善につながっていくと思います。

今年4月、筑波学園病院看護部は看護を一緒に展開し
て頂ける仲間27名を迎えることができました。
時の流れは早いもので、桜の開花から紫陽花が美し
い時期となりました。

「質の高い医療提供の為の取り組み」
財団つれづれコラム～その10

副病院長兼看護部長 小林 弘美
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現在日本は少子高齢化が急速に進み、報道特集など耳
にすることが多くなりました。
茨城県医療福祉重点事業の中で、質の高い医療の提供
のため医療職の人員確保は重点課題とされています。
看護部では働き続けられる職場作りのための活動とし
て、茨城県看護協会主催のワークショップ事業に参加
し、組織としての最大限の力を発揮できるよう協働す
るための環境を整え、筑波学園病院の質の向上を目指
したいと思います。

看護部は時代の変化に対応し、安全な医療の提供と患
者さん・ご家族の視点で思いやりのある看護が展開で
きるよう努めたいと思います。


