水戸市東部高齢者支援センター

だより

水戸市東部高齢者支援センタースタッフ

私たちが相談をお受けします♪

塙のぞみ

五十嵐真弓

昨年の10月13日に台風19 号が日本を襲い、

甚大な被害が出ました。水戸市城東地区
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境に合ったマイ・タイムライン（自分の逃げ方）を

自ら作成できるようになっています。他の
地区の方も、まず自分の住んでいる所が

では、
「早めの避難で 逃げ遅れゼロへ！」

危険区域かどうか確認してみましょう。城

タイムラインプロジェクト浸水時避難計画

東で作ったマイ・タイムラインが

を、水戸市城東地区自治連合会、水戸市

必要な方はご連絡ください。

社会福祉協議会城東支部で作成し、全戸

配布しました。一人ひとりがそれぞれの環

峯島みどり

Vol.

センター長

「タイムラインプロ
ジェクト」チラシ

塙 のぞみ

知って 得 するホームドクターのお話し
小関外科胃腸科医院についてお聞きしました
小関外科胃腸科医院は、昭和 46 年初代院

長が開院され、小関廣明院長は、2代目院長と

で、手術が小さくすん

だり、術後の生活の

小関外科胃腸科医院

して平成14年から診療をされています。先生は、 質も向上することから、がん検診には、こだわっ
山形大学医学部卒業後、東北大学第一外科に

て患者さんへもお話しをしているということです。

療に携わってこられたそうです。現在も日本乳

人が生涯でがんになり、3人に1人はがんで亡

音波読影医としてご活躍されています。

であり、検診の大切さをあらためて実感できま

入局、消化器外科、乳腺外科など、長年がん治
がん検診学会認定のマンモグラフィー、乳房超

がんは早期発見が大切。早期発見すること

日本人の死因の第1位は「がん」で、2 人に1

くなる時代です。誰もが罹る可能性のある病気
した。

小関院長からのワンポイントアドバイス ～「がん検診」について〜
がん検診は個人での検診プランの立て方が

大切です。市町村などの住民検診に代表され
る「対策型検診」に、人間ドックなどの「任意

型検診（個人で受ける検診）」を組み合わせる
のが良いでしょう。

検査方法には一長一短あり、乳がん検診で

のマンモグラフィー、超音波検査を例にすると、

超音波検査は早期発見しやすいですが、石灰
化した腫瘍を見つけるにはマンモグ
ラフィーの方が効果的です。それ

ぞれの検査の利点欠点をふまえ、
受ける検査の頻度なども考慮す
ると良いでしょう。

小関外科胃腸科医院

小関 廣明

院長

思い出カフェ

誰でも参加 OK 活動報告

日時：令和2年9月20日(日) 13:30 ～15:30

柳橋俊秀先生♪

あいちゃん♪

場所：まるごとカフェ

皆で踊って盛り上がりました♪

ンの柳橋俊秀先生（柳橋整形外科院長）とメンバー

る方も多いかと思います。認知症のご本人、介護して

さいました。沖縄の音楽と歌声が素晴らしく、最後は

参加できますので、お気軽にお立ち寄りください。

思い出カフェ、再開しました！ 沖縄系ミュージシャ

のあいちゃんとのコンビで、沖縄民謡を披露してくだ

第 39 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9月20日(日) 10:00 ～12:00
場所：まるごとカフェ

学生に認知症のことや社会資源について楽しく学

コロナウイルスによる自粛の生活で気落ちされてい

いるご家族、ボランティア、地域の方々、どなたでも

活動報告

認知症サポーター養成講座
日時：令和2年9月12日( 土 ) 10:00 ～12:00
場所：竹隈市民センター

5人の参加者を迎えて開催し、認知症の方やご家

ぶツールとして活用したい、と看護学校で権利擁護

族を支えるサポーターは629 名となりました。認知

る先生が参加してくだ

て暮らせる水戸を目

の授業を担当されてい

症になっても安心し

指しています。オレン

さいました。学生たち

ジリングをあちこちで

も興味関心をもって取

見かけるようになっ

り組めるのでは、との

たらステキですね。

感想をいただきました。

東部元気歴史散歩「県立農業試験場は若宮町にあった」
茨城県は農業県であるが、それ

してしまった。昭和25 年（1950）

に大きな役割を果たしたのが県立

に茨城県農業試験場と改称し近

農業試験場である。前身は明治

代的に整備され米麦作を主として

33 年（1900）現 水戸市酒門町に

土壌の改良、園芸等の試験研究を

県立農事試験場として創立された。

行い現在の茨城県農業の発展に

以来 20 年以上にわたって各積の

尽力したが、那珂川の築堤、機械

試験研究が行われた。その間、現

若宮町に細谷分場を作り試験試

作を行い、昭和 5 年（1930）に酒

地域紹介

の大型化、建物の老朽化など諸般
若宮当時の農業試験場本館

門より若宮に全面移転した。しかし昭和20 年の太平

洋戦争で爆撃を受け、貴重な施設や研究資材を焼失

の事情により、昭和 43 年（1968）
水戸市上国井町に移転し名称は

茨城県農業総合センターと変わった。跡地は県営若
宮団地と下水処理場の施設に活用がはかられた。

第 57 回

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 9月1日（火 ) 10:00 ～12:00
場所：まるごとカフェ

