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ストレスチェック制度がはじまりました 

 「健やか立命」の2016

年度第1号をお届けしま
す。 

 例年よりも暖かかった
冬が終わり、桜の見ごろ
とともに入学式を迎えま
した。今年はインフルエ
ンザの流行が遅れ、２月
になって急激に罹患者が
増加しました。１週間の
発症者数のピーク値が、
ここ数十年で最も高かっ
たそうです。4月に入って
も、まだ流行は完全に収
束していません。忙しい
時期ではありますが、十
分な睡眠時間を確保する
など健康に留意し、手洗
いを励行しましょう。 

 今号は、新たに始まる
ス ト レ ス チ ェ ッ ク 制 度
と、ジカ熱やデング熱な
どの蚊が媒介する感染症
について特集しました。
間もなく蚊が多くなる時
期です。これらの感染症
が海外から持ち込まれ、
いつ国内で流行してもお
かしくありません。国内
においても、蚊に刺され
ない工夫が大切ですね。 
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 上図はNIOSHの職業性ストレスモデルで

す。職場における様々な刺激によってストレ

ス反応を呈することがありますが、個人的素

因、仕事以外の要因や緩衝要因の有無によっ

て反応の出方が修飾されることが分かってい

ます。今回のストレスチェックでは①②③に

ついての評価を行います。  
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 皆さんに安心して受検して頂くために、健康

診断とは異なる仕組が法律化されました。 

1. 受検することが推奨されますが、労働者に

受検義務はありません。特に、既にメンタル不

調で相談中・治療中の方はあえて受けていただ

く必要はありません。また、受検しないことを

理由として事業者が不利益な取扱いをすること

は禁止されています。 

2. プライバシーを保護するために、産業医・

保健師が「実施者」とな り、実務 を補佐す る

「実施事務従事者」には法律上の守秘義務が課

さ れ る 事 に な り ま し た。皆 さ ん の ス ト レ ス

チェックの結果は、みなさんの同意なく事業者

（法人）へ報告されることはありません。 

3. 面談を希望された場合には、産業医が面談

し、就業上の配慮を意見したり、精神科専門医

へ紹介することができます。就労状況を勘案し

て面談するため、事業者に就労状況を確認する

必要があります。このため、「高ストレス」者

であることを事業者へ通知することに同意した

とみなされることをご了解ください。 

 労働安全衛生法の改正により、労働者数が50名

を超える事業場については、2015年12月以降に

年1回の「心理的な負担の程度を把握するための

検査」（ストレスチェック）の実施が義務となった

ため、立命館大学でも今春から始めることとなり

ました。高ストレスに起因する自殺や疾病が増加

している昨今の労働環境を鑑み、①労働者自身が

自らのストレスの程度を把握し・気づくことを促

すとともに、②職場のストレス要因を分析して職

場環境改善につなげ、働きやすい職場づくりを進

めることによって、労働者のメンタルヘルス不調

を未然に防止すること（一次予防）を目的として、

事業者に実施が義務づけられた制度です。 

①職場における心理的な負担の原因、② 心理的

な負担による心身の自覚症状、③ 職場における

他の労働者による当該労働者への支援に関する

項目など、57項目についてWeb（又は紙）を用

いて各人が回答した結果を数値評価してストレス

の程度を分析します。その結果に基づいて対処の

仕方などのアドバイスが提供されるため、ぜひ参

考にしてセルフケアに努めてください。 

職業性ストレスモデル 
 結果は、ストレスプロフィールとしてレーダー

チャートで皆さんにお返しします。ご自身のスト

レス状態を認識する助けにしてください。ストレ

ス対処の方法についても記載されます。セルフケ

ア・ストレス解消の参考にしてください。 

 実施の詳細については、改めて給与厚生課より

案内があります。 
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 妊婦の方はジカウイルス流行地域の訪問は避けた方が無難で

