
 

 

 

                                                                       
 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談室より  

医療法人恵信韮崎会  恵信梨北リハビリテーション病院  広報誌  

 

冬号（第４３号） 

令和３年（2021 年） 

 2 月 15 日発行 

    

患者の権利  

１ 良質な医療を受ける権利    ２ 説明を受ける権利   ３ 自己決定と選択の権利  

４ 個人のプライバシーが守られる権利     ５ 尊厳を得る権利  

恵信梨北リハビリテーション病院の基本方針  
１ 患者さんへの思いやりと人格の尊重  
２ 地域社会に貢献し、信頼される医療サービスの提供  
３ 人材の育成と働きがいのある職場づくり 
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小野  雅之  
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題字：上野友季子  書  

医療法人恵信韮崎会  

恵信梨北リハビリテーション病院  

[お問合せ]〒400-0106 山梨県甲斐市岩森 1111 

Tel.０５５１－２８－８８２０  

〇療養型病院  

〇訪問リハビリテーション  

 

 

恵信りほくケアセンター  

[お問合せ]〒400-0106 山梨県甲斐市岩森 11７０－１  

Tel.０５５１－２８－８８５０  

〇ショートステイ  〇通所リハビリテーション  

〇居宅介護支援事業所  

◎当施設においでになるには  

［車］  中央自動車道甲府昭和 I.C より約２０分 韮崎 I.C より約１５分 双葉スマート I.C より約５分 

［電車］JR 中央線甲府駅よりタクシーで約２５分 竜王駅よりタクシーで約 10 分 塩崎駅より徒歩で約 20 分 

 

医療法人恵信会  

恵信甲府病院  

山梨県甲府市上阿原町 338-1 

Tel.055-223-7333 

〇療養型病院  

恵信甲府ケアセンター  

山梨県甲府市上阿原町 398 

Tel.055-269-9333 

〇ショートステイ 

〇通所リハビリテーション 

〇居宅介護支援事業所 

 

恵信塩山ケアセンター  

山梨県甲州市塩山上於曽 1195 

Tel.0553-33-3205 

〇介護老人保健施設  

〇ショートステイ  

〇通所リハビリテーション  

〇訪問リハビリテーション  

〇居宅介護支援事業所  

社会福祉法人恵信福祉会  

恵信ロジェ山梨  

山梨県山梨市南 1335 
Tel.0553-20-1711 
〇特別養護老人ホーム  
〇ショートステイ  
〇デイサービス  
〇居宅介護支援事業所  

恵信サテライトロジェ山梨 

山梨県山梨市落合 464-1 

Tel.0553-39-8380 

〇地域密着型特別養護老人ホーム 

〇ショートステイ 

〇デイサービス 

〇居宅介護支援事業所 

恵信ヴィレッタ甲府  

山梨県甲府市下飯田 2-2-30 

Tel.055-220-1755 

〇介護付有料老人ホーム  

〇ショートステイ  

医療法人恵信韮崎会  

恵信韮崎相互病院  

山梨県韮崎市一ツ谷１８６５-１ 

Tel.0551-22-2521 

〇一般病床  〇地域包括ケア病床  

〇療養病床  〇通所リハビリテーション  

〇人工透析  

 

恵信グループ  

 

恵信カナン甲府  

山梨県甲府市向町 511 

Tel.055-268-2025 

〇サービス付き高齢者向け住宅  

今年の冬は新型コロナウイルスの感染で、先行きの見えない状況が続いています。そんな中でも、当院の病棟の

大きな窓からは、感動的な朝焼けが眺められます。新雪を冠した富士山や南アルプスの山々が、朝日を浴びてピン

ク色に染まっていくひと時、患者様や職員の心を癒してくれるようです。今の大変な状況が、一日も早く終息する

ことを願わずにはいられません。  

現在、当院では直接入院患者様に会っていただくことはできませんが、「オンライン面会」を実施しております。

ご家族様が病院までお越しいただかなくても、院外からラインの回線を使用して面会していただくこともできます。

ご希望の方にはラインの QR コードをお渡ししておりますので、どうぞご連絡ください。  

入院生活でのご不安、ご要望などありましたらご相談ください。  

 

