
　「人を尊び、命を尊び、個を敬愛す」の理念のもと、

「ふれあいグループ」は、医療・福祉・保健・教育の各種サー

ビスを神奈川県を中心に提供して参りました。

　高齢化社会に伴い、介護を必要とする方々が年々増加

している中で、これに対応するため「ふれあいグループ」

では、さまざまな介護への取り組みを行っております。

　その中で培われた信頼と実績を活かし、神奈川県大和

市にて「介護老人保健施設　成和ナーシングプラザ」の

運営を開始致しました。

　小田急江ノ島線・南林間駅より程近い閑静な住宅地の

中に位置し、自然が多い環境のため穏やかな落ち着いた

雰囲気の中で介護サービスを受けることができます。

また、近隣には同グループが運営する「大和成和病院」、「さ

がみ野中央病院」があり医療的連携を行い看護、介護、

機能回復訓練のサービスを提供することによりご利用者・

ご家族様に向けて支援を行ってまいります。

　成和ナーシングプラザは「医療から家庭への橋渡し」

を目指しご利用者様、ご家族様の生活のお役に立ちたい

と日々尽力しております。

湘南東部総合病院 さがみ野中央病院

綾瀬厚生病院 大和成和病院（併設病院）
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介護老人保健施設 成和ナーシングプラザ

医療法人社団　公仁会
介護老人保健施設

成和ナーシングプラザ
 〒 242-0006

神奈川県大和市南林間 9-8-9

お問い合わせ先
TEL.046-272-1515
FAX.046-272-1777

2019.9

■交通
◎無料シャトルバス：小田急江ノ島線　南林間
駅、鶴間駅より定期運行
◎小田急江ノ島線 南林間駅下車 徒歩12
分、
小田急江ノ島線 南林間駅下車 各バス 小田
急相模原行 バス停「十一条」下車　徒歩5分
◎車両駐車場完備

医療法人社団 公仁会

緑豊かな自然の中でゆっくりと
機能回復をお手伝いします

介護老人保健施設

成和ナーシングプラザ

□医療法人社団 康心会
●湘南東部総合病院
●湘南東部クリニック
●茅ケ崎中央病院
●茅ケ崎新北陵病院
●ふれあい町田ホスピタル
●ふれあい鶴見ホスピタル
●康心会汐見台病院
●湘南さくら病院
●康心会伊豆東部病院
●介護老人保健施設 ふれあいの丘
●介護老人保健施設 ふれあいの渚
●介護老人保健施設 湘南シルバーガーデン
●介護老人保健施設 ヒルズ東戸塚
●介護老人保健施設 ふれあいの町田
●湘南健康管理センター
●介護老人保健施設 ふれあいの百合
●ティーエイチピーメディカルクリニック
●訪問看護茅ケ崎ふれあいステーション
●在宅介護支援センター北口ケアセンター
□医療法人社団 公仁会
●大和成和病院
●成和クリニック
●介護老人保健施設 成和ナーシングプラザ
□医療法人社団 さがみ野中央病院
●さがみ野中央病院
□医療法人社団 柏綾会
●綾瀬厚生病院
□医療法人 回生会
●ふれあい横浜ホスピタル
●ふれあい横浜ホスピタル健康管理センター
□医療法人社団 静岡康心会
●ふれあい沼津ホスピタル
●ふれあい沼津クリニック
●就労継続支援B型事業所ワークステーション
　ふれあい沼津
●地域生活支援センターふれあい沼津
□医療法人社団 辰五会

●ふれあい南伊豆ホスピタル
●介護老人保健施設 ふれあいの下田
□医療法人 大樹会
●ふれあい鎌倉ホスピタル
●介護老人保健施設 ふれあいの桜
□医療法人社団 健齡会
●ふれあい平塚ホスピタル
●ふれあい東戸塚ホスピタル
●ふれあいクリニック泉
□社会福祉法人 麗寿会
●介護老人福祉施設 ふれあいの森
●ケアセンターふれあいの森
●在宅介護支援センターふれあいの森
●ケアハウスふれあいの里
●ケアセンターふれあいの里
●ケアセンターふれあいの家みのり
●グループホームふれあいの家みのり・こすもす
●ケアセンター茅ケ崎元町
□有料老人ホーム 湘南ふれあいの園
●湘南ふれあいの園
●湘南ふれあいの園 湘南東部
●湘南ふれあいの園 小田原
●ナーシングホーム元町
●ナーシングローズヴィラ鎌倉
●ふれあいの園 練馬高野台
●ふれあいの園 武蔵中原
●湘南ふれあいの園 平塚
●シニアホテル横浜
●シニアホテル東戸塚イーストウイング
●シニアホテル東戸塚サウスウイング
●シニアレジデンス町田
□学校法人 湘南ふれあい学園
●湘南医療大学
●茅ケ崎看護専門学校
●下田看護専門学校
●茅ケ崎リハビリテーション専門学校
●医療ビジネス観光情報専門学校
●幼保連携型認定こども園 みどり幼稚園



