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〒405-0018
山梨県山梨市上神内川1309
TEL：0553-22-2511
FAX：0553-23-1872
http://www.kanoiwa-
hospital.or.jp/

午前： 【月～金】8：30～ 12：30 【土】8：30～ 11：30
午後： 【月・火・金】14：00～ 16：00
※日・祝祭日は休診
※初診の方は、事前にご連絡ください。
※新規のご相談は午前9時から午後4時30分までとなります。
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加納岩総合病院

山梨リハビリテーション病院

外来診療のご案内

関連病院

経営理念 皆様に優しく信頼される的確な医療を提供し地
域社会の健康と福祉に貢献します

基本方針 1. 医療・福祉・介護の広い分野にたって地域社
会に貢献します。（選択）

2. 患者様の人権を尊重し、やさしく信頼される
医療を提供します。（納得）

3. 情報は慎重に開示し、徹底した管理に努めま
す。（情報）

4. 医療安全教育を推進し、自己研鑽と人材育成
を行い、的確な医療を提供します。（質）

5. 医療人及び社会人として、常にチームワーク
を心がけます。（一体化）
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●日下部記念病院　外来担当医 令和2年10月より
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※久保田医師の受付は、11：00までとなります。
※休診については、当院ホームページでご確認ください。
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撮影：井原純平

ご注意 処方箋の有効期限は、発行日から4日間となりますのでご注意
ください。

表紙写真　撮影：井原純平

佐藤富明（委員長）、望月尊明、横森ひろ美、大澤綾子、井原純平、
江口麻衣

日下部記念病院　広報委員会今回は病院PR動画の企画から撮影同行まで担当させていただき非常に貴
重な体験となりました。井原もディレクターとして制作に関わっております。
出演スタッフはガチガチに緊張しながらも精一杯インタビューに答えてくれ
ましたので、ぜひ仕上がりにご期待ください！　  　　　  広報委員　江口



　9月より常勤医師として勤務させていただいている玉置寿男（たまおきとしお）と

申します。

　日下部記念病院には2012年10月から1年半常勤として勤務していましたが、

その後山梨大学医学部附属病院に勤務しながら、日下部記念病院には火曜日に

非常勤として勤めさせていただきました。この度、大学を退職して再び日下部記念

病院に勤めさせていただくこととなりました。

　さて、今年の夏は新型コロナウイルスの流行のため、例年行っていた旅行も控

えざるを得ませんでした。そんな中、子供に何か新しい経験をさせてやりたいと思

い立ったのが天体観測です。庭に天体望遠鏡を据えて月や木星、土星を観たり、

星空のきれいな清里に流星群を観に行ったりしました。昆虫大好きの息子にとっ

て星空はそれほど興味を掻き立てるものではないようでしたが、私自身は天体の美

しい姿を見て森林浴ならぬ宇宙浴の魅力にハマってしまいました。

　星空に心を洗濯してもらって新たな気持ちで日下部記念病院での診療にあたっ

ていけそうです。改めてどうぞよろしくお願い申し上げます。

新しい常勤医師の
ご紹介
医師　玉置 寿男

たまおき としお

病院ホームページ
リニューアルの
お知らせ
　この度、当院のホームページをリニューアルいたしました。
　今回のリニューアルでは、皆様がより利用しやすくわかり
やすいホームページとなるよう、ページ構成やデザインに工
夫を重ねました。

　また、私共の病院についてもっと知っていただきたいという
思いから、病院PR用の動画も新たに作成いたしました。
　院長をはじめ、当院の様々な職種のスタッフがインタビュー
に答える形式でそれぞれの想いを語っておりますので、ぜひ
ご覧ください。

　このリニューアルに伴い、皆様のお役に立てるような最新
情報も積極的に発信していきたいと思いますので、今後とも
ご利用いただけますようお願い申し上げます。

院長　久保田正春 医師　玉置寿男 A1病棟看護師　高橋紗奈

A3病棟看護師　服部彩 B3病棟看護師　井上大史 外来看護師　加々美徳仁

つくし教室看護師　佐野清子 作業療法士　西山凌平 精神保健福祉士　精進直幸

インタビュー出演スタッフ
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AM PM

10:00~ 朝の会
10:30 プラ板作り
11:30 片付け
 振り返りシート記入
12:00 昼食 ※焼きそば等

13:20 検温
13:30 夏祭り
14:30 盆踊り
14:35 片付け
14:45 手洗い おやつ
15:15 帰りの会
 振り返りシート記入
15:30 終了

