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患者さまの作品紹介

ふれあい書道展に入賞しました
当院ではリハビリテーション部のレクリエーションの体験型イベントの一つとして、年2回「筆の都」広島県
熊野町 全国書画展覧会運営委員会主催のふれあい書道展に参加しています。
「特選」に入賞した患者さま
（次回の募集は5月となります）
をご紹介します。
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鶴巻温泉病院介護医療院のご紹介
介護医療院
2019年4月に鶴巻温泉病院内に介護医療院
（管理者 鈴木 龍太）
が開設されました。
介護医療院とは、介護保険法等を根拠に長期的な医療と介護のニーズを併せ
持つ、高齢者を対象とする医療機能と生活施設としての機能とを兼ね備えた施設
です。要介護者に対し、医療と介護を一体的に提供いたします。
当施設では病院とは違う生活の場として、入所者さまの好みの洋服やお化粧、
音楽 CD の持ち込みなど、一人ひとりの生活に寄り添ったケアに取り組んでいます。
季節ごとに職員が企画した行事を実施するほか、廊下やロビーの壁に季節に合った
飾り付けなど工夫をしています。また、入所者さまの「意思・尊厳を守る」ことを
大切に、医師・看護職・介護職・介護支援専門員・リハビリスタッフ・栄養士等
が協働して支援しています。
これからも医療・介護が必要な入所者さまが安心していただける施設として
貢献できますよう、心温まるサービスに努めてまいります。

鶴巻温泉病院の理念
使命（mission）
高齢者・リハビリテーション・難病・緩和の
各医療において全人医療を実践する。
共有価値観（core values）
尊厳 高質 協調 思いやり

品位

将来展望（vision）
高齢者・リハビリテーション・難病・緩和の
各医療においてモデル病院となる。
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病院の中に介護施設である介護医療院ができました。
介護医療院は自宅とみなすことができます。
2018年4月に創設された「介護医療院」は、
長期的な医療と介護のニーズが必要な要介護者
を対象とし、
「吸引、経管栄養、点滴、酸素」や「看
取り、ターミナルケア」等の医療機能と「自宅と
同様に生活」する機能とを兼ね備えた施設です。
医療保険ではなく、介護保険の施設です。鶴巻
温泉病院の4東病棟が4月1日に鶴巻温泉病院介
護医療院になりました。
2019年のビジョンは「楽しみある生活」「安心
の医療」を提供することです。自宅扱いと言っても
4人部屋が主ですが、通常の病院の病室より大きく、
仕切りもしっかりとしています。新しく2人部屋も
用 意しました。寝たきりの 高 齢 者も長 期に入 所
できますが、リハビリもできますので、リハビリを
して、家に帰る方も受け入れることができます。
但し、介護保険で要介護認定がある方しか入れ
ませんので、若い方や、要支援の方は入れません。

◀病院の中に介護施設ができたので、
掲示をたくさんしています

新しく2人部屋も
作りました▶

病床数が変わりました。
介護医療院の開設と同時に、鶴巻温泉病院は
病床数が583床から557床になりました。医療
保 険 の ベッド数505床と介 護 保 険 施 設52床を
合わせて557床ということになります。時代と供に
進歩する鶴巻温泉病院をよろしくお願いいたします。

患者さまの

声

サービスシステム開発室

「夢のような回復」…退院患者さまアンケートのご意見より
Hさん・Kさん・Nさん、入院中は本当に母がお世話になりありがとう
ございました。これほどの回復は本当に夢のようです。たくさんのわが
ままを聞いていただいて、そしてあんなに動けるようにしていただいて
感謝の気持ちでいっぱいです。退院した日と翌日くらいはずっと泣いて
いましたが今はだいぶ慣れて元気になりました。でも「温泉病院でまた
リハビリしないとダメだよね?」と言っていますよ。あっという間の5 ヶ月
でした。そちらに入院して直後に認定を受けた時は要介護5でしたが、
次回更新の時は5は無理なんじゃないかと言われています。立位は出来
るので、たまには失敗もしますがトイレは行っています。お仕事とはいえ
介護関係の仕事は本当に大変だと感じています。皆様方、お身体には存分
ご留意下さい。そしてますますのご発展をお祈り申し上げます。
（ご入院病棟：回復期リハビリ病棟）

