
□駐車台数
　61台（有料）

□所在地
　〒254-0036 神奈川県平塚市宮松町 18-1　

□ FAX
　 0463-71-6163

□ TEL
　0463-71-6161
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    JR 東海道線平塚駅下車　徒歩（12分）かバスを利用
　ららぽーと湘南平塚循環バス
　「ららぽーと湘南平塚」下車または､本厚木駅行きバス
　「コンフォール平塚前」下車
     厚木方面からは平塚駅北口行きバス
    「コンフォール平塚前」下車　バス停から徒歩３分

□診療科目
    ・内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・外科・消化器外科・整形外科・脳神経外科・形成外科
　・リウマチ科  ・泌尿器科・リハビリテーション科・放射線科
□病床
     176 床（一般病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟）

＊初診・救急　※年末年始は休診
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□正式名称
　社会福祉法人　済生会支部神奈川県済生会湘南平塚病院
　（略称  済生会湘南平塚病院）
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私たちは、利用してくださる方ひとりひとりのために
最善を尽くすことに誇りを持ち、
地域の人々が安心して快適な暮らしが出来るよう、
信頼される医療と福祉を提供します

１. 質の高い医療を目指して常に努力します
２. 患者さんの人格、意思及び権利を尊重します
３. 地域の要望に応じた医療・保健・福祉サービスの充実を図ります
４. 安全で快適で満足度の高い療養環境を提供します
５. 職員が誇りを持てる働き甲斐のある病院を目指します
６. 運営の持続的安定を確保し、病院として責任ある経営をします

基本方針

済生会平塚医療福祉センター

関 連 施 設

理　念

介護老人保健施設 湘南苑

○入所　○短期入所療養介護　
○通院リハビリテーション
○訪問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

○通所介護 ○地域包括支援センター

済生会平塚訪問看護ステーション 平塚市袖ケ浜デイサービスセンター 平塚市地域包括支援センターみなと
（平塚市高齢者よろず相談センターみなと )

〒254-0046 神奈川県平塚市立野町37-1　
TEL:0463-35-5780　FAX:0463-31-3177

www.hiratsuka.saiseikai.or.jp/
shonanen/

www.hiratsuka.saiseikai.or.jp/
visiting_nursing/

www.hiratsuka.saiseikai.or.jp/
sodegahama/

www.hiratsuka.saiseikai.or.jp/
minato

〒254-0046　神奈川県平塚市立野町35-8
TEL:0463-31-8288　FAX:0463-36-6566

〒254-0813　神奈川県平塚市袖ケ浜20-1 
TEL:0463-21-3993　FAX:0463-25-5878

〒254-0806　 神奈川県平塚市夕陽ケ丘55-14 
TEL:0463-73-5422　FAX:0463-73-5423

関連施設は各種介護サービスを提供しています。
○介護老人保健施設
○通所リハビリテーション
○訪問リハビリテーション
○通所介護（デイサービス）

関連４施設が、地域の医療機関、介護施設などと相互に連携し、
多角的な医療・福祉サービスを行います。

○地域包括支援センター
○訪問看護
○居宅介護支援（ケアマネジメント）
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起床 朝食 昼食 入浴 夕食 就寝

6:30 7:006:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

１日の
スケジュールの

例

回復期リハビリテーション ３つの病棟機能施設案内

　生活を送るうえで必要な食事やトイレ、着替え、入浴等の動作練習や料理、掃除、洗濯等の家事練習も
行います。また、考える能力 ( 高次脳 ) の支援も行い、対象者が主体的に日常生活を送るための関わりを行っ
ていきます。

　寝返る、起き上がる、座る、立ち上がる、歩くなどの動作が円滑に行えるように運動を行います。また、
痛みをやわらげるためにストレッチや筋力訓練など行い体の動きを良くして日常生活動作を改善していけ
るよう支援していきます。

　「読む・書く・話す」などの言葉の機能や発音 ( 構音 ) 障害の方に対してコミュニケーションの再構築を
図る練習を行っていきます。また、食べ物が口からこぼれる、うまく飲み込めない、むせる方には「食べる・
飲み込む」といった嚥下訓練を行っていきます。

