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私たちが相談をお受けします♪

月

水戸市東部高齢者支援センタースタッフ

塙のぞみ

五十嵐真弓

須賀川優美

峯島みどり

永堀則雄

あけましておめでとうございます。東部地区には二つの民生委員児童委員

協議会があります。高齢になっても認知症になっても住み慣れた地域で暮
らし続けられるように、民生委員さんと連携し、東部地区高齢者の相談窓
口として活動していきたいと思います。今年もよろしくお願い致します。
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ごはん、まだ？

知子 … 嫁

…認太郎一家のご先祖
守り神、お助けマン

認太 … 息 子

認左衛門

─もの忘れへの対応

ごはん、まだ？

ごはん、まだ？
認太郎 … 主 人 公 （ 認 知 症 ）

認知症 789 完成披露会

活動報告

ごはん、まだ？
─もの忘れへの対応

中核症状（必ず現れる症状）
：短期記憶障害
もの忘れは認知症の代表的な症状のひとつです。食事が済んで間もないのに、
「ご

このケース
のポイント

飯はまだか？」と催促されることがあります。これは短期記憶を保てないために食べ
たことを忘れてしまうということです。
「さっき食べたばかりでしょ！」と否定的な対応をすると、なかには「俺を飢え死に
させるつもりか！」と過激な反応を示す方もいます。これは家族に恨みがあって言っ
ているのではなく、食事をしたという行為自体をすっぽりと忘れてしまうために、本人
にとっては理不尽なことと感じてしまい、怒りにつながってしまうのです。

日時：令和2年12 月3日(木)

どうすれば
いい？

対応法 ①

対応法 ②

対応法 ③

「用意しているからお茶飲んで

本人の興味のある話題にすり替

食べ終わった食器をしばらく片

えたり、ドライブに誘って場所

付けずに置いておく方法もあり

を変えるのも良いです。いつで

ます。

て」と、食事の代わりになるもの
を提供してみましょう。
（1日分
を小分けにしても良いです）

も使えるように番組を録画して
おくのも良いです。

水戸市役所にて東部高齢者支援センターサポー

短期記憶障害は、脳の「海馬」という部分が障害されることで起こります。記憶をとどめ

医師からの
アドバイス

ておける時間が数分ともたないこともあります。認知症になると新しいことを覚えにくくなる
のはそのためです。認知症初期には比較的直近の記憶から失われていき、次第に思い出

ターの皆様と作成した「認知症 789 ～学んで試して

せないことが増えていきます。
記憶障害は本人に自覚がありません。そのため、度重なる物忘れや記憶が薄れていくこ
とへの不安や焦りから、怒ったり混乱したりする場合があります。記憶障害で最も不安に
なるのは本人です。本人の気持ちを想像しながら対応することが大事です。
なるべく穏やかな気持ちで、そのたびに初めて聞くつもりで接してみましょう。
─ 原外科医院

原 毅（もの忘れ相談医）

＊いつもうまくいくわけではありません。
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認知症 789 のシート

ンの完成を祝いました。こ

の789（しちはちきゅう）には、
認知症状の対応について

症状別にわかりやすく記載

されています。ご協力いた
だいた関係者の皆様、心よ
り感謝いたします。

＊水戸市のホームページより動画を見ることができます

第 59 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12 月1日（火 ) 10:00 ～12:00
場所：まるごとカフェ

タイトル：施設に入りたいと訴えるＡさん

Ａさん 81才・要介護 3、パーキンソン病や脊柱管

狭窄症のため車いすを自走し、夫も要介護1、ともに
看護小規模多機能型居宅介護を利用して暮らしてい

ます。長女が日中就労し、夜は実家に泊まりこみ、週

末は夫婦で過ごすライフスタイルを続けていますが、

ら「家にいたい、何でも自分でやりたい、動けなくなっ

在宅介護を望んでいました。

の言葉の裏腹にある本当の気持ちに気付いた今、
「そ

娘は何もしてくれないと不満を口にします。娘さんは
Ａさんは時々、ケアマネに「施設に入りたい」と涙

ながらに訴えるので、ケアマネもＡさんの気持ちに応

たら施設に入る」
という覚悟が見えてきました。Aさん

の時」
を少しでも先延ばしするためにできることは何か。
アクションプランは心身の現状維持を図るため、

えようと、どんな施設ならＡさんの希望に添えるのか、

サービス担当者会議を開催。リハビリテーションの

なか受け入れられませんでした。マップをたどると、

リハビリ評価を取り入れられるよう働きかけることに

看多機のサービスを細かく提案してきましたが、なか
Aさんの病気を受容し徐々にサービス量を増やしなが

視点で訪問診療医や理学療法士、作業療法士による
なりました。

生活支援・よろず相談

狙われる3つの不安
ケアマネさんから「担当の方で高額な布団を買わ

された方がいる。一緒に対応してほしい」という相談

がありました。消費者が要請していないにもかかわら

葉巧みにこれらの不安をあおり、親切にして信用させ、
年金や貯蓄などの大切な財産を狙っています。

最近では、警察官や銀行協会職員等を装って、

ず、断り切れず買わされてしまったとの事です。強引

キャッシュカードの交換手続きがあるなどの名目で、

どの問題がみられました。

すり替えてだまし取る詐欺も増えています。

な勧誘や長時間に及ぶ勧誘、虚偽説明、説明不足な

高齢者は「お金」
「健康」
「孤独」の3つの大きな

不安を持っているといわれています。悪質業者は言

キャッシュカード、クレジットカード、預金通帳等を

社会福祉士

永堀 則雄

活動報告

認知症サポーター養成講座
日時：令和2年11月24日(火) 13:30 ～15:30

場所：総合警備保障株式会社（アルソック）

柳町にあるアルソックにて開催しました。
「この講

座で学んだことを活かして認知症の方が暮らしやす

い地域になるようにサポートしていきたいです」と感

今年は丑年

活動報告

想をいただきました。地域で働く方々にサポーター
になっていただけることは大変心強いですね。

ナルク水戸設立 20周年

活動報告

日時：令和2年12 月15日(火)

