
　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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最近見たSNSの記事について。投稿した方は女性ですが、道を歩いている時に、妊婦さんに
突進してぶつかり、転ばせた男性を目撃したとのこと。その男性は「あっぶねー」と吐き捨て
てその場を去ろうとしました。投稿者はとっさに男性の腕をつかみ、「何やってるんですか！」
と問い詰めたそうです。転ばせた男性は逃げようとしましたが、周囲にいた男子高校生や会社
員の男性なども加わり、逃げないように抑え込んだとのこと。「警察呼びますよ」という言葉で

観念したとのことでした。投稿者の方によると、“近くに交番があることを知っていた。周りに男性がいると分かっていたから動けた”と語っ
ています。私も似たような経験がありますが、私の場合は行動に移すことができませんでした。その時に浮かんだ思いは、“もし自分が男性
だったら”“強面だったら”“背が高くてがっちりとした体型だったら”といったものでした。相手を選んで、弱者にしか強く出ることができ
ない人間が一番悪いと思うのですが、その出来事に出くわした人達はみな、不愉快な思いをしてしまいます。私は、強くならなければと護身
術を習いに行ったこともありますが、肩ひじ張らずに等身大で生活できるような、思いやりのある世の中であって欲しいと願います。

（デイケア　Ｋ）

燕の子育てを手伝う雀を見たことありますか？
先日、コンビニの軒下に、燕の巣を見つけました。巣の中には、親鳥を待っている大きな口を開いた雛鳥が数羽いました。知っての通り、

親鳥は、何度もせっせ、せっせと餌を何度も運ぶのです。その様子をみてると餌を運ぶ中に、燕ではなく、雀がいることに気が付き、しばら
く見ていると、雀は燕の雛に餌をあげています。おもしろいことに、雀は燕が餌をあげているのを、ポールに止まり、順番待ちをしている
のです。

その話を家に帰って家族に話すと、雀は子育てを手伝い、雛が無事に飛び立つと、燕の巣を借りて次は自分たちの子育ての家にするそうです。
調べてみると、このような雀の習性は、ここ10年の話のようです。雀はそもそもワラや草で軒下に巣を作るのが一般的のようですが、

軒下のある日本家屋が減ってしまったことにより巣を作る場所が減ってしまったことが理由だそうです。最近では、テレビで山にいるはず
の野生動物が住宅街に出没するなどの報道を良く目にしますが、こんな身近でも変化が起こっていることに驚きです。雀も生きる為に知恵
を使ってるんですね。

（栄養課　K）

2020年、2021年は、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、皆様の生活様式も大きく変化されたことと思い
ます。かかりつけ病院への定期受診も、感染の恐怖から、受診を控えたいと思う方もいらっしゃったのではないで
しょうか。一般的に、精神科の飲み薬には処方日数の制限が設けられており、患者さんには毎月１回程度の受診をお
願いすることが多いです。しかし仕事、育児、介護など身の回りのことに忙しく、なかなか受診に来られない方もい
ます。また、統合失調症の飲み薬は１日１回～４回程度の内服回数が一般的ですが、「決まった時間にお薬を飲まな
ければいけない」とわかってはいても、なかなか処方せんの通りに毎日内服することが難しい方も多いでしょう。 

そのようなお悩みをお持ちの患者さんに、ぜひお伝えしたいニュースがあります。この度、統合失調症治療薬の３
か月製剤「ゼプリオンTRI®」を、当院でも利用いただけることになりました。この注射剤を続けることで、毎日の内
服の煩わしさから解放される、通院回数が少なくて済む、病気の再発や再入院のリスクを下げる、お薬の体内濃度が
安定し症状の変動や副作用を感じにくくなる、といったメリットを得られる可能性があります。 

ゼプリオンTRI®※はゼプリオン®（４週間隔筋注製剤）をもとに、効き目の長さを12週間に延ばした注射剤です。
12週間に１回の投与で治療を続けていきます。ゼプリオンTRI®はゼプリオン®（４週間隔筋注製剤）最終投与の４週
間後に１回目の注射を、その後、12週間ごとに注射します。注射をする場所は、お尻付近（臀部筋）と肩（三角筋）
のどちらかになります。投与中の注意点ですが、注射した部分を揉まない、過度な飲酒は避ける、自動車の運転や危
険を伴う機械の操作などは控える、低血糖症状（脱力感、倦怠感、冷や汗、意識が薄れる）または高血糖症状（口渇、
多飲、多尿、頻尿）が現れた場合、必ず医師や薬剤師にお伝え下さい。また、ほかのご病気で他の医療機関を受診す
る場合は、本剤を投与中であることを必ずお伝え下さい。 