ホームページでもご覧いただけます。
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小宮山 学

当院は 2015 年にオープンし「ありファミ」として地域の皆さまの健康相談を受
けています。ありファミでは、赤ちゃんからご高齢の方まで、症状も問わず、病気
だけでなくちょっとしたケガやヤケドなども含めて「ふだんよくある健康の困った」
を解決する、家庭医療専門医 3 人で診療にあたっています。病気のときだけでなく、
将来の健康をサポートする予防医療にも力を入れています。また外来だけでなく、
体力がなくて受診できない、という方には、ご自宅にお伺いする訪問診療も行い、
最期までご自宅で過ごすお手伝いもしています。
いろいろな健康問題の解決をサポートしております
ので、とにかく「これは診てもらえるかな ?」と思っ
た方は、まずご相談下さい。
■住所／神奈川県平塚市岡崎215-3
■電話／ 0463-59-3739 ■休診日／木曜および土曜午後、日曜、祝日
○…乳児健診・予防接種
外来診療時間
9:00〜12:00
14:00〜15:00
15:00〜18:00
18:00〜19:00

月
●
○
●


介護食レシピ

火
●
○
●
●

水
●
○
●


木
●




金
●
○
●


土
●




日・祝





鶏ひき肉とはんぺんのから揚げ
〜から揚げが硬くて食べにくい方へ〜

材

料 （約 10 個分・1 個あたり 63kcal）

・鶏ひき肉 ……………………200g
・はんぺん ……………………1 枚 (今回は 80g)
・片栗粉 ………………………大さじ 2
・しょうゆ ……………………大さじ 2/3
・酒 ……………………………小さじ１

・砂糖 …………………………小さじ 1
・しょうが（チューブ）
………2cm
・にんにく（チューブ）
………2cm
・塩コショウ …………………少々
・サラダ油（揚げる用）

作り方
❶ ボウルに材料をすべて入れ、はんぺんを潰しながらこねる。
❷ ❶に粘り気がでてきたら、食べやすい大きさに丸める。
❸ フライパンに油を入れ熱し、❷を揚げる。
ポイ ン ト

介護食教室
のお知らせ

食べるときに大根おろしやポン酢をかける
と、表面がしっとりとしてより食べやすく
なります。
2019年度の「おうちで楽々介護食」は、8月20日（火）14時〜鶴巻温泉病院 多目的ホールで
行います。介護食の調理のポイントや試食を予定しております。詳細は、当院ホームページや
当院受付等の掲示物をご覧下さい。ご参加お待ちしています。
鶴巻温泉病院 栄養科

2019 年度 セコム提携病院神奈川ブロック合同入職式
4月1日
（月）
に横浜駅近くのホテルプラム横浜にて執り行われた、
2019年度入職式をご紹介し
ます。
今年で4年目となる
「セコム提携病院神奈川ブロック合同入職式」
ですが、
同法人の横浜新
緑総合病院と同じ神奈川ブロックの横浜博萌会の皆さんとご一緒させていただき、
とても賑やか
な式典となりました。
入職式の参加者は107名ですが、
当院には58名の新しい仲間が加わり、
式典
の終盤には入職者代表の決意表明もありました。
今後の活躍がおおいに期待されます。
の終盤には

まきちゃん川柳
毎日の

元気の素は

笑顔から

（ペンネーム : かずちゃん）

このコーナーでは、読者の皆様からの川柳を募集しています。題材は何でもOK！日常のことや健康のこと
など、川柳でつぶやいてみませんか？掲載された方には粗品を進呈いたします。

