
第３章当事茜への個別的援助２４］

表４モーズレイガイドラインの抗梢神病薬を処方するうえでのポイント２２’

･雌少有効堂を用いること。心粉の蕊物への)又応が悪い場合、２週間様子をみて，そ

れでもだめな場合に１W戯する。

･抗精神病薬は単剤で用いること（気分安定難や抗ｆ安薬を使っても桶わない)。

･多剤併用は単剤（クロザピンを含む）沿旅がIﾘjらかに不十分であると判断された場
合のみにⅢ八される。ただし多刑|沖川が水''1に必撰かどうか州IlIiしなければならない洞

また多剤ｲﾙ川が効来なけiしば，必ずＩＭｌｌに鵬すこと。

･抗梢iIlI病薬は頓用として使川しない。ベンゾジアゼピンやプロメタジンのような鎖

静薬がふさわしい。

･盤物療法への反応は，術に州lIi尺腿を川いて把掘されるべきである。

表５抗糟神病薬を処方するうえでのポイント

･第１選択薬には副作用が少なく安全かつ信蝋できる薬物を。

,極力単剤かつ少量投与とし，１１１１１１１１投･が望ましい。

･急惟期には液剤，ベンゾジアゼピンや机分泌定薬の一時的使用力雅奨され．できる

だけ多剤併川とならないように心がける。

.仮に多剤となっても効果がないjﾙ合には)IL剤に〃〔すことに努める。

このように，諸外国の論旅ガイドラインでは抗附ｉｉ神病莱を低用最かつiii剤で仙川する

ことが強‘洲されている。似に多''1冊川となっても，効鵬がなければlli､刑に暖すことな

ど、多剤併川はありうるとしながらも，それはあくまで巡択肢のひとつにしか過ぎない

としていることも興味深い。

以1＄をまとめると，抗i1i仲病難の治旅を行ううえでは，｛I1lil々 の､I祁著の11ｆ蛾や環境に

配嘘しながらも，大筋では炎５のようにすることが望ましいと思われる。

（７）おわりに

以ｋ，論恢成績をよくするためにげ脳しなければならない薬物療法がどのようなもの

であるか述べた。こうした配噛により，多くの当'1端が寛解となる閲１．能性がAI§まれるこ

とだろう。目の前の当事誉にとってよりよい薬物療法が何なのか．今後治療省はより細

心の池意を払うべきであると思われる。

（渡;騒衡一郎）

２．１FI標を持つための援助

(1)はじめに

このプログラムは．当事苫の生活がiﾐ観仙にも少しでも充実したものとなることを｜’



242鰯III部統合型地域梢神科摘環プログラム（OTP）における介入と援助

的としている。

脳たちは一・般に，１１１もすることなく雌｢lを過ごすより．当』IF昔がlLlら11標を緋ち，そ

のI-l機を述成することで向らの生活がよりよいものになるならば．充実した生添が送れ

るであろうと考える。また，目標を明確にしておく二とで．その当』|端に対する周1M|か

らの支援はより効果的なものとなりうる。ｉＩﾘをどのように援助していくのが雌も効果的

であるのか，、'1.11噸と鵬秘しておくことが重要である。この作業は，その後の援助の方

向性を決定するものであり．十分に検討しておくことが望ましい。

、111端がI-l標を持つためには，当堺者が実生活の''1で何をしたいのかを知ることが'、

笈である。そのニーズがIﾘl確な場合もあるが，当'|f満によっては何をしたいのかがIIjI雌

でない場合や，「したいこと」がないという場合もある。このような場合に，》11,1端が

Ⅱ標を持つための援助が必要となる。この援助の方法を概説する。念のため断っておく

が，、I11l端が朝まないことを，一方的な価値の押しつけとして、岬''!強いしようとする

ものではないし，仙伽|りに逃れようとしていることを強要しようするものでもない。、'１

'|蛾の桁削は，鮒111部第２I稚のｌでも解説されている「積極的傾聴（アクティブ'ノスニ

ング)」の技法を川いて｜･分に尊爪したうえで，問題を分析したり，｜川越解決のための

Ｆ段をＩｌ１ｉ柵したりするＦ紬きを締て，ようやく共体的な形で兄川されるものである‘，

（２）実際の援助

まず､'1'1f片に，′'３活のIllで改善したいと思うところを思いつくままに挙げるように伝

える。ｍ分にはできない」「綿失敗したことがあるから」などザえずに，「思いつく

ままに」糖げてリストを作るように促す。この段階では，「総理大臣になる」「南極で'1§

活したい」など，実現することが困難であるものが挙がってもよい。実現可能性に制限

を受けることなく，nllIな発想でリストを作ることが望ましい（炎６)。

次にリストに》膿げられた１１機をひとつずつ検討し、進成すべき１１標を１つか２つ進

ぶ。このときの無難として，次のようなことを考慮する。

①避成''１能な11機を設定すること

ｌｉ猟述成にJ|§州に時'''1がかかるものや，内容が恢端に尚度なものは避ける。、'1'1噸

のﾉk油蝋塊，能ﾉﾉなどから，進成できるか沓かを検討する。経済的な畑11.が大きい

もの、取緋が州雌な査格や特殊な技能が必要とされるようなものなどは避けるべき

である。

②iIjiIlの′|;ilI1が難しくなるような11猟を進ぶこと

11標を述成することで，それまでより充実したz{括が送れるようになるほうが，、'１
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’1端が11裸速成のモチベーションを侍つ二とができる。Ⅱ州ﾉ|紙にあまり形禅しな