本剤で特に気をつけるべき副作用ですが、①急な高熱・発汗・唾液の増加・物が飲み込みにくくなる、脈が速くな
る、筋肉がこわばる②口を尖らせたり、ひっこめたり、舌を出す③急におなかが張るような感じ、なかなか治らない
便秘とそれに続く腹痛、吐き気④むくみの伴わない短期間での体重増加⑤発熱、発汗、食思不振、皮膚や白目が黄色
くなる⑥手足のしびれ・痛み、筋肉の痛み、尿の色が赤褐色になる⑦動悸、胸の痛み、胸部の不快感⑧頭痛やめまい
⑨喉が渇く、水をよく飲む、尿が多く出る⑩脱力感、倦怠感、冷や汗、手足が震える⑪寒気、のどの痛み⑫息切れ、
むくみ⑬性欲に関係なく起こる陰茎の持続する勃起⑭不安感、ちくちくした感じ等です。これらの副作用は稀なもの
ですが、何かいつもと違う症状が現れた場合には、医療機関にご相談下さい。 

もし本剤での治療にご興味を持たれた場合には、お気軽に当院までご相談ください。患者さんそれぞれのご病状や
ライフスタイルに適した治療法を一緒に見つけていければと思います。 

（海野まみ）

統合失調症患者さん向け ３か月治療薬の登場 

メンタルヘルス講座
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＊グループホームについてご紹介します。＊密 着
取 材

～朝日会のグループホームを簡単にご紹介～
　●喜沢１号館　男性のみ７名定員　　
　　R３年10月に建物が新しくなりました！
　　最新設備で快適に暮らせます。
　●羽川２号館　女性のみ５名定員　　
　　住宅街に面しており、スーパーが近くで便利です。
　●ピアハウス３号館　男女兼用15名　　
　　スタッフが常駐していますので、より安心して生活が
　　出来ます。
　●サテライト　フジ　アパートタイプ　１名

アパート生活を体験していただく部屋として、アパート
の１部屋を借りています。スケジュールを立てながら、
いつでも練習が可能です。
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　グループホームは一言でいえば「こう暮らしたい」という希望を応援する場所です。
　退院して間もない方であれば、金銭の管理や薬の管理、体調の相談など、生活に必要な事を一つ一つ確認
しながら、地域生活に体を慣らしていく事も必要です。グループホームでは主に世話人と呼ばれるスタッフ
と、日常生活に必要な事を相談し、共に実践していきます。
　これまで、なかなか出来なかった事や、経験がない事も、スタッフに相談しながら練習していきます。ス
タッフは、入所者の出来る事が増えたり、行動範囲を広げる事で自信がついたりと、その人にとって充実し
た生活となることを目的に、支援をしています。
　例えば、将来はアパートで一人暮らしにチャレンジしてみたいという方は、一人暮らしに必要な事（日用
品の買い出し、掃除、洗濯などの家事や金銭管理、薬や生活リズムの自己管理など）を相談し、スタッフと
共に練習をすることで、経験を積みながら、一つひとつ将来に向けた準備をします。
　また、入所者同士でも情報交換し、良いアイディアを取り入れる事が出来るかもしれません。
　しかし、「良いことばかり」ではありません。グループホームは、病院の様にサポートするスタッフも多
くはありません。その為、病院から入所した方は、自分でやる事が多い様に感じる事も少なくないはずで
す。例えば、ゴミ出しなども持ち回りで当番が回ってきます。当然、困った事があれば、スタッフに相談頂
ければ、１つ１つお手伝いさせて頂きます。また、旅館やホテルの様なサービスを受けられる場所でもあり
ません。「自分達の生活に必要な事は、自分達で行う」が基本です。
　また、他者と共に生活を送ること自体、他者との交流が苦手である方にとってはストレスに感じてしまう
ことがあるかもしれません。
　多くのメリットがある中で、それぞれのデメリットもありますので、入居を考える時は、そういった事も
踏まえて決めていく事が大切です。
　「どんな所か知りたい」というだけでも構いません。興味を持って頂けた方は、是非見学にいらして下
さい。

