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地域医療連携の会
　2019年11月28日(木)、第6回となる「地域医療連携の会」を開催しました。今年度は、
「つなげよう！在宅支援の輪」をテーマに、当院から自宅退院された事例を通してグループ
ワークを実施しました。参加者は合計39名、地域で患者さまを支援されている、クリニックや
訪問診療、介護支援専門員、訪問看護ステーション等の方々にお集まりいただきました。
慢性疾患を抱える患者さま・ご家族への退院支援について、地域や病院それぞれの視点から、活発な意見交換が行われ
ました。支援者として何ができるか議論する中で、患者さま・ご家族の想いを大切にしながら生活の視点で連携していく
ことや、病院と在宅の支援者が気軽に頼り合えることの重要性を共有することができました。また当院の療養支援に携わる
看護師の取り組みや、在宅療養後方支援病院の紹介を通じて、地域の支援者の皆様に当院の機能を知っていただき、今後の
連携につながる機会となりました。
　引き続き、顔の見える関係から、想いをつなげていける関係へ発展させていけるよう、日々の連携を深めていきたいと思います。

URL   http:/ /www.sankikai .or.jp/tsurumaki/

TSURUMAKI News

発行　地域連携室

送迎バス  つるまきシャトル  運行中

▲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
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●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
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　回復期リハビリテーション病棟入院料1  206床
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　地域包括ケア病棟入院料２　39床
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お正月飾りを作ろう

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。

まきちゃん川柳

※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。

「縄をなうお手伝いをよくしましたよ。
お母さんが得意でね。ほら、こうやってね。」
幼少期を思い出し、スタッフへ当時の
ことを語る姿が印象的でした。

リハビリテーション部
レクリエーションセクション

患者さまの作品紹介

新年のご挨拶 医療法人社団　三喜会　理事長　鶴巻温泉病院院長  鈴木 龍太

あけましておめでとうございます
　鶴巻温泉病院は2019年11月16日に創立40周年を迎えました。
　それを機に三喜会の理念、鶴巻温泉病院の理念、基本方針を改訂しました。

　三喜会の理念は1979年の鶴巻温泉病院創立以来のものです。当時は病院しかありませんでしたが、その後社会の変化に
合わせ、三喜会は、医療と介護と地域社会をシームレスに継げる医療法人へと進化しました。一方鶴巻温泉病院は2018年
に地域包括ケア病棟を立ち上げ、2019年に介護医療院を立ち上げるなど、この数年で医療と介護と地域社会をシームレス
に継げる多機能慢性期病院となっています。また多機能病棟全てに横軸としてリハビリテーションを実施しています。この
ような進化に合わせた理念、基本方針といたしました。今後とも鶴巻温泉病院をよろしくお願いいたします。

人間のいのちと健康の擁護者としての誇りと使命感をもち、医療機関
および関連諸施設との連携と協力を密にしながら、患者さま・利用者
さまとご家族、地域社会、ならびに職員の三者が人間愛に結ばれ、共に
生きる幸せを喜び合える良質の保健医療福祉社会を創造する。

三喜会の理念

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

鶴巻温泉病院の理念

1. 患者さま・利用者さまの生活の質（QOL）を
向上させ、満足な人生を過ごしていただくため
に尽力する。

2. 職員のQOL向上、自己啓発のために努力する。
3. 明日の医療を考え、地域社会から信頼される
医療システムを確立する。

4. 患者さま・利用者さまに相応しい包括的医療・
介護を提供し、適切な対価を享受する。

理念実践のための、鶴巻温泉病院の基本方針



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。

院内デイケア「おつる茶屋」はじめました

契約患者さまは24時間365日対応
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はんぺんとツナのグラタン風

・はんぺん……………………………………………… 1/2枚
・ツナ缶………………1/2缶（水煮・食塩・オイル無添加）
・マヨネーズ………………………………………… 大さじ1
・塩コショウ……………………………………………… 適量
・とろけるチーズ………………………………………… 1枚

