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【公開健康講座】のお知らせ  

～ イメージ図；移転後のエントランス ～ 

 
 
 
 
 最近、人の名前が出てこない・知っているはずの漢字が
書けない・財布や携帯電話をよく探す・鍵をかけたか不安
になる…。もしかしたら認知症の始まりかもしれません。 
 また、手足が震える・小股でちょこちょこ歩く・前かが
みの姿勢になる・言葉がはっきりしない・動作が遅いなど
はパーキンソン病の特徴です。 
 こんな症状でお困りの方は当院の「神経難病・物忘れ外
来（神経内科）」にご相談ください。 

【神経難病･物忘れ外来】のお知らせ 

早期診断、早期治療が決め手！ ～よく目にする神経疾患～ 
 

  

日時：7月26日（火） 午後2時～午後3時30分（開場午後1時30分） 
 
講師：吉井文均 医師（平塚医療福祉センタ―長・東海大学名誉教授） 
 
会場：ひらつか市民活動センター（JAビルかながわ2F) 

参加費無料！ 
 

申込不要！ 

 ～お問い合わせ～ 
 ☎0463-31-0520(代） 
 健康友の会事務局 
 （済生会平塚病院地域連携室）まで  

～Ｔｏｐｉｃｓ～ 
1. お知らせ 
   神経難病・物忘れ外来について 

   健康講座の予定    
    

2. 新任職員よりご挨拶 

   平塚医療福祉センター長 

   新任医師 

   看護部長 
       
3.   済生会（平塚）の介護サービス 

 「介護老人保健施設 湘南苑」 
 「済生会平塚訪問看護ステーション」   

 
４. なでしこちゃんの栄養指南 

   ー 脳卒中、パーキンソン病、認知症 ー 

【予約受付時間】 月～金曜日 午後1時30分～午後4時 
         土曜日   午前8時30分～午前11時30分 
【予約受付電話番号】0463-31-0520（代） 
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～診療科～

～診療科～

　当院の看護部は「地域の人々の安心した暮らしに貢献できる看護を実践するために、患者家族の思いをくみ取
り、専門性の高いケアを提供します」を理念として、患者さんのケアを行っています。フットワークが良く、緊急
の患者さんを瞬時に受け入れる体制を整えており、入院と同時に患者さん一人ひとりに関わり、生活の視点で患者
さんの最善の状態を考え、在宅・生活復帰をチームで目指しています。

　また、急性期から在宅までを継続できる施設が併設されていますので、患者さんや利用者さんにとってサービス
を利用しやすい環境にあります。沢山の方たちにご利用いただけるように頑張ります。

　はじめまして､内科の池端と申します｡３月に着任しました｡
　生活習慣病が増えてきています｡健診をきっかけに､または自覚症状のある方は､どうぞ
受診なさってください｡これからよろしくお願いいたします。

池端 史子　医長

内科一般､糖尿病代謝

～患者さんへ～

　外来から連携室に異動になった時に、いつも当院をご利用いただいている患者さんた
ちから、顔が見えないので辞めたのかと思い心配していたと言われました。とてもあり
がたく嬉しく思いました。看護部長になり1か月が経ちました。皆さんに忘れられないよ
うに施設内を回りたいと思います。
　何かお困り事や気になる事、改善して欲しいことなどありましたら、いつでもお声か
けください。どうぞよろしくお願いいたします。

～趣味､休日の過ごし方～

日本内科学会認定医
日本神経学会認定専門医

～趣味､休日の過ごし方～

～患者さんへ～

　音楽はライブが最高！ジャズでもロックでも。映画はテレビの専門チャンネルで見放
題。でも一番の贅沢は、暖かいお布団で、なーんにもしないでゴロゴロすることかな？
　気力のある時にはお散歩。木の幹や根っこの面白い表情・素敵な雲の造形に感動した
り、増改築を繰り返し妙な格好になっている家や、へんてこな張り紙を見つけては一人
突っ込みを入れたりしています。

　この20年余り、地元平塚で赤ちゃんから高齢者までのプライマリケアに携わってきま
した。当院には4月から勤務しております。患者さんと共に歩む医療を目指したいと思っ
ています。よろしくお願いします。

