
　「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
ビスを神奈川県の湘南エリアを中心に、東京都、静岡県
に提供しております。
　高齢化社会に伴い、介護を必要とするご高齢者は年々
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、さまざまな老人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、茅ヶ崎市南湖
の地にグループで 9 番目となる「介護老人保健施設ふれ
あいの百合」を平成 30 年 4月1日に開設致しました。
JR茅ヶ崎駅から国道 1号線沿いで、近隣には公共機関、
新しい商業施設もある街中の施設です。
　地域の皆様に、より充実した生活を送って頂く為に、
リハビリを主として入所・ショートステイ・通所リハビリテー
ションにおいて最適な支援を提供していきます。
　また、状態の変化時は、ふれあいグループの基幹病院
（湘南東部総合病院・茅ケ崎中央病院）がサポート致し
ます。
　「ふれあいの百合」では、入院治療の必要まではない
が、介護の必要のある方や障害をお持ちの方々を対象に
看護・介護・リハビリ等の専門スタッフが機能回復訓練
や日常生活訓練などを通じて、ご家族の待つ住み慣れた
ご家庭に１日でもはやく復帰できるようにお手伝いさせて
頂きます。

湘南東部総合病院 ふれあい横浜ホスピタル

湘南健康管理センター 茅ヶ崎中央病院
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介護老人保健施設 ふれあいの百合

医療法人社団　康心会
介護老人保健施設
ふれあいの百合

 〒 253-0061
茅ヶ崎市南湖 1-6-14

お問い合わせ先
TEL.0467-84-6501
入所相談
TEL.0467-84-6601

2020.09

■交通
徒歩：ＪＲ茅ヶ崎駅北口から徒歩18分
バス：①茅ヶ崎駅をご利用の場合　
　　　 茅ヶ崎駅北口3番乗場から神奈中バス

「茅06・茅31・茅35」系統「町屋バス
停」下車　徒歩3分

　　② 平塚駅をご利用の場合　平塚駅北口
9番乗場から神奈中バス「茅06」系統

「町屋バス停」下車

医療法人社団 康心会

潮風感じる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

ふれあいの百合

□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
□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
●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
●湘南医療大学附属下田看護専門学校
●茅ケ崎リハビリテーション専門学校
●医療ビジネス観光福祉専門学校
●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
施設名称 介護老人保健施設　ふれあいの百合
所 在 地  〒253-0061　茅ヶ崎市南湖1-6-14　
開 設 者  医療法人社団　康心会
定　　員 入所100名（短期入所療養介護含む）
　　　　 通所リハビリテーション30名
居　　室 28室（4人床24室、個室4室）

フロア案内

一般棟（50床）
4人床：48　　個室：2 

一般棟（50床）
4人床：48　　個室：2 

通所リハビリテーション
機能訓練室 

3F
2F
1F

入　所
定員 100 名：4人床：24 室　個室：4室
利用者の方々が生きがいを持って自立した生活を
送って頂けるよう、一人ひとりに対してサービス計
画（ケアプラン）を策定し、医学的管理下における
きめ細かな看護、介護、リハビリテーションを行い
ます。
色々なレクリエーション行事も楽しめます。
ご利用いただける方　要介護１～５の方

短期入所療養介護（ショートステイ）
一時的に家庭での生活が困難になった場合や、介護
者の旅行、病気などの理由により家庭での介護が受
けられなくなった場合などに一時的に療養介護サー
ビスを行います。
ご利用いただける方　要介護１～５の方、要支援１、２
の方

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・入浴（週２回）

排泄介助
10：00 個別リハビリ

レクリエーション
12：00 昼食

排泄介助
14：00 個別リハビリ
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

ふれあいの百合

協力
医療機関

在宅復帰の
サポート

湘南さくら病院

茅ヶ崎新北陵病院茅ヶ崎中央病院

湘南東部総合病院

ふれあいの百合

居宅介護支援事業所
茅ヶ崎新北陵病院

居宅介護支援事業所
北口ケアセンター

居宅介護支援事業所
湘南東部総合病院

地域と連携した手厚いサポート体制！
　認知症をはじめ、さまざまな疾患を抱えて
いる方々にとって、その疾患の種類と度合い
に応じたサービスが必要です。「ふれあいの百
合」は、茅ヶ崎・湘南地域を中心に地域医療
を推進している「ふれあいグループ」の施設
です。その連携を存分に活かして、きめ細か
な手厚いサービスを提供します。

通所リハビリテーション（デイケア）
定員 30 名
施設に通っていただき通所リハビリテーション計画
（ケアプラン）に基づいた心身機能の維持、回復、
自立援助のための理学療法、作業療法などのリハビ
リテーション、看護、介護、食事、入浴、レクリエー
ションのサービスを行います。
ご利用いただける方　要介護 1～５の方、要支援１、
２の方

8：30 送迎車出発
9：55 通所リハビリサービス開始

健康チェック
トイレ誘導
入浴
レクリエーション

12：00 昼食
口腔ケア
トイレ誘導

13：30 個別リハビリ
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

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「ふれあいの百
合」でお受けいたします。）

■ 4 床室 ■入所者用デイルーム ■サービスステーション■機械浴 ■機械浴

専門スタッフが一体となり 3つのサービスを提供させて頂きます！
介護老人保健施設「ふれあいの百合」

・湘南東部総合病院（救急）
・茅ヶ崎中央病院（眼科・耳鼻科）
・茅ヶ崎新北陵病院（訪問歯科）
・湘南さくら病院（認知症）

・居宅介護支援（湘南東部・北口ケア・新北陵病院）
・訪問ヘルパー（湘南東部・北口ケア・新北陵病院）
・訪問リハビリ（湘南東部・茅ヶ崎中央・新北陵病院）
・訪問看護（ふれあいｽﾃｰｼｮﾝ・湘南東部・茅ヶ崎中央
新北陵病院）


