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認知症 789
（認知症の人と家族を支える個別対応編、こんな時どうする

のヒント集）が出来上がりました。東部高齢者支援センターサポータ会
議の皆様や、水戸市医師会の物忘れ相談医、認知症疾患医療センター
の先生方に協力をしていただき、カード形式のものと、それを基にした

動画になっています。水戸市のホームページから見られます、介護してい
る家族の方ぜひ参考にしてください。

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
石崎医院についてお聞きしました

石崎病院

石崎病院は、水戸市のとなり茨城町石崎地区に

で、地域や患者さんの様子について尋ねると、昔に

タルクリニックを開設し、長年、精神科医療の専

てきたのではないか、早期に受診に来てくれる人も

昭和 29 年開院。昭和 46 年からは水戸市内にメン
門病院として地域に貢献してきた病院です。平成
25 年 4月からは認知症の鑑別診断、認知症の方

が地域で安心して生活ができるための支援をする
機関として、認知症疾患医療センター事業も実施

しています。5人に1人が認知症になるといわれる
時代、今後も認知症治療の地域の要となってくれ
る存在です。

院長の岩切雅彦先生は、筑波大学医学専門学

群を卒業し、6 年間の研修を経て平成11年から石
崎病院で勤務され、平成 28 年からは院長に就任

されています。先生が、数ある診療科の中から精
神科医を選んだ理由は、
「自分の裁量で治療ができ
る。答えが出ないところが精神科の良い所」と話さ
れていました。長年、石崎病院で診療を続ける中

岩切院長のワンポイントアドバイス

比べると、病気のことをオープンに話せる様になっ
増えてきていると話され、変化しつつある様子が伺

われました。認知症が、より社会的な問題となり、
徐々に自分事としてとらえることが出来るようになっ
てきているとは思いますが、先生は「家族へのケア
やフォローは充分とは言いがたい。家族のサポート

を、今後はもっと充実してほしい」と話されていまし

た。先生ご自身もご家族を自宅介護された経験が
あり、ショートステイやデイサービスの大切さを実
感。なければ生活を続けていけなかったと振り返っ
ておられました。

認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮ら

し続けることができるように、今後も地域に根差し
た診療を続けてほしいと感じました。

～「初診」について〜

初回受診する際のポイントとして、患者さんの状況をより理解している

方、日頃の様子をよくわかっているご家族、ケアスタッフと同行されること

をお勧めします。診断もつきやすく、様々なサポートにも繋げやすいです。

石崎病院

岩切 雅彦

院長

第 59 回

サポーター会議

日時：令和 2 年11月12日（木 ) 15:00 ～16:30
場所：上大野市民センター ホール

テーマ：人生会議 第 7回「在宅医療における人生会議」
講師：原外科医院院長 原毅先生

原先生は長年、東台にて診療・在宅医療にたずさ

わっており、平成 3 年から現在までに100人以上の
患者さんを自宅で看取ってきたそうです。

誰でも参加 OK ネットワーク

現在の
ー数
サポータ

！

20 0 名

人生の最期の意思決定場面に多く立ち合ってきた

先生の話しから、人生会議について、それぞれ考え
を深める事ができたと思います。

参加者からの質問に１つ１つ、丁寧に答えて下さり、

先生の診療現場の様子をより具体的にわかりやすく
感じとることができ、充実した時間となりました。

講師の原毅先生

第 58 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11月2日（木) 10:00 ～12:00
場所：まるごとカフェ

タイトル：やりたいことをしているKさん

85歳のKさんは 2 年前に夫を亡くして一人暮

らし。ケアマネジャーは、薬を自分勝手に調整
して飲んでしまう、夜更かしで不規則、好きな
ものをお取り寄せして食べているせいか体重増

加傾向で運動嫌い、Kさんの健康管理や生活支援の

とがわかりました。

られず、転倒が増えているのも気になっていました。

らしていくために、まずは主治医に服薬状況や浮腫

不整脈、変形性膝関節症・骨粗鬆症等々いくつもの

えることになりました。薬のことなら薬剤師が力にな

ためのケアプランをたてましたが、なかなか改善がみ

マップは医療情報の枝が広がり、両下肢の浮腫み、

疾患があり、薬は15 種類処方されていることが判明。
このまま自分なりに服薬を続けていくことは危険なこ

Kさんが自分のやりたいことをしながらも安全に暮

みや頻尿など日頃の気になっている生活の様子を伝

ります、と参加の薬剤師さんから心強い発言もあり
ました。

生活支援・よろず相談

“もしも” に備えるエンディングノート
「もしものとき」
というとどんなときを想像しますか？

要なことや考えをまとめることができるノートです。

たとき、治療方針や延命をどうするかの選択を迫られ

てことがないように、ノートの存在を家族など周囲の

自分のことを整理して希望などをエンディングノートに

成のエンディングノートがありますので、東

急に倒れてしまったとき、思いがけない病気になっ

たとき…そんなもしものときに慌てなくてすむように、
書いておくことをお勧めします。エンディングノートは
自分の望む人生を最期まで自分らしく歩むために必

また、書いた後はタンスの中にしまいっ放し…なん

人に知らせておきましょう。興味がある方は水戸市作
部高齢者支援センターまでご連絡ください。
社会福祉士

須賀川 優美

第 41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11月15日(日) 10:00 ～12:00
場所：まるごとカフェ

