
いのち
みなさん、体調はいかがですか？暑かったり寒かったりと気温差が大きく、体調を崩された人もいるの

では…。4月の太田先生に続き今回は、カウンセラー・臨床心理士の石川誠子先生からのメッセージです。 

カウンセラーは、昨年度まで隔週の勤務だったのですが、本年度 4月から、1名増員になり、毎週 4時

間カウンセラーが相談室に在室することになりました。 

相談室も少し模様替えをして、座りやすいソファーが整えられました。ゆっくりお話をお聴

きしたいと思っています。

今まで相談してみようかな‥でも何か相談室って行きづらいな・・と思っていた人、不安や

辛い気持ちを抱えて困っている人、様々な原因で眠れない日が続いている人は、保健室や

相談室の事を思い出してくださいね。待っています！                     

の相談日は 1週目と 3週目、 は 2週目と 4週目です。共に、 、

とても入りやすい雰囲気にして下さっています。 に来て下さい。 

前日までに予約できなかった場合でも、相談室のドアに ときで、そ

の時間帯に は相談が可能です。 

2019  

で、2019 が出せるようになりました。ただし、再検査項目や未検査

項目が されます。再検査や未検査がある人で、健康診断証明書が急に必要になった場

合、自動発行機なので発行は翌日になります。保健室が不在の場合もあるので、早目に検査を…。 

 

      → 収縮期の血圧（最大血圧・最高血圧） １４０ の人  

拡張期の血圧（最小血圧・最低血圧） ９０ の人   

 → 一つでも （±）または （＋）あった人        

の は、学校医の (野々市市横宮町 7-10)での受診になります。 
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喫煙は、様々な疾患の原因になりますが、たばこが悪いと 、 のは、たばこ

に含まれる からです。 

図のようにたばこを吸うと、血液中のニコチン濃度が急

激に上がります。 に達している

間に という が生まれます。このお

いしさに精神的に依存し、いつまでもおいしさを よ

うになります。これを と呼びます。 

逆に、血液中の なると、落ち着き

のなさ、欲求不満、集中困難などの 、

ニコチンが欲しくなります。これを と呼びます。 

結果、喫煙者は 、 、軽い ことになります。 

です。 

名前、覚えてくれましたか？ 

 

 

  

  



病院の では、この黄色の部分よりも幾分高いところにニコチン濃度を設定し、ニコチン入りのパ

ッチ（貼り薬）を貼ることで（点線部分）、パッチからニコチンが体内に少しずつ吸収され、

ことができます。                

ニコチン依存度は個人により異なります。喫煙

をしている人は、 し

てみてください。依存度の高い人は禁断症状が

起こりやすく、たばこをやめにくい、依存度の低

い人は禁断症状が起こりにくく、たばこを比較的

やめやすいといわれています。 

たばこの煙には 4000 が

含まれていますが、そのうち

だけで 200 もあります。さらに

それらの中には 40～60 が含

まれています。 

たばこを吸うと も体内に取り込まれます。一酸化炭素は

酸素に比べ 240倍も赤血球にある 、

により 、 ・ ・

などの循環器疾患を発症する なります。 

は、 、喫煙本数が増える

ほどが高まります。 

さらに、呼吸器疾患の肺気腫・慢性気管支炎・気管支ぜんそくや、が

ん、低出生体重児など、さまざまな疾患の発症に影響しています。 

のうち、 （もし吸わなかったら、

かからなかったと考えられる） は 70％に及びます。 

たばこの である や 、あるいは唾液と

一緒に ことにより、発がん性物質の影

響で ・ ・ ・ が起こりやすくなります。

最近の研究では、喫煙者は高齢になって

が、より多くなることも分かってきました。 

たばこを吸う人の肺と吸わない人の てみると、 でおおわれています。 

家族や友人など、 がいると、 され になります。また、

の影響により、呼気中の一酸化炭素濃度やニコチン濃度が高くなり、 を起こしやすくなること

が示されています。 

肺がんは、 5 に、10 にまで危険度を大

きく下げられます。心筋梗塞をはじめとする では、 します。 

喫煙されている方は、 お勧めします。成功を祈ります。 

       （参照：国立循環器病研究センター・循環病情報サービス まだ たばこを吸っているあなたへ） 

非喫煙者（1.0）と比較した喫煙者の死亡率（男） 

  