　症状を改善・緩和し、短期間での社会復帰
を円滑に行えるよう治療することを目的とし
た病棟です。急性期治療を要する地域の方や
施設の求めに応じて、整形外科手術や緊急
の入院に対応しています。また、地域包括
ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟、
療養施設へスムーズに移行できるよう、各専
門スタッフと連携を図っています。

　脳血管疾患後など、対象となる疾患※を発
症してから病状が安定した 1 ～ 2 ヶ月以内の
方の社会復帰を目的とした病棟です。一人ひ
とりに合った計画をもとに、各専門スタッフ
が365日集中したリハビリテーションを行い
ます。また入院時から多職種が連携し、住み
慣れたご自宅で安心して生活ができるように
支援致します。

※脳卒中（脳出血・脳梗塞・くも膜下出血）、
　骨折（一部を除く）、脊椎損傷、頭部外傷　
　など

一般急性期病棟

　一般急性期病棟で症状が安定すると、地域
包括ケア病棟で早期の退院をめざします。在
宅での療養に不安があり、もう少しの入院治
療で社会復帰できる方に安心して退院してい
ただけるよう、専門スタッフが支援します。

地域包括ケア病棟

回復期リハビリテーション病棟

作業療法

理学療法 言語療法

 5F

 4F

 3F

 2F

 1F

フロア案内

リハビリ
 テーション

地域包括ケア病棟
42床

北病棟 南病棟

回復期
リハビリテーション病棟

42床

地域包括ケア病棟
46床

一般病棟
46床

リハビリ
 テーション

・屋上テラス　　　　　　・屋上農園

・健診センター　・手術室　　・栄養科　　
・薬剤科　　　　・管理部門　

・総合受付　・外来診察室　　　・救急外来　・地域連携室
・検査室　　・医療安全相談室　・放射線科　・栄養相談室　
・内視鏡室　・なでしこホール　・売店              ・公衆電話

　強い磁力と電波を使用して、水素原子の信号変化を捉えること
により画像化する検査です。CT検査との違いは、放射線の被ばくが
無く、横断像だけではなく、任意の断層面で画像診断ができること
が特徴です。超急性期脳梗塞や筋肉、骨など、軟部組織の画像診断
に力を発揮します。
　MRA（Magnetic Resonance Angiography）検査を同時に行えま
す。血管の狭い部分、つまっている部分、動脈瘤などを、造影剤を使
わずに血管を診断することができます。

MRI検査(Magnetic Resonance Imaging）

　X線を使用して、身体の中の様子をコンピューター処理して人
体の横断像（輪切り）を画像化する検査です。体内の様々な病巣を
発見することができますが、脳出血、肺などの胸部、肝臓、腎臓など
の腹部の病変に関して、優れた描出能が知られています。病変をよ
り鮮明にするために、また性質を知るために、造影剤を静脈注射し
て撮影する時があります。

CT検査（Computed Tomography）

　健康づくり活動は病気の予防につながります。人間ドック、
全身がんドック、生活習慣病予防健康診断を受診いただき、
がんや生活習慣病を早期に発見できる可能性が高まります。
　事業所にお勤めの方の法定項目健康診断、特殊健康診断も受
診いただけます。（完全予約制）

健診センター

　整形外科、リウマチ科の手術を行っています。手術内容は、
骨折、股関節や膝関節、脊椎、肩などです。安全・安心して手
術が受けられるように看護師が患者さんに手術の説明をしてい
ます。

手術室

機能訓練室（リハビリテーション）
エントランス 公衆電話 郵便ポスト

（正面入口向かい側）
売店（1階エントランス）

総合受付
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行います。また、考える能力 ( 高次脳 ) の支援も行い、対象者が主体的に日常生活を送るための関わりを行っ
ていきます。

　寝返る、起き上がる、座る、立ち上がる、歩くなどの動作が円滑に行えるように運動を行います。また、
痛みをやわらげるためにストレッチや筋力訓練など行い体の動きを良くして日常生活動作を改善していけ
るよう支援していきます。

　「読む・書く・話す」などの言葉の機能や発音 ( 構音 ) 障害の方に対してコミュニケーションの再構築を
図る練習を行っていきます。また、食べ物が口からこぼれる、うまく飲み込めない、むせる方には「食べる・
飲み込む」といった嚥下訓練を行っていきます。