～専門資格～

～専門資格～

北原 恵子　医長

内科一般､神経内科

～好きな物､好きな事～

　旅行や鑑賞をしています｡旅行ではハプニングが多く思うようには行きませんが､遠け
れば遠いほどわくわくします｡鑑賞は､絵画や映画などです。

　美しいものが好きです｡神社仏閣､古城など､美しい建築物や絵画を観るために旅行先を
決めます。一番印象に残っているのはノイシュバンシュタイン城です｡

　4月より看護部長に就任しました武井と申します。私は、済生会平塚病院に就職して22年目に入りました。手術
室8年、外来10年、地域連携室3年を経験しました。

～　２　～

～患者さんへ～

日本内科学会認定医

３０ 

～新任医師よりご挨拶～ 

～看護部長よりご挨拶～ 

～済生会平塚 医療福祉センター長 よりご挨拶～ 

 私は東海大学付属病院および大磯病院で永年、脳卒中や認知症、パーキンソン
病などの患者さんの診療に関わってきました。最近では診療機器や薬剤の進歩に
より、これらの疾患の早期診断や早期治療が可能になりました。 
 早期から治療を開始すれば、生活機能の向上も期待できます。神経の病気は治
らない、老化現象だから仕方がないとあきらめる前に一度神経内科にご相談くだ
さい。済生会病院にはこの４月から平塚医療福祉センターが設立され、そのセン
ター長も務めています。 
 
 このセンターでは医療と介護・福祉が一体となって機能し、患者さんの生活を
支え、病気になっても生活の質が維持できる仕組みを考えています。 
 来年は新病院も完成予定です。皆さまの期待に応えられるセンターを目指して
おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。このような社会では認知症の患者
さんも増え、動作緩慢、歩行障害、痛みなど神経系に障害を有する患者さんも少なくありません。 

吉井 文均 
 平塚医療福祉センター長 
 東海大学名誉教授  

武井 京子 看護部長 
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　介護老人保健施設(入所・短期入所療養介護・通所リハビリテーション)・訪問看護ステーション・居宅介護支援
事業所が連携し"介護サービスを一体的・複合的に提供する拠点"として、リハビリテーションや看護･介護を必要
とされている方の生活をお手伝いさせて頂きます。済生会平塚病院と"医療と介護の連携"を図りながら、地域のお
役に立てるよう努めてまいりますので、今後ともご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

通所リハビリテーション

～介護老人保健施設とは～
　医師の管理の下、施設サービス計画に基づいて看護・介護及び
機能訓練等を行い、ご利用者の有する能力に応じ自立した生活を
支援するとともにご家庭への復帰を目指す施設です。

～済生会平塚病院移転計画に伴いお問い合わせ頂いている件について～

　済生会平塚病院では平成29年度に平塚市天沼地区の開発区域｢医療・福祉地区｣への移転を予定していますが、
介護老人保健施設「湘南苑」及び｢済生会平塚訪問看護ステーション（居宅介護支援事業所併設）」は現所在地
（立野町）にて介護サービス事業を継続いたします。

定　員
要介護１～５

ご利用頂ける方

　併設病院の栄養褥瘡委員会で委員長を務めていたスタッフ、認知症や高齢者支援課程を修
了しているスタッフらと共に、ご利用者・ご家族が安心してご自宅で過ごせるよう関わって
います。
　予防支援からお看取りまで様々なご状態にある方のご相談をお受けしております。また、
リハビリ科と連携し、多くの疾患をお持ちでもお身体に合ったリハビリを実践しておりま
す。
　済生勅語「施薬救療」の精神から、営業日を｢月～日｣（年末年始を除く毎日）へ変更致し
ました。

　湘南苑は、平成2年6月に神奈川県における老人保健施設の国庫第一号施設として設立されました。済生会平塚
病院の3階の一部と４階を施設とする「病院併設型」とし、県内で4番目にできた老人保健施設です。

サービス内容
入　所 54名

  平成27年度より新体制となり1年が経過しました。地域関連の皆様には大変お世話になっております。

３０名

（短期含む） 要支援１～２　要介護１～５

要支援１～２　要介護１～５

短期入所療養介護

　病院を退院された方が「リハビリ」をする為だけでなく、ご自宅で生活されている方も「リハビリの継続（再
開）」や「介護者の休養」「夏季冬季の体調管理」等を目的に「繰り返し利用する」ことができるのが特徴です。

～湘南苑の取組み等～
　当苑では、「長生きして良かった」と思って頂けるよう、多職種と連携してご利用者のケアを行っています。安
心して生活して頂くため感染症予防をはじめ適切な健康管理を行い、身体機能のみでなく生活能力や社会参加まで
視野に入れたリハビリテーションを行い、在宅復帰又は在宅生活（在宅介護）を支援しています。

～歯科診療・口腔ケアの様子～ お問い合わせ 電話；0463-35-5780（代表） 次号へ続きます。

　平成27年度からは、多職種が連携し「口腔ケア（摂食・嚥下機能の向上等）」に
力を入れています。歯科医師・歯科衛生士の指導の下、医師・看護師・介護福祉士・
理学療法士・作業療法士・管理栄養士・ケアマネジャー等の多職種が連携し、各ご利
用者のご状態に応じたケアを行っています。
　平成27年度は、肺炎(誤嚥性肺炎)で治療を要した方は１名（26年度は12名）と
なっており、職員一同「口腔ケア」の大切さを実感し日々のケアに努めています。

