
保健室便り 
令和 3年 4月 1日 

大島商船高等専門学校保健室 

 

 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。昨年度は新型コロナウィルス感染症の影響が様々なところにあ

り、非日常なことが多い1年だったと思います。その大変な1年を乗り越えてきた新入生及び在校生の皆さんにと

って、今年度がより充実した1年になるよう、保健室としてサポートしていければと思っています。今年度も保健

室は看護師2名体制で努めてまいります。よろしくお願いします。 

 

１． 健康診断について 

対象：全学生（専攻科生含む） 

日時：4月 8日（木）9：00～16：00 ※各クラスの予定時間は別途連絡します。 

場所：第1体育館・第2体育館 

服装：体操服着用（体育館シューズは不要） 

検査項目：裏面参照 

※商船学科 2年生は血液検査があります。採血をしますので、過去に採血や注射で気分不良になったことが

ある学生は事前に申し出てください。また、血液検査については当日の朝に集金しますので、各自で氏名を

記入した封筒に 2,300 円を入れて、朝の SHRで担任の先生に提出して下さい。 

  ※当日は全クラスとも授業の合間に健康診断を行います。 

 

２． 歯科検診について 

対象：全学生（専攻科生含む） 

日時：4月 27日（火）、5月 24日（月）、5月 31日（月）、6月 17日（木）、6月 29日（火）の午後 

   ※各クラスの予定日・時間は別途連絡します。 

   ※昼食後に歯磨きをしておいてください。 

場所：保健室 

 

３． 保健調査票について 

本科2年生以上の学生全員に、4月中に保健調査票を配布します。自身の健康状態について、記入して担任の

先生へ提出して下さい。なお、不明なところは保護者に確認をして記入してください。 

 

４． 学校医・学校歯科医・学校精神科医の先生方について 

学校医および学校歯科医、学校精神科医の先生がおられます。いつもはそれぞれの医療機関にご勤務されてい

ますが、来校される日もあります。健康相談などの希望があれば保健室へ申し出てください。 

 

 

 

 

 

 

 

4 月は寒暖の差が大きい時期ですので、風邪をひくなど体調を崩しやすい時期で

もあります。また新たな環境になることもあり、いつもより疲れやすかったり、

眠れなかったり、食欲がなくなったり、だるかったり・・・という状態になりや

すい時期です。体調がすぐれない時や気分が沈んでいる時には、ぜひ保健室を利

用してください。テーブルやソファでゆっくりするのもいいですし、個室で横に

なって過ごすこともできます。皆さんの来室をお待ちしています。 



令和3年度学生健康診断実施項目 

〇の付いている項目の検査を受けます。 

 

 
S1 M1 I1 S2 M2 I2 S3 M3 I3 S4 M4 I4 S5 M5 I5 D K 

検尿 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

問診診察 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

胸部レントゲン撮影 〇 〇 〇 〇   〇 留学生のみ 〇   〇 〇 〇 〇 〇 

身長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

体重 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

視力 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

色覚 〇 希望者のみ 〇   〇   〇   〇    〇 

聴力 〇 〇 〇 〇   〇 留学生のみ 〇   〇 〇 〇 〇 〇 

心電図 〇 〇 〇     留学生のみ         

採血    〇              

血圧    〇   〇   〇   〇     

腹囲    〇   〇   〇   〇     

肺活量    〇   〇   〇   〇     

 

 

 

※視力検査は裸眼または矯正視力のみ測定します。眼鏡やコンタクトを使用している人は、必ず装着してきてください。 

※検尿容器は前日(4月 7日)に各クラスの担任教員から配布します。一緒に配布される説明書をよく読み、容器や外袋への記名を確実にして下さい。 

※健診当日、検尿は各自で健診集合時に持参して下さい。 

※女子学生で健康診断当日に生理中の場合は4月 22日に検尿の検査をします。4月 8日は提出せずに容器をとっておいてください。 

その場合は4月 22日に提出して下さい。（別途連絡します） 

クラス 

項目 

注目！ 



保健室からのお知らせ ～日本脳炎予防接種の特例措置について～  

  

周防大島町より令和 ３年度（令和 ３年 4 月～令和４ 年 3 月）に 18 歳になる学生（周

防大島町に住所がある寮生）を対象に日本脳炎予防接種の特例措置のご案内がきていま

す。  

  