い大きなロ標より，小さくてもﾉlZ活の盛（〔luality〔)ｆｌｉｌｃ：ＱＯＬ）を|(11ｋさせる｜ｉ

標がよい。

③特別な川来事は避けること

たった11111しか起こらないことは11機として迦切ではない。’１標が進成できたこと

で，その後の生活に影響しうる，日常生活で繰り返し煙こりうるものを選ぶのがよ

い。例えば，「年末のクリスマスコンサートに行く」というものより，「週末，友人

と闘い物に行く」という’1棟のほうが，Ⅱ々 の′櫛侭にとってインパクトを持つ。

①ｎ分で迷成できる11標であること

目標の設定はあくまで個人的な卜l標であり，他省の行動を変えさせる内容の'1機に

すべきではない。例えば，「母が自分を怒らないようにする」「弟がｎ分に対して親

切になる」といった11標は避ける。

⑤Ⅱ標達成が３～６カノ1で''1.能であること

３～６カ月間で，当事者の能力や自由になる時間の範囲内でできるものを選ぶのが

よい。もし，’1標達成に時間を要するようであれば、１－１標をいくつかのステップに

分削する。陳‘‘lfを持ちながらﾉ|祇する､'1'1崎の人'1｛を，一度にすっかり変えること

は困難である。Ｉ－ｌ標達成に非常に時間がかかるものは，その実現のための道程のｌｌｌ

で当事者に無力感を与えてしまうことになりうる。現時点で、最終的なロ標を達成

できないとしても，その雌初のステップは爽呪可能なものであるかもしれない。援

ｌｌｊｊ料は，１１棟を当'1端の持つ大きな'1機を，・巡のll1IHl的なステップに切り替える

ように誘導する。

⑥目標は，砺確に設定すること

Ｈ標は，可能な限り具体的に被定することが望ましい。１１iに「週ﾉk，遊びに行く」

というものよりは「娠週，．tl服11に肺1年代のlril性の親しい友人と一緒に食』|#をす

る」というような具体的なものが望ましい。目標を正確に設定し，、'1事者と支援に

関係している人が共有しておくことで，周州は支援しやすくなり、その後の達成の

度合いを知ることができるようになる。

この「目標を持つための援助」を行うとき，援助省側から「これをすべき」と示唆す

るのではなく，中立的な立場で当事者がI~1標を決めるための案内役となることが望まし

い。この過程の!|1で，援助藩が支持的に接しながらアイデアを州すことは､I祁満の助け

となる。このプログラムでは，それまで「あれをやるべき」という間側のﾒ『に従うこと

が多かった当事者が，自ら目標を定め，これを達成できたという体験を持つことができ
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表６「やってみたいこと」リスト

抑外に他んでみたい

英浦をしゃべれるようになりたい

化・l畦できるようになりたい

結僻をしてみたい

''1分がどういう人生を送るか知りたい

′ｋまれ座わりたい

いい彼氏を見つけたい

１人で渋谷の町に遊びに行きたい

芙容窯に行きたい

~j3どもを雌んでみたい

る。これにより，、11'1｛汁が''１らの'慨111を炎化さ

せることに対して，前向きな姿勢を持つように

なることが期緋できる”

（３）事例

【26雌女性統合失洲唯】

１０代後､ドに発病し，２回入院歴があり現在は

父親と同j,！;している。薬物療法により幻聴や妄

想などのり11i状はコントロールできているが，２

週間に１度の外来通院の他はほとんど自宅でテレビを凡て過ごし、斗ﾐ活リズムも乱れが

ちである。以前，拙当医や家族から勧められデイケアや作業所に通ったこともあるが，

腿続きしなかった。塊ﾊﾐの′l括についてIHIくと，「ｉｌｌＩもすることがなくて進ｶだけど，

何をすればいいのかわからない。ｉｉ１かしようとは思うけど，別にやりたいことがあるわ

けでもない」と答えた。このため，目標づくりのためのセッションを行うこととなっ

た。

まず，「''1分がやってみたいこと，これならやってもいいかなあと思うこと」を，思

いつくままに挙げるように伝えた。このとき，「できるか，できないか」とか「簡単，

難しい」など考えず，思いついたら何でもいいからメモしてリストを作るように伝え

た。

本人がＩｌｉ:いてきたリストは災６のようなものだった。

次のセッションでは，当覗櫛が作ってきたリストをもとに，当'j端が目標を設定する

ための援助を行った。リストを見ながら１つずつ話し合ったなかで，本人は「結婚して

家庭を待ちたい」という気持ちが強いことがlﾘIらかになった。しかし，交際しているｲ１１

Ｆもなく，塊ｲｌｉの''1分の生ilI↑状ﾙｌＬではそれができないと,u,って悩んでいるようであっ

た。

最終的な目標である「結婚して家庭をつくること」はすぐに達成できないことを本人

と共術できたため，数力11伽墜で述成できそうな11標を'１ﾉ:てるように勧めた。

その後のセッションのIliで，「何かの集まりに参加することで，親しい異性の友人を

つくる」ことを目標としたい，と本人からの希望があった。そのため，もっと具体的な

内奔にするよう話し合い．「週２１１１１，胤宅近くの英公;,ＩＦ教室に皿い，そこで同世代の親

しい友人をつくること」を､I11fliの11標とすることとなった。

（小林靖）
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3．スケジュール杵哩の援助

（１）はじめに

私たちはiIlIらかのI1的を排って、Ｊ急進や,11.1111をウ:て．１１術'1曾活を送っている。また目

的を排ち．スケジュールを'１ﾉ:てて'|;柄することは，｜IiI時に'1§柄のはりへとつながる。も

し，１１ﾘのｆ雄もI汁llIiiもなかったら，撫為に11州lを過ごしてしまったり，何となくつまら

ない，少し}r１７．抜けしたような感'虻になってしまわないだろうか？また何もないこと

で漠然と不湊な菰持ちになったりするかもしれない。だから二そ，Ｉ１的を緋ち，それに

向かってI篭定やiil･ll1jiを'Xて、脈11を過ごすことは私たちの'k活にとってとても亜要なこ

となのである。しかし、緋神障'‘lfを持つ人たち;ことって主体的に毎Ｈの活動を倖してい

くことは雌しいことが多く，Ｉ|的がなくてつまらない，暇なことがつらい．という相談

も多い。そこからどうしたら，「はり」のあるﾉk折が送れるか，・紺にえていく必要

がある。

（２）援助チームによる関わり

ｌ‘１分の１１棟を持つことができた‘､’’’1標進成までのおおまかなｒ定を１１:て．そjILを具

体的に雌１１のi汁llIilに細みｳ:てていくことが必腿となる。当1端を!|1心とした援助チーム

において典体的に締し合っていく。そこまでの流れとしては次のように行った。

①11標・ゴールの把州

②アセスメント・ニーズの｡ｌＭｉ１

③援助チームを細成（ニーズに沿って）

④援助チームで柵し合う

⑤典体的な,illll｢|を'7:てる

それぞれの巡縄や．ヒッシ:'ンにおいては．｛!'i伽|<ｊ側聴（アクティブリスニング）によ

り当11:櫛の思い・・げえを１．蛾に|ﾙlいていく。ニーズの特定を我々医療従事省・スタッフ

側がしてしまうことが征々にしてあるが，あくまでも出発点は､ＩＴＩ崎独肖の考え，発想

からであり，、11'1端本人のゴールは１１１か，本人にとってのニーズは1111か，ささいなこと

でも本人の蝋むことを＃#!Ｒしていくことが人ﾘﾉである。１１１律性（オートノミー）をゆ１ｔ

し，エンバワメントを尚め，ゴール述成のためのやり方を一緒に椛築していく。そのた

めにも，すべての'1機，’''1腿をliIi接やセッションを皿し、アクティブリスニングで１．噸

にアセスメントしていくことが必腿である。、'1'1端本人から’;門を附かない|ｌ↓りは，１１機

や||M腿として浮I:してこないからである（脳'４）
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あなたの目標達成のために必要なサービス