つくし教室
納涼会
8月25日につくし教室にて
納涼会が行われました。
その様子をお伝えします。 さあ！

始まるよ～♪

毎月このようなプログラム
で活動を行っています。
最新のプログラムや活動
内容などはホームページに
掲載予定ですのでご覧くだ
さい。
※状況により、内容を変更
することがあります。

スイカ割り

輪投げ

午前はプラバン作り

射的

ヨーヨー釣り

祭りの始まり始まり
カキ氷で
ひと休み

待ってました！
職員手作りの
昼食だよ

盆踊りで
締めくくり

令和2年10月

つくしデイケア
時間割表

今日のおやつは、甘い綿あめ
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新薬情報

　新薬情報の3回目となる今回は、今年の7月に発売となり当院でも採用となった不眠症治療薬
の「デエビゴ錠」について解説します。
　効能・効果は「不眠症」、用法・用量は「通常、成人にはレンボレキサントとして1日1回5mgを
就寝直前に経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、1日1回10mgを超えないこととする」
となっています。

現在使われる睡眠薬には、
①脳の活動を鎮めて眠りに導く薬
②睡眠・覚醒のリズムを整えて眠りに導く薬
③脳の過剰な覚醒状態を抑えて眠りに導く薬
の3種類のタイプがあります。

　患者さんそれぞれの症状や不眠のタイプなどによって、上記の中から効果の発現時間や持続時
間等から薬を選択したり、複数の薬を組み合わせたりして使い分けられています。
　今回紹介する薬剤は③に分類される薬剤で、この中にはすでに発売となっている「ベルソムラ
錠」があり、それにもう1種類加わったことになります。脳内の覚醒ホルモンであるオレキシンと
いう物質の作用を抑えて、眠気をもたらす薬剤です。自然な眠気を強めるというイメージで、「夜
間に目覚めて二度寝に時間がかかる」、「朝早く目が覚めてしまう」、「眠れるが寝た気がしない」
タイプに使用されるのではないかと思っています。

　一方、薬の効き始めまでの時間が早いため、「寝つきに時間がかかってしまう」というタイプにも
効果が期待出来ます。薬の特徴として具体的には、①に分類される薬剤には漫然と使用してしま
うことによる依存性の問題がありますが、デエビゴ錠が分類される③は、依存性は極めて少ない
と言われています。副作用としては眠気が残ること、頭痛の頻度が高いという報告があります。
　また、先に発売となっていた「ベルソムラ錠」と比べ、併用する薬剤の制限が少ない（併用禁忌は
ないため用量の調整でOK）、薬剤の保管（湿度にそれほど気を取られなくてよいので一包化する
ことも出来る）がしやすいが、腎機能や肝機能が低下している患者さんには慎重に投与（重度の肝
障害があると禁忌）する必要があり、発売から1年間は14日間という処方の日数制限があること
などに違いがあります。

　以上、その特徴を挙げてみました。それぞれの薬剤にはメリットとデメリットがあります。新し
い薬剤が発売となることは選択肢が広がりとても良いことだと思います。不眠で悩んでいる患者
さんの治療の選択肢の一つとなることを期待しています。

日下部記念病院
薬剤課　課長
飯田　衛

ベッドに差し込む、朝の柔らかな光。

深緑の散歩道から覗く、木漏れ日の光。

行きつけのカフェの窓越しに眺める、見慣れた街を照らす光。

見慣れた街を幻想的に変える、夕焼けの光。

そして、精神科病院の中で見える光。

夜雨の街。

光を少しだけ意識してみる。

いつもと変わらぬネオンサインが、水たまりに反射する。

雨が水面を揺らし、まるでパレットにインクを溶かしたかのように美しくみえる。

退屈な雨の夜が、いつもより楽しみになった。

文：井原純平（精神保健福祉士・写真家）

今回は、日常にある様々な光をドイツのカメラメーカー LEICA
（ライカ）のSUMMILUX（ズミルックス）というレンズで切り取った。
SUMMILUXは、ラテン語で「Summa」（最高の）と「Lux」（光）を
合わせ、“最高の光を切り取るレンズ”という由来がある。
人間の視野角に最も近いと言われている50mmの画角で撮影
した。

LIGHT 光
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当院の久保田院長や井原 精神保健福祉士、つくし教室についての記事が
各種新聞に掲載されました。

