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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
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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
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鶴巻温泉病院 南館発
（湘南リハビリセンター）
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14：30
17：10

平塚駅南口JA農協ビル前　　  鶴巻温泉病院 南館
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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。

感染対策のため面会制限を継続しております。WEB面会システムを導入しておりますので、詳しくは病院の
ホームページをご覧いただくか、お電話にてお問合せください。 0463-78-1311（代表）

※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。

患者さまの作品紹介

応 募 要 項

訪問医療部門準備プロジェクト発足のお知らせ訪問医療部門準備プロジェクト発足のお知らせ
訪問医療部門準備プロジェクト一同（リーダー：診療部　伊藤　博明）

　2021年4月（2021年度）から、訪問医療部門が発足します。正式名称
は未定ですが、看護部がコア職種として参加し、院長直属の組織になる
予定です。またこの機に、現在活動している職種も含めた多職種の訪問・
在宅ケアチームとして、病院内外の多職種とも連携していきたいと思います。
退院前カンファレンスなどを活用した顔の見える関係を守りつつ、連携に
は情報通信技術（ICT）を導入しての情報共有を計画しています。
　当院の訪問看護は、ご自宅に退院された後、入院中にご指導させて
頂いた介助方法や吸引などの医療処置、環境調整等の困りごとや不安
なことがないかを伺いに、生活する場所を訪問させていただきます。看護部は、ご本人やご家族に安心して療養生活を
送って頂くこと、また、病棟の看護・介護を振り返ることでさらなる質の向上をめざしていきます。
　訪問医療部門は、院外の関係者ともスムーズに連携し、在宅で療養する人と家族のQOL（人生及び生活の質）向上に貢献
するつもりです。どうぞよろしくお願いいたします。

鶴巻温泉病院の理念 contents
患者さまの作品紹介
訪問医療部門準備プロジェクト
院長室より
患者さまの声
回復期リハビリ病棟通信
連携医療機関のご紹介
介護食レシピ
トピックス

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

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

・飼い犬の お手も自粛の ウイルス禍
・咳ひとつ 回りの席を カラにする
・飼い犬の お手も自粛の ウイルス禍
・咳ひとつ 回りの席を カラにする

（ペンネーム : ぼん天さん）

※9月現在、運休中。

写真撮影時に限り、マスクを外しております

笑顔の風を吹き込んだうちわ
　無地の和紙に好みの色や柄を着色し、わたしだけのうちわが出来上がりました。
「素敵なのができたね」って他の患者さまから称賛されたAさんは、「病室にいる
ことが多かったけれど、これに参加してよかったです。」と笑顔が見られました。

リハビリテーション部　レクリエーションセクション

完成作品完成作品



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。
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　新型コロナ肺炎の猛威が収まりそうにありません。皆さんの予想
を超えて人類最大の危機に直面しています。そこで最近話題の疫病
退散の妖怪「アマビエ」の木彫り人形を作りました。アマビエは
その姿を描き写した絵を見ることでご利益があると言い伝えがあり
ますので、アマビエカードを作り皆様にお配りしております。病院の
入り口に置いてありますので、どうぞお持ちください。 
　最後は神頼みみたいになっていますが、病院のくせに非科学的だ
とか言わないでくださいね。

　さて少し先の話ですが、私が大会長を務める第29回日本慢性期医療学会が
来年（2021年）10月14・15日にパシフィコ横浜で開催されます。皆さん
病気になると急性期病院で治療を受けますが、急性期の治療が一段落すると
回復期リハビリテーションや、療養病床、場合によっては介護施設へ移ります。
自宅へ退院されれば、訪問診療や看護、リハビリテーションを受けることも
あります。 急性期以後の医療・介護すべてを慢性期医療としてとらえ、研究し、
この学会で発表しています。
　来年の学会テーマは「慢性期医療は進化する　―医療・介護・地域の統合―」
です。ポスターでは、鶴巻温泉病院リハビリテーション部の足立さんが、進化
を歯車、統合をジクソーパズルにしてテーマを表現してくれました。
　新型コロナ肺炎が収まっていることを祈っておりますが、メインシンポジウム
は「With Corona時代の医療の進化」と題して、新型コロナウイルスと共存
する社会での医療の在り方を考えます。

「幸せな最期を迎えることができました」…退院患者さまアンケートのご意見より
　大学病院では余命2～3週間と言われ、貴院の緩和病棟へ入院させていただきました。皆様の心からの大変な
お世話のお陰で約7か月余命を楽しむことができ、旅立っていきました。幸せな最期を迎えることができたと喜んで
います。先生をはじめ皆様には本当にお世話になりました。心からお礼申し上げます。最期のお別れの日お忙しい中、
先生をはじめ皆様全員でお見送りいただきましたこと感涙にむせびました。本当にありがとうございました。現在、
新型コロナ騒ぎで不自由な状況ですが、無事納骨式も終えることができ安堵しています。今頃は本人も冥土で、
皆様に笑顔でお礼の言葉を申しているのではないかと思います。未だ新型コロナの難しい時期ではございますが、
何かとご配慮を重ねていただき、本当にありがとうございました。
 （ご入院病棟：緩和ケア病棟）