（1人前）

作り方

材　料

❶  ポリ袋にはんぺん、ツナ、マヨネーズ、塩コショウを入れ
はんぺんを潰しながら、全体が馴染むまでもみほぐす

❷ 耐熱皿に❶を入れ、とろけるチーズをのせる
❸ オーブントースターで5分加熱し完成

鶴巻温泉病院 栄養科

介護食レシピ エネルギー : 240kcal
食塩相当量 : 1.9g

　認知症ケアサポート委員会では10月9日より院内デイケア
「おつる茶屋」を開設しました。入院中の認知症の患者さまを対象
に毎週水曜日（午前9:30～11:30、午後15:00～17:00）に
実施しています。
　「おつる茶屋」は認知症ケアサポート委員会が作成した絵本
「おつるさんがいく」のキャラクターから名付けました。おつるさん
は認知症になる前、掃除の仕事をしていました。認知症になって
病院に入院してから落ち着かなかったおつるさんですが、掃除を
お願いすると病院をピカピカにしてにっこにこです。
　おつるさんのように自分が好きだったことや昔よくやっていたことが
でき、その方らしく落ち着いて過ごしていただける空間を提供したい
と考えています。畳の上でお茶を飲んだり、鏡台でお化粧したり、
好きな音楽を聴いたり。

　認知症の患者さまが対象ですが、
ご家族やスタッフが一緒であれば
どなたでもご参加いただけます。
ぜひ「おつる茶屋」に足を運んでみてください。

＊認知症ケアサポート委員会は入院している認知症状のある患者さまに対して
よりよい医療や療養生活ができるように活動しています。

「奇跡」…退院患者さまアンケートのご意見より
　本人は、脳梗塞のリハビリのため、2019年1月から7月までお世話になりました。つい
この間まで当たり前に動いていた左手や足が動かず、どうなるのかと不安を抱えながらの
リハビリでした。こちらに入院した直後は、自分で車椅子に移乗もできない状態でしたが、
入院後すぐにリハビリが始まり、自分で車椅子に移乗し、トイレに行けるようになり、補助
器具をつけて自分で歩けるまでになりました。リハビリが進み外歩きができるようになった時、
病院の入り口のガラス戸の向こうに出て行く、理学療法士の方と本人のたくましい2つの
背中を見た時の感動は今もはっきりと胸に刻まれています。奇跡だなと思いました。
再び自分で歩けるようにしてくれて心より感謝しています。作業療法士の方は、根気よく
手のリハビリをしていただきました。お陰様で退院後、指が開き、腕も伸びるようになり、
リハビリを続けることができています。本人はまだまだよくなると、がんばっています。これからどうなるのだろうと
不安も沢山ありましたが、ソーシャルワーカーの方が色々な可能性を親身になって考え、的確なアドバイスをしてくだ
さり、気持ちが随分と助けられました。看護師の方々にも、退院後も1人で自立して生活できるようにと、丁寧に色々
と教えてもらい大変ありがたかったです。週2回のお風呂担当の介護の方にも親切に接していただき、お陰様で、
退院後1人でも入浴できるようになりつつあります。鶴巻温泉病院で何よりもありがたかったのは、病院のひとり
ひとりの人たちが、患者本人が退院後少しでも生活に無事に復帰できるようにと真剣に向き合ってくれたことです。
患者本人も、家族も、本当に貴重なときを与えられたのだと、心より感謝しております。誠にありがとうございました。
退院後もリハビリは続いておりますが、前向きにリハビリして、少しでも回復することで皆様へのご恩をお返しでき
たらと思って居ります。本当にありがとうございました。鶴巻温泉病院に入院して皆様に出会えたこと、心より
感謝しております。 （ご入院病棟：回復期リハビリ病棟）