す。ジカウイルス感染症は蚊の媒介だけでなく、性交渉による

人→人感染も報告されています。出生を望むカップルは感染地

域帰国後1か月は性交渉を避けるべきでしょう。流行地域を旅

行する時はもちろん、日本にいるときも、蚊対策を十分に行う

必要があります。服装や虫除け剤で蚊に刺されないようにする

こと、水たまりなど

蚊の発生しやすい環

境を改善するなどの

対策が必要です。 

 ブラジルをはじめとして中南米では、昨年からジカウイルス

感染症が流行し、８月のオリンピック開催にも影響するのでは

ないかと心配されています。ジカウイルス感染症と、ギラン・

バレー症候群等の神経疾患や、妊婦感染による胎児の小頭症や

奇形の発症との関連が疑われており、WHOは「国際的に懸念

される公衆衛生上の緊急事態」として警戒を強めています。  

 さて、蚊が媒介するウイルス感染症のうち、デング熱、チク

ングニア、ジカウイルス感染症は、「ネッタイシマカ、ヒトス

ジシマカを介して人→蚊→人に感染する」、「潜伏期間が数日

である」、「発熱、関節痛、筋肉痛が見られる」など、共通点

が多くみられます。ワクチンや特効薬も今のところありませ

ん。流行地域は以前はチクングニアはアフリカや南アジア、ジ

カウイルス感染症は中南米と偏りがありましたが、だんだん流

行地域が広がり、お互いに重複するようになりま

した。（地図参照） 

 グローバル化と共に人の移動が増えたため、流

行地で感染して帰国後に発症する輸入症例が国内

でも報告されています。媒介するヒトスジシマカ

は日本でも沖縄から東北地方まで広く分布するた

め、海外で感染した人が帰国後に蚊に刺され、そ

の蚊が媒介して日本でも感染が広がる恐れが十分

にあります。２０１４年にはデング熱が日本で数

十年ぶりに流行したことは記憶に新しいですね。

地球温暖化の影響もあるため、日本上陸も時間の

問題と考えられます。 
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禁煙をお考えの若年者に朗報です！ 

 2016年度の診療報酬改定で、禁煙治療の保険適用が拡大されます。若

い人でもニコチン依存症の治療を受けやすくすることで、がんや循環器疾

患のリスクを減らすのが目的です。これまで、ニコチン依存症の治療に保

険が適用される患者の条件は、下記のとおりでした。 

1. ニコチン依存症のスクリーニングテスト（TDS）が5点以上であること 

2. 喫煙指数（ブリンクマン指数：1日の喫煙本数×喫煙年数）が200以上

であること 

3. 直ちに禁煙したいと思っていること 

4. 医師から禁煙治療の説明（「禁煙治療のための標準手順書」に則って、

12週間（約3ヶ月）・5回の診療が必要）を受け、治療を受けることに文

書で同意していること 

 従って、ブリンクマン指数200以上になるには、1日1箱（20本）を吸

う人でも10年以上かかる計算になります。厚生労働省の調査では、20代

の喫煙率は男性36.3％、女性12.7％ですが、喫煙年数が短いため20代

のニコチン依存症患者の8割が保険適応の基準に達していません。4月か

ら、若年層の早期治療を可能にするため、35歳未満のブリンクマン指数

の要件が撤廃されます。これまで保険の適応がないために禁煙治療をあき

らめていた方、この機会にチャレンジしてみませんか？ 是非、保健セン

ターにご相談ください。 

蚊にご用心！！ 蚊が媒介するウイルス性疾患について 

 春休みを利用して、人間ドックを受けられた方がたくさんいらっ

しゃると思います。見つかった異常は放置せず、必ず精密検査を受け

ましょう。疑問があれば、ドックを受けた医療機関や保健センターに

ご相談ください。また、教職員定期健康診断を受けられなかった方

は、保健センターに人間ドックの結果をご持参ください。 
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ご自身のストレスは如何でしたか？ 

「健やか立命」の2016年
度第2号をお届けします。 

 梅雨らしいじめじめし
た天気が続き、梅雨明け
が待ち遠しいですね。で
も、梅雨が明けると暑さ
本番です。夏バテするこ
とがないように、無理を
せず体調管理に気を配り
ましょう。 

 また、今年も蚊対策を
万全に！ 東南アジアや
中南米に旅行する方はも
ちろん、国内でも蚊が媒
介する疾患の感染のリス
クがあります。 

 皆 さ ん 、 ス ト レ ス
チェックは受けていただ
けましたか？ 思ってい
たよりもストレスが多い
と気付かれた方もいらっ
しゃるのではないでしょ
うか。この機会に産業医
や保健師に相談されては
いかがですか？ 

