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水戸市東部高齢者支援センタースタッフ 日高友紀子 五十嵐真弓 峯島みどり 永堀則雄小沼知実

私たちが相談をお受けします♪

　寒さが厳しい季節ですね。寒いと筋肉が縮こまり、肩こりや頭痛を招くことがあります。
短い時間でもいいので、肩を回したり、ストレッチをしたりして血の巡りを良くしましょう。
今月の思い出カフェではタオルを使った簡単な体操を行う予定です。皆さん、お気軽にお
立ちよりくださいませ。 センター長　日高 友妃子

栗田病院についてお聞きしました

知って 得 するホームドクターのお話し

　 栗 田 病 院 は昭 和
42年に水 戸 市北部
に隣接する那珂市に
開設されました。
　現在は栗田病院グ
ループとして、精神

科診療と茨城県認知症疾患医療センター、デイサー
ビスやグループホームなどの介護事業、精神障害の
ある患者さんの地域生活を支える訪問看護ステー
ションや就労支援、メンタルヘルス事業、水戸駅南
に「こころのクリニック水戸」を開院し、病気の予防・
治療をはじめとして生活の質の向上をめざした社会
参加支援まで、トータルサポート体制を整えています。
　理事長の栗田裕文先生は、子どものころから病院

の中にいる患者さんの様子を身近にみながら遊んで
いたり、初代理事長であるお父様から話を聞いたり
して自然に医学の道に進んでいたと話されていました。
　水戸一高から杏林大学医学部に入学、筑波大学
病院、水海道厚生病院、県立友部病院（現こころの
医療センター）において研鑽を積み、院長を経て平
成 25年に理事長に就任されました。
　専門である認知症の患者さんの診察では、生育歴
や生活歴などの経過をたどり、丁寧な診察を心掛け
て、「生きててよかった」と実感してもらうことを大事
に向き合っているそうです。病気と付き合いながら暮
らしていく患者さんにとって、先生の穏やかな笑顔と
真面目なお人柄が一番の特効薬になっているようで
す。

栗田理事長からのワンポイントアドバイス
～認知症の予防には「タンパク質」が大切です～

　脳の中の情報を伝える活動に必要な、「脳内神経伝達物質」を知ってい
ますか。セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン、アセチルコリンなど耳
にしたこともあるでしょう。これらはすべて栄養素であるタンパク質をもとに
作られています。高齢になると食事量が減少したり肉を食べなくなり、タンパ
ク質の摂取量不足が原因の一つとなって、運動機能や認知機能の低下を招
いてしまいます。体重1㎏あたり1ｇの摂取が理想的です（タンパク質制限の
ある方はこの限りではありません）。また、神経伝達物質の合成には種々の
ビタミンやミネラルが関わりますので、バランスのとれた食事を心掛けましょ
う。運動と生活習慣病予防も認知症の予防に大事です。

栗田病院 理事長 栗田裕文 先生



　ニセ電話詐欺のうち親族などを語る手口の「オレ
オレ詐欺」が多発中です。
　被害者は女性が多く、70～80歳代の高齢者がター
ゲットとされています。息子や孫、会社の上司などを
名乗って電話し、資産状況などを聞き出す「アポイン
トメント電話」が確認されており、この「アポ電」は

日時：令和 4 年1月12日（水） 14:00 ～16:00
場所：まるごとカフェ&オンライン
　毎年１月に、1年分の見える事例検討会とサポー
ター会議の振り返りを行っています。
　今回の振り返りから見えてきた地域課題は ① 連
携とネットワーク構築 ② 認知症の理解・周知 ③ ケ
アマネ・介護従事者のスキルアップという３つの課
題でした。
　この中で、① の連携について、多職種（ケアマ
ネ・福祉用具事業所・民生委員・薬剤師・医療相
談員・医師・看護師・保健師・社会福祉士・行政