ナルク水戸設立 20 周年おめでとうございます。11

干支作りをしました。丑年生まれの方は「マイペース

ンターに感謝状を授受されました。私たちの活動が

よつば会の皆様、千波女性会の皆様と紙粘土で

で頑固、リーダーに向いていて情熱的な恋愛を好み、
堅実な努力家」だそうです。
「2021年は良い年にな

りますように」と心をこめて作らせていただきました。

月12日が創立記念日との事で、東部高齢者支援セ
認められ感謝状という形になりとても嬉しく思います。
これからもナルクの皆さんと共に地域に貢献できる
ように頑張っていきます。

紙粘土で作った丑

東部元気歴史散歩「明治・大正期の下町の娯楽施設」
明治30 年代に横竹隈町に芝居小屋と

できたが昭和初年、失火により焼失し、

映画常設館、竹沢座と青物町に芝居小

のち再建されたが戦災で焼失した。大正

屋の吉本亭があったがいずれも火災で消

末期ごろ白金町に玉撞き場ができたがあ

失した。それより少し遅れて明治 40 年

まり繁盛はしなかったという。明治期の

（1907）前 後、竹 隈 町に 水 戸 歌 舞 伎 座

女性はまったく家の中ばかりにいてあまり

ができたが大正 5 年（1916）頃消失、同

外出などはしなかったが、年に一度か二

じ頃水門町に水戸座という劇場が設立さ

度くらい芝居見物することは非常に楽し

れ、昭和になって代変りして電気館という

みとして、弁当をつくり髪を結ったり、化

映画常設館となった。大正11年（1922）
に本 4 町目に光陽館という映画常設館も

おしらせ

地域紹介

粧をして子供や女中をつれて出かけたと
明治・大正期の下市の娯楽施設

いう。

誰でも参加 OK イベント案内

● 認知症456（すごろく）隊【日時】2021年1月17日（日）、2月21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】2021年1月17日(日)、2月21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】2021年1月15日(金)、2月15日( 月) 11:00 ～15:00【場所】下市イオンスタイル
● 開運寺サロン【日時】2021年1月25日(月)、2 月22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

「福祉のマーク」を知っていますか？
主任介護支援専門員

［相談］冬の高血圧。朝に注意！
！

峯島 みどり

「71歳女性からの相談。家系的に高血圧で薬を飲

福祉のマーク
を紹介します

一 つ 目 は「 介 護 マ ー
ク 」 で す。 介 護 を し
ている方が周囲に介
護中であることを知
らせたい時に使用し
ます

んでいる家族が多いため、朝・夕自分で血圧測定を
続けています。今のところ病院で測る血圧は正常で

薬も飲んでいません。しかし最近、朝の血圧が時々

140 ～150 台と高くなり心配です。これも高血圧な

のでしょうか？」
たとえば駅やサービ
スエリアなどのトイ
レで付き添う時に利
用します

［アドバイス］

血圧は1日のうちでも変動しています。朝起きる

と血圧が上がり、夜に低くなるのが自然な血圧の変

動ですが、思いがけず、朝急激に高くなることがあ

り、
「早朝高血圧」と呼ばれています。血圧の変動は、
寒暖差やストレスを感じた時に起こります。暖かい場

所から急に冷たい場所へ移動すると毛細血管が縮ま

次に「ヘルプマーク」
「ヘルプカード」です。
外見から配慮や支援
が必要なことが分か
りにくい方は是非ご
利用ください

ヘルプマーク

健康アドバイス

生活支援・よろず相談

り血圧が上昇します。急激な血圧の上昇は、心筋梗

塞や脳卒中を起こす危険があるといわれ、特に寒さ
の増す１月～2 月は注意が必要です。

予防としては、朝、布団の中で手足をバタバタさせ

て体を温めてから起きる。外に出る時は上着を着て体
を冷やさない様にしましょう。ゴミ出しや新聞を取り

ヘルプカード

た と え ば 義 手・ 義 足
又は人工関節を使用
している方などです

これらマークやカード
は 水 戸 市 高 齢 福 祉 課、
介 護 保 険 課、 障 害 福 祉
課などで配布していま
す。 介 護 マ ー ク や ヘ ル
プマークを見かけた方
は少しだけ気にかけて
みて下さいね

に行くなど、ほんの少しの時間でも気を付けて下さい。
早朝高血圧は、朝だけ上昇し、検診や病院で測る

血圧は正常な事もあり、気づかれない事もあります。
相談者の方も朝・夕血圧を測っているということなの
で、それをぜひ医師に見てもらい、相談
してみて下さい。

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