イメージ写真

■施設概要
建物構造：鉄筋コンクリート造　地上３階建て
延床面積：3804.17㎡
入所定員：100名（短期入所療養介護者含む）
療養室：個室8室、２人部屋6室、４人部屋20室
通所リハビリ：30名（月～土曜日稼働）

フロア案内

一般棟 / 療養室  46室（内個室4室） 

一般棟 / 療養室  54室（内個室4室）

エントランス・通所リハビリテーション室・機能訓練室・
理美容室・一般浴室・機械浴室・事務室・相談室・診察室・
家族介護教室

3F
2F
1F

●対象者●
1　 要介護認定を受けている方。要介護度 1から 5まで
の方はすべてのサービスを、要支援の方はショート
ステイと通所リハビリテーションのサービスをご利
用になれます。

2　 病状が安定していて入院治療の必要はないが、リハ
ビリテーション、看護、介護等のケアを必要とされ
る方。

●サービス内容●
◎入所サービス
　成和ナーシングプラザに入所していただき、リハビリ
テーションや動作訓練を通じて日常生活機能を向上さ
せ、ご家庭での生活に戻れるようにサポートさせて頂き
ます。

6：00 起床
モーニングケア（着替え、洗面等）
排泄介助

8：00 朝食
9：30 健康チェック

排泄介助
10：00 個別リハビリ（週 2～３回）

自由時間・レクリエーション
12：00 昼食

排泄介助
14：00 入浴（週２回）
15：30 ティータイム

自由時間・レクリエーション
18：00 夕食

排泄介助
19：00 ナイトケア（就寝準備、歯磨き等）

自由時間（居室または談話室でお過ご
しいただきます）

21：00 消灯
夜　中 巡視、排泄介助
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メディカル
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健康管理

入居・生活
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入浴介助
食事介助
排泄

医療・介護のふれあいグループだから出来る事。

24時間365日皆様をサポート
　「成和ナーシングプラザ」では、グループ各医療
機関による全面的なサポートによって、入所者の
方に外来透析、入院、人間ドック等が必要になっ
た場合、施設での看護・介護ケアからの速やかな
対応を可能にしています。また、グループ内の健
診センターには、ガンの早期発見を可能にする
PET-CTが導入されており最新の設備で、皆様の
健康をサポートします。

◎デイケアサービス（通所リハビリテーション）
　ご家庭で生活されている要介護（要支援）の方々をご
自宅までお迎えに上がり、日中を成和ナーシングプラザ
で過ごしていただきます。リハビリテーション、入浴、
食事、レクレーション活動等で楽しい 1 日をお過ごし頂
きます。

9：00 送迎車出発
10：00 通所リハビリサービス開始

健康チェック
トイレ誘導
レクリエーション
個別リハビリ

12：00 昼食
口腔ケア
トイレ誘導

13：00 入浴
レクリエーション

15：00 ティータイム
16：00 サービス終了

ご自宅へ施設出発

■標準的な一日の流れ
（時間等は変更の可能性があります）

■標準的な一日の流れ
（時間等は変更の可能性があります）

■個室

◎ショートステイサービス（短期入所療養介護）
　介護をされている方の病気や冠婚葬祭などで、ご家庭
での介護が出来ない場合や、ご家族の負担軽減のために、
短期間成和ナーシングプラザに入所していただき、ご家
族の方に代わって日常生活のお世話をさせていただきま
す。 ふれあい健康友の会

入会案内

　「ふれあいグループ」では、地域住民の方々を対象と
した「ふれあい健康友の会」を組織しています。ご入
会いただくと、救急時の搬送サービス、医療介護相談
サービス、人間ドックや入院差額室料の割引等の各種
サービスが受けられます。（申し込みは「成和ナーシン
グプラザ」でお受けいたします。）

■ 4 床室■ロビー

■設備
●通所者用デイルーム
●食堂
●診察室
●一般浴室・機械浴室
●家族相談室
●家族介護教室
●入所者用デイルーム
●理美容室
●駐車場

自然と調和した緑豊かな環境と安心の介護
介護老人保健施設「成和ナーシングプラザ」

介護老人保健施設
成和ナーシングプラザ 大和成和病院