を活用しましょう。同時に下記のサービス提

供者はあなたの援助チームの一員です。

個人目標設定型 ケア計画粟

君両 日付 名前 呂|仁

サービス提供者

！

図'５ケア計画票

（４）ささがわヴィレッジによる取り組み

第II部第２章の２－２で述べたとおり，病院から生活施設へ転換した､'1初の移行期

は，メンバーよりあらかじめ，１カ月間のそれぞれの都合や予定，希望などを巾告して

もらい．１カノjのデイナイトケアや訪ｌＩＷｉ漣のスケジュールをスタッフ側が組んでいく

という形でスタートした（凶８）。一度に生活施設へ転換となり，唯活パターンが火き

（３）ケアマネジメント

１１機述成のためのアセスメントや具体的な計山を踏まえたうえで，必笈なトレーニン

グや具体的な活動（例えばアパートを探す，仕事を探すなど）をどのように進めていく

かケアマネジメントを行い，活動プログラムを立てていく。プランはより詳細に週間予

定･炎呼への落とし込みをｲfう。そのためにも多職祁や多槻側の､'11端本人を''１心とした

サポートネットワークを形成し，Ｗ;者の目標やニーズを共禰したうえで関わっていく

必要がある。ケアマネジメントすることでバラバラに提供されていたサービスが，本人

のニーズ・目標という線で結び付けられる。また．地域社会における折たなリソースづ

くりにもつながっていく。当'1F荷本人がしたいと思っている水.11のﾉ'三活・人ﾉ'２の支援，

その'｣標達成のためにも，このケアマネジメントは重要でかつ，必要不測1.欠なものと言

える（図５．図６，同７）。

図４個人目標設定票

長期目標の分解

標目ア
．
．
．
・
・

ケ
ー
２
３
４
５

長期目標の分解

目標（長期）達成予定日

1．年月頃

2．年月頃

短期目標達成予定日

頃
頃
頃
頃
頃

月
月
月
月
月

年
年
年
年
年

１
２
３
４
５



長 期目猟「」

短 期目標「」

を達成するために必要な準備やトレーニングをしまし

ょう◇

予定を立てた日平成年月日

実行する月平成年月

図７目標達成プログラム

〈変わったなか，、11初け4竜iハに慨れる

ということが第１の１１標であったし，

退院後のイメージをつかんでいくため

にも必要な時期，嵩わば体験的な時期

でもあったため，佃別のニーズ．’1猟

を明確にしてスケジュールやケアのマ

ネジメントを行うということは必ずし

も｜･分とは言えなかった。しかし，デ

イナイトケアや肋|州希,逆のIi1での

ＯＴｐのセッションや体験．学習，そ

して何より入院患者ではなく，ひとり

のﾉIそ添怖としての旅11が，メンバーた

ちのエンパワメントを徐々にI前めてい

き，そのなかで「～をしたい」「～に

なりたい」と希蝦を持つメンバーが現

れ始めた。そして次節に､11,1Ｆ勝本人を

''1心とする多職稀チームによる関わり

をシステムとして確立させていくこと

ができた。その流れは，メンバーｎ身

がﾉkiITi施股となったささがわヴイレ,ソ

ジでの生活において，徐々に唯柄する

スキルや力をつけていくなか，次のス

テップを11桁していくという''１然な流

れのようにも思われる。そこまでの過

程においては，医療・治療場面や生活

場面において共辿のソフト（ＯＴＰ）

を川いたがら．アクティブリスニング

図６週間予定表

を川いながら．アクティブリスニングを繰り返し，ひとりひとりのメンバーのﾉIfに上Ｉ､を

域け，その声を実現するためにはどうしたらいいか，メンバーも含め，知忠を出し合っ

ていった関わりがあったからこそ，得られたステップである。ささがわヴイレソジにお

いては，デイナイトケアや訪問呑護，地域生活支援センター，唯活施設ささがわヴィレ

ッジのスタッフがＯＴＰを｣l処,浦鼎とし，帯に迎鵬を似|り，メンバーそれぞｵしの11機述

成へ向けての支援をしている。、１１初はスタッフにお膳立てされた牛活スケジュールに沿

目標達成プログラム
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ってのｲ|;iI1iからスタートしたかもしれ

ないが，そういった関わりをする｣ルlrIi

の設定がなければ，艮期人院による施

設症（ホスピタリズム）を強く持った

まま，数力)'数年を締ても''１分なりの

ゴール（'1機）を排てないでいるメン

バーが多くいたかもしれない。

ささがわヴィレッジでのとk沼をステ

ップとして，アパートでのひとり聯ら

しやグルーブホームでの新たな共lIil鞭

活を始めようというロ標を持つメンバ

ーもいる。そうした場合も先に述べた

ように，アセスメントをしっかり１ｊ

い，援助チームにて話し合いや必要な

トレーニングを行っていくという流れ

２００４年４月名前

退所郡備計画;[：

Ｉ
Ｆ

ｄ

Ｆ

４ ５ ６ フ 1９ ５

図８月間スケ ジュール

’

2４８第III部統合堀地域梢神科沿療プログラム〈ＯＴＰ）における介入と栂Ⅲ

β
■

ささがわヴィレッジ退所に向け，必要な準備を計画随

に行いましょう。退所日は準備の進行に伴い決定しま

しょう、

名前

予定を立てた日平成

実行する月平成年

年月Ｅ

月

■
日

日
刊

Ⅵ
一

８

■

｜

■

図９退所準備計画書
に沿って，退所までの支援，そして辿

所後の生活のケアマネジメントを行う。辿所後は，入所Ｉ'１より多くの社会資源の活川を

必要とするケースも多く，本人のニーズを中心としたマネジメント機能をより充実させ

ていくことが求められる。その関わりも含め．退所準備に向けての計両を立て，それに

向けたトレーニングを進めていく。辿所雅備,『|･liliを1'11階と.ｳ:て，シートに肥人してい

く（IXl9）ことで，退所に向けての準備が当邸普・スタッフ間でよ')lﾘI脈にな')，効果
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的に進めていくことができる‘

