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●つくばエクスプレス「柏たなか駅」下車　徒歩 1分
電車をご利用の場合

交通アクセス

お車をご利用の場合
●常磐自動車道「柏インター」より　約 8分

●駐車場完備　　237 台

● JR 柏駅・北柏駅・つくばエクスプレス柏の葉
　キャンパス駅 より送迎バスを運行

柏看護
専門学校
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病院 スーパー
カスミ

コインランドリー

出入口１
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つくばエクスプレス
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２つの “CUBE”
『治す医療』と『防ぐ医療』の２つのキューブ

0302

「治す」と「防ぐ」を両立した医療へ。

Message

「柏たなか病院で良かった」と言われるような
明るく温かい安心の医療サービスを提供いたします。

葵会グループ　理事長

新谷 幸義

柏たなか病院　院長

 谷山 新次

　DNA構造から推測される人間の寿命は 125 余年と言われています。

　しかし、「治す」をメインとする従来の医療だけでは、これだけの歳月を生きることはほぼ不可能でした。

　葵会が実践する医療は、「治す」と「防ぐ」を高いレベルで両立する進化した医療です。つまりそれは、病

気の時だけでなく、健康な人生をトータルにケアしていく医療とも言えます。

　病気にならないための予防技術と、病気の治療技術。この２つの技術の相乗効果で、全ての人が社会的生

命を保ち、即ち、健康で自立しながら長生きすることを支えるために、葵会のチャレンジはどこまでもつづ

きます。

　人間が、国家に貢献しながら人生をいつまでも健康で楽しみたいと願いつづける限り。

　柏の葉公園、サッカースタジアム、東京大学柏の葉キャンパスなど「医療」「環境」「教育」をファクターと
して成長する緑豊かな環境に「柏たなか病院」はあります。柏たなか駅より徒歩１分と恵まれた環境下にて県
内外からのアクセスは抜群です。
　医療とはそもそもその使命として、疾病に対する医学的根拠に基づく専門的対応と、疾病を持つ人間に対す
る個別的・包括的対応（全人的医療）とを同時に求められているものです。当院では、各診療科が連携を図り
ながら、あらゆる疾病の迅速な発見・治療及び予防と、患者さまの意思を尊重するインフォームド・コンセン
トを徹底した信頼の医療を心がけています。
　また、治療だけではなく予防にも積極的に取り組んでおり、健康管理室では企業健診・人間ドックなど総合
的な疾病予防や健康指導を行い、介護保険によるデイケアの提供など、在宅生活をフォローアップするトータ
ルサポート体制を充実しております。
　スタッフ一人ひとりが誇りとやりがいのもてる職場作りにも積極的に取り組んでおり、地域に開かれた病院
として、患者さま・ご家族様一人ひとりの目線に合わせ、「柏たなか病院で良かった」と言われるような明る
く温かい安心の医療サービスを提供いたします。

日本医療機能評価認定

平成 30年 9月 7日付けで、公益財団法人日本医療機能評価機構から一般病院 2（機能種別評価項目
3rd：Ver1.1）の交付を受けました。
当院は今後も継続して皆様に信頼されるよう、職員一同、医療の質・安全・サービスの更なる向上に
努めて参ります。

光・水・緑を感じられる「ヒーリングホスピタル（医療と癒し）」を基本とし、

ガーデンアトリウムが２つの機能をつなぎます。

「メディカルキューブ」には
診療・検査・手術等の医療機能を集約し、

「ケアキューブ」には、
リハビリテーション、透析センター、

通所リハビリテーションの機能を集約しました。
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診療科／全 25科

■ 運営法人／医療法人社団　葵会 ■ 名称／柏たなか病院 ■ 理事長／新谷　幸義　　
■ 院長／谷山　新次 ■ 開院／平成 27年 11月 1日 ■ 許可病床数／一般病床 246 床　　
■ その他／透析室 20床、化学療法室 10床、内視鏡室２室
■ サービス／通所リハビリテーション（デイケア）75名／日

