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私たちが相談をお受けします♪

　春の暖かさにはまだ遠いですが、ちらほらと春を感じさせる草花や梅の花が咲いてきま
したね。積極的に外に出て春の空気を吸ってリフレッシュしましょう♪

センター長　日高 友妃子

水戸中央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

　水戸中央病院は、昭
和41年に柳町で開院。
平成18年に現在の六
反田町に新築移転しま
した。水戸東部地区か

らの患者の受け入れ、救急医療を担い、外科、整
形外科の手術件数が多いのが特徴です。平成29年
には、健診センター百合ヶ丘を設立。病院、健診セ
ンター合わせると胃カメラなどの内視鏡検査は、年
間5000件に及びます。疾病の予防と治療だけでな
く、最近では、在宅診療、訪問看護も展開しています。
　院長の大河内信弘医師は、東北大学医学部卒業。

「手を動かすことが好きだった」という事もあり外科
医の道に進み、東北大学、筑波大学にて肝臓、胆
のう、膵臓疾患に対する手術を中心に診療を続け、
平成30年院長に就任されました。　　　　　　　

　院長によると、「近年は、内視鏡下での手術件数
が増え、術後の回復も早くなっている。高齢者の場
合は、年齢よりも活動性を考え、元気であれば手術
をすすめている」ということでした。
　手を動かすことが好きという器用さを垣間みられ
る一面で、料理をすることは苦ではなく、冷蔵庫内
の食材を使い30分程度で完成できる腕前をお持ち
です。院長の趣味は音楽鑑賞。奥様と小さな音楽会
に出向いたり、自身もピアノとチェロを弾いた経験が
あり、機会があれば再開しようと、楽器を磨いてい
るそうです。また歴史好きで、「水戸は、幕末から明
治維新の歴史を感じられる街であり、優秀な人材が
そろっていたが、歴史を読み解くと明治政府の中心
になれなかった理由もわかり、そこがとても面白い」
と語って下さいました。

大河内院長からのワンポイントアドバイス
～生活習慣病の予防について～

　健診は、受診後が大切です。健診で指摘されたことを実行してい
ただきたい。特にメタボの人が増えており、メタボの人は加齢と共に
さまざまな病気が出てきます。健診を受けて満足するのではなく、生
活習慣の改善、必要であれば治療を受けて下さい。

大河内 信弘 院長水戸中央病院  住所：水戸市六反田町1136-1   ＴＥＬ：029-309-8600



　高齢者に対する虐待が増えています。虐待をう
けたと判断された被害は「身体的虐待」が最も多く、
その要因をみると、虐待する側の「性格や人格」「介
護疲れ・介護ストレス」虐待をうけた高齢者の「認
知症」などです。
　介護の必要な度合いが高まるほど虐待の深刻さが

日時：令和4年2月1日（火） 10:00～12:00
場所：まるごとカフェ&オンライン

テーマ：「これからも自分の家
で暮らしたいと希望するAさ
んへの支援」

　Aさんは、74歳男性。独居。毎日ヘルパーや看
護師の訪問、福祉用具のレンタル、週１回のデイ
サービスを利用。子供にお金を盗られたなどの被
害妄想があり、子供たちとは疎遠です。
　これまで３回も脳梗塞を起こし入退院のたびに施
設入所を検討しました。いくつもの病気を抱え、再
発や転倒リスクも高いなかでも、本人は最後まで自

第69回 見える事例検討会
ネットワーク誰でも参加OK

高齢者虐待の要因？
よろず相談

増す傾向が見られ、新型コロナウイルスの影響で「家
族らと過ごす時間が長くなり、負担が増えるなどの
要因が複合的に絡みあったのではないか」とおもわ
れます。一人で悩まずに人に話すことが大
事です。まずは相談を！

社会福祉士 永堀 則雄

宅で過ごしたいと強く希望しています。現状では杖
や歩行器を使って歩くことができています。ケアマ
ネさんは今後の生活を支えていくためのポイントが
どこにあるのか、迷っていました。
　会場からは、「在宅生活の限界点を家族を含めた
関係者で共通認識しておくこと」が大事でなはない
か等の意見がでました。

千波市民センター が３月７日から移転します（ 新住所：千波町１１４番地の6 ）
地域紹介

　新しい千波市民センターは平屋建てで、以前と比
べて建物も駐車場も広くなり大変使いやすく、新たに、
多世代で交流するためのスペースも設けられ、より一
層地域コミュニティ活動の充実を図ってまいりたいと
考えております。皆様も、新たな千波市民センターを
是非ご利用いただきますようよろしくお願いいたしま
す。　　　　千波市民センター長　藤田 竜一
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道路側から見た市民センター入口→

新住所：千波町114 番地の6



おしらせ
イベ ント 案

の光景がしのばれ、2本の錆びついた線路が引
込鉄道の面影を残している。
　直幹は、秋田木材を創立し社長になった明治
41年（1908）、父の幹と連名で生まれ故郷の渋
井町の鹿島神社に花崗岩の鳥居を奉納した。地
元でも大切にしていた鳥居であったが、東日本
大震災で崩壊してしまった。しかし氏子たちはこ