（５）まとめ

スケジュール智理の支援は，いかにｎ分のﾉ|§活をI‘1分で仲していくか，、律性を持っ

て，伽1のﾉ慨,１１を送ることへの支援であると,『える。そのためにも、１１棟をIﾘl確にし，

それに向けた,;|･Ilwiを毎I､IのスケジュールにⅨ映させていくことが大切である。誰にでも

席えることだが，そんな目標に向かったはりのあるﾉ|;柄はどこか私たちを蝶き柴きとさ

せ，そこで排られる充実感や澗足感そして述成感は，秘たちを強くしていくのかもしれ

ない。

（安西里実）

4．金銭、己杵理の援助

（１）はじめに

私たちがⅡ儲生活を送るうえで，必要なスキルのひとつとして金銭符理，いわゆるお

金のやI）〈l)をｋｆにやるということがある。お金のやりくりがうまくいかないと，必

腿なところにお金を使うことができず，食ﾉ|ﾖ活や11術41§活に支障をきたし，それによ'）

不慶になったり、イライラしたI)とストレスの典閃になることがしばしばある。また、

それは､111端I‘1身のストレス要Iklとなることはもちろん、家族や身近な援助新にとって

もお金の喫求がlIj三あったり，約束の期Ⅱが'j:れなかったりすると，約Ｉ〔をしても11:ﾉﾉ

がないという飢排ちになったり，当'1$街本人とliil様にストレスの甥閃となる。それぞれ

がそういったストレス要閃を抱えたままＩＩｆＭ祇を送るなか，はじめは小さな問題でも

そjlしがダラダラと続くことで，大きなストレスとなり，別の'1M腿へと苑腰するおそれも

ある。だからこそ金銭綴珊を|:手に行うスキルを身につけ，１１術'Ｗｉを送ることは，私

たちの/k柵がお金を使うことと密接につながっている以I:，必災なことである（岡

10)。

（２）金銭自己管理援助の目指すところ

金銭、己管理の援助を考えるうえで，やはI)祇災祝しなければならないのは，当事者

の''1律性（オートノミー）である。当ＷｆＩ‘1身が，どのようにお金を使い，生活をして

いくか，その本人のi§観に焦点を縦いていくことが人Iiii腿である。そのwij1端のザえか

ら，どのような手伝いがあれば，うまくいくのかをザえていく，欠くことのできない出
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金銭自己管理プログラム

これはあなたの長期目標である

「 ｊを

達成するために金銭自己管理を上手にできる

ようになるための詩画です。

【､訓回刊

<この計画を応援してくれる人〉

図１０金銭自己j置理プログラム

発点である。しかし，ｗｉ'1端の!|'に

は自分はこうしたいということl‘１

体，なかなかうまくザえることがで

きない人もいる。金銭郷｣'Mの援助は

お金の流れを把握しようＩ

収入（Ａ）－円

決まった支払い

(固定過）〈ａ〉

･家賃（入居費）

･医療費

･訪問酒幽料

合叶円

貯金くｃ〉

合計円

←←

d－－q－‐

↓

銀行引き落とし（ｂ〉

,国保務

,誼気

手．幻ハ蕊輔
・水道

合 計円合計受鐸鐸円

生活費（やりくり費）Ａ一（ａ十ｂ十ｃ）

･食盟

･日用品費

円

品費

その他

図'１１生活費管理図

､11‘|端が此ｲI:を排って|‘1分のお金を１１:叩し、′I祇'股やnIlIになるお金，１１‘i:術紺等の決定

ができるようになるよう成艮していくことをll指していくものと言える。具体的には，

ｎ分の懲志で脈)lの下流を,従てたり，′求職や光熱iIWをきちんと支払ったり．銀行をうま

く利川したりといったことがある（|‘j<'１１)。雌終的には‘/琉な''1ＬＬ梓川による維済行為

を1i･えるようになることが，術餓神''1の援助の||･附すところではあるのかもしれない

が，能ﾉJ障仰の稀皮はそれぞｲし災なっており，’111じゴールをＩ:ｌ指そうとすると，当事街

本人や周|〃|の援助杵にも無JIMが'ｋじてくるように思う。本人のﾉﾉだけでは雌しいところ

をさまざまな社会盗洲（フォーマル・インフォーマル）の'iIIi川でNi'だしたりして，ひと

'）ひとりの能ﾉJ陳'1Ｗ)噛合いに応じた金銭郷11Mの方法を榊築していくことが，本人''１身

のための金銭将理の援助の||指すところと高える（側１２，凶１３)。

(3)ささがわヴイレッジ，地域生活支掻センターアイ・キャンにおける取り組み

2002ｲ|§４）ｌに病院からﾉ|そ柄施投へ機能の'雌換をした､11時，病院時代に病棟スタッフ
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月日（】 f「長

収入 円 月日 月 日 蝿 月日碓 月 日 脱 Ｈ 日 印

使ったお金 レシートをはりましょう:：
収入

支出

合計

残金

感岨

月日 月 日 賎 月日躍 月日眠 1週間の感想

収入

支出

便ったお金の合言十 円

残ったお金 円 計

今日の出来調・感組今日の出来詞・感嗣
賎金

感想

図'１２家計簿 図１１３家計鋪

が行っていた金銭管理方法をそのまま引き続き継続する形で始まった。援助の必要度合

いに応じて，スタッフの関与なしに全ての金銭梼理を行っているメンバーと１カ月の小

道いをlfl己符理するメンバーとｌ～２週間IIi位または１１１１１１位で小世いを小分けにして

やりくりしていたメンバーや買い物ごとにお金を波していたメンバーとがおり，それぞ

れの方法で生活を始めた。全員に銀行通帳を作ってもらい，ＮＰＯ法人事務にてメンバ

ー・家族より委任状をいただいたうえで通帳管理を行い，そこから人州金できるような

形でスタートした。

IX114のように金銭符理の方法で分けると①～④の照に分類される。①から④に下が

るにつれ，ケアの必要度は高くなり．支援も厚くなる。ささがわヴイレッジのメンバー

の中でも，鮫も多いのが②のﾉWである。②の卿にも２パターンあり，1つは通'賑の祷珊

をＮＰＯ法人で行い，厳ｊｊメンバーI‘l身が銀行の払い灰し川紙に紀人・ｲI|I印し，ＮＰＯ

法人に実際の払い戻しを依瓶．１カ月の生活曹（小遣い）を受け取って生活するという



低パターンと，利川料諜の支払いを家族が1i･い脈)lの

▼

I鮒めてで、組入の仕〃，｜;11蝋のり|Iし方悌の指導をす愚
ことか,､〕始まった約３力Ｈで知的障害のあるメン図１４ささがわヴィレッジことか,う始 まった約３力Ｈで知的障害のあるメン