○１か月の生活費の目安（※個人によって差があります）
◦家賃20,000～25,000円　　
　※人によっては家賃が10,000円補助されます。
◦光熱水費10,000円（３号館は定額制、他はかかった費

用をメンバーで割ります。）
◦食費　30,000円程度　
◦日用品（シャンプー、リンス、ティシュ等）3,000円
◦共同物品費（トイレットペーパー等）1,000～2,000円
◦楽しみの為に使うお金（タバコなどの嗜好品。趣味や

休日の外食代など）5,000円～10,000円
◦散髪代　4,000円
◦合計80,000円程度／月

○入居者のスケジュール（※あくまで一例です）
　  6：00　起床
　  7：00　朝食
　  8：00～9：00　外出（就労系事業所やデイケア等）
　12：00　外出先で昼食
　17：00　夕食提供（希望者のみ）
　19：00　帰宅（施設の外出時間が19：00迄）
　20：00　入浴や洗濯（帰宅が早ければ、昼間でも入浴
　　　　　  や洗濯はできます）
　21：00　寝る準備　
　22：00　就寝



編 集 後 記
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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

医療法人　朝日会

　朝 日 病 院
〒323-0014　栃木県小山市大字喜沢660

TEL 0285-22-1182　FAX.0285-22-8946

まずは「朝日病院だより」の作成に御協力下さった

職員の皆様へ感謝申し上げます。

一時新型コロナウイルス感染者は減少しておりま

したが、新たなウイルス型の発生により徐々にでは

ありますが感染者がまた増加傾向となっています。

なかなか気を緩める事が出来ない状況下でストレス

も溜まりやすいと思いますが「朝日病院だより」を

読んで頂く事で新たな発見があれば幸いと思いま

す。厳しい寒さが続きますが、お互い体調管理に気

を付けて感染防止に努めましょう。

ホームページアドレス　http://www.asahi-hp.or.jp

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

栄養士さんのおいしい話
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【作り方】
①豆苗は根元を切り落とし、半分の長さに切る。

②豆苗をバラ肉で巻き、巻き終わりを下にして、耐熱

容器に並べる。

③塩こしょう少々と酒を振りかけて、ふんわりラップ

をかけ、レンジ600ｗで５分間加熱する。

　(肉に火が通っているか確認しましょう)

④Ⓐのタレを混ぜ合わせ、③にかけて食べる。

豆苗は、エンドウ豆の若芽で、緑黄色野菜の仲間です。
アクが少なく簡単に調理できますし、鮮やかな緑色が食欲をそそりますね。
豆苗は、βカロテン・ビタミンＣ・ビタミンＥ・葉酸・食物繊維が豊富です。
βカロテンは、抗酸化作用があり、身体の免疫力を高めたり、老化を抑制・生活習慣病
の予防にも効果があります。
ビタミンＣは、βカロテンの抗酸化作用を助ける働きや、肌を作るコラーゲンの
生成を促して、美肌にする働きがあります。

忙しい時もしっかり食べて、
　　　　　寒さに負けず元気に過ごそう！

豆苗の豚バラ巻き
【材料】 （２人分） 
　　 豚バラ薄切り肉　　150g 
　　 豆苗　　　　　　　１パック　　
　　 酒　　　　　　　　大さじ２　
　　 塩こしょう　　　　少々

　　 ポン酢　　　　　　大さじ２  
　　 砂糖　　　　　　　小さじ１
　　 しょうゆ　　　　　小さじ１
　　 白ごま　　　　　　小さじ１　

Ⓐ

豚肉にはビタミンＢ１が含まれており、疲労回復の効果が期待できます。

レンジで
簡単

栄養成分 (１人前 )
エネルギー：314kcal
タンパク　：13.7ｇ
脂質　　　：27.4ｇ
塩分　　　：1.6ｇ

忙しい時も、
こんな簡単メニュー
で乗り切りましょう！

（３月１日現在）