の由緒ある鳥居を後世に
残そうと、一部を使いさ
らに新しい鳥居を並べて
再建した。　　（終わり）

東部元気歴史散歩 　　渋井の鹿島神社に奉納された鳥居　─ 井
いさか

坂 直
なおもと

幹  ⑫
　公園の近くには大正14年（1925）開基の御
指南神社がある。祭神は天

あまてらすこうだいじん

照皇太神大
おおやまつみのかみ

山 祀 神
で、市民に尊敬された井坂直幹大

うしのみこと

人命が配
は い し

祀さ
れている。現在の秋木工業は、木材需要の減少
と、外国産の安い建材との輸入によって、能代
の木材関係の会社も減少している。それでも秋
木の名は消えていない。木屑を使って電気を起
こした発電所跡
も見る事が出来
る。会社の近く
の米代川の堤防
は、昔、筏

いかだ

の組
まれた所で、そ

水戸が生んだ
明治の経済人

（井坂直幹 大人命が配祀されている御指南神社）

地域紹介

認知症サポーター養成講座
活 動 報

第70回 サポーター会議
ネットワーク誰でも参加OK

日時：令和4年2月10日（木） 14:00～16:00
オンライン「事例検討会」
～事例を通して実践力の向上を目指そう～
　4名のケアマネジャーに事例提供していただき、
それぞれのケアマジメント実践を
振り返りました。介護保険サービ
スだけでなく公的制度や社会資源
の活用、ケアチームや医療機関と
連携など、その状態に合わせた活
用について学び
を深めることが
できました。

日時：令和4年1月27日（木） 13:30～15:30
場所：綜合警備保障株式会社（アルソック）
　「まずは認知症とは何か知ること、そしてみんな
で支えていかなければならないことを学びました。
これからの仕事に活かしていきたいです！」と新入

社員のみなさ
まから素 晴ら
しい言葉をい
ただきました。

● 認知症456（すごろく）隊  【日時】2022年3月20
日（日）4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】2022年3月20日(日)
　4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）
＊ 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

● イオン何でも介護相談会  【日時】2022年3月15
日(火) 4月15日(金) 11:00～15:00

     【場所】下市イオン
● VR体験会 「もし、自分がその立場だったら、いっ

たい何を感じ、どのように思うのか」
     【日時】2022年3月24日(木)14:00～16:00
    【場所】上大野市民センター
    先着50名です。お電話でのご予約になります。

※5年間読者の皆様に対し、厚くお礼を申し上げます。著者：茨城民俗学会副会長　照山 洋（渋井在住）

（崩壊前の直幹親子が奉納した鳥居）



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

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

気づきにくい緑内障/早期発見が大切！
［相談］　73歳女性からの相談。メガネを作るため
眼科で検査をしたところ、初期の緑内障がみつかり
ました。自分では、まったく自覚症状がありません。
知人から緑内障は、失明すると聞き、先を考えると
落ち込んでしまいます。

［アドバイス］　失明と聞いたら落ち込みますよね。
確かに日本人の失明（中途失明）原因の１位は、緑
内障ですが、早期に発見し、治療をすれば、失明
の確率は低くなり、視野と視力を生涯保つことがで
きます。
　緑内障は、視神経が障害され、視野の中に見え
ない部分が生じ、徐々に広がっていく病気です。は
じめは、一部分が霞んできて、そのうち明るい霧
の中にいる様な、ぼんやりとした見え方になります。
ゆっくりと進行するため初期には、ほとんどの人が
気づきません。
　相談者の方は、初期の段階でみつかり、治療が
開始できる事は、良いことだと思います。症状がな
くても定期的に受診を続け、上手に病気と付き合っ
ていくことが大切です。
　緑内障で一度失った視野や視力は、回復しませ
ん。何よりも早期に病気を発見することが重要です。
主な検査には、眼圧検査、眼底検査、視野検査が
あります。日本では、４０歳以上の２０人に１人が発
症していると言われています。皆さんも目
の検診を受けてみましょう。

〖 A男さん（78歳・要介護２)の奥様からの相談 〗

　脳梗塞を発症し、右片上下肢不全マヒの後遺
症があり、入院中に要介護２の認定をうけました。
現在は病院でリハビリテーション行い、自宅に帰
る予定です。退院に向けて何を準備したらいいで
すか。

 【チェックポイント！】
〇 退院後、自宅内では何も使わずに歩けますか？
〇 入浴は自宅で行ないますか？
〇 デイサービスの利用予定はありますか？
〇 駐車場から玄関までの段差、玄関上がり框の 
　 段差は問題ありませんか？

 【アドバイス】
　脳梗塞後遺症の不全麻痺ということですが、自
宅に戻る時の歩行状態によって準備が異なってき
ます。自宅内を歩く時に手すりや歩行補助具が必
要ではありませんか？
　また、歩こうとすると最初の1歩がうまく出せず
に足がすくむなどの『失行』という症状が表れるこ
とがありますので、リハビリの先生や主治医の先
生によく話を伺うといいでしょう。
　介護保険では福祉用具貸与や福祉用具購入・住
宅改修というサービスを利用できますので、担当
ケアマネジャーさんとよく相談し決めて頂けるとい
いと思います。

ユーアイケアプランセンター
主任介護支援専門員　保坂 松秀

私が答えます！