金銭自己管選方法の分類
パーは別として．ほとんどのメンバーが払い戻し用

紙の妃人を覚えることができた知的障蒋のあるメ

ンバーも''1分で1W:けるところはI‘1分で‘１１:くようにしたこうしたことを皿し，災際に銀

行でお金を払い腿すための練料をしながら，１カ月のやりくりをしていくことが②の｝曾

の11機である｜聯に使いすぎてしまったということの柵談かあり，月の途中で不足額を

仏い展しすることもあるが、おおむね伽かな災援でⅢ腿なく'1苓析を送っている

次に多い岬がＩの''1I-LjW;叩のﾙiである陳'11;年金・生祈保Ii“・就労で1M:た雑剛等の

収入すべてを1.1ｕ,杵埋し，必要な支払いを凹分でしているメンバーである。時々自ｕ､将

｣１Ｍがうまくい，ているかllfをかける州挺でほとんど支援を要しない。

②のＭのメンバーがｌ力)lの金織榔川1もlMi辿なくできるようになると本人の倫削を{Ｗ

附したうえで１のl‘lLyM:J1l1と索る°’'1LWI嘱哩への移行||#には，キャッシュカードをつく

り，ＡＴＭでの人命・払い歴しの純料を|Iﾘ度かしていく。そしてその後のフォローとし

て!;'｣帳さ＃LたjuiIll1《のⅢ《り返り柳をｉｉ）ている。ささがわホスビタル時代（脱病院前)，

災払いも街めすへて''1LyWil･jIl1をしていたメンバーは８閥であったがｌイ１．１も後の｣ＷＩ：

２２符のメンバーが'1のNil)''11-L杵｣'Mとなっている。銀ｲiやＡＴＭの使いﾉjを党えてし

まえば．ほとんどⅡ附的な支援け必嬰ない決められた収入の中で必要な支払いをし，

'|折をしなければいけないし，皿1帳の妓金が多くなるのも少なくなるのもl‘1分の使い〃

次節なので'1.ilTi間のやりくりが災感としてわかる部分か多いこともあってか．ほとんど

'1M浬なく総過している

ケアの必災liEがlWi〈，より|りい支援が必要なl卿か３と４である現在のささがわウ．イ

レ，ン‘邑おいて(:ｔ３）k”)１～２週|Ⅲ11i,附I:に１力)lの'1柵澗を小分けにしているメンバ

ーは､)ｆlおり，ｌの〃iの１１１分ずつ小分けにしているメンバーは２名いるl3jと.lの岬

のメンバーのＩＭＩ題として以ドか壱げられる。

・倫銭'1W値の偲縦かｲ､|･分

・お金のIil仰ができない

．’!|･1町的にお金を使うことができない（浪蝋）

生栃慨をＮＰＯ法人を皿さず、山接家族からもらっ

て生活しているパターンとがある。前者の場合、ほ

とんどのメンバーが銀行の払い戻し用紙の記入は初

ケ
ア
必
甥
唯

252姉111部統合瑚地Ⅷ1ｉｌｊｉ１Ｉ科抽朕ブ両グラム（0.]､I，）における介入と援1１

①I‘ILL秤jIll

②１力j１分141己僻理

③１～２週間分|‘ILA将』'４

･１１１１分、己符剛
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・必要な物にお金を使うことが州しい（'''1を囲った1鰻,いいかわからない)。

