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TSURUMAKI News
患者さまの作品紹介

地域連携室 室長就任のご挨拶地域連携室 室長就任のご挨拶
地域連携室　室長　看護師　吉田 千秋

　2020年4月1日から地域連携室室長に就任しました吉田と申します。
　当院は保健医療福祉機関とのつながりを大切にし、地域と融合した慢性期多機能病院として「急性期
の後をすべて担う慢性期多機能病院」をめざしています。
　2020年度の鶴巻温泉病院の地域連携室は、医療ソーシャルワーカー、事務、看護師による総勢20名
の新体制で始動しました。
　前任が築き上げた院内はもとより、地域との顔の見える関係性を大切にし、看看連携の促進、療養支援
看護師との連携にも努めていきます。また、医療ソーシャルワーカー 15名という環境を活かし、多職種で

連携し患者さま・利用者さまの入院・入所から退院・退所までがシームレスに繋がるよう努力致します。
　これからも院内・連携機関の皆さまにスピーディーに対応出来る地域連携室をめざしてまいります。どうぞよろしく
お願いします。
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使命（mission）
●リハビリテーションを横軸とし、回復期、慢性期、
難病、緩和、訪問の多機能を縦軸とした、全人
医療・介護を実践する
共有価値観（core values）
●尊厳　高質　協調　思いやり　品格
将来展望（vision）
●地域包括ケアシステムの医療・介護の中心となる
多機能慢性期病院

こいのぼりでほっこり
　「これ、かわいいよね！」と麻痺のある
右手も使って両手でこいのぼりを作った
Aさん。完成したこいのぼりを病棟ロビー
に飾ってくださいました。
　Aさんが作ったこいのぼりは、患者さん
や職員の心を癒してくれています。

リハビリテーション部
レクリエーションセクション



サービスシステム開発室のホームページでもご覧いただけます。

TSURUMAKI News 2020. Early Summer

　この原稿を書いているのは2020年4月中旬です。新型コロナウイルス感染症に対する国の緊急事態
宣言が1週間程前に出されたばかりです。この記事が出るのは5月末の予定ですが、その時には新型
コロナウイルス感染症の勢いがずっと鎮まっていることを祈っています。皆さま自分の健康を守りましょう。
それが周りの皆さまを守ることになります。
　さて、鶴巻温泉病院では毎年11月にご入院中の患者さま（介護医療院では入所中の利用者さま）及び
ご家族を対象に当院のサービスに対する満足度調査をしています。今年も実施しました。毎年満足度は
比較的高いのですが、2019年度は今までよりも更に「非常に満足」が高くなり、「不満足」が低く
なる結果を頂きました。
　リハ療法士、レクリエーション
スタッフ、地域連携室、看護師、
介護福祉士等は高い満足度の常連
ですが、今年は介護医療院や医師も
満足度が高くなっています。入浴
サービスも満足が高くなりましたが、
温泉大浴場の利用を進めたことが
良かったのかもしれません。職員も
利用者の皆さまに喜んでいただける
よう、日々頑張っていますので、応援
してください。
　これからも皆さまが入院して
よかったと思っていただける病院で
あり続けるように努力いたします。

「感謝の気持ちしかありません」…退院患者さまアンケートのご意見より
　私の母はクモ膜下出血で倒れ、意識不明の状態が長く続いていました。急性期の
治療を終え、療養型病院への転院をご紹介いただき貴院に入院させていただきました。
貴院を選択させていただいたのは、何より一命を救っていただいたY病院と同系列の
病院だったことが大きな理由です。なかなか意識レベルが回復せず、もう母とコミュニ
ケーションをとることは難しいのではないかと諦めかけていたこともあります。しかし、
貴院への転院後まもなく母は両目を開け、こちらの問いかけにうなずきや微笑で
返してくれました。私も親族も本当に感動しました。それから亡くなるまでの半年間、
1～ 2週間に1度のペースで母に会いに行きました。病状が知りたい私に、主治医の
先生、看護師の皆さん、リハビリスタッフの皆さんは、いつも丁寧かつ明るく、わかり
やすく説明をしてくださりました。病室で母と過ごしている間も、絶えずサポート
をしてくださるスタッフの皆さんが母の世話をしてくださいました。その活気が
母の意識レベルの回復を後押ししてくれたと思っています。残念ながらそこから
更なる回復をすることはなく母は亡くなりましたが、私は貴院の関係者の皆様には感謝の気持ちしかありません。
倒れてから8ヶ月間、そのうち貴院で過ごした半年間、母は精一杯生きるために頑張ってくれました。その頑張りを
支えてくださったのは他でもない、鶴巻温泉病院の皆様方です。本当にありがとうございました。末筆ながら貴院
の益々の発展をお祈り申し上げます。
 （ご入院病棟：医療療養病棟）

