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の食事エネルギーが肥満群 と非肥満群 に有意でな

m Dの診断 となった.その後全身状態の改善 と

かった.食べ る量 それ 自体 よりも,どんな食べ方

ともに退行状態 は軽快 したが病気の話 しをす ると

をしているかが肥満に関与す ることが伺 えた,な

泣 き出 してパニ ックとなって しまう状態 はその後

お,身体活動 と非定型の抗精神病薬の服用は肥満

も続 いた.

秤,非肥満群で有意差 はみ られず,本対象者の肥
満の要因 とはいえなかった.今後の統合案調症愚

血移植 を受 けた.治療 に対す る理解 と覚悟が不充

者の食教育 は,肥満の予防上,特 に留意すべ き点

分で移植前か ら過呼吸 をおこすなど不安定であっ

として,間食についての教育 が重要であることが

た.移植後重症の肝腎合併症のため一時生命の危

示唆 された.

機 にあったがその後か ら身体苦痛時 にパニ ックを
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