 裏面では、アメリカ大
学保健管理協会で発表し
た、保健師・石川さんの
レ ポ ー ト を お 届 け し ま
す 。 お 国 事 情 は 違 っ て
も、禁煙教育に苦慮して
い る の は 同 じ よ う で す
ね。 
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 エアコンなどで長時間身体が冷

やされたことが原因で、自律神経

が障害され、手・足・腰などの冷

え、だるさ、肩こり、頭痛、食欲

不振、下痢、吐き気などの様々な

症状を起こすことを冷房病といいます。  

 女性には冷え性の方が多く、男女間で快適な

室温に開きがあることもしばしばあります。快

適温度の違いから、夫婦別々に寝ているという

話も耳にします。暑がりの方は、エアコンの風が

当たり寒がっている方と、席を替わるなどの工

夫をしてあげてください。 

 

冷房病にならないための工夫 

● 冷たい飲食物は控え、暖か

い紅茶などをとりましょう。ジ

ンジャーを入れるのもよいで

すね。 

● 入浴は、シャワーではなく

湯船に浸かるようにしましょ

う。リラックスタイムを楽しむ

余裕があるといいですね。 

● ブランケットやひざ掛け、

スカーフ、レッグウォーマー

などを使用して、体を冷やさ

ないようにしましょう。すで

に実行されている方も多いで

すね。 

● 毎日10分程度の軽い運動

（ストレッチや有酸素運動）

をこころがけましょう。通勤

時間もうまく利用してみてく

ださい。 

 

 そして何よりも大切なのは、職場全員が周

りの方々を思いやる気持ちです！ 冷房病や

冷え性は、本当に辛いです。頭痛や嘔気で仕事

ができなくなることもあります。皆さんのご

理解とご協力で、だれも体調を崩すことなく、

元気に夏を乗り切りましょう！ 

冷房病（クーラー病）にならないために 

 初めてのストレスチェックが実施され

ました。5月30日から6月10日までの間

に 対 象 者 3,732 名 の う ち 1,263 名

（33.8％）の教職員が受検し、151名

（12.0％）が高ストレスと判定されまし

た。そのうち16名（10.6％）の方が産業

医の面談を申出て来られました。 

 右図は良好な結果の一例です。青線の囲

みが小さいほど対応が必要な状態です。 

 ご自身のストレスプロフィールは如何でしたか？ 自分自身でストレスに気づいて、重篤になる

前に対処すること（セルフケア）が大切です。上司や同僚とコミュニケーションを取り、産業医・保

健師にも遠慮なく相談してください。楽しく、生き生きと仕事ができたらいいですね。  

学内ルール通

り、エアコン 

の温度設定は 

28度！ 
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るということです。日本では受動喫煙対策を目的とした

Smoke Freeが主流ですが、アメリカでは若者に人気がある

Hookahと呼ばれる水タバコや、セレブや俳優が愛用したこ

とで話題になった、電子たばこの使用が急速に広がっている

ことが影響しています。アメリカの大学も喫煙対策には苦戦

していますが、「ポリシーをしっかりもつこと、社会全体で

喫煙の害に対する教育をすること」が大事であると強調して

いました。 

 UC Davis の 保健管理施設 Stu-

dent Health and Counseling 

Services（SHCS）は、3階建ての

建物の中に内科・精神科・セラ

ピー・鍼治療など様々なサービスが

あります。アメリカは医療費が高額であるため、学内で安価

なサービスが提供できるよう工夫されていまし

た。SHCS内に学生が作成した健康啓発ポスター

を掲示したり、学生から学生への健康教育に力を

入れるなど学生との連携が活発で大変勉強になり

ました。今後保健センターでもピアサポートに力

を入れて取り組んでいきたいと思います！ 

 2016年5月29日～6月5日、保健センター中川医師、

学生オフィス村上課長とともにサンフランシスコに行って

きました。今回の目的は大きく2つ、ACHA（アメリカ大学

保健管理協会）年次集会への参加とカリフォルニア大学

デービス校（UC Davis）の見学でした。 

 ACHAは、高等教育機関における保健管理の充実を目的

に活動する団体です。今回は日本の全国大学保健管理協会 

国際連携委員会（中川医師他）とACHA会長らによる「日

米大学の喫煙問題」を共通の課題として日米合同セッショ

ンが行われ、石川はポスター発表を行いました。 

 アメリカの大学では、全体の約4割が喫煙対策の

方針を掲げており、この割合は日本でもほぼ同じで

す。大きな違いは喫煙対策の約8割がTobacco 

Free（煙が出ないたばこ製品を含めた対策）であ
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かかりつけ薬局とお薬手帳を持とう！ 

