
　朝日病院は、安心と信頼の精神医
療、そしてノーマライゼーションの理
念に基づいた精神保健福祉を提供いた
します。

●朝日病院　基本理念 ●朝日病院　基本方針
❶患者様やご家族に対して安心で安全
な医療、療養環境を提供します。

❷患者様の人権に配慮し、権利を擁護
するとともに主体性を尊重します。

❸患者様の自立に向け、チーム医療に
よるサポート体制を充実し社会復帰
を支援します。

❹地域社会と密接に連携し、そのニー
ズに対応し、精神保健福祉の充実に
貢献します。

❺常に質の高い先進的な精神医療を実
践・提供できるように研鑽に励みま
す。
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特効薬としてのクロザピン
前回、統合失調症の患者さんを対象とした治療薬として、抗精神病薬のお話をしました。

前回のお話を簡単にまとめてみますと、抗精神病薬はその開発された歴史から第１世代抗精神病薬と第

２世代の抗精神病薬に分類されます。副作用の観点から、現在は第２世代の抗精神病薬が処方されること

が主流となっています。

第２世代抗精神病薬の代表的なお薬としては、リスペリドン（商品名リスパダール）、オランザピン（商

品名ジプレキサ）、クエチアピン（商品名セロクエル）など一度はお聞きになったことがあるかと思いま

す。このように現在まで数多くの抗精神病薬が開発され、統合失調症の患者に実際処方され治療が行なわ

れています。ではこれらのお薬を使うことで、すべての統合失調症の患者さんは症状が改善されていくの

でしょうか？答えは残念ながらそうではないのです。実は統合失調症の患者さんの約３分の１は、これら

のお薬に反応しにくいことが知られています。お薬に対する反応性が乏しいことから、治療抵抗性統合失

調症と言われています。今までは、治療抵抗性統合失調症の患者さんに対しては、従来のお薬で経過をみ

るしかなかったのですが、以前から特効薬があることが知られていました。クロザピン（商品名クロザリ

ル）がそのお薬です。「良薬は口に苦し」という言葉がありますが、クロザピンもその例外ではなく、白

血球が減るなどの重大な副作用があり（頻度は稀）ます。欧米に遅れること約20年、日本でもようやく

2009年から使用が可能となりました。服用するとなると当然クロザピンの副作用が心配になると思いま

すが、副作用に対応するためのモニタリング制度が確立されています。どの精神科の病院でもクロザピン

は処方できるわけではありません。モニリタリング制度を利用するためには、万一白血球が減少した場合

にも、すぐに対応できる医療機関と連携が取れていることが必要条件となります。

クロザピンを開始する場合には、入院治療から始めなければいけないことや、少なくとも週１回採血が

必要（安定すれば２週に１回）など、患者さんにとっては大きな負担、制約となっていることも事実です。

しかし今までどのような薬を使っても効果がなかった患者さんが劇的に改善していく姿を目の当りにする

とき、その負担や制約を補って余りあるものがあると思います。幸い朝日病院はクロザピンが処方可能な

施設です。日本全体でもクロザピンの恩恵に浴することができる患者さんはまだまだ少ないのが現状で

す。一人でも多くの患者さんがその恩恵に浴することができるよう努力していきたいと思います。

（医師　富山三雄）

抗精神病薬についてのお話（その２）

NHKでも紹介されたことがある、介護の療法の「タクティールケア」という言葉があります。
低出生体重児のケアをしているスウェーデンの看護師によって開発され、世界で注目されている療

法です。タクティールとは触れるとういう意味で、低出生体重児の背中や手足に毎日触れると体温が安定し、体重増加
などの効果があるといいます。触れることが母親の愛情と同じ効果をもたらし、心身の安定や成長に大きな影響がある
のです。これは乳児だけではなく、認知症者や高齢者においては、精神的不安の軽減や痛みの解消がみられるようです。
触れられることによる安心は、動物や植物など人のみならず生命あるもの全てに共通するものかもしれません。

人には優しく触れられたいという願望があり、タッチセラピーという療法もあります。タクティールケアは、楽な姿
勢で５分～20分程度のケアで、体温が上がり体がポカポカしてきて、脳の活性化を促し、不安な気持ちやストレスをや
わらげることができようです。日常でも簡単に出来るので、まずは会話をする時に相手の手に触れたり、背中をさする
肩に触れることから始めるとよいでしょう。

（管理栄養士　Y K）

シリーズ 優しく触れる「タクティールケア」

メンタルヘルス講座
かん
 たん
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どんな効果があるの？
来ることが習慣になることで生活リズムが整う

自分らしい人付き合いの仕方が分かるようになる

楽しむことで気分転換になる

などなど

作業療法って手工芸のこと？！不器用だと難しい？！
そんなイメージを持っていませんか？

作業療法は何かが上手くなること・上手に作品を作ることではありません。

自分のペースでその人らしさを発揮するためのリハビリテーションです。

ご興味のある方は、主治医までお声がけ下さい。

手芸の他に、何をしているの？
音楽鑑賞・映画鑑賞
オセロ・将棋・カードゲーム
テレビゲーム
読書（マンガ・雑誌など）
ソファーでひなたぼっこ、などなど

令和２年３月　アンケート集計結果

２．設備・環境面について

性　別 年　代

１．当院を選んだ理由

調査日：令和２年２月25日（火）～３月７日（土）　回答者：14名

　外来患者様を対象にアンケー
トを行ないました。今回の調査
は回答者が14名と少ないです
が、いただいたご意見をふまえ
これからもより良い医療サービ
スをご提供できるよう努めて参
ります。
　アンケートにご協力いただき
ありがとうございました。

