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私たちが相談をお受けします♪

　暑い季節になりましたね。足腰が弱ってしまうからと、ウォーキングしている方もおら
れると思います。気温が急激に高くなるので、熱中症には要注意です。歩く時間帯を涼
しい時間に変更したり、飲み物を持ち歩くようにして予防しましょう。

センター長　日高 友妃子

水戸赤十字病院 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

　 水 戸赤 十
字 病 院は大
正12年に「日
本 赤 十字 茨
城支部病院」
として開院し、

地域の急性期医療を担う中核病院として、診療科
24科、病床数442床、緩和ケア病棟、地域包括
ケア病棟を備え、地域に根差した医療を提供して
います。さらに、基幹災害拠点病院、地域周産
期母子医療センターなど命にかかわるさまざまな
役割を担っています。
　患者さんの負担が少ない低侵襲手術実施におけ
る手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」やHCU(ハイ
ケアユニット：4床に一人の看護師を配置した高度
治療室)を導入し、患者さん一人ひとりに合わせた
治療ができる体制を整えています。
　来年の6月14日には創立100周年を迎え、「100

年に感謝 ～これからも地域とともに～ 」をテーマ
に、新たな一歩を踏み出す準備を始めているそう
です。
　佐藤院長は栃木県那珂川町の出身で、島根医
科大学（現島根大学医学部）を卒業後、慶応大学
病院医局等を経て、平成元年水戸赤十字病院に
着任、平成 31年に院長に就任されました。専門
は外科・乳腺外科です。
　医師を目指したきっかけは、中学でサッカー部
に所属し、少年サッカーの指導者になりたい、そ
して怪我や万が一の時にすぐに処置できたらカッコ
イイな、と思ったからだとか。
　現在はもっぱらテレビのサッカー観戦を楽しんで
おり、ご自身がサッカーをプレーする時間はないよ
うです。一番の癒しはご家族。携帯電話には可愛
らしいお孫さんの動画があってその時ばかりはマス
ク越しにも満面の笑顔がみえました♡

　治療が必要になった時に「もう年だから」と消極的になって
しまう患者さんがいます。体に優しい治療もありますので、気
軽に相談してください。

佐藤 宏喜 院長からのワンポイントアドバイス！
～健康管理について～

水戸市三の丸 3丁目12-18　TEL: 029-221-5177

日本 赤 十字 社



で十分と思って
います。サービ
ス量を増やすに
はどのようなア
プローチがある
のでしょうか。
　事例の検討を進めていくと、Aさんも長男もできる
だけ在宅生活を望んでいること、三男の将来も見据
えた話し合いが必要な時期であることに気づきまし
た。
　アクションプランは「家族会議」。ケアマネジャー
は、Aさんとご家族と同じ方向を向いて支援すること
が必要です。ケアマネジャーはこのタイミングを逃
さずに課題を整理し、関係者と連携しながら方向性
を話し合う場を設けることになりました。

Ｑ.一人暮らしのAさんの緊急入院をきっかけに、家
族や親族を探したところ妻とは離婚、子どもたちは
関わりを拒否、親族もいないことがわかりました。通
帳はありましたがキャッシュカードの暗証番号は覚え
てません。判断能力も低下しています。退院後の施
設入所には契約が必要です。利用できる制度はあり
ますか？

日時：令和4 年 6月1日（水） 10:00 ～12:00
場所：まるごとカフェ&ZOOM

「本人と家族の意向が違っているAさんの支援」

　9１歳のAさんは、知的障害を持つ三男と二人暮
らし。物忘れや盗られ妄想があり、お金をしまい込
んではなくなったと訴えます。また冷凍と解凍をくり
かえしたものを食べて頻回にお腹を壊すため、失禁
することもあります。
　近所に住む長男の妻が毎日通いでお世話をしてい
ますが、徐々に負担が大きくなってきました。ケア
マネジャーはデイサービスの利用回数を増やしてお

嫁さん の 負 担
を軽くしたいと
提案しましたが、
Aさんは週１回

第73回 見える事例検討会
ネットワーク誰でも参加 OK

身寄りのない認知症高齢者の支援
よろず相談

A.成年後見制度というものがあります。不動産や預
貯金などの財産の管理や、施設入所時の契約を本
人に代わり、後見人が結びます。家庭裁判所に本人、
配偶者、四親等内の親族が「申し立て」をできますが、
親族がかかわりを拒否されている場合は、

「首長（市区町村長）申し立て」を検討し
ます。

社会福祉士  永堀 則雄 

日時：令和4 年 6月10日（金） 15:00 ～16:30
場所:上大野市民センター&ZOOM 
テーマ：「日常生活自立支援事業とは」
講師：水戸市社会福祉協議会 権利擁護サポート
　　   センター所長　中﨑 恵氏

第74回 東部高齢者支援センターサポーター会議
ネットワーク誰でも参加 OK

　近年、ひとり暮らしの高
齢者が増えており、相談
業務の中で金銭管理の問
題があります。
　今回は認知症高齢者、

知的障害者、精神障害者等で判断能力が不十分な
方が地域において自立した生活が送れるよう、利用
者との契約に基づき、社会福祉協議会が福祉サー

ビスの利用援助等を行う「日常生活自立支
援事業」について学びました。
　参加されたケアマネジャーからは「私が担
当している方で金銭管理ができない方がいる
ので相談に乗ってほしい、こうしたセンター