 みなさんが医療機関を受診し院外処方箋を発行された時に、

処方箋薬局でお薬をもらっておられると思います。毎回、お薬

手帳を出しておられますか？ 実は、この4月の診療(調剤)報酬

制度の改定により、お薬手帳を出すか出さないかで、負担金が

変わることになりました。 

 お薬手帳を持参すれば負担金が減額されます。薬剤師に支払

う技術料に「薬剤服用歴管理指導料」（患者に対し説明や指導を実施すると

ともに、薬剤服用歴に記録する）がありますが、この金額は今回の改定で

410円から500円に増額されました。しかし、薬局にお薬手帳を提出すると

380円に減額されます。お薬手帳を提出するだけで120円も安くなり、1割

負担の方は10円、3割負担の方で40円も自己負担額が安くなります。 

 ただし、この減額はいくつかの条件があります。6ヶ月以内に同じ薬局で

調剤を受けた場合にのみ適用されます。半年以上経ってから薬局を訪れた際

には、手帳持参の有無に拘らず支払額は変わりません。また、「調剤基本

料」が安価である一部の薬局（薬局の規模・機能等による）においては、手

帳の有無に拘らず減額はありません。今回新設された「かかりつけ薬剤師」

の届出をしている薬局で、かかりつけ薬剤師による服薬指導を受けることに

署名同意された場合は、「薬剤服用歴管理指導料」の代わりに「かかりつけ

薬剤師管理料」の700円がかかるため減額はありません。詳しくは処方箋薬

局でお尋ねください。 

アメリカの保健管理を学んできました！  保健師 石川宜子 体験記 

 夏休みを利用して、人間ドックを受けられる方もたくさんいらっしゃ

ると思います。見つかった異常は放置せず、必ず精密検査を受けましょ

う。疑問があれば、ドックを受けた医療機関や保健センターにご相談く

ださい。また、教職員定期健康診断を受けられなかった方は、保健セン

ターに人間ドックの結果をご持参ください。 
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教職員定期健康診断のお知らせ 

 「健やか立命」の2016
年度第3号をお届けしま
す。 

 今年の夏は、例年以上
に猛暑が続き、関西への
台風上陸が9月までなく、
異例続きでした。後期が
開講しましたが、皆様体
調 は 万全 でし ょう か？ 
まだ夏バテぎみの方も、
規則正しい生活で、少し
ずつ体調を戻していきま
しょう。 

 今号の「健やか立命」
は、教職員定期健康診断
の ご 案内 と、 スト レス
チェックの報告第2弾、保
健センター深尾課長のコ
ラムです。今年度の定期
健康診断は、一味違いま
す！ 初めてオプション
検査を導入いたしますの
で、詳しくは記事をご覧
下さい。また、保健セン
ター教職員の個人のコラ
ムを掲載するのは、初め
ての試みです。お楽しみ
下さい。 

目次： 
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1 

保健課長のつぶやき 
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【2016年度教職員定期健康診断日程】 