　川口医院は昭和22年に祖母が開院して以来地域に密着した診療を行っています。
当院の特徴は①呼吸器とアレルギーの専門医・指導医による最善の医療を行う、
②小児から大人、そして訪問診療まで一貫した診療、③駐車場が広く、薬局が同じ
建物にある高い利便性です。　
　川口未央院長は総合内科専門医、呼吸器専門医・指導医、アレルギー専門医の
資格を有しており、20年以上にわたり国内外の大学病院で様々な疾患の診療に

携わってきた経験を活かして呼吸器疾患、
アレルギー疾患をはじめとした小児科・
内科全般の診療をしています。禁煙外来やいびき（睡眠時無呼吸）
外来も行っています。川口健一副院長は産婦人科の診療を行っています。
川口美帆副院長は循環器・女性内科の診療を行っています。訪問診療
は24時間体制で訪問看護ステーションと連携して行い、在宅酸素療法
や終末期医療など患者さま個々に適したきめ細かい診療を行っています。

川口医院

連携医療機関のご紹介連携医療機関のご紹介

■住所／〒257-0048　神奈川県秦野市幸町4-4 ■電話番号 0463-82-3549
■診療科目／内科、小児科、呼吸器内科、アレルギー科、産婦人科、循環器内科　■休診日／木曜・日曜・祝日

★ : 月曜午前の産婦人科は休診です。第2、第4月曜午前は川口美帆医師による内科診療を行っています。
◎ : 水曜午後の診療時間は、13:30からは川口美帆医師による内科診療を行います。院長外来および産婦人科外来は14:30からになります。
※ : 金曜午後の診療時間は14:30からになります。
▲ : 土曜午後の診療時間は13:30～17:00
水曜および金曜の13:30～14:30は、院長は訪問診療を行っています。

月 火 水 木 金 土
★
●

●
●

●
◎

休
休

●
※

●
▲

日
休
休

祝
休
休

9:00～12:00
13:30～18:00

診療時間

患者さまの 声

院長室より　　　　　鶴巻温泉病院　院長　鈴木　龍太

 川口 未央 院長

　当院で病棟装飾作成してくださって
いるボランティアのNさんの作品。
現在は新型コロナウイルス感染防止の
ため院内活動は休止中となっていますが、
ご自宅で作成された作品を送ってくだ
さっています。患者さま、職員も病棟
内が明るくなると喜んでいます。素敵
な飾りをありがとうございます。

白身魚と枝豆のふんわり煮

・白身魚の切り身（冷凍食品・骨皮なし）…………………… 1切
・とろろ（冷凍食品・個包装）……………………………… 1/2袋
・むき枝豆（冷凍食品）…………………………………… 15粒程
・マヨネーズ……………………………………………… 小さじ1杯
・片栗粉…………………………………………………… 小さじ1杯
・生姜（チューブ）…………………………………………… 1cm
・塩…………………………………………………………………少々
・水　……………………………………………………………300cc
・めんつゆ（3倍濃縮）…………………………………… 大さじ3杯
・とろみ用水溶き片栗粉……… 水大さじ2杯に片栗粉小さじ2杯

（1人前）

作り方

材　料

❶ ★の材料を冷蔵庫に入れて解凍しておく。
❷ Aの材料をすべてフードプロセッサーに入れ、30秒程混ぜてすり身状にする。
❸ 鍋にBを入れてひと煮立ちしたら弱火にする。
❹ ❷をスプーンですくって❸に入れ、弱火のまま煮る（約8分）。
❺ すり身を先に器に盛り付ける。
❻ 煮汁にとろみをつける（強火の状態で水溶き片栗粉を一気に入れる）。
❼ ❺に❻を半分かける。

鶴巻温泉病院 栄養科

介護食レシピ エネルギー : 192kcal
たんぱく : 14.5g
食塩相当量 : 2.2g

ポ イ ン ト

A

B

★

●★の材料はスーパーで購入できます。下準備が不要で調理が簡単です。
●❹に野菜を入れて、軟らかくなるまで煮ることで野菜の旨煮も一緒に作れます。
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携わってきた経験を活かして呼吸器疾患、
アレルギー疾患をはじめとした小児科・
内科全般の診療をしています。禁煙外来やいびき（睡眠時無呼吸）
外来も行っています。川口健一副院長は産婦人科の診療を行っています。
川口美帆副院長は循環器・女性内科の診療を行っています。訪問診療
は24時間体制で訪問看護ステーションと連携して行い、在宅酸素療法
や終末期医療など患者さま個々に適したきめ細かい診療を行っています。

川口医院

連携医療機関のご紹介連携医療機関のご紹介

■住所／〒257-0048　神奈川県秦野市幸町4-4 ■電話番号 0463-82-3549
■診療科目／内科、小児科、呼吸器内科、アレルギー科、産婦人科、循環器内科　■休診日／木曜・日曜・祝日