お問い合わせ
電話 :  0463-31-8288（訪問看護）
電話 :  0463-31-8256（居宅介護支援事業所）

～　３　～

　当ステーションではキャッチコピー
　　　　”看護師の「目」と「技術」でしっかりサポート！”　を掲げて活動しています。

　今年度は、看護師・ケアマネジャーを増員して新たに精神科訪問看護の受け入れも行って
います。また、以前から実施している併設病院の認定看護師との連携に加え、病院看護師と
の同行訪問も行っています。患者さん（ご利用者）が、切れ目なくどこにいても24時間36
５日いつでも継続看護・介護が受けられるように支援しています。いつでもお声かけ下さ
い。

介護老人保健施設『湘南苑』 

済生会(平塚)の介護サービス事業について 

済生会平塚訪問看護ステーション・居宅介護支援（ケアマネジメント） 



保存できる量を購入。

②すぐに適温に保存。

　梅雨から9月頃まで高温多湿な状態が続き、細
菌がもたらす食中毒が多く発生します。食事の準
備をする時には、細菌をつけない・増やさない・
やっつけるを心がけ食中毒を防ぎましょう。

～食中毒を防ぐ６つのポイント～

① 消費期限を確認し

③ 手や食材を洗って、交差汚染を防ぎます。～お詫び～
  今号は「なでしこちゃんからの挑戦状」をお休みさせて頂きます。

冷蔵庫の頻繁な開閉や入れすぎで温度が上昇！

診療表は変更する事がありますので、病院窓口またはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで最新情報をご確認下さい。

④ しっかり加熱。中心温度75度で１分

⑥ 残った食品は早めに食べるか処分しましょう。

⑤ 手を洗って食事。
　　テーブルもきれいにしましょう。

【　See  You  Next  Issue！ 　】

編集；済生会平塚病院 広報委員会 
発行者；武内典夫（病院長） 
発行日；平成２８年５月２０日 

【済生会平塚病院】 
  〒254-0046 平塚市立野町37-1 
  電話; ０４６３（３１）０５２０ 
   FAX; ０４６３（３１）３１７７ 

【アクセス】 
電 車  
 ⇒ＪＲ平塚駅下車 
バ ス 
 ⇒（北口）約１０分  
  秦野駅行営林署前下車 
徒 歩  
 ⇒（西口）約１５分 
車  
 ⇒国道1号線、県道61号 
   を曲がってすぐ。   
駐車場  
 ⇒第1と、第2駐車場 
       があります。 

 
 
 済生会平塚病院の 
  ホームページもご覧ください。 

済生会平塚病院 検索 

食中毒注意報 

湘南苑 通所リハビリテーション 
 医師の管理のもとご状態に応じたリハビリテーション
を行います。湘南苑では「地域の基幹的リハビリテー
ション提供施設」として、要介護状態となっても必要と
する全ての方がリハビリテーションを受け自立した生活
を送ることができるよう関係機関との連携に努めていま
す。 
 
～このような方にご利用頂いています（例）～ 
 （要支援・要介護認定が必要です。３ページ参照） 
 退院後間もない方、脳血管疾患（麻痺等）がある方・転
倒しやすい又は転倒を繰り返している方 ・関節に痛みが
ある方（膝や腰など）・高血圧など体調管理を要している
方 ・体力や筋力が低下していると感じる方など。 

（ケアマネジメント） 

ご相談は、通所リハビリ担当：兵藤まで 
     電話 35-5780（代）  

月 火 水 木 金 土

吉井 天木 田中 髙橋 石垣 岡本

北原 出口 中川 湯山 清岡

岡本 湯山 坂口 池端

吉井 石垣 田中 髙橋 小神野

小神野 池端 岡本 湯谷 橋村

砂田 北原 北原 北原

小倉 小倉 吉井

砂田

荻野 武内 武内 髙畑 三宅 荻野

宮﨑 三宅 内山 荻野 宮﨑 宮﨑

整形外科
専門外来

午後
武内

③股関節
野村

①③脊椎

午前 堀越 堀越

午後 堀越

形成外科
皮膚科

午前 大隈

脳神経外科 午前 松前

午前 河村

午後 河村 大瀧

東海大医師
（交代制）

東海大医師
（交代制）

森裕介

泌尿器科

東海大医師
（交代制）

午後 森裕介

三宅

東海大医師
（交代制）

森裕介

済生会平塚病院　外来診療表
平成28年5月1日

リウマチ
関節外科

内　　科

午前

口腔外科

整形外科

東海大医師
（交代制）

谷

東海大医師
（交代制）

午後

原山

午前

横山

午前 森裕介

金城午後