　症状を改善・緩和し、短期間での社会復帰
を円滑に行えるよう治療することを目的とし
た病棟です。急性期治療を要する地域の方や
施設の求めに応じて、整形外科手術や緊急
の入院に対応しています。また、地域包括
ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟、
療養施設へスムーズに移行できるよう、各専
門スタッフと連携を図っています。

　脳血管疾患後など、対象となる疾患※を発
症してから病状が安定した 1 ～ 2 ヶ月以内の
方の社会復帰を目的とした病棟です。一人ひ
とりに合った計画をもとに、各専門スタッフ
が365日集中したリハビリテーションを行い
ます。また入院時から多職種が連携し、住み
慣れたご自宅で安心して生活ができるように
支援致します。

※脳卒中（脳出血・脳梗塞・くも膜下出血）、
　骨折（一部を除く）、脊椎損傷、頭部外傷　
　など

一般急性期病棟

　一般急性期病棟で症状が安定すると、地域
包括ケア病棟で早期の退院をめざします。在
宅での療養に不安があり、もう少しの入院治
療で社会復帰できる方に安心して退院してい
ただけるよう、専門スタッフが支援します。
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・屋上テラス　　　　　　・屋上農園

・健診センター　・手術室　　・栄養科　　
・薬剤科　　　　・管理部門　

・総合受付　・外来診察室　　　・救急外来　・地域連携室
・検査室　　・医療安全相談室　・放射線科　・栄養相談室　
・内視鏡室　・なでしこホール　・売店              ・公衆電話

　強い磁力と電波を使用して、水素原子の信号変化を捉えること
により画像化する検査です。CT検査との違いは、放射線の被ばくが
無く、横断像だけではなく、任意の断層面で画像診断ができること
が特徴です。超急性期脳梗塞や筋肉、骨など、軟部組織の画像診断
に力を発揮します。
　MRA（Magnetic Resonance Angiography）検査を同時に行えま
す。血管の狭い部分、つまっている部分、動脈瘤などを、造影剤を使
わずに血管を診断することができます。

MRI検査(Magnetic Resonance Imaging）

　X線を使用して、身体の中の様子をコンピューター処理して人
体の横断像（輪切り）を画像化する検査です。体内の様々な病巣を
発見することができますが、脳出血、肺などの胸部、肝臓、腎臓など
の腹部の病変に関して、優れた描出能が知られています。病変をよ
り鮮明にするために、また性質を知るために、造影剤を静脈注射し
て撮影する時があります。

CT検査（Computed Tomography）

　健康づくり活動は病気の予防につながります。人間ドック、
全身がんドック、生活習慣病予防健康診断を受診いただき、
がんや生活習慣病を早期に発見できる可能性が高まります。
　事業所にお勤めの方の法定項目健康診断、特殊健康診断も受
診いただけます。（完全予約制）

健診センター

　整形外科、リウマチ科の手術を行っています。手術内容は、
骨折、股関節や膝関節、脊椎、肩などです。安全・安心して手
術が受けられるように看護師が患者さんに手術の説明をしてい
ます。

手術室

機能訓練室（リハビリテーション）
エントランス 公衆電話 郵便ポスト

（正面入口向かい側）
売店（1階エントランス）

総合受付
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□駐車台数
　61台（有料）

□所在地
　〒254-0036 神奈川県平塚市宮松町 18-1　

□ FAX
　 0463-71-6163

□ TEL
　0463-71-6161

□アクセス
    JR 東海道線平塚駅下車　徒歩（12分）かバスを利用
　ららぽーと湘南平塚循環バス
　「ららぽーと湘南平塚」下車または､本厚木駅行きバス
　「コンフォール平塚前」下車
     厚木方面からは平塚駅北口行きバス
    「コンフォール平塚前」下車　バス停から徒歩３分

□診療科目
    ・内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・外科・消化器外科・整形外科・脳神経外科・形成外科
　・リウマチ科  ・泌尿器科・リハビリテーション科・放射線科
□病床
     176 床（一般病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟）

＊初診・救急　※年末年始は休診
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□正式名称
　社会福祉法人　済生会支部神奈川県済生会湘南平塚病院
　（略称  済生会湘南平塚病院）
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