
 

                                                                       
 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

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  

 

秋号（第４５号）   

令和 3 年（2021 年）  

 11 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 

広報紙編集委員  

神田  史大  

小野  雅之  

髙橋みゆき  

普久原マサオ 

名取  正恵  

剣持  雅尚  

若月香穂里  

金丸   彩   

清  美奈子  

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  

 
 

病棟の大きな窓から望む木々が、美しく紅葉してきました。昨年はインフルエンザの流行はあり

ませんでしたが、日本感染症学会からは今年も積極的なインフルエンザワクチンの接種が推奨され

ております。今年のインフルエンザワクチンの供給量は少なくなっておりますので、希望される方

は、予診票に必要事項を記入・サインの上、お早めに提出をお願いします。その他肺炎球菌ワクチ

ンのご希望のある方も、同様にお願いします。引き続き感染症対策へのご理解とご協力をお願い致

します。  

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 

 

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  

 

和 ら ぎ 

初 冠 雪 の 富 士
山  



 

                              

                               

                               

                                  

 

 

 

  

 

令和 3 年９月２０日、今年もコロナ禍での敬老の日でした。賑やかなお祝いの会は出来ません

でしたが、昼食の「お祝御膳」を味覚・視覚・嗅覚で楽しんで頂きました。「久しぶりのお赤飯

がうれしい」との声も聞かれました。♪♪ 

敬老の日に合わせて「お祝い色紙」を皆さんと制作しました。ケアセンターからは「歯ブラシ

セット」をプレゼントさせて頂きました。早速、使って下さる方もいらっしゃいました。♪♪ 

 

 ９月１５日、ショートステイの利用者様１８名と「敬老会」を行いました。季節を感じて頂ける

ように皆さんと秋の唄を歌い、職員による余興も披露させて頂きました。また、利用者様が参加し

た豆運びゲームでは、多くの笑顔もみられ、和やかな会となりました。これからも体調に気を配り、 

いつまでも元気でお過ごし頂けるように、職員一同願っております。♪♪ 

 

 

 

 

                                                                         

  

                        

                        

                        

                        

                        

恵信梨北リハビリテーション病院         

院長 神田 史大  

 

新型コロナウィルス感染症の第 5 波が鎮まりました。その要因としては（1）全人

口の 6 割以上の人が、ワクチン 2 回接種した （2）人流の抑制 （3）感染防護

策の徹底 （4）気候や天候の影響などが考えられます。（1）に関しては、日本で

は接種開始が遅れましたが、その後順調に経過し、米国を追い越しました。（2）に

関しては、お盆休みや連休が終わった後も多くの人が巣ごもりを続け、密を避けた

生活をしました。（3）に関しては、マスク着用や手指消毒など日本人特有の清潔意

識が効を奏しました。（4）に関しては、夏に天候の悪い日が多く、猛暑日が少なか

ったためと考えられます。  

 第 5 波ウィルスの主流は、変異株デルタ型でした。デルタ型の特徴は、（1）感

染力が強い （2）気道ウィルス量が多い （3）重症化しやすい （4）死亡率が

高いです。又、ワクチン 2 回接種を完了しても感染してしまうブレイクスルー感染

も特徴的です。ワクチンには感染予防効果や感染伝播阻止効果は余り期待できませ

んが、発症予防効果や重症化予防効果が大きくあります。ブレイクスルー感染にな

ると発症し辛いため、自身では感染には気付かず、そのうえ他の人に容易に感染を

拡げてしまい、クラスター（集団感染）を起こしてしまいます。入院患者さんには

重症化予防のためにワクチン接種が必要ですが、重篤な副反応が起こることがある

ため、状態がすぐれない人には接種を控えています。病院で、ワクチン接種を完了

している面会希望者に対して、面会を許可しないのはこのためです。  

 第 5 波が終了したから安心、という訳には参りません。これから冬を迎えるにあ

たり、第 6 波への警戒が必要です。次の変異型ウィルスが襲ってきます。デルタ型

と同じように感染力が強く、重症化しやすいラムダ型やミュー型が有力視されてい

ます。又、冬になると流行するのがインフルエンザです。今シーズンのインフルエ

ンザ流行予測はとても困難です。昨シーズンに全く流行しなかったからです。その

要因として、（1）コロナが大流行した結果、相互干渉としてインフルエンザが抑え

られた （2）感染防護策が有効だった などが考えられますが、はっきりしたこ

とは解りません。インフルエンザウィルスが世界中から消え去ってしまった訳では

ありません。オーストラリアでは最近の 2 シーズン流行がありませんでしたが、イ

ンドでは昨シーズン流行がなかったのに、今シーズンはコロナが下火になった後大

流行しました。バングラデシュでは、昨シーズンも今シーズンも流行しています。

最大の要因としては人流が考えられています。  

 第 5 波鎮静化により人流の制限が緩和されると、インフルエンザウィルスが外国

から国内に持ち込まれる可能性があります。ましてや昨シーズン流行がなかったた

め免疫力が落ちていて、もし罹患すると重症化が予想されます。重症化予防のため

に、ワクチン接種を是非受けてください。高齢者では肺炎合併の危険性があります

ので、肺炎球菌ワクチン接種も併せて受けてください。  

 これまで守ってきた（不織布）マスク着用、手指消毒の徹底、ソーシャルディス

タンスの確保、（三）密を避ける、大声を出さない、換気を行う 等の感染防護策

を今後も続けてください。飲酒を伴う会合や大人数での会食、複数人でのカラオケ

は感染伝播の危険性が大きいので控えてください。  

 

院長からのメッセージ  

『冬を迎えるにあたって』 

 
敬老会 

 

デイケア 

ショートステイ 

敬老の日の  

特別メニュー

も出ました♪  

ケアセンター通信 
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病棟の大きな窓から望む木々が、美しく紅葉してきました。昨年はインフルエンザの流行はあり

ませんでしたが、日本感染症学会からは今年も積極的なインフルエンザワクチンの接種が推奨され

ております。今年のインフルエンザワクチンの供給量は少なくなっておりますので、希望される方

は、予診票に必要事項を記入・サインの上、お早めに提出をお願いします。その他肺炎球菌ワクチ

ンのご希望のある方も、同様にお願いします。引き続き感染症対策へのご理解とご協力をお願い致

します。  

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 

 

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  

 

和 ら ぎ 

初 冠 雪 の 富 士
山  