以前、すごろくを体験された方が笠間から参加して

くださいました。楽しく認知症の進み具合によって必

思い出カフェ

誰でも参加 OK 活動報告

日時：令和2年11月15日(日)
13:30 ～15:30

場所：まるごとカフェ

甘いケーキもご用意しています

カフェの開店と同時に、常連さん、はじめてのお客

要なことを学ぶことができた。地元の学生たちに認

様、時々顔を出してくださる方など次々に来てください

いただきました。もう一人は、ベテランのすごろくマス

のお二人が飛び入り参加してくださり、ギターと三線

知症すごろくを行って広めていきたい」という感想を
ターです！ ファシリテーターとしても大活躍していた
だいています。

認知症 456（すごろく）は何度でも参加可能です。

以前ご参加の方も是非またお立ち寄りください。

ます。なんと沖縄系音楽ユニット “フユナー ハーフ”
の音色と歌声に酔いしれました。昭和歌謡に秋の唄

メドレー、朝ドラの「星影のエール」も。音楽に五感
を刺激されたせいか、その後のおしゃべりが大いに
盛り上がりました。またのご来店お待ちしています。

東部元気歴史散歩「水戸城下、下町の町割」
江戸時代に城下町として長い歴史のある水戸の町

は、台地を上町、低地を下町と呼び、上町は武家屋敷、
下町は町人の居住地のように

那珂川の流域であり、船戸(ふなと) や河岸 ( かし)

があり舟運により物資の運送が盛んで、江戸時代か

いわれるが、正しい区別はなく、

あった事は間違いない。その

は町人が多かったにすぎない。

後明治時代の後半になると鉄

下町で重要な事は水戸と江戸

道が開通し、舩運に代わり陸

を結ぶ江戸街道、奥州方面と

上交通の発達により、商業も

を結ぶ岩城街道との接点（本

上町に移っていった。上市下

四丁目）があり、人々の往来や

市と呼ぶようになったのは明治

物資の輸送の上で大切な位置

おしらせ

ら明治時代の前半までは、上

町より下町が商業の中心地で

ただ上町は武家が多く、下町

をしめていた。それと下町は

地域紹介

22（1889）年に水戸が市制施

那珂川の帆掛け舟による物資の輸送

行された時からである。

誰でも参加 OK イベント案内

● 認知症456（すごろく）隊【日時】12月20日（日）、2021年1月17日（日）10:00～11:30【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】12月20日(日)、2021年1月17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】12月15日(火)、2021年1月15日(金) 11:00 ～15:00【場所】下市イオンスタイル
● 開運寺サロン【日時】12 月28日(月)、2021年1月25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

介護保険以外のサービス「介護予防住宅改善
の助成」

主任介護支援専門員

峯島 みどり

健康アドバイス

生活支援・よろず相談

［相談］自分の肌に合う

ご存じですか？
高齢者の転倒事故の
８割は家の中で起き
ています

ちょっとした段差で
つまいずたり

保湿剤はどれ？

「73歳女性からの相談。毎年冬になると肌の乾燥が

気になります。市販の保湿剤を塗っていますが、年々
ひどくなり、保湿剤が自分の乾燥肌に合っているの

かな？ と思ってしまいます。どんなものを選ぶのが
よいのでしょうか？」

転倒によるケガや骨
折は寝たきりや要介
護の主な要因となっ
ています

［アドバイス］

保湿剤は、皮膚の水分が逃げない様にふたをし、

バリア機能を維持する効果があります。代表的な保
湿剤の特徴、効果についてまとめてみました。

【①乾燥、かゆみを抑える】白色ワセリンが一般的

です。肘や膝など硬くなった角質を柔らかくし乾燥
あぶないところに手
すりなどを付けて安
全に過ごしましょう

を抑えるには、尿素製剤が効果的です。

【②保湿効果を期待する】血流を良くし、保湿作

用のあるヘパリン類似物質製剤が、保湿には、より
効果があります。医薬部外品として、セラミド配合
の保湿剤も乾燥予防に良いでしょう。

保湿剤は、こすらず、やさしく手のひらで塗って

下さい。皮膚がテカる程の量が適量です。塗るタイ
才以上の要介護認定
を受けていない方は
「介護予防住宅改善事
業」の助成が利用でき
ます

ご相談は下記高齢者支
援センターまでお電話
ください。
転倒を防止して健康寿
命をできるだけ長くし
たいものですね

!!
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ミングは、皮膚が柔らかく、浸透しやすい入浴後が

良いですが、塗る回数も大切です。水仕事の後など、
1日2回以上は塗るようにしましょう。症状にあった

保湿剤を選び、塗り方も確認し効果的に保湿をしま
しょう。

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