令和2年7月7日　朝日新聞

井原純平 精神保健福祉士

令和2年8月24日　毎日新聞

井原純平 精神保健福祉士

令和2年8月27日　山日新聞

久保田正春 院長

令和2年8月25日　朝日新聞

井原純平 精神保健福祉士

令和2年7月30日　山日新聞

つくし教室

就労継続支援B型事業所の開設にむけて

第13回 地域ふれあい祭り開催のお知らせ

　当院では、令和3年度夏に就労継続支援B型事業所の開設を目標に、現在プロジェクトを進めています。
運営していくにあたって、県内の事業所様の見学をさせていただき参考にさせていただいております。

主な事業内容としては、
①ランドリー業務（入院患者様の衣類、職員ユニホーム、
検査衣、保育室のシーツ等）

②清掃業務（院内清掃、敷地内清掃等）
③カフェ運営業務（接客、コーヒー等の提供、仕入れ等）
を検討しております。ランドリー業務と清掃業務について
は、まずは当財団の業務について受託を考えておりますが、
後々には外部からの業務も受託できたらなと考えておりま
す。カフェについては、地域の皆様のコミュニティの場とな
ればと考えております。

　現状は、開設に向けての規定類の検討・作成、就労の評価内容の検討、事業所の改修工事に関する検討、
魅力的な職場づくりについての検討を行っております。

　精神障がい者の社会復帰と、地域社会への貢献を常に考えて、今後事業所を運営していければと思ってお
ります。

　新型コロナウィルスが感染拡大している中、地域ではイベント事の中止が相次いております。当院では毎年
10月に、地域の方 と々の交流を深め、精神科医療の理解を深めて頂く為に「地域ふれあい祭り」を開催してお
りました。例年通りの開催が難しく、中止すべきか、開催するならばどのような方法がよいのか、会議で何度
も話し合いました。
　その結果、地域の方々とのふれあいを大切に、今だからできることは何かを検討し、内容を一新して作品展
という形での開催とすることにいたしました。
　作品を作ること、見ることを通してみなさんが楽しくなれればという願いを込めてお祭のテーマを「笑顔」に
しました。
　５つの病棟と３つのデイケア毎に、「月見」、「よつば」、「紅葉」などバラエティに富んだ作品が仕上がりました。
　また、地域の皆様との合作として「笑顔の木」も作製いたしました。
　入院患者様、地域の方々に「コロナが収束したらやりたいこと」、
「夢」、「希望」など前向きに「笑顔」になれるようなことを書いていた
だいた、「笑顔」が沢山詰まっている大きな木です。
　山梨市役所様、山梨中央銀行日下部支店様のご協力の下、下記の
通り作品展を開催予定です。
　ご覧いただければ幸いです。

展 示 期 間：2020年10月19日（月）～10月30日（金）
展 示 場 所：山梨市役所東館2階
　　　　　 山梨中央銀行日下部支店
お問合せ先：地域ふれあい祭り 実行委員長 岩田

予定
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❸生活リズムを整え社会復帰を目指す方へ

よつばデイナイトケアは『集団生活でのマナーや協調性を学ぶ方法』
をお伝えしていきます。
個人の能力を最大限発揮できるよう支援する教室です。
●卓球やソフトバレーなどの運動にも力を入れています
●就労受け入れ施設の見学や体験面接、個別相談など就労支援します
●専門職種による様々な支援が受けられます

よつばデイナイトケア

❷認知症の症状にあわせながら在宅生活を継続したい方へ

さくらデイナイトケアは『一人ひとりに寄り添うケアで
日常にうるおいをもたらす』活動をおこなっています。
ゆったりとした時間の中で個人のペースを大切にする教室です。
●小グループのアットホームな雰囲気です
●個々人のご希望に合わせて脳トレや計算などをしています
●豊かな情緒を育む活動をしています

さくらデイナイトケア

❶シニア世代の方へ

つくし教室は『脳の活性化と心の充実』を目的とした活動をおこなっています。
楽しく学べる活動が盛りだくさんのデイナイトケアです。
●懐かしい学校の雰囲気の活動室です
●体や脳を動かす活動もいっぱい
●季節を感じる活動をおこなっています
畑仕事、遠足、季節の行事（流しそうめん、やきいも大会など）もおこなっています。

つくし教室

日下部記念病院
オリジナルマスコット
くさかっぴー

●ご見学やご利用のご相談は、月～土（祝日を除く）9：00～17：00まで受け付けています。
●医療保険ですので、介護保険との併用が可能です。お気軽に見学にお越しください。
複数のデイナイトケアを見学していただくことも可能です。