③と④のメンバー７筒のうち３街が知的肺'i1fのある人で，４f'iが統介失拙雌の人であ

る。知的障害のある方は、お金の概念自体の理解がｲく|･分で上記にある「必要な物にお

金を使うことが雌しい」という噸fIに､11てはまる人が多い。’1州′lﾖ柄の''１でIllIllY,や衣

航蝶で'''1がｲく>としているのか，’'１が必喫なのか，・・紺にⅢ(検することやr(い物への災媛

といったことも必要な人もいる。その部分への「･伝いをl1ilフロアのメンバーが'.ｌ眼的に

担っているケースもある。

統合災i淵旅のメンベーのひとI)はお金にまつわる妄想や幻jlMjが猟･Ｉ‘¥にみられ，お金の

使いﾉﾉ禅の肋’↑をしても「雌は兆''1あるんだ」「脈Ⅱ役jﾙからＪＯﾉﾉIIl送られてく

る」等，すぐに妄想の|||:界へ入ってしまいスタッフにとっても関わりの雌しいケースで

あったｰ本人のj臭観を手掛かりに上手にお金を使っていくことができるよう関わりを段

階的に進めようと「械伽|り岬Nｉ（アクティブリスニング)」しても，１厘１分にはたくさん

お金があるという妄想の111.界においての本人のザえばM1定してお'），｜|々 のﾉl稲のＩＩｌで

計画的にお金を使っていくという動機づけが本人の1'1になされなかった生活世を１週

間ごとに小分けにしたり．２週間ごとにしたり，お金の使いﾉﾉを振り返った'）といろい

ろとIiAしていった結果，ｌＩｌ１{)()０１１１ずつ'｣､分けにし，その''１か‘塵』少しずつお金を総え

ていくという力.法をとることになった。次第に少しずつでもお金が貯まっていくという

ことに本人の関心が向けられるようにな')，お金に間する妄想への強いこだわりも以前

よりはみられなくなったスタッフrI身のストレスも椴減されたこうい･’た金織杵｣１Ｍ

するうえでの間腿が炎ｌｍ化するとき、病状による'''1腿なのか．能ﾉj脈．!'1:か‘.,くる|Ｍ１腿な

のかを考職し，本人に合った問題解決を||Ⅲ次していくことが大リノであるしかし金鮫''１

己符理をしていく能力もあり、病状もある得度安定しているにもかかわらず，週のはじ

めにお金を無iiI･lTIjiに雌》てしまい．砿りの１１々を少ない残金で過ごし，結果的に必喫な

物が買えなかったり．必災なえ払いができなくな・てしまうメンバーもいるそうい，

たメンバーについてはなぜ計画的にお金を使うことが必要なのか，本人のlliにその動機

づけがなされることが必要であるそうで産･ければスタッフや援助満'11'1のザえの押しつ

けとなってしまい，緋果的に効果の＊いものとな，てしまうまたｲ患人のエンハワメン

トにもつながっていかないアクテイーブノスニングにより．本人のザえをじ，くり伽過

しながら．本人の中仁問題意識として．またｎ分の、標:こ向かって必要なことだと認識

できるよう援助することが大切である，!iたり前のことではあるが．あくまでも本人の

使うお金は本人のものなので，’'1分かどうしたいのかを'''心に''1flt‘i'|§を柳、し，｜M1胆解

決していく．どんなに良い方法であっても援助椅側のザえで。〃的に進めていくことは
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避けなければならない。そういった維過の''1で，本人も刷りの援助荷もエンパワメント

していくことをII指していく。そのうえで樵殿のﾉk派での振り返りの作業（金銭出納'帳

の記入等）をしていくことが望ましい。自分のお金の使い方を把握し，気づくというこ

ともあるが，どうしてその作業（金銭出納'帳の記入雑）をする必要があるのかをWil事省

1塁1身が納排していないと，、1判端にとって余i汁な術廻が噸えたという感覚にしかならな

い。当‘If機白身のゴール（1.1機）を投定し、そのうえで金銭符理の必要性を明確にして

導入を図ることが砿要である。

（安西里実）

5．食生活の自己符理

（１）はじめに

淵!i神科病院へ病状だけでなくさまざまな社会的災Iﾉ《lで憂期人院をし，一般的な、常4号

活を送った経験のない:'郡符が地域の''1へ生活の場を移す場合，さまざまな困難に突き

､11たることは想像に雌くない。いわゆる「生活」を組みiII:てていくとき，大きな楽しみ

となる・・〃で本人の雌服''１腿にも影禅が大きく，大きなストレスとな')うるのが食生活

であろう。食べられるものを食べるというのではなく，バランスのとれた食生活を送る

ためにはいろいろな取り組みが必愛だからである。例えば，自炊をするにしても献立を

考え，Ｉ棚,i;まで出l('Iき，食材を進ぴそして店風とやり取りをして興う。家に帰ればその

食材を洲理しなければならない。illlW:をうまくｲﾉ:て↓.』しなければ，栄養のⅢiil)が起こ

'），料理に対する典味が減ればⅢ食をする機会が蝋えてﾉl諦料悩病へつながる。個人の

令体像を栄難アセスメントから的確に把掘し専門的立場からニーズに合った情報や知識

の料緋を援lUjすべきであろう。

（２）栄養教育

まず，恭本的な勉強会を瓶時間で継続的に行うことがすすめられる。集中力の持続の

雌しいメンバーの場合にはｉｎ要なことのみに内雰を絞る必甥があるだろう。

ここで，退院し社会で唯撤しているメンバーの食生活を取り上げてみよう。

＞例ｌ…ささがわヴィレッジで唯活している５３歳，男性（統合失調症）

○節１１１…棚綿夕３食とも給食センターから届けられた弁当を食べる。午後３時頃に

アイスクリームを食べ，伐９時にはインスタントラーメンを食べた。

○第２Ｈ…このＨはデイナイトケアに参加。３食提供により病院の給食を摂取。加え
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てスナック英子と洲涼飲料水を飲む。デイナイトケアからささがわヴィレ

ッジヘ戻ってからも入浴後ジュースを飲んだ。

○節３日…この日もデイナイトケアへ参加。３食は前、同様給食を摂取。この日は主

治医の診察があり高脂血推を桁揃されたが，ささがわヴィレッジに戻って

からアンパンを食べた。

○節４１１…''１１食は給食センターの弁､11を食べる。（&食は外出して賑司を食べた。夕食

は給食センターの弁､11を食べ，夜７時に清涼飲料水を飲む。

○節５１．１･･･この１１もデイナイトケアへ参加。３食は給食を摂取。間食は午後３時に煎

餅とコーヒー牛乳をとった。夜lHlll時噸にカップラーメンとスナック典

子を食べた。

○第６１１…この日もデイナイトケアへ参加。３食給食摂取。間食はせず。

○節711…柵食は給食センターの弁､''ioIIIlMI1のこの11は家族が面会に訪れ，家族と

一緒に外出しレストランで碓食をとる。州りに家族から菓子の蕊し入れが

あり同室者と食べた。夕食は給食センターの弁当を食べた。

このメンバーの食生活における特徴を挙げると，

①給食センターや病院での食'1$を基本とし，将珊栄獲|:の鵬わったバランスのとれた

食.‘ＩＦ内容となっている。

②外出に対する意欲はあり，自ら外食するなどバリエーションのある食生活を送れて

いる。

③一〃で'’１１､》,りり理をするなどの肺仙はなく，受身的なlIIIllmも,蝿める。

④'1M食は述ｕ認められ，その時間に刈する'3.脳も欠けている。

し例２…Iii身でアパート生活をしている４５歳女性メンバー（統合失調症）

○第１!｣…朝食はご飯と納豆を食べた｡搬食はｲﾝｽﾀﾝﾄﾗー ﾒﾝとおにぎりを食

べ，夕食はコンビニの弁当を食べた。

○第２ロ…デイナイトケア参加１１．３食を給食で摂取。′F後３時頃アイスクリームを

食べた。帰宅後に空腹のためにコンビニヘ買い物に行き大福２個を食べ

た。

○第３Ⅱ…朝食はパンと牛乳をとった。赴食はごはんとお惣菜のから揚げ・ポテトサ

ラダを食べた。夕食は近所に住んでいる親撤がおかずをおすそ分けしてく

れ，ご飯を炊きみそ汁だけ1'1分で作った。

○卵‘111…'lijj食はご飯・'1;ﾘ'1・みそ汁を食べた。侃食は外食でラーメンを食べた。夕

食は焼肉とつけもので食べた。
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○第５１１…!'ﾘl食はご飯・納ﾘＩ．'卜孔をとった。雌食はおにぎ|)。夕食はカップラーメ