04

病院概要

 内科 呼吸器内科 循環器内科 糖尿病内科

 内分泌内科 消化器内科 神経内科 人工透析内科

 外科 消化器外科 大腸外科 こう門外科

 整形外科 脳神経外科 形成外科 小児科

 皮膚科 泌尿器科 婦人科 眼科

 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科

 救急科

■ 床室10

■個室■４人室

■特別室
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部門 /診療器機

■第１手術室

■ 第２手術室

■ 化学療法室 ■ MRI(3.0Ｔ/1.5Ｔ)

■内視鏡室 ■ CT　

■第３手術室



リハビリテーション科
Rehabilitation Room

救急外来　
Emergency Room

『すべては患者様のために』に基づき、
リハビリテーションを提供しています。

急性期から生活期までの全ての患者様に対して、チームカ
ンファレンスを行い病態に応じた適切な目標を設定し、患
者様主体のエビテンスに基づいたリハビリテーションを提
供いたします。また患者様やご家族とのコミュニケーショ
ンを大切にし、365日体制で『身体機能・能力』のみなら
ず『いきがい』や『生活の質』の向上に努めさせていただ
きます。

地域の皆様が安心して生活できるように
24時間体制で救急医療に取り組んでいます。

市中病院の重要な使命のひとつは夜間・休日問わずに良
質な医療を提供し、地域住民のセーフティーネットにな
ることだと考えています。柏たなか病院救急部は“断らな
い救急医療機関”を目指して医師・看護師・放射線技師・
臨床検査技師が24時間・365日体制で当直/夜勤体制をと
り救急診療に当たっています。チームワークの一層の醸
成と、たゆまぬ自己研鑽努力で、皆様の健康な生活を守
り、頼りになる救急部を目指します。

06
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呼吸器センター
Respiratory

透析室
Dialysis Room

幅広い呼吸器疾患に対応しています。

当センターでは市中肺炎、気管支喘息、COPD、睡眠時無
呼吸症候群といったよくみられる疾患から肺癌、間質性肺
炎といった専門性の高い疾患まで広く診断、治療しており
ます。難治性喘息に対する気管支サーモプラスティも実施
可能です。息切れの強い COPDの患者様を対象に包括的
呼吸リハビリテーションも行っています。また、肺がんの
化学療法は併設された化学療法センターにて通院で行うこ
とが可能です。当センターは予約がなくとも受診可能です。

患者様本意の快適な透析医療を進めて参ります。

当院では、月水金と火木土のそれぞれ午前と午後に血液
維持透析を行っております。透析装置は全台にオンライ
ン HDF対応であり、透析液も超純粋透析液を使用してお
り、最新の透析医療を経験豊かな医師・看護師・臨床工
学技士が、薬剤師・管理栄養士・臨床検査技師・放射線技師・
理学療法士・ソーシャルワーカーなど多職種の専門家と
協力して、安心で安全な透析を提供し続けていくことが
出来る様日々努めて参ります。

人間ドック・健康診断・企業健康診断 
健康な生活には日々の健康が大切です。

住み慣れたご自宅での生活を継続できるために

健康な生活には、ご自身の健康状態を把握することが大
切です。人間ドック・脳ドック、乳がん検診、健康診断・
企業健康診断、一般健康診断、受験用、就労用健康診断、
労働安全衛生法に基づく法定健康診断、雇入時健康診断、
特殊健康診断をおこなっています。

ご本人様に合った介護・リハビリテーションにより、安
心し、自立した日常生活が送れるようサービスを提供い
たします。リハビリやレクリエーションなどを通じ、身
体機能の維持向上だけでなく、残存能力を活かすことで、
生活機能及び生活の質（QOL）の向上を目指します。ご
家族様とともに、安心した在宅生活が送れるように支援
いたします。

通所リハビリテーション
Day Care with RehaBilitation service

健康管理室
Health Care Room 
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