  

  

  

  



いのち
保健室では、充実した大学生活を過ごせるように、心身の健康面をサポートしていきます。いつでも気軽に、保健

室に来て下さい。 は ・ ・ ・ ・ に設置されています。保健室

が閉まっているときは、 で手当てを受けてください。 

は の 3 に設置されています。 

今年度より の先生は、 と の 2人体制になります。相談日も週 1回となります。

で確認して、予約を入れてください。 

 この 4月より相談室のカウンセラーに加わることになりました臨床心理士の太田です。石川誠子先生

とは週ごとに交代で相談室に在室することになります。どうぞよろしくお願いします。 

 今年も日本のあちこちで桜の便りが聞こえる頃になりました。桜の花は一定の期間、寒さにさらされ、休眠を打破

した後、春の陽気とともに開花へと成長を遂げます。人もよく厳しい試練を乗り越えてこそ成長できると言います。 

でも乗り切って初めて、あの大変さも役に立ったと思えるのであって、正直なところ、試練の最中はそれどころでは

ないと思います。皆さんの学生生活の中での大変さの先に、花が開くためのぬくもりを日々の生活の中で少しでも

感じられるように、そして後になってがんばって良かったなと思えるように、ささやかながらお手伝いできれば幸い

です。                        （次回は、石川 誠子先生のメッセージです。） 

 

は、 で相談に応じます。 

は、 （変更になる場合もあり）で確認してください。 

時間帯は、13 17 です。 

夏休み中は が、 は、 していただけます。 

保健室に して下さい。 

 人間関係・学校生活・家族・ストレス・進路・就職…など、「心が疲れた」 「どうすればいいか分からない」「誰かに聞

いてほしい」…そんなときは、 して下さい。 

 

① または の、どちらかの方法で 

予約して下さい。 

② 相談日に来て、相談室のドアに ときは、保健室か 

相談室の してみてください。その時間帯に は 

相談が可能です。 

です。 

保健の先生よりも、名前で覚えて

もらえるとうれしいです。 

 



 

学校では、感染が広がる可能性の高い病気については、感染拡大防止のために、出席停止の対応をしなければな

らないことが、学校保健安全法で決められています。下の表や にかかったときは、教

務学生課か保健室まで して下さい。（TEL：教務 076-227-7408・保健室 076-227-7415） 

感染症が治って最初に登校した日に、教務学生課へ と、 （ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ以外の感染症）か （ｲﾝ

ﾌﾙｴﾝｻﾞのみ）を、提出して下さい。届を出すときは、印鑑も必要です。

（一部なので便覧で確認を） （医師の許可がでてからが原則です。）

インフルエンザ 発症後５日を経過し、かつ解熱後２日を経過するまで 

風疹（三日はしか） 発疹が消失するまで 

麻疹（はしか） 解熱後、３日を経過するまで 

百日咳 特有な咳が消失するまで又は、５日間の適正な抗菌性物質製剤に 

よる治療が終了するまで 

その他の感染症（溶連菌感染症、感染性

胃腸炎、マイコプラズマ肺炎等） 

医師に感染のおそれがないと認められるまで 

コレラ、腸チフス等、こわい感染症が他にもあります。医師から、「第１種～第３種にあてはまる学校感染症」と診

断されたら、すぐに電話で連絡して下さい。(詳しくは、 に出ています。) 

の したときや、 を負ったときは、 か に を                      

①  最初に事故通知が必要です。 は 30 で、

場合は 通知が必要です。遅れると、支払われない場合があります。                                     

②  事故通知は 30 です。 

は に 、 も必要です。                        

③ 通院の それぞれ 。                                

● 正課中、学校行事中 （通院１ 以上で対象）    ● 通学中 （通院４ 以上で対象）            

● 課外活動中のけが（通院１４ 以上で対象）

 

（未検査の人も同じ → ただし と は ） 

    → 収縮期の血圧（最大血圧・最高血圧） １４０ の人  ※ で 4月中に を！ 

拡張期の血圧（最小血圧・最低血圧） ９０ の人   呼び出しはしないので、  

    → 一つでも （±）または （＋）の人       して下さい。 

   → 両眼でも０．２ の人         

※ 再検査を受けていないと、 。 。 

１年・編入生（３年）・４年・院生…４月１０日～２６日    ２年・３年…４月１７日～２６日 


