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永堀則雄

急な気温の上昇と共に、熱中症の危険が高まる時期になりました。コロナ感染予
防で外出時はマスクの着用が必須ですが、更に暑さが増してしまいますよね。適宜
水分補給をして熱中症予防にも気を付けましょう。

センター長

日高

友紀子

知って 得 するホームドクターのお話し
神田歯科医院についてお聞きしました
神田稔院長は、昭和 62年東北大学歯学部

卒業後、都内での勤務医を経て、平成 4 年に
神田歯科医院を開業。平成 8 年からは、訪問
歯科診療も行っています。

神田歯科医院が、訪問診療を行うきっかけ

となったのは、入れ歯が壊れ２年間卵を飲ん
で我慢していた方を訪問したことでした。

歯科医院で往診が可能なことを知らない方

も多く、通院ができず困っている人がいれば、
時間が許す限り訪問を続けていきたいと力強
く語ってくださいました。

院長は、地域で訪問診療をする中で、介

護職の方との連
携の必要性を感
じ、介護を学ぶ

※訪問診 療カー

ためにケアマネ

ジャーの資格も取得しています。

悪くなった歯を治すには限界があり、
「予防

が大事」ということで、予防専門診療室を設け、
歯科衛生士によるケアも実施しています。高齢
で体が不自由になると、口腔内の感覚も鈍くな
り、セルフケアが難しくなります。病気の発見

も遅れてしまうことが多いので、１年～半年ご

との定期的な検診が望ましいということでした。
訪問診療を始めてからは、多忙で趣味はも

てないとのことですが、帰宅後の愛猫との一方

通行の会話が院長の癒しになっているのだそう
です。

住所：水戸市元吉田町 94-5 TEL:029-248-7560
診療時間：午前９時～午後１時・午後２時半～午後６時
日曜・祭日・木曜休診（祝日のある週は木曜診療）