応 募 要 項
応募条件 : オリジナルで未発表の川柳
応 募 先 : 〒257-0001 秦野市鶴巻北1-16-1 鶴巻温泉病院 地域連携室 まきちゃん川柳宛
応募方法 : ハガキまたは用紙（形式自由）に下記①〜⑤をご記入の上、郵送または鶴巻温泉病院応募箱（本館1Fロビー）
に直接ご投函ください。
①川柳（作品） ②ペンネーム ③住所 ④氏名 ⑤電話番号
※住所・氏名・電話番号は、
掲載された方への賞品発送のため鶴巻温泉病院が利用させて頂くものとし、
その他の目的では使用いたしません。

鶴巻温泉病院ではメールマガジンを発行しています。健康や医療・介護に関する情報満載です。是非登録して
ください。
メルマガ登録方法▶QRコードを読み取ってメールアドレスとお名前（ニックネーム）を入力してください。

●外来診療時間（受付時間）
【月〜金】14：00〜17：00（13：30〜16：30）
【 土 】 9：30〜12：30（ 9：00〜12：00）
（第1・第3・第5のみ）
休診 第2・4土曜、日曜・祝日、年末年始

湘南メディカルセンター／湘南リハビリテーションセンター

〒257-0001

神奈川県秦野市鶴巻北1-16-1

TEL 0463（78）1311

●湘南リハビリテーションセンター
回復期リハビリテーション病棟入院料 1 206床

FAX 0463（78）5955

地域連携室

0463-78-1319

入院相談専用ダイヤル

0120-131-146

ご意見フリーダイヤル

0120-250-646

（ペイシェント・ベル）

●診療科：内科、
神経内科、
リハビリテーション科、
歯科
●ベッド数：一般・療養病床 505床 介護医療院 52床
●交通案内

●鶴巻温泉病院介護医療院
Ⅰ型介護医療院
（Ⅰ） 52床
送迎バス

近隣地図

車でお越しの場合
秦野中井IC

●湘南メディカルセンター
医療一般・障害者施設等入院基本料 55床
医療一般・特殊疾患病棟１ 60床
医療療養病棟入院料1 120床
医療一般・緩和ケア病棟２ 25床
地域包括ケア病棟入院料２ 39床

国道246

15km

35km

厚木IC

東名高速道路
8km

↓鶴巻温泉入口

東京IC

東名高速道路
小田原厚木道路

小田原駅

小田急線

JR東海道本線

平

塚

駅
階段

（JA農協ビル前）
車8分

鶴巻高齢者複合施設
ケアタウン あじさいの丘

鶴巻温泉病院
電車でお越しの場合

鶴巻温泉病院 南館

【時刻表】定員25名

JR平塚駅南口発

平塚IC
5km

つるまきシャトル 運行中

平塚駅南口JA農協ビル前

徒歩3分

鶴巻温泉駅

海老名駅

相模大野駅

小田急線

鶴巻温泉駅までの所要時間
新宿から……… 小田急線 急行・快速急行 ……… 約60分
小田原から …… 小田急線 急行・快速急行 ……… 約30分
横浜から……… 相鉄線・海老名乗換→小田急線…… 約55分
藤沢から……… 小田急線・相模大野乗換 ………… 約55分

新宿駅

介護老人保健施設
ライフプラザ鶴巻

鶴巻温泉病院
〈本館〉
〈南館〉

平塚駅南口
ロータリー

10：40
13：40
15：40
鶴巻温泉病院 南館発

至茅ヶ崎・横浜

平塚駅南口出口

JA農協
ビル

JA農協ビル前
（JAビルかながわ前）

JA平塚ビル

（湘南リハビリセンター）
農協ビル前

駅
温泉
鶴巻

駅より徒歩3分

14：30
17：10

至湘南海岸

▲乗降場所
（JR平塚駅南口）
発行

地域連携室