職員等）でグルー
プに分かれ、なぜ
連携がとれないの
か話し合いました。
　「お互いの仕事
がどういう仕事か

見える事例検討会サポーター会議合同企画
ネットワーク誰でも参加 OK

オレオレ詐欺　多発中！
よろず相談

なんでも介護相談会

8割近くが金曜にかかってきています。（金曜日は要
注意！）
　自宅の電話におかしな着信があった際は、110 番
通報をしましょう。対策として、在宅中も
留守番電話に設定するとよいでしょう。

活動報告

社会福祉士 永堀 則雄

誰でも参加 OK

日時：令和４年1月15日（土）11：00 ～15：00
場所：イオンスタイル下市店　イートインコーナー
　毎月15日は、イオン下市店で介護なんでも相談
会を開催しています。介護や健康、お薬の相談な
どに応じています。
　1月は、ファーマシー中山城東薬局の薬剤師さ
んによるお薬相談、血管測定相談を行いました。
ちょっとした生活の
困りごとや心配事あ
りませんか？買い物
途中にぜひ、お立ち
寄り下さい。

思い出カフェ
活動報告誰でも参加 OK

日時：令和 4 年1月16日（日）13：30 ～15：30
場所：まるごとカフェ
　常連のお客さまが赤い衣装もあざやかに「大黒
舞」を踊り、金の小槌をふって福を呼んでくれました。
　新年らしいおめでたい雰囲気のなか、相談に来
られた初参加の方も、緊張がほぐれて気軽にお話
をすることができたよう
です。コーヒーを飲みな
がら、ちょっと昔の話や、
懐かしい思い出ばなしを
してみませんか。

理 解できてないところがあ
る。」「顔を合わせる機会が
多いと良い。」「情報共有で
きるツールがあるといい」等、
多数ご意見をいただきました。コロナ禍でもネット
ワークが途切れないよう工夫し、皆さんの想いを形
にできるようにしていきたいと思います。

※毎月第 3日曜日13:30 ～　
15:30 開催しています。



おしらせ
イベント案内

の生涯を終えた。
　秋田の木材を国内はもちろん世界
に広めた功績は大きい。現在の能代
はどうなっているのだろうか？
　 昭 和 24 年（1949）2 月20日 の 能
代大火で井坂邸は大正時代建立の
土蔵を残して全焼した。その土蔵を
改 築して昭和 47年（1972）に井坂
記念館として、木材関係、直幹の遺
品、秋田木材関係資料を展示して開
館した。それ以外は公園で直幹のブ
ロンズ像が建っている。 （つづく）

東部元気歴史散歩 　　生まれ故郷の水戸の地を訪ねる。　─ 井
いさか

坂 直
なおもと

幹  ⑪
　大正9 年（1920）1月頃、体調をく
ずすようになる中、故郷の水戸を訪
れた。渋井の鹿島神社や六反田の
六地蔵寺、両親の眠る常磐原の墓
地を参拝し、親戚を訪れた。これ
が郷土訪問の最後になった。
　 翌 年 対 象10 年（1921）6月 に

「渠
きょ

成りて水致る」と力強く書き残し、
秋田での32 年間、木材業界に正
に大きい溝を作り、いきおいよく水
を流すため挑

いど
み続けた日々だった

に違いなかった。この一か月後の7
月27日、直幹はおしまれて、61年

水戸が生んだ
明治の経済人

（公園のブロンズ像）

＊ 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。
　支援センターまでお問い合わせください。

地域紹介

柳堤荘おはなし会
活動報告誰でも参加 OK

知っててよかった！認知症の話
活動報告

日時：令和 4 年1月18日（火） 10:00 ～11:30
場所：柳堤荘
講師：歯科衛生士　秋山 孝子氏
テーマ：「口腔ケアで健康長生き」
　お話し会では医療や介護の専門職をまじえて毎
日の健康づくりや安心して相談できる環境づくりの
お手伝いをしています。
　今回は歯科衛生士の秋山孝子さんを講師にお招
きし、自分の歯であっても入れ歯であっても歯科に
通うことの大切さや、ブクブクうがいや口の体操を
実演しながら教えて頂きました。
　毎月テーマを変えて皆さんと話し合い、学びを深
めています。どなたでも参加できますので、是非ご
参加ください。