神田稔院長のワンポイントアドバイス

～「誤嚥性肺炎」の予防について～
誤嚥性肺炎は、口腔内の汚れが誤って気管に入ることに

よって発症します。特に高齢者は、のみこむ力が落ちるので、
気が付かないうちに唾液などが気管に入ることがあります。予

防は、口腔ケアを丁寧にすることが一番です。歯科医院での
定期的な口腔ケアをおすすめします。

神田稔院長
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見える事例検討会

日時：令和 3 年 6月1日（火）10:00 ～12:00
場所：まるごとカフェ

「見えているようだけど、見えないという方の事例」
７９歳男性。独居。自分のことをあまり語ろうとし

ない方です。視力低下があり、ヘルパーさんに細か
い所の掃除や、書類の確認などを依頼しています。

本人は目が見えないとはいうけれど、自分でできる

ことも多く、本当に見えないのか疑問があります。ま

まの対応でよいのか迷いもありました。

のことを何度説明しても理解できないということが心

有し本人がどのような方なのか周りから話を聞いて

でケアマネに毎日電話をしてきます。内容は緊急性

事であることなど意見が出ました。一人で抱え込まず、

た、自己判断で薬を調整してしまったり、書類関係
配どころです。夕方になると酔っぱらったような感じ
の低い物ばかり。その都度対応しているが、このま

参加者からは、関係者と連携をとって、情報を共

みることや、ケアマネの心の負担を減らすことも大
チームケアの大事さを改めて感じた事例でした。

生活支援・よろず相談

水戸市消費生活センターってどんなところ？
コロナ禍で外出できず、スマホやテレビなどで通

に日常生活の中で起こる消費者トラブルや被害を解

た覚えもないのに、マスクだと思われる海外からの

問販売や店頭販売など様々な契約トラブル。商品事

の相談もあります。この事例では、消費者生活セン

や弁護士、司法書士、建築士、精神保健福祉士な

頼主は中国の会社名があり英語で価格が表記されて

の相談をお待ちしております。

信販売を利用する機会が多くなりました。
「注文し

決する行政の相談窓口が消費生活センターです。訪

郵便物が投函されていたがどうしたらいいか？」等

故、多重債務（借金）相談など有資格者の相談員

ターに未開封の郵便物を持参してもらいました。依

ど多彩な専門相談員が対応しております。皆様から

おりました。開封前の場合、郵便局から赤字で「受

水戸市消費生活センター センター長

田山

知賀子

け取り拒否」の文字を書いて返送できます。郵便物
を開封している場合はそのまま14日間放置し、業

水戸市消費生活センター
TEL029-226-4194
相談日（月～土）午前９時～午後 5 時
（日、祝祭日を除く）
場所 水戸市役所２階

者から連絡があった場合は断りを入れて、引き取り
を伝え、それにも応じない場合は勝手に商品を処

分できるネガティブオプションがあります。このよう

千波女性会「認知症サポーター養成講座」
日時：令和3 年5月26日(水) 10:15～11:45
場所：千波市民センター

「認知症になっても安心して暮らせる千波を目指し

て」千波女性会のみなさんと認知症を理解し、接し

方を学び、サポーターとして何ができるか？などを学
ぶ認知症サポーター養成講座を開催しました。

参加者からは、
「現在認知症の家族を抱えており

ますが、なかなか思い通りにはいきません」
「認知症
かな？と思う人はいるが、声をかけるのは勇気がい

活動報告

る」などの意見が聞かれました。認知症の人やその

家族の「応援者」として、認知症サポーターのみな
さまが期待されています。

水戸が生んだ明治の経済人

東部元気歴史散歩「歴史ある木材界の改革に取り組む」

いさか

地域紹介

なおもと

井坂 直幹 ④

会社の体質の悪さの中には、材料の寸法の不揃

郎であった。信頼出来る二人を迎え、木材の長さを

ていたが、このことを誰も気に止めなかった。その

設け、海に流され出ないように管理し、作業の流れ

い、山から伐り出し筏で流した木材が海まで流れ

上、事務所では昼間から茶碗酒を飲む習慣もあっ

一定に揃え、米代川の筏流しについても、中断所を
を敏速にした。そして、直幹自身、価格交渉、商品
受け渡しにと現場で直接立会い、

た。これでは林産商会も能代の

商品の鑑別、計算書の作成も

木材界も未来はないと直幹は改

行った。この努力によって業績

革を決断した。しかし、直幹の

も上がった。これを妬んだ地元

木材界での経験は一年余りで

の人達は酒席で直幹を殴り、自

素人同然。しかしその改革を助
くじめ

宅への放火も数回あったと言う。

けたのが、久 次米商店から派

（つづく）

遣された花川清二、竹村栄三
米代川での筏流し風景
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サポーター会議

日時：令和 3 年 6月10日（木 ) 15:00 ～16:30
場所：上大野市民センター ホール

テーマ：「高齢者と運転免許制度について」
講師：水戸警察署交通第一課企画安全係

関 弘志 氏

交通安全に対する講習や最近起

ZOOM

ケアマネCafé

ネットワーク

日時：令和 3 年 5月31日（月) 16:00 ～17:00
場所：オンライン（Zoom）

水戸東部地区には16 の居宅介護支援事業所（ケ

アマネジャーのいるところ）があります。

支援センターにとって介護保険の要となるケアマネ

こっている交通事故の事例、高齢

ジャーさんとの連携は必須です。

主返納制度などについて、わかり

として、移動時間の短縮や感染症対策に有効なオン

センターにも高齢者の運転免許の

水戸東部地区の地域づくりと介護力の向上を目指し

者の免許更新の現状、運転免許自
やすく話してくださいました。支援

返納について、多くの相談があり

ます。運転が危険でも、第三者の介入はなかなか

今後もケアマネジャー同士の交流や情報共有の場

ラインミーティングを活用して開催していきます。
てがんばってます！

難しく、家族や知人が根気よく納得させる必要があ
ります。高齢者の特徴として、生活習慣病ではな
く「せっかち・わがまま・頑固」 の三つの性格習

慣病があります！と会場を盛り上げて下さいました。

おしらせ

現在の
サポーター数

210 名！

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7月18（日）、8月15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7月18日(日)、8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】2021年7月15日(木)、8月15日(日) 11:00 ～15:00【場所】下市イオンスタイル
● 知っておきたい医療知識 「認知症に携わる脳外科医の役割とは？」 講師：水戸ブレインハートセンター畑山徹先生
【日時】2021年7月16日(金) 13:30 ～15:30 【場所】水戸市上大野市民センター（水戸市吉沼町1768-2）
＊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

［相談］今年の身体は、いつもの年より

「人生会議」ってなんなん？④の巻
主任介護支援専門員

熱中症に弱い？

峯島 みどり

自分の意志を伝えてお
くことが大事だってわ
かったけど・・・

なんだか大変そうね

お母さん

健康アドバイス

生活支援・よろず相談

お父さん

「78 歳女性からの相談。今年も引き続きコロナ対策
でマスクは、欠かせません。去年の夏は、マスクで
熱がこもり、熱中症になりかけました。今年は、人

混み以外は、マスクを外し、エアコンをかけて換気
をしようと思います。他に注意することはあります
か？」

家族で気軽に話し合った

り考えたりできるよう

な も の が あ る と い い わ ね。

東部高齢者支援センター

に聞いて み ま し ょ う か ？

もしもし支援センター
ですか？

娘さん

［アドバイス］
暑い中でのマスク着用は、今年も注意をして下さ

いね。去年からの自粛生活で運動や外出の機会が
減ったことは、私たちの身体に様々な影響を及ぼし
ています。そのひとつが筋肉量の減少です。

筋肉は、身体全体の水分の約 43％を蓄えてくれ

人生何が起こる

かわかりません

よ ね。 状 況 変 化 に 応 じ て 何

度でも話し合って記録でき

る「 も し も シ ー ト 」 が お す

すめです。

る水分貯蔵庫です。筋肉が減ると、体内に蓄えられ

る水分量が減ってしまうため脱水症や熱中症のリス
クは、高まります。高齢者は、筋肉が少なく、普段

から脱水症や熱中症にかかりやすい身体なので、さ
らに注意が必要になってきます。今年は、特に夏本

番になる前から暑さに慣れ、汗をかき体温調整がで

きるようにしておきましょう。ウォーキングなどの運

水 戸 市 で は「 も し も シ ー
ト」や「エンディングノー
ト」を活用した意思決定支
援のお手伝いをしています。
東部高齢者支援センターま
で気軽にお問い合わせくだ
さい。

動、入浴で汗をかくことでも体温調整機能を鍛える
ことができます。水分補給は、スポーツドリンクや

経口補水液も活用し、寝る前、起床時、運動前後、
入浴前後、そしてのどが渇く前に飲む事を
心がけて下さい。

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

