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暑い夏が来ました。危険な暑さから命を守るために、脱水予防・熱

中症予防が必要です。冷房を使い温度管理をし、こまめな水分摂取、
塩分も摂ってください。そして、台風シーズンも来ます。この数年大
型の台風が来ています。マイタイムライン家族と話し合い、命を守る
準備も欠かさずに行ってくださいね！

センター長

塙 のぞみ

知って 得 するホームドクターのお話し
原外科医院についてお聞きしました
原外科医院の歴史は古く、茨城県北相

馬郡大野村（現鹿嶋市）の地で代々医業を

営んでいたそうです。明治時代に原寛氏が、

「医術開業試験」に合格し水戸市内で医院

原外科医院外観

を開業。その後、2代目原敏夫氏、3代目

ています。

ています。

とよく言われていたので、私には職業選択

国立水戸病院（現水戸医療センター）等で

れていましたが、長きにわたり地域医療を

原和久氏、4 代目原毅現院長まで継承され

原毅院長は、北里大学医学部卒業後、

心臓血管外科、消化器外科医として腕を
磨き、その後、原外科医院を継承、平成

26 年からは、水戸市医師会長も兼任され

子供の頃から父親に「お前は跡継ぎだ」

の自由はないと、ちょっと笑いながら話さ
支え続ける原家の歴史の重みと、脈々と受

け継がれる医療人としての使命感が伝わっ
てきました。

原院長からのワンポイントアドバイス ～「心疾患」について〜
突然の息切れ・急な体重増加は、要注

意です。心疾患である可能性が高いです。

つかることがあります。

まずは、体調不良を感じた

また、一時的に胸の痛みがあり、その後消

ら、素人判断せず、受診をし

がみつかり、狭心症などの冠動脈疾患が見

いません。

失しても受診をして下さい。心電図で異常

て下さい。相談だけでもかま

原外科医院

原毅

院長

第 37回

誰でも参加 OK 活動報告

認知症 456（すごろく）隊

日時：令和2年7月19日(日) 10:00 ～12:00
場所：まるごとカフェ

水戸市内から2 名の方が参加してくださいまし

思い出カフェ

誰でも参加 OK 活動報告

日時：令和2年7月19日(日) 13:30 ～15:30
場所：まるごとカフェ

新しい生活様式に則って再開したカフェに13人の

た。
「勉強になった。4人に1人が認知症になる時

お客様が来店され、久しぶりの再会におしゃ

状態によってどんなサービスをすすめればよいか、よ

参加してくださる鴨志田様にミニリサイタル

代、他人ごとではないと思った」
「認知症の症状や
く分 か った 」
等の感想をい

をお願いし、華やかなドレスとステキな歌声
に酔いしれました。 認知症のご本人、介

ただきました。

護しているご家族、

456 隊 は、 ど

ボランティア、地

なたでも何度

域の方々、どなた

でも参加でき

でも参加できます。

ます。

第 54 回

べりの花が咲きました。毎月ボランティアで

いっしょにお茶を
楽しみませんか。
誰でも参加 OK ネットワーク

見える事例検討会

日時：令和 2 年 7月1日（水 ) 10:00 ～12:00

第 55回

誰でも参加 OK ネットワーク

サポーター会議

場所：まるごとカフェ │ 参加者：43 名

日時：令和 2 年 7月10日（火 ) 15:00 ～16:30

外在住です。夫婦共に要介護1の認定を受けていま

講師：水戸市医師会

A子さんは81才。夫と二人暮らし。息子たちは県

すが、買い物や通院など日常的に車を運転していま

場所：上大野市民センター ホール
深谷 文代氏

訪問看護ステーションみと

す。もの忘れが目立つようになり理解力も低下、数か

テーマ：訪問看護における人生会議

人や息子さんのプライドを傷つけないよう免許返納を

看護師として活躍されている

大きな事故やケガをする前に、誰がどのように伝えれ

ただきました。もしもの時、人

月前には車をこすって修理しました。ケアマネは、本

すすめましたが、一向に対処する気配がありません。
ば「運転卒業」がスムーズにいくのでしょうか。

検討の結果、ケアマネは息子さんに専門職として

認知症や運転の危険性についてきちんと情報提供す
ること、
「認知症」の鑑別診断のため主治医との連携

を図ることをアクションプランとしました。高齢者の
自動車運転について、参加したほとんどが問題意識
を抱えていることがわかりました。

7月は水戸市内で長年訪問

現在の
ー数
サポータ

！
165 名

深谷文代さんに講義をしてい

生の最期をどの様に過ごすか？ 訪問看護の現場での
看取りや医療ケアの選択など、事例を交えて、より具
体的なお話しを聞くことができました。ご本人、ご家
族の気持ちや考えを受け止め、寄り添っていく支援