家勤務地が近い
他の医療機関の紹介
公的機関の紹介
家人知人の紹介
ホームページを見て
無回答

30代
７%

70代
７%

35%
27%

20%

６%

６%
６%

去る２月25日～３月７日まで実施しました外来患者様アンケート調査の集計結果をお知らせいたします。

男性
50%

女性
50%

40代
21%

50代
36%

60代
29%

良い まあ良い 普通 あまり良くない 良くない 無回答

43%
58% 50%

36%

14%

21%

21%

43%

７%
７%

プライバシーへの配慮 室内の臭い ・ 室温 施設内は清潔ですか

37%
50%

50%29%

29%

37%

19% 14% 14%

７%
７% ７%

良い まあ良い 普通 あまり良くない 良くない 無回答

処置などの手際は 治療内容は満足ですか 説明は十分ですか

３．診療についてお聞きします ４．ご家族や知人に当院を
　　勧めたいと思いますか？

はい
71%

無回答
29%
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●交通のご案内●
　JR小山駅西口下車

タクシー 宇都宮駅方面に国道４号線を ……………約15分

バ　　ス 小山市循環バス・小金井駅行
桑中入口下車徒歩 ……………………………３分
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新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るう中、院内

でも感染拡大防止のため様々な活動が制限され、広報委

員会の集まりもままならず今号の発行は困難かと考えて

おりましたが、こんな状況だからこそ何とか発行したい

と言う広報委員の思いと、記事に協力して下さった職員

の皆様のおかげで無事発行することが出来ました。新型

コロナの影響でこれまでの生活スタイルが大きく変化し

戸惑いながらの毎日ですが、何とかこの大変な状況を乗

り越え、この号が皆様のお手元に届く頃には、新型コロ

ナウイルスが終息し穏やで平和な日常生活が戻っている

ことを心から願っています。
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月 火 水 木 金 土

１診 朝日　公彦 朝日　公彦 朝日　晴彦 富山　三雄 朝日　晴彦 朝日　公彦

２診 朝日　晴彦 永嶋　秀明 山下　　新 朝日　晴彦 朝日　公彦 朝日　晴彦

３診 落合　孝徳 海野　まみ 佐藤　伸秋 落合　孝徳 海野　まみ

４診 富山　三雄 倉科　　優 降矢　容子 倉科　　優 降矢　容子 山下　　新

５診 佐藤　伸秋 永嶋　秀明

外
来
担
当
医
表

春の食材で美容効果！

【材料】（２～３人分）
アボガド １個 
新玉葱 中１個
茹でエビ（または冷凍エビ） 40ｇ
調味料
塩麹 大さじ２
すり胡麻 大さじ１
マヨネーズ 小さじ１
白煎り胡麻 トッピング
貝割れ大根 少々

【作り方】
① 新玉ねぎの触感を楽しむために、
　やや厚めのスライスにカットする。 
②①の玉ねぎを５分位水にさらす。
   ＊さらす時間が長いと栄養が流れてしまうので注意
③ アボガドをサイコロ型に切り、変色を避けるためレモン汁をか

ける。
④冷凍エビの場合は解凍し、電子レンジで加熱する。
⑤調味料を混ぜ合わせ、材料に和える。
⑥皿に盛り付け、炒り胡麻をトッピングする。

栄養の優等生
☆ 脂質の高い食材ですが、脂肪を分解するビタ

ミンB2が豊富
☆お肌を乾燥から守るリノール酸、リノレン酸
☆ 細胞を作る為に不可欠な葉酸は、１個食べる

だけで、１日に必要な量をほぼ補給できる
☆抗酸化作用のあるビタミンEの摂取でがん予防
☆ 悪玉コレステロールを下げる不飽和脂肪酸が豊富

◆ アボガド ◆ 麹 ◆ 新玉ねぎ
麹菌という食べられるカビ
☆ ビタミンB1や酵素が豊富で、疲労回復やス

トレス軽減があり、また免疫力アップ
☆ メラニン生成を抑えるコウジ菌、肌のターン

オーバーを正常にするビタミンB1
☆ 粘膜、皮膚を細菌から守るビタミンB1、B6

が豊富

新陳代謝、神経の鎮静化
☆ 硫化アリルは必要なビタミンB1の吸収と活

性化を促す
☆ ポリフェノールの仲間ケレセチンは、美容効

果、美肌効果のあるビタミンC
☆ 悪玉菌の働きを抑制し、腸内環境を整えてく

れるオリゴ糖吸収の活性化を促す

栄養成分（１人前）
エネルギー：173kcal
タンパク：　12.4ｇ 
塩分　　：　0.7ｇ 