恵信梨北リハビリテーション病院 医療相談室   担当：高橋みゆき  

Tel：0551-28-8820    Fax：0551-28-8830 
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表紙写真：笠木  亜美  
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利用者様の目の前で実演する恒例の「手打ち蕎麦」は、コロナ禍の感染対策を受けて今回は中止としまし

た。代わりに、日清医療食品のスタッフが事前に一生懸命に打ってくださった本格的な手打ち蕎麦をご賞

味いただきました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月 6 日に新年会を模したレクリエーションを行いました。  

「鏡餅の神様」に扮した職員から受けとった絵馬に、今年一年の抱負や希望を書きました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

お正月雰囲気を醸し出した甘酒と和菓子のおやつを召し上がっていただきました。昨年は大変

な一年でしたが、今年は少しでも明るく良い年になるように願いを込めて・・。

病 棟 通 信  ケアセンター通信  

 

 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症(COVID-19)の感染拡大がおこり、  

早くも 1 年が経過しようとしています。日常的に新しい生活様式

を守り、3 密(密集・密閉・密接)回避している中でも、感染拡大が

収まらない1年間でした。これからも増減を繰り返しながら、変異

型の恐怖も加わり、落ち着かない日々を送っていかなければな

らないのでしょう。そんな中、待望のワクチン開発が驚異的なス

ピードで進みこの度、接種が始まることとなりました！ 

① ワクチンとは何でしょう 

ワクチン( 独: Vakzin 、 英: vaccine )は、感染症の予防に用

いる医薬品、病原体から作られた無毒化あるいは弱毒化され

た抗原を投与することで、体内の病原体に対する抗体産生を

促し、感染症に対する免疫を獲得するものです。 

この抗体が体内にあれば、その対象の病原体（ウイルスや

細菌）に感染したとしても、それを即座に攻撃・排除してくれ、

病気の発病や悪化を防いでくれます！ 

ワクチンは感染症予防において最も重要かつ効率的な手段

であり、世界各国でワクチンの予防接種が行われている。そ

れは抗生物質の効かないウイルス性の感染症に効果がある

上、細菌性の感染症で増大している薬剤耐性菌への対策の

関係上、予防医学において特に重視されている 。 

② ワクチンの種類 (一部掲載) 

 生ワクチン⇒弱毒化した病原体を用いる  

BCG･麻疹 (はしか)･ 風疹･ 水痘など 

 不活化ワクチン⇒死滅させた病原体や病原体の成分を用

いる 

百日咳・破傷風・ポリオ・ジフテリア・日本脳炎・ 肺炎球菌・    

B型肝炎・インフルエンザなど 

 ｳｲﾙｽﾍﾞｸﾀｰﾜｸﾁﾝ⇒病原性のないウイルスに特定の遺伝

子を組み込んで人体に投与する。 

エボラ出血熱 

 mRNA(ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ RNA)ワクチン⇒ウイルスの表面にある 

スパイクたんぱく質を作るための遺伝情報を伝達する物

質、「mRNA」を使う。人工的に作って注射で投与すること

で、体の中でスパイクたんぱく質が作られ、それを受けて免

疫の働きによって抗体が作られます。 

※臨床試験中COVID‐19 HIV感染症 各種がんなど 

 

 

 

 