　当院は主に在宅への訪問診療を行うクリニックとして、2014年7月に二宮町で
開院しました。二宮町内だけではなく、大磯町、中井町、秦野市、小田原市・平塚市
の一部にお住いの幅広い疾患や、年齢層（小児を除く）の患者さまを診療しています。
　当院には、私の他にも2名の医師が在籍、それぞれの専門性を生かして診察に
あたり、又、患者さまだけではなく、介護をなさるご家族さまとの関わりも大切に
したいと考えています。住み慣れた場所で、安心感・充実感をもって日々を過ごせる
よう、鶴巻温泉病院を始め、その他の地域の病院や診療所のご協力を得ながら、
地域のケアマネージャー、訪問看護師、ヘルパー、薬剤師といった皆様と連携し、チーム
として在宅医療を進めております。医療が必要で通院困難な方、最期まで自宅で過ごしたいと希望される方、
お気軽にご相談ください。
　今後も訪問診療医として地域の皆様の一助になるべく力を尽くして参りますので、宜しくお願い申し上げます。

院長　林　和義あづま山在宅クリニック

連携医療機関のご紹介連携医療機関のご紹介

■住所／中郡二宮町二宮216-1 古澤本社ビル2階
■電話／ 0463-86-6532
■診療科目／訪問診療
■休診日／祝日、土・日、年末年始

月 火 水 木 金 土

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

／

／

日・祝

／

／

9:00～12:00

診療時間

14:00～17:00

患者さまの 声

認知症ケアサポート委員会

ポ イ ン ト ●エネルギー・食塩を控えたい方はツナ缶水煮（食塩・オイル無添加）の缶詰を使用しましょう
●お好みでカレー粉を加えても美味しくできます
●チーズが固まりやすいので、噛む力が弱い方は粉チーズに替えるといいでしょう
●パセリをかけると彩りがよくなります　

※写真は2人前です
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リハビリを続けることができています。本人はまだまだよくなると、がんばっています。これからどうなるのだろうと
不安も沢山ありましたが、ソーシャルワーカーの方が色々な可能性を親身になって考え、的確なアドバイスをしてくだ
さり、気持ちが随分と助けられました。看護師の方々にも、退院後も1人で自立して生活できるようにと、丁寧に色々
と教えてもらい大変ありがたかったです。週2回のお風呂担当の介護の方にも親切に接していただき、お陰様で、
退院後1人でも入浴できるようになりつつあります。鶴巻温泉病院で何よりもありがたかったのは、病院のひとり
ひとりの人たちが、患者本人が退院後少しでも生活に無事に復帰できるようにと真剣に向き合ってくれたことです。
患者本人も、家族も、本当に貴重なときを与えられたのだと、心より感謝しております。誠にありがとうございました。
退院後もリハビリは続いておりますが、前向きにリハビリして、少しでも回復することで皆様へのご恩をお返しでき
たらと思って居ります。本当にありがとうございました。鶴巻温泉病院に入院して皆様に出会えたこと、心より
感謝しております。 （ご入院病棟：回復期リハビリ病棟）

　当院は主に在宅への訪問診療を行うクリニックとして、2014年7月に二宮町で
開院しました。二宮町内だけではなく、大磯町、中井町、秦野市、小田原市・平塚市
の一部にお住いの幅広い疾患や、年齢層（小児を除く）の患者さまを診療しています。
　当院には、私の他にも2名の医師が在籍、それぞれの専門性を生かして診察に
あたり、又、患者さまだけではなく、介護をなさるご家族さまとの関わりも大切に
したいと考えています。住み慣れた場所で、安心感・充実感をもって日々を過ごせる
よう、鶴巻温泉病院を始め、その他の地域の病院や診療所のご協力を得ながら、
地域のケアマネージャー、訪問看護師、ヘルパー、薬剤師といった皆様と連携し、チーム
として在宅医療を進めております。医療が必要で通院困難な方、最期まで自宅で過ごしたいと希望される方、
お気軽にご相談ください。
　今後も訪問診療医として地域の皆様の一助になるべく力を尽くして参りますので、宜しくお願い申し上げます。