ンとバナナを食べた。

○第６!｣…デイケアに参加。朝食・雌食は給食を摂取。夕食はコンビニの弁､11を食べ

た。

○筋７１１…!|ﾘl食は抜き。雌食はカッフラーメンを食べた。３時l:Ⅲ，躯1.･ハン２冊とｉｌＷ

猟飲料水をとる。

このメンバーの食生椴における特徴を挙げると，

①Ⅲい物．’川蝿はする二とができる。

②11肖好がﾙiiり、バランスのとﾉした食'川ﾉ､l祥となっていない

③インスタント食品を食，|＃としてとることが多い

④間食はするが連日ではない。一方で，間食する11は火最に食べてしまう。

これらの２例は災川人院後退院に．fiった統合尖,iﾙlｿ,i;例の食'|･↑門であるが、一般的にｉＩｌ１ｉ

神疾忠により｣を川人院とな，た後の祉会生iIT;におけ為栄錐のlIII辿として以1,のものが》勝

げられる･

①食欲の)‘〔進・低下．食物摂取11tの過多・過少低.ドにより栄進紫}IＩがｲ､適切になる

（2蝶ド能ﾉjの低ﾄ゙ により，食品がllIii・化され．栄礎糸のバランスが班〈なる

３慨い味つけを好.魚．砂糖，食塩の慨取+,tが多くなる

④間食に英子類，シュースをとることで糖質の摂取型か多くなる

司莱の総用により食欲が低ドーする場合もある

【】身体的，心理的理''1によ'（'(い物，Ｉ洲１１MがH;I雌となり．バランスのとれた食'肌がで

きをい‐

命アルコールを飲むことで食覗が進まず，必要な栄蕊素か不足する

ニルうの上期入院後の栄礎に側するIMl迦はと）して起きてくるのだる）か食料慨と

いう膿.1葉があるように1＜刈り人院で州ハ化されたはずの食'1卜かなぜ乱オるのか私たち

は以ドのことが原因であろうと与えているそれは食生活が舷し〈杵理される入院生活

から，ささがわヴイレソジなどの「管瑚」のない'i言活環境に慨かれ、ｉｊ励而でのrlIilを

１蝉)した際．１１砿で1,艇常食：こ側わる知識を教行してい家か．オ･とい）ことであみ知

』ておくべき躯柄は'1M人によ＝てその|ﾉ1容が違うが．その'Ⅲ人に1t‘iして必典なll1M1Iiを伝

えることができれば生活習慨病のJ婁防や治旅がスムーズに進む可能代があるとえたの

である

そこでまず栄錐にUVするｌＩｌｆＭＩを提供し，メンバーに‘､満噸{しても.｡うことか‘､>始めた

バランスのとれた食事の堆本とをるのが「ｌＩＩ３０ＩＹＩｌｌを摂る」ことであるが．拠服



栄養素

炭水化物

脂肪

たんぱく鷲

無機質

ビタミン

弟３章当事荷への鯛別的援助２５７

表７栄狭索のはたらき

はたらき

炭ﾉk化物でエネルギー源となるのはブドウ輔である合炭水化物の中には食物繊維

と呼ばれるものがあって．エネルギー源(こ(壷もないが、腸の調一fを篭え．便通

をよくして仙服を保つはたらきがある

脂肪は．脂１Ｗ酸とグリセリンに分解してエネルギー源と左るまた，細胞IMLの柵

戒成分としても大切なはた‘.』きをしている

１１に筋肉や臓器，血液などをつくるもとになる動物性たんは〈質には．体内で

つくることができない必須アミノ酸がバランス共く含まれている

･カルシウム・』ン･･･1§に･''1･や術をつくるもとになる。１１本人の食生柵ではカル

シウムがｲ《足しやすく、不地すると''１．Wfの発込が班〈なる

･銑…iｮにⅢ液をつくるもとになる。イ､s足すると貧血になりやすい。

ビタミンＡ…11のはたらきを助け．皮膚を健康に保つ．

･ビタミンｌＩｊ・Ｈ２..,ノルk化物や脂肪が体内でエネルギーにかわるときに‘lZ,漢で

ああそのため，エネルギーを多くとる人では．これらのビタミンの必蝿'{:が

多く＊る

ビタミンＣ…Iill杯を火犬にし，側のI:'|復をよくする

･ビタミン1Ｊ…什や歯などを丈夫にする

な''１比でもこれを‘蝋伽していることは少ないだけに1:ＩＷｌｌｌ脈‘１１端にと．'てはもっと雌しい

と思われるしかしできるだけこれに近づけた食唯iI1iを送ることができるよう以ドにそ

のポイントを,（した．

【１１１３０食,1,111を摂るための６つのポイント】

（ｉ欠食をしない“食し・,かり食へ'6こと）

②献''':は1§食十ｉ難十剛災をそろえて食べる。

３野菜の師蛎をjWやす

．ｚAそｉｌ：！！':典をたくさんへれて′jくだくさんのふそ汁を作る

・サラダ：色とりどりの！】:熊を雌う

・野栄妙め：色とりどりの野巣を使う

鳥I'|･乳・乳製11,！'1．小魚・海灘は必ず収I〕入れる（毎日１本．′|乳は飲むこと）

常外食は道食風のものを逃ふ

肌1.食AI'１はｌｌＷＩではなく少しｆを加える

⑥季節の果物を伽I食べる

あくまでこれは叩恕であり、これにl1iil執することiこよりストレスを感じてしまっては

葱叫がないこ加､〕を蚊に入れなが‘.,、昨||は焼肉を食へたから今11は魚を食へよ）・

お{卜はカッフラーメンだったか‘､′夜はきちんとご飯を食べよう．などちょっとした心川
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／ ／ ／