立命館保健センター 教職員向けニュースレター 

発行日 2016年 9月号 第5巻 第3号 

「がん」や有効な検査法がない「がん」につい

ては、健康診断では取り扱うことができませ

ん。そのため、各自が人間ドック等を受診して

早期発見に努めるようにお勧めしています。 

 人間ドックではがん検診項目として、超音波

検査、マンモグラフィー、CT、MRI、PETなど

の画像診断や、胃カメラ、大腸カメラ、子宮頸

がん細胞診、腫瘍マーカー検査などを選ぶ事が

できます。これらのうち腫瘍マーカー検査は血

液検査なので簡便に受ける事ができます。しか

し、腫瘍マーカーだけでは検査としての感度や

特異度が低すぎるため、例外を除いてほとんど

が実用にならない事が分かっています。一方、

腫瘍マーカーが契機で早期発見できた方がい

らっしゃるのも事実です。そこで、万全ではあ

りませんが、忙しくて人間ドックを受けられな

い方のために、健康診断で採血した血液で腫瘍

マーカー検査だけでも受けられる機会を今回か

ら設けることにしました。 

腫瘍マーカー検査の推奨年齢は男性は50歳以

上、女性は40歳以上ですが、希望される方はど

なたでも受けて頂けます。オプションであるた

め、費用はご自身で直接健診業者に現金でお支

払いください。すべてのがんが見つかるわけで

はなく、がんがあっても陽性にならないことも

あります。健診案内封筒に入っている説明文を

よく読んだ上で、希望者は健診当日に申込み用

紙と現金を持参してください。 

なお、腫瘍マーカー検査の結果は各受診者宛

に郵送されます。保健センターには報告されま

せんので、必ずご自身で結果を確認し、相談を

希望される場合には結果をご持参ください。 

 今年度の教職員定期健康診断を下記の日程で

行います。業務中お時間をとりますが必ず受診

してください。健康診断は日頃気付かない体調

の変化を早期に発見し、治療に結びつけるため

に行います。ご自身の健康管理にお役立てくだ

さい。なお、健康診断は労働安全衛生法、感染

症予防法、学校保健安全法、学校法人立命館教

職員安全衛生管理規程で受診が義務付けられて

います。業務の都合上、所属キャンパスでの受

診が困難な場合には所属キャンパスの保健セン

ター（朱雀キャンパスの方は衣笠）にご相談く

ださい。健康診断は例年通り予約制になってい

ます。予約受付開始後、インターネットで予約

をしてください。また内科診察時にインフルエ

ンザワクチンの接種を希望される方は、予約シ

ステムの「お申込の確認画面」で接種を希望す

るとアンケートにお答えください。人間ドック

結果の提出をもって定期健康診断受診に代える

方も、健康診断期間中はインフルエンザワクチ

ンの接種を受けて頂けます。人間ドック結果を

提出される方も、教職員定期健康診断のイン

ターネット予約画面からログインし、「今年度

の健康診断について当てはまるものを選んでく

ださい。」の画面で「健診は受診せず人間ドッ

クその他の健診結果（雇用時健診・帰国後健診

等）を代用する」をお選びください。次画面で

インフルエンザワクチンの予診票や人間ドッ

ク・がん検診利用補助金請求申請書のダウン

ロードが可能です。 

 職場健診の項目は労働安全衛生法で定められ

ており、がん検診の項目は含まれていません。

すべての「がん」が健診で早期発見できるわけ

ではありませんが、比較的頻度の高い胃がん、

大腸がん、前立腺がん、乳がんなどについて

は、有効な検査方法があるため、立命館では皆

様の福利厚生のため、これらのがん検診項目を

追加して実施しています。しかし、頻度の低い

10月12日（水） 午後 10月17日（月） 午後 10月24日（月） 午後 10月31日（月） 午前 午後

10月13日（木） 午後 10月18日（火） 午後 10月25日（火） 午後 11月1日（火） 午前 午後

10月19日（水） 午後 10月26日（水） 午後

10月20日（木） 午前 午後 10月27日（木） 午前 午後

10月21日（金） 午後 10月28日（金） 午後

朱雀キャンパス 衣笠キャンパス びわこ・くさつキャンパス 大阪いばらきキャンパス
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立命館保健センター 

 ストレスチェックでは、職場のストレス要因・緩衝因子・ストレス反応に

ついて評価しました。皆さんのお手元にはご自身の結果が届いていると思い

ます。今回は、ストレス要因について全体の評価をご紹介します。 

 右図には上段に全学の、下段に某A課のストレス要因を示します。「悪

い・やや悪い合計の全国平均」が◆で示してあります。「■普通」のバー内

に◆があれば良い傾向にあると推察されます。全学では量的負担は問題なさ

そうですが、質的負担が悪い傾向にあるのはどう解釈すればよいでしょ

う・・・  

 心の健康を害した人の面談をすると、対人関係に問題があることが少なく

ありません。今回の結果でも、全国平均よりは少ないものの、全体の20％

は対人関係が「やや悪い」と訴えています。A課では◆が「■やや悪い」に

記され、30％もの人が対人関係はやや悪いと評価しています。 

 さらにA課では、仕事のコントロールが悪く、働きがいも少ないと評価し

ています。こうなるとストレスを感じて気持ちがしんどくなるのは不思議で

はありませんね。 

◆ 他人に対する心配り、思いやりを心掛

けましょう。 

◆ 管理職の皆さんは、部下に明るく声を

かけて励ましてください。 

◆ 気持ちよく・楽しく・働き甲斐のある

職場にするにはどうしたら良いか、ぜひ皆

さんで考えてください。 

立命館保健センター 衣笠（志学館1F） 

TEL 内線 511-2171  外線  075-465-8232 
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 