院長　林　和義あづま山在宅クリニック

連携医療機関のご紹介連携医療機関のご紹介

■住所／中郡二宮町二宮216-1 古澤本社ビル2階
■電話／ 0463-86-6532
■診療科目／訪問診療
■休診日／祝日、土・日、年末年始

月 火 水 木 金 土

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

／

／

日・祝

／

／

9:00～12:00

診療時間

14:00～17:00

患者さまの 声

認知症ケアサポート委員会

ポ イ ン ト ●エネルギー・食塩を控えたい方はツナ缶水煮（食塩・オイル無添加）の缶詰を使用しましょう
●お好みでカレー粉を加えても美味しくできます
●チーズが固まりやすいので、噛む力が弱い方は粉チーズに替えるといいでしょう
●パセリをかけると彩りがよくなります　

※写真は2人前です
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地域医療連携の会
　2019年11月28日(木)、第6回となる「地域医療連携の会」を開催しました。今年度は、
「つなげよう！在宅支援の輪」をテーマに、当院から自宅退院された事例を通してグループ
ワークを実施しました。参加者は合計39名、地域で患者さまを支援されている、クリニックや
訪問診療、介護支援専門員、訪問看護ステーション等の方々にお集まりいただきました。
慢性疾患を抱える患者さま・ご家族への退院支援について、地域や病院それぞれの視点から、活発な意見交換が行われ
ました。支援者として何ができるか議論する中で、患者さま・ご家族の想いを大切にしながら生活の視点で連携していく
ことや、病院と在宅の支援者が気軽に頼り合えることの重要性を共有することができました。また当院の療養支援に携わる
看護師の取り組みや、在宅療養後方支援病院の紹介を通じて、地域の支援者の皆様に当院の機能を知っていただき、今後の
連携につながる機会となりました。
　引き続き、顔の見える関係から、想いをつなげていける関係へ発展させていけるよう、日々の連携を深めていきたいと思います。

URL   http:/ /www.sankikai .or.jp/tsurumaki/

TSURUMAKI News

発行　地域連携室

送迎バス  つるまきシャトル  運行中

▲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）

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

お正月飾りを作ろう

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。

まきちゃん川柳

※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。

「縄をなうお手伝いをよくしましたよ。
お母さんが得意でね。ほら、こうやってね。」
幼少期を思い出し、スタッフへ当時の
ことを語る姿が印象的でした。

リハビリテーション部
レクリエーションセクション

患者さまの作品紹介

新年のご挨拶 医療法人社団　三喜会　理事長　鶴巻温泉病院院長  鈴木 龍太

あけましておめでとうございます
　鶴巻温泉病院は2019年11月16日に創立40周年を迎えました。
　それを機に三喜会の理念、鶴巻温泉病院の理念、基本方針を改訂しました。

　三喜会の理念は1979年の鶴巻温泉病院創立以来のものです。当時は病院しかありませんでしたが、その後社会の変化に
合わせ、三喜会は、医療と介護と地域社会をシームレスに継げる医療法人へと進化しました。一方鶴巻温泉病院は2018年
に地域包括ケア病棟を立ち上げ、2019年に介護医療院を立ち上げるなど、この数年で医療と介護と地域社会をシームレス
に継げる多機能慢性期病院となっています。また多機能病棟全てに横軸としてリハビリテーションを実施しています。この
ような進化に合わせた理念、基本方針といたしました。今後とも鶴巻温泉病院をよろしくお願いいたします。

人間のいのちと健康の擁護者としての誇りと使命感をもち、医療機関
および関連諸施設との連携と協力を密にしながら、患者さま・利用者
さまとご家族、地域社会、ならびに職員の三者が人間愛に結ばれ、共に
生きる幸せを喜び合える良質の保健医療福祉社会を創造する。

三喜会の理念

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

鶴巻温泉病院の理念

1. 患者さま・利用者さまの生活の質（QOL）を
向上させ、満足な人生を過ごしていただくため
に尽力する。

2. 職員のQOL向上、自己啓発のために努力する。
3. 明日の医療を考え、地域社会から信頼される
医療システムを確立する。

4. 患者さま・利用者さまに相応しい包括的医療・
介護を提供し、適切な対価を享受する。

理念実践のための、鶴巻温泉病院の基本方針