が身近にあると知ってとても心強い」などの感想を
いただきまし
た。

今回は 37名の東
部高齢者支援セ

ンターサポーター
が参加→



　超高齢社会をつき進む日本にとって最重要課題
の一つとなっているのが「認知症」です。
　認知症を地域で支えあうために必要なのは、ま
ずは認知症を知ることです。認知症とは何なのかを
理解し、サポートするための接し方などを学びまし

た。自分たちにでき
ることは何なのか？
　 参 加 者 か ら は、

「まずはできること
からはじめてみ た
い」との声がありま
した。 日時：令和4 年5月24日（火） 13:30 ～15:00

場所 : 柳堤荘　　テーマ：「健康介護予防！」

　毎月第 4火曜日に開催しております。テーマは毎
月違いますが、「最期まで自宅で
過ごすために」を合言葉に、顔
を合わせて学んだり、話し合っ
たりします。是非ご参加を！

おしらせ

　　　　　  『水府流の練習』
　昭和25 年頃、私が小学生の頃の話です。夏は、
水場と呼ばれる那珂川の浅瀬で水泳（水府流とい
う横泳ぎ）をしていました。
　夏休みになると、一定期間水泳ができる時期が
あり、その時期になると、渋井から上大野まで歩
いていき、ふんどしになって泳いだものです。
　上大野から船で反対岸まで行き、浅瀬で水泳
の練習をしました。地元の大人や上級生が泳ぎ方
を教えてくれます。1年生は、はちまきに赤い線１
本、２年生で２本、３年生で３本という具合に進
級していきます。水府流の型がきちんとできている

● 認知症456（すごろく）隊  【日時】2022年7月17
日（日）、8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】2022年7月17日(日)、
　8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】2022年7月15
日(金)、8月15日(月) 11:00 ～15:00

     【場所】下市イオン
＊ 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

T さんに聞いた 水戸の昔の話

柳堤荘おはなし会
活動報告

認知症サポーター養成講座
活動報告

5月30日（月）綜合警備保障株式会社 7名

6月2日（木）千波地区保健推進委員 9 名

誰でも参加 OK

6月15日（水）上大野地区保健推進委員 8 名

か試験もありました。
　水は飲めるくらい綺麗で、水温もちょうどよく
心地良かったことを記憶しています。同年代の
子供たちとみんなで遊ぶその時期はとても楽しく、
泳いだ後の体の疲れなんて感じないほどでした。
　うまくなると、川を渡るように泳ぐことができま
した。川の流れに逆らうように、きもち斜めに泳
ぐのがコツなのです。これが体に染みついてし
まっていて、プールで泳ぐ時はどうしてもまっすぐ
泳げなかったものです。　　　（ Tさん81歳）

認知症すごろくで楽しく学べました！

Ninchisyo
サポーターバッチ



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
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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

『もしかして脱水症？』
［相談］  82歳女性からの相談。先日、何となく体

調が悪く病院に行ったところ、脱水気味といわれま
した。点滴を受け回復しましたが、「脱水」とは思
いませんでした。脱水症の症状は、どんなものです
か？

［アドバイス］  私たちの身体の半分以上は、水分で
す。この水分は、水と塩分で構成されている「体液」
です。「体液」が失われると脱水症になります。
　高齢者の場合は、水分を貯めるために必要な筋
肉量が少なく、飲んだり食べたりする量も減ってくる
ため、脱水症になりやすいと言われています。また、
口の渇きなどに気がつきにくく、自覚症状が乏しい
のも特徴です。脱水かどうか簡単にチェックする方
法があります。
① 手の甲をつまむ

脱水症の場合、皮膚の水分が不足して、皮膚が
元にもどりにくくなります。皮膚をつまんで３秒以
上戻らなかったら疑わしいです。

② わきの下が乾いている
③ 口の中や舌が乾いている

他に握手をした時に手が冷たい、親指の爪の先を
押してみて赤みが戻るのに３秒以上かかる時も脱水
症の可能性があります。
　脱水症は、熱中症のリスクを高めます。暑い時期
は、予防が大切です。規則正しい食生活と経口補
水液やスポーツドリンク等の水分補給を心
掛けましょう。

 《Yさんからの相談》
　85歳の女性。夫が亡くなってから一人暮らしで
す。手指が変形し、力が入らないため掃除機をか
けたり、雑巾を絞ったりすると痛みがあります。介
護保険を申請し、要支援2と認定されました。ヘ
ルパーさんに手伝ってもらうことはできますか？

☆ 手指変形の原因は何ですか？（病名）
☆ 掃除を含め毎日の家事はどのように行えています

か？
☆ 必要時に協力してくれる家族等は近くにいます

か？

　ヘルパーさんのお手伝いは可能です。日常生
活に必要な掃除や調理、買い物などの支援を
生活援助といいます。全ての家事を支援するこ
とは難しいですが、不自由な部分、困難な部分
を介助したり、一緒に行ったりできます。
　少しでも自分で出来ることは行い、残ってい
る能力を維持していく事が大切です。
　どれくらいのお手伝いを必要と考えているの
かケアマネジャーに相談してみてください。安心
して在宅生活が継続できるよう支援いたします。

居宅介護支援事業所 光ホームヘルプ
三上 和枝 ケアマネジャー

【チェック！】

今回答えて下さる「ケアマネ」は …

【アドバイス】