立命館保健センター ＢＫＣ（ウエストW1F） 

TEL 内線 515-7241 外線 077-561-2635 
〒525-8577 滋賀県草津市野路東１丁目1-1  

立命館保健センター OIC（A棟南W1F） 

TEL 内線 513-2357 外線 072-665-2110 
〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150  

立命館保健センター 

学生・教職員の皆様の 

健康づくりのパートナー 

ホームページもご覧下さい。 

http:/www.ritsumei.ac.jp/mng/gl/hoken/ 

保健課長のつぶやき 

 教職員の皆様、お元気にお過ごしでしょうか。保健課

長の深尾と申します。教学部から異動してきて早くも2

年半が過ぎました。この間、保健センターのあり方の検

討、電子カルテシステムの導入、OIC開設に伴う「立命

館いばらき診療所」の開設、トラベルクリニックの開

設、4キャンパスでの学生定期健康診断および教職員定

期健康診断の実施などの諸課題に、保健センター医師および保健課スタッフが一致

団結して取り組んできました。 

 保健センターには、専任医師4名、非常勤医師11名、専任職員8名、契約職員

13名、事務補助職員2名、非常勤職員4名、派遣職員10名が3キャンパスに分か

れて、それぞれの診療体制、学生健康管理および教職員健康診断を担っています。 

 特に2015年からはじめたトラベルクリニックは、キャンパス内でワクチン接種

ができるなど留学前の忙しい時期の学生にとってたいへん便利なものであり、学園

のグローバル化の推進のために、保健センターとして今後も支援制度を充実できる

よう努めてまいります。 

 学生定期健康診断は、大学として学生の健康状態を把握し、学生自身が自分の体

調を把握することを目的としています。また、疾病の早期発見により、集団感染を

未然に防ぐことも目的のひとつです。2016年度より、本学の国際的な教学プログ

ラムの発展に対応して、正規留学生や一部プログラムの短期留学生に実施してきた

健康診断を、海外から留学してくる非正規学生・短期留学プログラムの学生にも対

象を拡大するなど、在籍学生や教職員への感染症予防の取組みも進めています。 

ストレス要因： ストレスチェックから見た職場の状況 

麻疹に注意：「麻疹の排除国」とはいえ、海外で感染して来日・帰国して発

症した人から二次感染した事例が続いています。免疫の無い人は感染すると発

病します。ご自身の罹患歴・予防接種歴をご確認ください。       

罹患しているか、予防接種が2回してあればＯＫです。 

全学 

A課の一例 
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 衣笠保健センター（立命館診療所）について 

 「健やか立命」の2016
年度第4号をお届けしま
す。 

 今年は10月から、全国
的に例年よりも早いイン
フルエンザの流行が伝え
られていましたが、立命
館大学の診療所ではイン
フルエンザと診断された
学生や教職員はほとんど
いらっしゃいませんでし
た。しかし、11月中旬以
降、インフルエンザが散
見 さ れる よう にな り、
徐々に増加しています。
このニュースレターが皆
様のお手元に届く頃には
大流行しているのではな
いかと思われます。裏面
に正しい手の洗い方を図
解しております。インフ
ルエンザだけではなく、
ノロウイルスを含む感染
性胃腸炎の予防にも有効
です。今一度、ご自身の
手の洗い方を見直してい
ただき、感染予防にお役
立てください。 

 保健センターの様々な
活動の報告も載せており
ます。是非ご一読くださ
い。 

目次： 

衣笠保健センター（立

命館診療所）について 

1 

学園祭に初出展！ 1 

第5回京都健康フォー

ラム ～Love & Health
～ を開催しました！ 
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手を洗おう！ 2 