日時：令和 4 年1月19日（水） 13:30 ～15:30
場所：城東市民センター
講師：水戸ブレインハートセンター 院長  畑山 徹先生
　『正しく恐れる』こ
とが大事であり、きち
んとした診断を受ける
ことで中には、治療で
良くなる認知症状もあ
ることや、予防（話す・
噛む・歩く）が大事であること、みんなで支えてい
くことが大切であるということがよくわかりました。
　一般の方向けの講座でしたが、キャンセル待ち
が出るほど、大好評の講演でした。改めて、皆さ
んが認知症についてとても関心が高いのだなあと感
じました。
　参加者からは、「NHK スペシャルを見ているよう
で、とてもわくわくする講演だった。」「日常生活の
中で予防を意識して実践していきたいと思う。」など
の感想をいただきました。



水戸市東部高齢者支援センター
☎ 029-246-6216
相談時間 : 月～金／8：30 ～17：30
＊そのほかの時間帯でも連絡はとれます。

水戸市吉沼町 1429-12
「まるごとカフェ」内

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。

こんな時にご相談ください
【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

【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

【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
とり暮らしが心配

健康アドバイス
生活支援・よろず相談

案内図（特養ユーアイの家内）
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「おしえてケアマネジャーさん！」
生活支援・よろず相談

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

保健師 五十嵐 真弓

冬は低温やけどに注意！
［相談］　76歳女性からの相談。先日、カイロを貼っ

ていた部分が赤く、かゆみが出ました。次の日には、
落ち着きましたが、もしかして低温やけど？と後から
思いました。低温やけどってどの様なものでしょう
か？

［アドバイス］　使い捨てカイロ、湯たんぽなどを使
う時期は、低温やけどに注意が必要です。
　心地よく感じる程度の温度でも、同じ部分に長時
間接触していると、皮膚の奥でジワジワとやけどが
進行し、気づかないうちに皮膚が損傷します。
　最初は、表面の皮膚が赤い、ヒリヒリする、かゆ
いといった程度ですが、1日程すると水ぶくれができ
て、何だろう？と気づくことが多いです。特に高齢者
は、皮膚が薄く、弱くなっており注意が必要です。
　低温やけどは、痛みも少なく、一見軽そうに見え
ますが、高温でのやけどより重症化しやすく、治療
に数ヶ月かかる事もあります。
　予防のためには、暖房器具を正しく使うことが大
切です。電気ストーブやこたつは、つけっぱなしに
しない。カイロは、衣服の上から貼る。布団が暖
まったら、湯たんぽを布団から取り出す。電気毛布
は、オフタイマーを活用するなどして長時間皮膚に
あたらないようにして下さい。
　万が一皮膚の変化に気付いたら、はやめに皮膚
科を受診しましょう。

A男さん 83歳( 要支援２)からの相談です。
　1年前に妻がなくなってから一人暮らしです。
家事はなんとかこなしていますが、外出は買い
物に行くだけになり、デイサービスを勧められ

ました。デイサービスってどんなところですか？

 【チェックポイント！】
　自宅内での生活が中心になると、認知機能の
低下を招く恐れがあります。定期的に外出を行い、
身体機能や認知機能の低下を予防していきましょ
う。

 【アドバイス】
　デイサービスは日中施設に通い、入浴や運動、
交流などを行う場所です。運動型や趣味活動に特
化した施設、利用時間も１日利用型や半日利用型
があり、個別化されているのが特徴です。
　ご自身の目的やスタイルに合わせたデイサービス
利用をお勧めします。どんなデイサービスがあるの
か、手続が分からない場合には、高齢者支援セン
ターや担当のケアマネジャーに聞いてみて下さい。
　デイサービスは体験利用がほとんどの施設で可
能です。体験利用をするとデイサービスのサービ
ス内容や雰囲気が分かりやすいと思います。

もみやま居宅介護支援事業所
主任介護支援専門員　鈴木 亨

私が答えます！