寮務係より該当学生には関係文書を配布していますので保護者の方はお子様にご確認いた

だきますようおねがいいたします。  

  

ご不明な点は周防大島町健康増進課 健康づくり班 TEL 0820-73-5504 までお問い合

わせください。  

  

参考ＵＲＬ（外部ページに移動します）  

  

https://www.town.suo- 

oshima.lg.jp/kenkouzoushin/yobosesshu_20130809_1.html  



５．自主的にＰＣＲ検査を受けようと思ったら 

厚生労働省 自費検査を提供する検査機関一覧 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html 

保健室便り 
     令和 3 年 5 月号 

大島商船高等専門学校保健室 

 新型コロナウィルス感染症流行の第 4 波到来や、変異株ウィルスの流行拡大など不安な日が続いています。
本校でも、学校関係者が濃厚接触者となるケースも増えてきており、緊張感が高まっています。いつ、どこで、
だれが感染するかわからない状況になってきています。そこで、今回の保健室便りでは、今、より身近に具体
的に気をつけることを取り上げたいと思います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウィルスは「感染経路不明」による感染が大部分を占めます。いつどこで感染したかわからない
状況が多いということです。また、学校（小学校、中学校、高校）での感染において、高校で最も学内感染が
多いことがわかっています。高校では、学校内でも自主的な活動が増えることが要因とされています。これは
高専においてもさらに当てはまることだと思います。感染対策に、学生の皆さん自らが留意するように、どう
かお願い致します。 

１．新型コロナウィルスの感染時期について 

新型コロナウィルスは、症状の発症前 1～2 日に最も感染力が高いことがわかっています。つまり、自覚
もなく元気な時に周囲の人に感染させてしまいます。または、元気な人からも感染してしまいます。 
だから、元気な時にも感染症対策が大切なのです。 

２．濃厚接触者になることをできるだけ避けるために 

Ｑ．濃厚接触者の定義とは？ 

Ａ．・⾧時間、換気の良くない空間で一緒にいた 

・手で触れることのできる距離（目安として１メートル）で、１５分以上の会話などの接触があった 

※周辺の環境や接触の状況等個々の状況周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に
判断する。 

※濃厚接触者が誰かを判断するのは保健所（感染者や関係者からの情報をもとに判断されます。学校も保健所
の要請に応じて情報提供を行います）。 

つまり、濃厚接触者になることをできるだけ避けるためには、換気をよくする、ソーシャルディスタンスなど
3 密を避けることが大切なのです。 

３．どこで感染するかわからない状況を乗り越えるために 

どうしても感染を防げない状況はあるかもしれません。ですが「感染症対策を常に確実にしておく。」こ
とで感染の機会はぐっと減らすことができます。 
出かけた時には 

・店舗などにある手指消毒は入店前後に必ず行う、不要にものに触れない、マスクを着用する、 
他者との距離を保つ、携帯用のアルコール消毒を常備してこまめに消毒するのも効果的 

帰宅後は 
・しっかり手洗い、速やかに入浴するのもお勧めします。 

４．要注意の場面は？ 

飲食するとき、カラオケなどの発声を伴う行為、マスクを外しているとき（例えば入浴施設や運動する
ときなど）、人が至近距離で集まるとき（イベント、コンサート、エレベーターなど） 

車の同乗に要注意！！！ 

6,000 円程度で受けられる「広島ＰＣＲ検査サテライト」な

どもあります 



 

新型コロナ感染症は、"3 つの顔"を持っており、これらが"負のスパイラル"としてつながることで、更なる感染

の拡大につながっています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きは… 

日本赤十字社「新型コロナウイルスの 3 つの顔を知ろう！～負のスパイラルを断ち切るために～」 

https://www.jrc.or.jp/saigai/news/200326_006124.html 

 

家族、友人など周囲の人への思いやりをもった行動を、一人一人が気を付けてほしいと思います 



保健室便り 
令和 3年 6月号 

大島商船高等専門学校保健室 

 