★ : 月曜午前の産婦人科は休診です。第2、第4月曜午前は川口美帆医師による内科診療を行っています。
◎ : 水曜午後の診療時間は、13:30からは川口美帆医師による内科診療を行います。院長外来および産婦人科外来は14:30からになります。
※ : 金曜午後の診療時間は14:30からになります。
▲ : 土曜午後の診療時間は13:30～17:00
水曜および金曜の13:30～14:30は、院長は訪問診療を行っています。

月 火 水 木 金 土
★
●

●
●

●
◎

休
休

●
※

●
▲

日
休
休

祝
休
休

9:00～12:00
13:30～18:00

診療時間

患者さまの 声

院長室より　　　　　鶴巻温泉病院　院長　鈴木　龍太

 川口 未央 院長

　当院で病棟装飾作成してくださって
いるボランティアのNさんの作品。
現在は新型コロナウイルス感染防止の
ため院内活動は休止中となっていますが、
ご自宅で作成された作品を送ってくだ
さっています。患者さま、職員も病棟
内が明るくなると喜んでいます。素敵
な飾りをありがとうございます。

白身魚と枝豆のふんわり煮

・白身魚の切り身（冷凍食品・骨皮なし）…………………… 1切
・とろろ（冷凍食品・個包装）……………………………… 1/2袋
・むき枝豆（冷凍食品）…………………………………… 15粒程
・マヨネーズ……………………………………………… 小さじ1杯
・片栗粉…………………………………………………… 小さじ1杯
・生姜（チューブ）…………………………………………… 1cm
・塩…………………………………………………………………少々
・水　……………………………………………………………300cc
・めんつゆ（3倍濃縮）…………………………………… 大さじ3杯
・とろみ用水溶き片栗粉……… 水大さじ2杯に片栗粉小さじ2杯

（1人前）

作り方

材　料

❶ ★の材料を冷蔵庫に入れて解凍しておく。
❷ Aの材料をすべてフードプロセッサーに入れ、30秒程混ぜてすり身状にする。
❸ 鍋にBを入れてひと煮立ちしたら弱火にする。
❹ ❷をスプーンですくって❸に入れ、弱火のまま煮る（約8分）。
❺ すり身を先に器に盛り付ける。
❻ 煮汁にとろみをつける（強火の状態で水溶き片栗粉を一気に入れる）。
❼ ❺に❻を半分かける。

鶴巻温泉病院 栄養科

介護食レシピ エネルギー : 192kcal
たんぱく : 14.5g
食塩相当量 : 2.2g

ポ イ ン ト

A

B

★

●★の材料はスーパーで購入できます。下準備が不要で調理が簡単です。
●❹に野菜を入れて、軟らかくなるまで煮ることで野菜の旨煮も一緒に作れます。
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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。

感染対策のため面会制限を継続しております。WEB面会システムを導入しておりますので、詳しくは病院の
ホームページをご覧いただくか、お電話にてお問合せください。 0463-78-1311（代表）

※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。

患者さまの作品紹介

応 募 要 項

訪問医療部門準備プロジェクト発足のお知らせ訪問医療部門準備プロジェクト発足のお知らせ
訪問医療部門準備プロジェクト一同（リーダー：診療部　伊藤　博明）

　2021年4月（2021年度）から、訪問医療部門が発足します。正式名称
は未定ですが、看護部がコア職種として参加し、院長直属の組織になる
予定です。またこの機に、現在活動している職種も含めた多職種の訪問・
在宅ケアチームとして、病院内外の多職種とも連携していきたいと思います。
退院前カンファレンスなどを活用した顔の見える関係を守りつつ、連携に
は情報通信技術（ICT）を導入しての情報共有を計画しています。
　当院の訪問看護は、ご自宅に退院された後、入院中にご指導させて
頂いた介助方法や吸引などの医療処置、環境調整等の困りごとや不安
なことがないかを伺いに、生活する場所を訪問させていただきます。看護部は、ご本人やご家族に安心して療養生活を
送って頂くこと、また、病棟の看護・介護を振り返ることでさらなる質の向上をめざしていきます。
　訪問医療部門は、院外の関係者ともスムーズに連携し、在宅で療養する人と家族のQOL（人生及び生活の質）向上に貢献
するつもりです。どうぞよろしくお願いいたします。

鶴巻温泉病院の理念 contents
患者さまの作品紹介
訪問医療部門準備プロジェクト
院長室より
患者さまの声
回復期リハビリ病棟通信
連携医療機関のご紹介
介護食レシピ
トピックス

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

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

・飼い犬の お手も自粛の ウイルス禍
・咳ひとつ 回りの席を カラにする
・飼い犬の お手も自粛の ウイルス禍
・咳ひとつ 回りの席を カラにする

（ペンネーム : ぼん天さん）

※9月現在、運休中。

写真撮影時に限り、マスクを外しております

笑顔の風を吹き込んだうちわ
　無地の和紙に好みの色や柄を着色し、わたしだけのうちわが出来上がりました。
「素敵なのができたね」って他の患者さまから称賛されたAさんは、「病室にいる
ことが多かったけれど、これに参加してよかったです。」と笑顔が見られました。

リハビリテーション部　レクリエーションセクション

完成作品完成作品