患者さまの 声

院長室より　　　　　鶴巻温泉病院　院長　鈴木　龍太

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

総合満足度の3 ヶ年推移
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　湘南真田クリニックを含む湘南メディケアグループ（SMCG）は、
寄り添い型の尊厳ある医療と介護を追求しながら、設立11年目
に入りました。
　湘南真田クリニックは、2019年4月に中丸医師が院長に就任
し、春成副院長と田村副院長が加わり、山本理事長もサポート
しながら、内科・小児科・形成外科と在宅訪問診療を実現して
います。在宅訪問診療は、訪問看護、介護支援、訪問介護、
通所介護/リハビリテーション、管理栄養士事業所等と多職種
連携を形成し、地域を大きなネットワークで包み込んでいます。
　また、2020年1月には、湘南真田クリニックから湘南伊勢原クリニックが生まれました。湘南伊勢原クリニックは、
山本理事長を院長として、相川医師、田村医師、片山医師、阿部医師が非常勤医師として協力し、整形外科・
リハビリテーション、総合診療・内科の他、連日、在宅訪問診療を展開しています。
　在宅訪問診療については、湘南真田クリニックと湘南伊勢原クリニックが地域的に区分し、地域のニーズに対応
しています。 （医療法人救友会理事長　山本五十年）

湘南真田クリニック

連携医療機関のご紹介連携医療機関のご紹介

■住所／〒259-1206 神奈川県平塚市真田2-6-27 ■外来受付電話／ 0463-50-3400
■診療科目／内科・小児科・形成外科/在宅訪問診療 ■休診日／日曜日・祝日
■訪問診療のご相談／ SMC医療連携室　電話番号0463-50-5677
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診療時間

外来診療

訪問診療

作り方

材　料

介護食レシピ

・冷凍しゅうまい …………… 6個
・冷凍オクラ ………………… 20g（大さじ1と1/2）※
・卵…………………………… 1個
・水…………………………… 300cc

❶ 鍋に水を入れて中火にかける。沸騰したら、凍ったままのしゅうまいを
入れ、軟らかくなるまで中火のまま煮る（約 5分）。

❷ ❶に冷凍オクラを入れ、中火で軽く煮立たせる（約 1分）。
❸ ❷にAを入れ、味を整える。
❹ 卵を器に入れてよく溶きほぐし、菜箸を伝わせながら細く回し入れる。
❺ 卵が固まったら火を止め、器に盛り付けてごま油を回し入れる。

●しゅうまいは、スープにすることで皮まで軟らかくなります。
●しゅうまいは、「たけのこたっぷり」「大きなエビ入り」などと記載されているものは、噛む力、飲み込む力が
弱い方は避けましょう。
●オクラを加えることで、スープにとろみが付き、飲み込みやすくなります。

（2人前）

ポ イ ン ト

鶴巻温泉病院 栄養科

・中華風調味料 ……………… 2g（小さじ2/3）
・しょうゆ …………………… 小さじ1/2
・食塩 ………………………… 少々
・ごま油 ……………………… 少々

※生のオクラを使用する場合:オクラ2本に塩を適量振り、手で軽くこすり合わせてうぶ毛を取った後、水洗いして輪切りにして使用してください。

湘南真田クリニック
中丸 真志 院長

医療法人救友会
山本 五十年 理事長

画像は1人前です

（いそとし）

しゅうまいとオクラのかきたまスープ 1人前 エネルギー : 160kcal
 食塩相当量 : 1.7g

A



まきちゃん川柳

発行　地域連携室

送迎バス  つるまきシャトル

▲乗降場所（JR平塚駅南口）

平塚駅南口
ロータリー

平塚駅南口出口

階段

JA平塚ビル

農協ビル前

至湘南海岸

至茅ヶ崎・横浜

JR東海道本線
平　塚　駅

JA農協
ビル

【時刻表】定員25名

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

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）

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

〒257-0001　神奈川県秦野市鶴巻北1-16-1
TEL 0463（78）1311   FAX 0463（78）5955

●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

秦野中井IC 15km

8km

5km 車8分

徒歩3分

小田急線 小田急線

東名高速道路

●車でお越しの場合

●電車でお越しの場合

東名高速道路
小田原厚木道路

35km厚木IC

平塚IC

鶴巻温泉駅小田原駅

鶴巻温泉病院

東京IC

駅より徒歩3分

新宿駅海老名駅 相模大野駅

鶴巻
温泉
駅

↓鶴巻温泉入口

国道246

鶴巻高齢者複合施設
ケアタウン あじさいの丘

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〉

●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

●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

●鶴巻温泉病院介護医療院
　Ⅰ型介護医療院（Ⅰ） 　52床

JR平塚駅南口発
（JA農協ビル前）

10：40
13：40
15：40

鶴巻温泉病院 南館発
（湘南リハビリセンター）

12:30
14：30
17：10

平塚駅南口JA農協ビル前　　  鶴巻温泉病院 南館

JA農協ビル前
（JAビルかながわ前）

近隣地図

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

　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。

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。

※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。

応 募 要 項

古時計　コチコチ進み　喜寿迎え古時計　コチコチ進み　喜寿迎え
（ペンネーム : 駒子さん）