Aさん女性73 才独居。自殺をほのめかす電話を

警察にかけたあと処方薬を大量に飲み救急入院。そ

の後要介護 3の認定を受けました。不安がつのる

第 57 回

誰でも参加 OK ネットワーク

サポーター会議

日時：令和 2 年 9月10日（木 ) 15:00 ～16:30
場所：上大野市民センター ホール

講師：グループホーム「しゃらく」施設長 仲田 雅広氏
テーマ：人生会議「看取り期における支援」
仲田氏は介護職・ケアマネ

とパニック発作を起こし何度も病院に駆け込みます。

ジャー・施設長としてさまざま

介護休暇をとって同居して落ち着きを取り戻しました

本人亡き後、家族はこれで本

診断名は不安神経症。退院後は県外の息子夫婦が

が、ケアマネジャーは一人になったらまた不安発作を
おこすのではないか、そのために今できることは何か

悩んでいました。アクションプランは本人家族の今
後について話し合う機会を持つこと。そしてAさんが

安心するために、息子夫婦に代わってAさんを支える
相談先や見守りの目を増やすためのチームとして民

生委員、近隣住民、薬剤師、訪問看護、ケースワー
カーなど多種多様な社会資源が提案されました。

現在の
ー数
サポータ

！

20 0 名

な「死のかたち」を経験し、ご

当によかったのかといつまでも葛藤を抱えていること

に直面し、ご本人らしい最期だけでなく、後に残った
家族も心穏やかに暮らしていくために、
「しゃらく」と
してできることはなにか、施設内での研修を重ねてい
るとのお話しでした。

仲田氏の入所者様やご家族に対する熱く真摯な姿

勢と、大らかな人柄にすっかり魅了されてしまいました。
＊講義の様子は東部高齢者支援センターのホームページ
から見ることができます。

講師の仲田 雅広氏

生活支援・よろず相談

「キャッシュカードを預かります」に注意！
キャッシュカード詐欺盗が多発しています。電話

で警察官などを装い、訪問して来て通帳のカードを

を録音されて証拠が残ることを嫌います。

気をつけていても、
「あれ？」と少しでも違和感が

騙し取られてしまう詐欺のことで、1回の被害額が数

あったら110 番をしてください。また、消費者被害

職員がキャッシュカードの保護や保管を依頼しに行

4194）もあります。普段からの家族や地域

百万円になることが多いです。警察官や金融機関の
くことはありません。まずは留守番電話にするなどの

予防をしてみましょう。電話を悪用する犯人は、音声

おしらせ

の相談先として水戸市消費生活センター（029-226の方との会話もとても大事ですね。
社会福祉士

須賀川 優美

誰でも参加 OK イベント案内

● 認知症456（すごろく）隊【日時】10月18日（日）、11月15日（日）10:00～12:00【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】10月18日(日)、11月15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】10月15日(木)、11月15日(日) 11:00 ～15:00【場所】下市イオンスタイル
● 開運寺サロン【日時】10月26日(月)、11月16日（月）10:00 ～11:30 【場所】千波舟付 開運寺
＊開催行事は、新型コロナウイルス感染症の為、中止となる可能性があります。各担当者にお問い合わせください。

支援センター劇場

生活支援・よろず相談

ケアマネジャーは「居宅介護支援事業所」に
います

主任介護支援専門員

健康アドバイス

生活支援・よろず相談

［相談］一過性脳虚血発作と

峯島 みどり
お父さん、介護保険証
が届いたよ

あっそうか。
そう言えば

ケアマネジャーを
決めて下さいと言
われていたな

立ちくらみの違いって？

「80歳の男性からの相談。庭仕事に夢中になり、しゃ
がんで長時間続けてしまいました。急に立ち上がっ

たところ、体に力が入らなくなり目の前が真っ暗にな

りました。しばらく横になると落ち着いたのですが、

『一過性脳虚血発作』ではないかと思いすぐに病院

ケアマネジャーを決め
て、お父さんのケアプ
ランを作成してもらい
ましょ

足腰弱って
不便だから
デイサービ
スとか相談
したいね

受診したところ『心配ない』と説明がありました。単
なる立ちくらみだったのでしょうか？」

［アドバイス］

目の前が暗くなったり、失神などは、一過性脳虚

血発作の症状ではありません。一過性脳虚血発作
は、脳梗塞の原因と同じで、脳の血管が血栓（血液

と こ ろ で、 ケ ア マ ネ
ジャーさんはどこにい
るんだい？

の塊）
で詰まるために起こります。症状も脳梗塞と同
ケアマネジャー
です

じで、突然の片側顔面麻痺、半身の麻痺や感覚障害、
言語障害などです。詰まった血栓が短時間で溶け
れば、症状は自然に治り一過性脳虚血発作、長時間

（24 時間以上）続けば脳梗塞です。

一過性脳虚血発作を起こした人の３～4 割の人に

介護支援専門員

脳梗塞が発症します。症状が改善してもその日のう

ケアマネジャーは
「居宅介護支援事
業所」に所属して
い ま す。 一 覧 が 同
封されていますの
で参考にしてみま
しょう

ちに医療機関へ受診することが大切です。

相談者の方は、急に立ち上がった事で血圧が低下

したことによる立ちくらみだったのでしょう。命には
別状ありませんが気を失って転倒事故などを起こさ
ない様に注意が必要です。
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