●よりよい医療的支援をお届けするため、当院の外来を受診してください。

ご利用に
あたって

0553-22-0536（代）
デイケア 9：30～15：30／デイナイトケア 9：30～19：30

つくし教室 さくらデイナイトケア よつばデイナイトケア

詳細につきましては『医療福祉相談課』までお問い合わせください。お
問
い
合
わ
せ

デイナイトケア
お悩みに合わせて選べる日下部記念病院

送迎サービス
あります

送迎範囲については
ご相談ください。

送迎サービスあります
送迎範囲についてはご相談ください。

生花 園芸

日下部記念病院では、
目的別のデイナイトケアが

３か所あります。

院内の入口ほか、各所に手指殺菌・消毒剤を設置して
おりますので、ご使用いただくようお願いいたします。

手指消毒のお願い

待合ロビーでは、席を空けて着席いただいております。
また、受付等で並ばれる場合は、一定の距離を空けていただくようお願いいたします。

ソーシャルディスタンスの確保

受付カウンターや診察室、入院窓口には、
飛沫感染を予防するためフィルムやアクリル板を設置しました。

飛沫感染防止の取り組み

正面玄関に体温検知システムを導入しました。
体温異常を検知した場合やマスクを着用していない場合には自動ドアが開かない仕組みと
なっておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

体温検知システムの導入

来院時にマスクを着けていない方には、
お声がけしております。

マスク着用のお願い

院内の感染予防に関する取り組み
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加納岩
総合病院

山梨市役所

郵便局

コンビニ

至 勝沼 →

← 至 甲府
JR山梨市駅

笛  

吹  

川

万  

力  

公  

園

↑
至
塩
山

P

JR山梨市駅より徒歩7分
中央道勝沼ICより車で20分

〒405-0018
山梨県山梨市上神内川1309
TEL：0553-22-2511
FAX：0553-23-1872
http://www.kanoiwa-
hospital.or.jp/

午前： 【月～金】8：30～ 12：30 【土】8：30～ 11：30
午後： 【月・火・金】14：00～ 16：00
※日・祝祭日は休診
※初診の方は、事前にご連絡ください。
※新規のご相談は午前9時から午後4時30分までとなります。

〒406-0004
山梨県笛吹市春日居町小松855
TEL：0553-26-3030
FAX：0553-26-4569
http://www.yamanashireha.jp/

〒405-0018　山梨県山梨市上神内川1363
TEL：0553-22-0536　FAX：0553-22-5064
http : // www.kusakabe- hp.jp/

加納岩総合病院

山梨リハビリテーション病院

外来診療のご案内

関連病院

経営理念 皆様に優しく信頼される的確な医療を提供し地
域社会の健康と福祉に貢献します

基本方針 1. 医療・福祉・介護の広い分野にたって地域社
会に貢献します。（選択）

2. 患者様の人権を尊重し、やさしく信頼される
医療を提供します。（納得）

3. 情報は慎重に開示し、徹底した管理に努めま
す。（情報）

4. 医療安全教育を推進し、自己研鑽と人材育成
を行い、的確な医療を提供します。（質）

5. 医療人及び社会人として、常にチームワーク
を心がけます。（一体化）

編集
後記

●日下部記念病院　外来担当医 令和2年10月より

月 火 水 木 金 土

①診

②診

③診

①診

②診

③診

〔月～金〕
午前8：30
～12：30
〔土〕
午前8：30
～11：30

〔月火金〕
午後14：00
～16：00

丹羽
（政）

丹羽
（麻）

丹羽
（麻）

久保田
（11：00まで）

久保田
（11：00まで）

丹羽
（政）

中澤

井上 井上

玉置

杉山玉置

横地
（予約のみ）

内沼

横地

堀

杉山

山口 山口

※久保田医師の受付は、11：00までとなります。
※休診については、当院ホームページでご確認ください。

社会医療法人 加納岩　日下部記念病院

vol.31
2020

撮影：井原純平

ご注意 処方箋の有効期限は、発行日から4日間となりますのでご注意
ください。

表紙写真　撮影：井原純平

佐藤富明（委員長）、望月尊明、横森ひろ美、大澤綾子、井原純平、
江口麻衣

日下部記念病院　広報委員会今回は病院PR動画の企画から撮影同行まで担当させていただき非常に貴
重な体験となりました。井原もディレクターとして制作に関わっております。
出演スタッフはガチガチに緊張しながらも精一杯インタビューに答えてくれ
ましたので、ぜひ仕上がりにご期待ください！　  　　　  広報委員　江口