 2016年10月30日(日)、BKCで行われた学園祭

に保健センターが初出展しました！ 多くのみなさ

んが健康に興味を持っておられ、学内外146名もの

方々にお越しいただきました。 

 テーマは「レッツチャレンジ！ 胸骨圧迫＆健康

測定」。血圧測定、アルコールパッチテスト、呼気

中一酸化炭素濃度測定や、たばこに関するクイズ、

胸骨圧迫体験を行いました。企画終盤には草津市公

認キャラクターたび丸くんと共に、路上喫煙防止啓

発ティッシュペーパーを配布しました。 

 お越しいただいた方からは、「なかなか健康につ

いて考える機会がないのでよかった」、「胸骨圧迫

体験にはじめてで参加できてよかっ

た」などのご意見をいただきました。

保健センターでは、今後も楽しく健康

を考えられる機会を提供できるよう、

取り組んでいきたいと思います。 

立命館保健センター 教職員向けニュースレター 

発行日 2017年 1月号 第5巻 第4号 

 朱雀に所属されている教職員の方の健康診断終了後

の健康指導等については、衣笠キャンパスからご案内

をさせていただいています。ご不明な点があれば、衣

笠保健センターまでお問い合わせください。 

 衣笠保健センターは志学館の1階にあります。

保健センターは「保健室」と「診療所」の２つの

機能を持ち合わせており、学生や教職員の皆さん

の定期健康診断や健康相談の対応などの健康管理

と、内科・精神科の診療業務を行っています。他

のキャンパスの保健センターと大きく違う点は

「レントゲン室」があることです。週に１回、放

射線技師が勤務していますので、レントゲンの撮

影をすることが出来ます。 

 学園祭に初出展！ 

みなさんも是非トライしてみてく

ださい！答えは裏面にあります 
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立命館保健センター 

 。 

立命館保健センター 衣笠（志学館1F）
TEL 内線 511-2171  外線  075-465-8232 
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1

立命館保健センター ＢＫＣ（ウエストW1F）
TEL 内線 515-7241 外線 077-561-2635 
〒525-8577 滋賀県草津市野路東１丁目1-1 

立命館保健センター OIC（A棟南W1F）
TEL 内線 513-2357 外線 072-665-2110 
〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150

立命館保健センター 

学生・教職員の皆様の 

健康づくりのパートナー 

ホームページもご覧下さい。

http:/www.ritsumei.ac.jp/mng/gl/hoken/ 

第5回京都健康フォーラム ～Love & Health～ を開催しました！

 このフォーラムは今年で5年目を迎えます。健康に関す

る取組みを行っている各大学の学生が報告を行い、交流を

通じて、新しい発想やノウハウを得ることで、更なる活動

の発展につながることを目的に開催しています。 

 今年は、10月22日（土）にキャンパスプラザ京都で開

催し73名の参加者がありました。学生団体からは、キャ

ンパス禁煙化の活動、食中毒予防の啓発活動、運動に適し

た食事の研究、新入生対象アルコールパッチテスト、献血

への協力活動、健康情報の発信、地域住民への結核啓発活

動、子供達への運動指導、グチコレ（街でグチを聞く活

動）等々、健康に関わる多様なテーマと独創的な報告が行

われました。 

 特別講演では、本学産業社会学部准教授の斎藤真緒先生に「恋愛からヘルシーな対人

関係について考える」をテーマに、人間関係の距離の取り方の難しさを、身近な対人関

係である恋愛関係を例に、デートDVなどの問題を含めお話頂きました。スマホやSNS

が人間関係の距離感に大きな影響をもたらしていることや、感情の抑えが効きにくい私

的な人間関係のなかで、双方の人権を尊重しながらヘルシーな距離感を保つことの難し

さを教えて頂きました。  

アンケートでは「プレゼン

テーション能力が高く、学生

らしい新鮮な観点、ユニーク

な発表が多く、市民の皆さん

にももっと知って頂きたい」

等の声が寄せられました。 

(参加大学：京都産業、京都女子、同志社、佛教、立命館アジア太平洋、立命館、龍谷) 

感染症の予防には手を洗うことが一番重要で

す。トイレの後や飲食前、帰宅時等には流水と

石鹸を使って手を洗いましょう。下図は学内の

手洗いに掲示しています。毎回の手洗いの時に

参考にしてください。 
たばこクイズの答え：①× ②× ③○ ④× ⑤○ 
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