水戸市中央高齢者支援センター

お近くの地域活動紹介
エンジョイはかまつか

三の丸こだまの会

専門職が講師の介護予防教室

地域の輪を広げるボランティア活動

託児・話し相手・相談など活動内容は多彩。
自立・奉仕・助け合いをモットーに、心のふれあい
で地域社会作りを推進追及することを理念としてい
る。平成 11 年に活動開始。
対
象：三の丸地区内
にお住いの方

２０１７年６月１日発行

■問い合わせ先
三の丸こだまの会事務局（三の丸市民センター内）
水戸市三の丸 1-6-60 TEL.029-224-3690
保和苑
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みっくすカレンダー
お知らせ「ホームページができました！」
お近くの地域活動紹介
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知ってほしい
在宅医療のこと
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広報マガジン

認知症サポートについて
vol.3

■問い合わせ先
介護老人保健施設 はなみずき
水戸市東原 3-2-8 TEL.029-303-3501

ACCESS MAP

みっくす

広報マガジン

袴塚在住の方々に理学療法士による体操教室を実
施。リハビリ・介護・看護・栄養士等の専門職が地
域の方々のさまざまな相談に対応できる環境になっ
ている。平成 28 年 9 月より活動開始。
対
象：袴塚にお住いの 65 歳以上の方
開催日時：第 2・第 4 金曜日 13：30 〜 15：00
会
場：袴塚集会所

みっくす
水戸市中央高齢者支援センター［一中・二中校区］

11

「みっくす」の意味
みっくすは水戸市中央高齢者支援センターの頭文字から作
りました。異業種がミックスされ、連携しながら一緒に活
動するイメージを託しています。

6 月 1 日発行

vol.3

事業所紹介
シリーズ1

Mitoshi Chuo Koureisha Siencenter｜Vol.3

知ってほしい
在宅医療のこと
「寝たきりになってしまったら…」
「余命を宣告されてしまったら…」
もう家には帰れないと思っていませんか？
在宅医療

とは、ご自宅で医療を受けること

を言います。病気や障害があって病院に通うの
が困難な方、ご自宅での看取りを希望されてい
る方のために、医師や看護師など専門のスタッ
フがあなたのお宅を訪問して、治療や介護のお
手伝いをします。緊急時には 365 日 24 時間の
対応が可能。身体的・精神的にも負担を減らし、
安心できる大切な時間をお過ごしいただくため
のサービスのこと、みなさんにもっと知ってい
ただきたいと思い企画しました。

在宅医療とは？
訪問診療

訪問看護

訪問介護

保険の適用を受けられます。そのために内容
説明を受け契約が必要です。

症
知
認
に
ト
サポー
ついて

いばらき診療所みと

在宅医療の対象者
自分で病院に通えない方

（小児・若年層の方も利用できます）
グループホームやサ高住、老人ホーム、ケア
ハウス等にお住まいの方もご利用になれます。
※制度上、特養・老健・デイサービス利用中は不可。

在宅で行える主な医療内容
○問診・聴診・触診・各種測定
○点滴・栄養管理…
経管栄養（胃ろう、経鼻栄養）、中心静脈栄養
○定期検査（採血・採尿・採便・心電図・腹部・
胸部エコー・ポータブルレントゲンなど）
○定期処方・服薬管理
○呼吸器の管理、器官切開
入院療養に
○膀胱留置カテーテルの管理
近い内容になって
○褥瘡の処置
きています
○麻薬の管理

在宅医療を利用するには？
まずはお近くのかかりつけ医に「訪問診療」できる
かどうかをご確認ください。

水戸市五軒町1-3-34 第一会計ビル2F
いばらき診療所みと
TEL.029-228-6100

訪問看護ステーション 絆

検索

公社）
茨城県看護協会

［6 〜10月］

6月

・広報マガジン みっくすvol.3発行
・ケアカフェLian事業所交流会［中央］

7月

・事業所一覧、医療介護連携チラシ
発行予定
・ケアカフェLian事業所交流会［中央］
・認知症カフェ［中央］
・認知症サポーター養成講座
／認知症456案内［常磐・新荘］

8月

9月

点滴やチューブ類等が必要な方、リハビリテーショ
ン、清潔の援助など赤ちゃんからご高齢の方まで柔
軟に幅広くニーズに応えることを目指しています。
看護小規模多機能型居宅介護事業所 絆に併設。

水戸市緑町3-5-40
TEL.029-221-7150
訪問看護

絆

10月
検索

・認知症456勉強会（456マスター）
／映画鑑賞［常磐・新荘］
・認知症サポーター養成講座
／認知症456案内［五軒］
・広報マガジン みっくすvol.4発行予定
・事業所まわりバスツアー［中央］
・認知症カフェ［常磐］
・認知症456勉強会（456マスター）
／映画鑑賞［五軒］
・認知症サポーター養成講座
／認知症456案内［三の丸ほか］
・認知症456勉強会（456マスター）
／映画鑑賞［三の丸ほか］
・認知症カフェ［常磐・五軒］

訪問介護サービスセンター
アテンドハウス・ウエスト
専門スタッフがご自宅に伺い、「身体介護」と「生活
援助」を行います。365日24時間対応。サービス付き
高齢者向け住宅アテンドハウス・ウエストに併設。
水戸市東原3-2-12
TEL.029-303-2005
アテンドハウスウエスト

加藤忠相氏講演「地域で支えるこれからの認知症ケア」
プチ福祉祭（3月2日 水戸メディカルカレッジ）にて

※詳細はチラシ、ホームページ等でご確認ください。

検索

お知らせ
すごろく

認知症456勉強会

認知症サポーター養成講座

すごろくが進む中で「自分が認知症だったら」を考え
させられるワークショップ形式の活動です。

認知症の基礎知識について学ぶ講座です。認知症になっ
ても安心して暮らせる地域づくりが目的です。

認知症カフェ

認知症の方やその家族、地域の方が気軽に交流できる
カフェです。お茶とお菓子で何気ない会話を楽しんだ
り、認知症について情報交換をしたりすることが目的
です。ケアマネジャーや介護の専門家などとの出会い
の場でもあります。

外来通院が困難な方で、月２回からの訪問診療＋契約
患者様は、緊急時24時間365日電話相談や緊急往診が
可能です。主治医移行もしくはダブル
主治医体制（連携診療）もでき、必要な
場合は専門医の紹介や
手配も行います。詳しく
は当診療所の在宅医療
ソーシャルワーカーま
でご相談ください。
西村院長

◀

「体に管が入ってしまったら…」

在宅医療を支える機関のご紹介

みっくすカレンダー

キャラバンメイトの資格を持つ講師が認知症について

できないリアルタイムな情
ました。くっきりはっきり

講座終了後、サポーター

スマホでも見やすく、老眼

の証としてオレンジリン

にも配慮されています

グが授与されます。
認知症456のグッズ

印刷物ではなかなかお伝え
報を発信できるようになり

分かりやすくお話します。

5月18日新荘市民センターにて

水戸市中央高齢者支援センター独自の
ホームページが完成しました。

オレンジリング

（笑）。ぜひ一度ご覧になっ
てください。