③ COVID‐19ワクチンについて 

➢ 開発は迅速に行われ、今回承認されるであろう 

mRNA ワクチンは他のワクチンに比べ開発時間が短縮で

き、大量生産が可能。効果は少し劣り、複数回の接種が必

要。副反応は少なく、長期的な副作用はあるとされています。 

※過去にｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸを起こした方(予防接種だけでなく

食物や薬剤も)の接種は慎重に行う。 

  国内外でワクチンの開発は行われていて今後も注目される！ 

➢ 保存方法は、ﾌｧｲｻﾞー 社のものはﾏｲﾅｽ 80℃の超低温

保管ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾘｰｻﾞｰと呼ばれる冷凍庫を厚労省から自治

体を介して大規模医療機関(山梨県は 10 施設)に   

設置予定フリーザー保管で 2 か月間。ドライアイス保管

は 2 週間 。冷蔵庫保管は 5 日間 。溶解希釈後は  

6時間の保管となる。 

➢ 接種順番は決められている。 

医療従事者⇒高齢者⇒持病を持つ者⇒一般         

➢ 山梨県では、 

山梨病院が先行接種施設の対象になると発表された 

➢ 接種方法は筋肉内注射                         

3週間の間隔をあけて 2回目を接種する 

➢ 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症が早く終息されるようにと 

人類が望む中、ワクチンに対する意見は、否定的で

あるが、「様子を見る」という風潮があります。どんなワ

クチンや治療薬も完璧なものはなく、どれにも副作用

や副反応があります。 だからワクチンを接種しない、

治療しないでは、現状打破にならないことも理解   

しながら、過度の恐れを捨て 

集団免疫を確保するためにワクチン接種を行いましょう！ 

参考文献   久留米大学医学部免疫学講座  ホームページ 

              「COVID‐19 ワクチンに関する提言」  

一般社団法人日本感染症学会ワクチン委員会  

 「新型コロナウイルスワクチンの接種について」  

厚生労働省  健康局健康課予防接種室  

 (看護部長  小林清香 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

抗体 攻撃 

ウイルス＝敵 

COVID-19(新型ｺﾛﾅｳイﾙｽ感染症)ワクチン接種について  

 
デイケア【蕎麦打ち】 

ショートステイ【新年会】 

抗体を作る＝敵を覚えること  
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Tel.０５５１－２８－８８５０  

〇ショートステイ  〇通所リハビリテーション  

〇居宅介護支援事業所  

◎当施設においでになるには  

［車］  中央自動車道甲府昭和 I.C より約２０分 韮崎 I.C より約１５分 双葉スマート I.C より約５分 

［電車］JR 中央線甲府駅よりタクシーで約２５分 竜王駅よりタクシーで約 10 分 塩崎駅より徒歩で約 20 分 

 

医療法人恵信会  

恵信甲府病院  

山梨県甲府市上阿原町 338-1 

Tel.055-223-7333 

〇療養型病院  

恵信甲府ケアセンター  

山梨県甲府市上阿原町 398 

Tel.055-269-9333 

〇ショートステイ 

〇通所リハビリテーション 

〇居宅介護支援事業所 

 

恵信塩山ケアセンター  

山梨県甲州市塩山上於曽 1195 

Tel.0553-33-3205 

〇介護老人保健施設  

〇ショートステイ  

〇通所リハビリテーション  

〇訪問リハビリテーション  

〇居宅介護支援事業所  

社会福祉法人恵信福祉会  

恵信ロジェ山梨  

山梨県山梨市南 1335 
Tel.0553-20-1711 
〇特別養護老人ホーム  
〇ショートステイ  
〇デイサービス  
〇居宅介護支援事業所  

恵信サテライトロジェ山梨 

山梨県山梨市落合 464-1 

Tel.0553-39-8380 

〇地域密着型特別養護老人ホーム 

〇ショートステイ 

〇デイサービス 

〇居宅介護支援事業所 

恵信ヴィレッタ甲府  

山梨県甲府市下飯田 2-2-30 

Tel.055-220-1755 

〇介護付有料老人ホーム  

〇ショートステイ  

医療法人恵信韮崎会  

恵信韮崎相互病院  

山梨県韮崎市一ツ谷１８６５-１ 

Tel.0551-22-2521 

〇一般病床  〇地域包括ケア病床  

〇療養病床  〇通所リハビリテーション  

〇人工透析  

 

恵信グループ  

 

恵信カナン甲府  

山梨県甲府市向町 511 

Tel.055-268-2025 

〇サービス付き高齢者向け住宅  

今年の冬は新型コロナウイルスの感染で、先行きの見えない状況が続いています。そんな中でも、当院の病棟の

大きな窓からは、感動的な朝焼けが眺められます。新雪を冠した富士山や南アルプスの山々が、朝日を浴びてピン

ク色に染まっていくひと時、患者様や職員の心を癒してくれるようです。今の大変な状況が、一日も早く終息する

ことを願わずにはいられません。  

現在、当院では直接入院患者様に会っていただくことはできませんが、「オンライン面会」を実施しております。

ご家族様が病院までお越しいただかなくても、院外からラインの回線を使用して面会していただくこともできます。

ご希望の方にはラインの QR コードをお渡ししておりますので、どうぞご連絡ください。  

入院生活でのご不安、ご要望などありましたらご相談ください。  

 

恵信梨北リハビリテーション病院 医療相談室   担当：高橋みゆき  

Tel：0551-28-8820    Fax：0551-28-8830 
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表紙写真：笠木  亜美  

 

和 ら ぎ 