1国 班 水

朝

回

夜

／ ／ ／

木 十

／

呂
けが大切である。

また，表７に主な栄養業のはたらきを示したので参聯

にしていだたきたい曇

（３）栄養アセスメントー食事摂取状況の把握

食生活にｉＩりらかの問題がある場合は毎ｕの食生活を伽１

人の体重の変化を含めた身体状況，食事摂取状況の変

化，牛活状況（生折群悩ならびに環境)，心理状態等を

杉脳して総合的な雌服状態をアセスメントし，何をどの
図１５食事チェック表

ように改善していけばよいのかを当事者を含めて決定し

ていく必要がある。

ある一定の期間にどんな物をどれだけ食べたか食耶の摂取状況を､11‘ＩＦ巷，スタッフ共

に知る必災がある。衣２のツールを使川すると便利だが，なるべく記仙ＩI}れがないよ

う，食べた物を具体的に記載することが大切である。記載後はそれをもとに栄養の摂り

すぎや偏り，また不足しているものはあるかなどを調べ，当事者にとっては食に対する

''1党をする材料とし，スタッフにとってはそれを材料に今後のiil･lIIiiをｼ:てる'1安にす

る。

（４）献立から調理まで

ａ、献立を立てる

献立作りのポイントとしては以下のものが挙げられる。

①好きな物に偏らないようにする。

②同じおかずが続かないように捌叩に変化をつける。

③安くて栄獲l111iの向い「旬」の野菜を使う。

栄養アセスメントから得られた情報をもとに栄養指導を行ったうえで献立を立てる

が，その他にも、経済性も重要な閃子となる。冷蔵庫の在庫を確認し，広告で情報を得

ながら無駄なく効率的に献ｳ:が寸:てられるようＩ畠火する。また訓叩をするための||荊川の

確保なども考臓しなければならない。一般蝶でも１人分の料理や，低予算，短時間にで

きる献立など目的別に編集されたものが出回っているので参考にしたい。

以上のことを考慮して献立を考えるのが難しい場合は図１５，凶１６のチェックシート

を状況に合わせて川いることにより祝党的にわかりやすく食'1#状況を把掘でき，かつ，

バランスのとれた献立ができる。なお，表に記入した際は調理終了後スタッフがフィー



（５）個別対応の重要性

食’'１はﾉくきな楽しみであり，栄礎杵理の典fffが′|ﾐﾊ11｢のjＩ１ｉ（(Iualily()「ｌｉｆｅ：Ｑ()L）に

影禅することは周知のとおりだが，１１１３食繰り返される家'脇は典拠となることが多い

のも蛎実である。心身の状態により．食事の川意や後片づけをすることがつらい場合も

あるため，適切な栄養{,(の確保が凧雌な場介もある。

食'1fを確保する方法としては，’'１炊のほかにも雌製の惣菜のｋ手な利用や，プド､11や外

食．その他さまざまなサービスを利11Ｉすることが伽l能であるため，佃別の問題に合わせ

ドバックし肺I）がないかチェ

ック，指猟する。また，献立

自体をザえるのが雌しいとい

う人のために、献なの例（例

17）を挙げてみたので参考に

していただきたい。

ｂ・買い物

地域のマーケットなど馴染

みのＡＩ『をつくり，，liI',物の''1{'１列

を覚えておくと便利に利川で

きる。また，食舶の鮮度の見

分け方，’1't味期限の兄〃，植

段，献０:に兄合ったｈｔなど雌

初はできればスタッフが付い

て指導するのが望ましい。店

内でのレジでのマナーなども

併せてＯＴＩ》のセッションな

どに取り入れて学習する機会

をもうけるとよい。

ｃ・調理

調理で大切なことは調理方

法はもちろんのこと、洲”器

*食べた項目に老つけてくにさい。

*合項目１つり､つがつ|」られるようバランスよく食べようｔ

図１６食覗チェック表

具の選び〃，使川方法、火の取り扱いなどの術導である。これらは経験の積み!Rねであ

り、スタッフの術螺を受けながら徐蒋に身につけていけばよい。

繭３寵当事抄への個別的援助２５９

名 前月日～日

蕊

お
か
す

汁
も
の

そ
の
他

厳

パン

めん

他

主
軍
誌

副
英

みそ汁

スープ

お吸いもの

牛乳

お茶

ジュース

皿

お魂子

他

閃

魚

卵

納豆

他

脇ひたし

つけもの

黙初

サラダ

あえもの

剛物

他

日(月

明 卿 夕

日(火）

帆 昼 夕

日(水）

煙 夕

臼(木）

岨 ロ 夕

日(金

朝 風 園

日(土）

朝 回 夕

日(日）

図 夕



（６）おわりに

、11'1f蒋による食ﾉI；柄の|'i己符jIl1は栄盤･ｔの指導だけでは｜･分ではなく，「食」以外の

'臓舟jﾙ而も含めたﾉ'２添ｲ堂体を，多職諏によるチームアプローチで支援していくという饗

勢が求められる。特に何かしらの|淵辿が4§じた場合，その.支援チームのスタッフがIiI急

に怖報交換をして，他の職種とネットワークをつくり，スムーズに連携できる準備をし
ていくということが必典である。

私たちか'|；柵で雌も狐を使うべき「食'|曽祈」でのストレスを1隙成し，社会復ﾘ11|を果た

した当事計たちが，より允寅した人と|言を送れるようサポートすることが管理栄養|:の毒
ぴである。

（伊藤貞子）

図１７１週間の献立表

提供できればよいと思われる。

佃別に指導していくうえで大切なことは，’'1分では解決できない問題が'|ﾐじていると

きにタイミングよく介入し解決策を共に見つけていくこと，そして問題を段階づけて無

恥のないようなところか』．,始められるよう脂猟することである。

２６０姉Ⅲ部統合型地域精神科柚慨プログラム（Ｏ'1,1〕）：ﾆおける介入と援助

範

厘

夕

月師日

飯

納豆

昆布囲質

つけもの

牛乳

晩きそば

プリン

フルーツ

鯉
魚

ご
焼

肉,jやが

みそ汁

火蹴日

飯
ら

煮豆

つけもの

牛乳

おにぎり

ゆで卵

器型ジュース

フルーツ

ご態

賜のから掲げ

/|<テトサラダ

みそ汁

水醗日

ご飯

ロース八ム

ホ鐸佃撒
牛乳

版

．iｊツケ

野菜サラダ

プリン

籾子井

つけもの

フルーツ

木醗臼

ご鯉

納豆

味のり

ブナもの

牛乳

飯

厚焼き卵

おひたし

フルーーツ

ご飯

肉の生要焼

野蕊妙め

みそ汁

金慨日

ご飯

目玉娩皆

ふりかけ

牛乳

カレーライス

野難リラダ

ヨーグルト

煮込みうどん

フルーツ

土離日

職

魚の缶詰

つけもの

牛乳

チャーハン

野菜スープ

フルーツ

ご鰯

ハンバーグ

ひじき妙め

みそ汁

日峨日

唖

生卵

のり個諒

つけもの

牛乳

八ンバーガー

リラダ

紅茶

フルーツ

かつ弁

おひたし

Ｊよし汁