の大切さは、参加された皆様にも伝わったことと思い
ます。6月同様、新型コロナ感染症対策

にて検温、消毒を励行しての開催でした。
深谷 文代氏

活動報告

認知症サポーター養成講座
日時：令和2年7月18日( 土 ) 10:00 ～12:00

場所：千波市民センター │ 講師：永堀 則雄

小雨降る中12名の方が参加して下さいました。こ

の養成講座の狙いとしては、①認知症を理解する。
②認知症の方と接する時の心構えを学ぶ。 ③介護

している人の気持ちを理解する。などです。
「認知

症になっても安心して暮らせるまちづくり」を目指し、
地域で支え合えるよう一歩一歩進んでいきましょう。

これからも定期的に開催させていただきます。皆様
のご参加お待ちしております。

地域紹介

東部元気歴史散歩「太平洋戦争による下市の空襲」
75回目の終戦記念日が近づいてきた。水戸は昭

和19 年 6月頃からアメリカ軍機による空襲が本格的
に始められた。そして20 年にな

の 65％が破壊され消失した。全人口の約 8 割強とい

われ、焼け野原となった。下市は高等女子学校、水

戸工業、国民学校、専売局、日赤、

ると空襲は日常的になり、7月に

神社、寺などが焼失した。役所

勝田の軍需工場が標的となって

はただちに市民の救済活動を開

艦砲射撃による攻撃をうけ、那

始した。物資の配給は城東、浜

珂川を越した上 大 野吉沼地区

田、七軒町に設けられた。それ

に爆 弾が51発打ちこまれ 21名

から2週間後の8月15日正午、
「玉

の犠牲者が出た。8月になり市

音放送」によって市民は戦争の

全体にアメリカ軍の B29 爆撃機
160 機の焼夷弾の投下により市

終わりを知らされた。私たちはそ
の悲惨さを忘れてはならない。

米軍 B29 による焼夷弾投下

生活支援・よろず相談

気持ちの余裕は、虐待防止
Aさんの息子さんより、
「高齢の父親と一緒に住ん

なくなり以前よりも優しく接することができると言って

苛々して、このままでは手を出してしまいそうで不安

新型コロナウイルスに対する不安から、人と接触

でいるのですが、同じことを繰り返し言ってくることに
です」との相談。Aさんは認知症もあり、ひとりでは
できないことが増えてきている状態でした。

現在は、受診や介護保険申請をして定期的に介護

保険サービスを利用して支援をしてもらえるようにな

り、息子さんも負担が減ったことで苛々することは少

おしらせ

います。

する介護保険サービスも控えたいと思われる方もい
らっしゃると思いますが、介護保険等を適切に利用
し、介護者が気持ちの余裕を持つことが
大事です。

社会福祉士

須賀川 優美

誰でも参加 OK イベント案内

● 開運寺サロン【日時】8月24日(月)、9月28日（月）10:00 ～11:30 【場所】千波町開運寺
● 認知症456（すごろく）隊【日時】8月16日(日) 10:00～12:00 ＊9月、10月は休み【場所】まるごとカフェ（東部高齢者支援センター）
● 思い出カフェ【日時】8月16日(日)、9月20日(日) 13:30 ～15:30 【場所】まるごとカフェ（東部高齢者支援センター）
● イオン何でも介護相談会【日時】8月15日(土 )、9月15日(火) 11:00 ～15:00 【場所】下市イオンスタイル

支援センター劇場
「介護保険」はむずかしい…
主任介護支援専門員

生活支援・よろず相談

健康アドバイス

生活支援・よろず相談

［相談］暑さに慣れて

峯島 みどり
色んな言葉が
あるな

老健

など
など

地域密着型

デイサービス

デイケア

特養

小規模
多機能型

熱中症に負けない体作りを！

「79 歳女性からの相談。先日、暑い日だったので外

出をやめ、部屋でゆっくり過ごしていました。夕方に

なってボッーとしてしまい、頭痛も出てきました。熱
中症になってしまったのでしょうか？」

［アドバイス］

パンフレットを読ん
でもよくわからんよ。
難しいなぁ

2019 年 5月〜 9月の総務省の統計では、熱中症

の発生場所は、住居が 38.6％と最も多い結果でし

た。外気の暑さを避けて室内で過ごすことは、熱中
症予防には大切ですが、高温多湿の部屋では体温も

上がり、体からは水分が失われ脱水状態に進みます。
相談者の方も熱中症の様な状態になっていたかもし
どうしたら
いいんだい？

とりあえずで構いま
せ ん。 高 齢 者 支 援 セ
ンターにお問い合わ
せ下さい

れません。

また、外出することを控えすぎるのも良くありませ

ん。私達の体は、初夏の時期から少しずつ暑さに慣

れ、熱を逃すために上手に汗をかき、体の中の塩分
が出にくくなります。その結果、脱水症状を起こしに
くく、熱中症にもかかりにくい体になります。

暑さに慣れて、熱中症に負けない体になるために

介護保険制度や利用
の仕方について知り
たい・聞きたい・相
談したいという方は
お電話下さい

電 話 で も、 訪 問 で
も対応いたします

は、ウォーキングなどの運動や、入浴で汗をかき、
体温調整機能を鍛えることが大切です。こまめな水
分補給にも心がけ、熱中症に負けない体で夏を過ご
しましょう。

＊相談内容は守秘義務により外部に漏れることはありません

保健師

五十嵐 真弓

三中、千波中学区 におすまいの方はこちらにご連絡ください

水戸市東部高齢者支援センター

こんな時にご相談ください

☎ 029-246-6216

【ご本人から】介護保険のサービスについ
て知りたい／施設を利用したい／介護予
防の教室に参加したい

＊そのほかの時間帯でも連絡はとれます。

【ご家族から】もの忘れが進んだ／お金の
管理ができなくなった／離れて住んでいる
親が心配／介護のしかたがわからない

相談時間 : 月～金／8：30 ～17：30
水戸市吉沼町 1429-12
「まるごとカフェ」内

【ご近所から】虐待されている高齢者がい
る／怪しい業者が家に出入りしている／ひ
水戸市東部高齢者支援センターは水戸市より委託を受けて運営しています。
とり暮らしが心配