 新年度が始まり、2 ヶ月が経ちました。学校生活には慣れてきた頃かと思いますが、これまでの緊張や不安に

よる疲れが溜まってきている時期ではないでしょうか。蓄積された疲労や、梅雨の悪天候も重なり、心身の不調

を生じやすくなっているのではと心配しています。また、前期中間試験もあるため、いつも以上にストレスもか

かっているのではないでしょうか。そのような皆さんにとって、少しでも役に立てればと、6 月の保健室便りと

してお知らせします。 

 

１． カフェインの摂りすぎに注意してください 
試験勉強に集中するためや、眠気を減らすためにエナジードリンクやコーヒーなどのカフェイン含有飲料を大

量に摂取することがあるようです。カフェインは常にとっていると、人体が適応してしまいます。そうなると常

にカフェインを摂取していないと、眠気や疲労感、集中できない状態が続くという依存状態を作ることが知られ

ています。カフェインを摂りすぎると、吐き気や手足のしびれ、動悸、震え、意識消失、場合によっては心肺停

止に陥ることがあります。実際に急性カフェイン中毒で救急搬送される若者は増加傾向にあり、そのなかには死

亡例もあります。摂りすぎにはくれぐれも注意してください。摂取の目安としてはコーヒーであれば 1日 3杯程

度です。また、カフェイン含有サプリメントは大量のカフェインを含んでいるうえに一気に摂取することになり、

急性中毒を生じやすい危険性がありますので、摂取しないようにしてください。 

 

２． バランスの良い生活を心がけてください 
 試験勉強などで、徹夜をするなど、頻繁な夜更かしで体内時計がずれると、睡眠時間帯の不規則化や夜型化が

起こります。そうなると、日中の活動にも影響し、将来的には不眠症といった睡眠障害を引き起こす恐れもあり

ます。また、試験勉強などで生活時間が不規則となることや、食欲の低下などから、食事を抜いてしまうことが

増えるかもしれません。そうなると、血液中の糖分の量（血糖値）が下がり、集中できなくなったり、眠気が強

くなったり、体がだるいなどの気分不良になることがあります。一方、食事をとることで、エネルギーが補給さ

れ、脳と体が目覚め、パフォーマンスを上げることができます。また、体内時計がリセットされ、生活リズム（コ

ンディション）が整います。（お菓子やインスタント商品の摂りすぎは胃腸の不調をきたすことがありますので

要注意です） 

 

３． 熱中症に注意してください 
 湿度が高く、日中に気温の上がる日も続いています。しかし、6 月はまだその暑さに体が慣れていないため、

熱中症を生じやすいです。こまめに（のどが渇いてなくても）水分摂取をするようにしてください。また、食事・

睡眠もしっかりと取るように心がけてください。 

 

４． 健康診断結果について 

 4 月 8 日に実施しました健康診断の結果を先日配布しました。精密検査や受診が必要な学生にはお知らせして

いますので、受診して体調を整えるようにお願いします。受診した場合には、保健室まで書面にて報告をお願い

します。視力などが改善された場合には、随時、学校が発行する健康診断書のデータを更新します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               心がけてくださいね💙 

体や心の疲れが出ていませんか？例えば以下の思い当たる症状はありませんか？ 
 
【身体的な症状】頭痛、腹痛、食欲不振、めまいなど。 
【精神的な症状】やる気がでない、イライラする、不安、焦りを感じるなど。 
上記のような症状に思い当たる方は、一人で抱え込まずに早めに周囲の人などに相談してください。 
保健室でも皆さんの来室をお待ちしています。 
 
【ストレスとの付き合い方】睡眠時間の確保／バランスの良い食事／適度な運動習慣／リラックスできる 
時間や趣味の時間を確保／多くの役割を引き受け過ぎない／一つの考えにこだわらず柔軟性を持つ…など 



保健室便り 
 

                                 令和 3 年 8 月号 

                           大島商船高等専門学校保健室 

 

 新型コロナウイルス感染症に対する不安を抱きながらも始まった前期でしたが、皆さんのご協力のおかげで、

感染症の蔓延等もなく終了することができました。皆さんにとって今年度の前期はいかがでしたか？前期は長い

ので、学習面や体力面での負担も大きかったことと思います。心身の疲れも出ている頃ではないでしょうか。 

長かった前期も終了し、いよいよ夏休みですね！！皆さんにとって楽しい夏休みのスタートとなりますが、夏

休みは様々な誘惑や危険とも隣合わせです。今回の保健室便りは、夏休みに皆さんに気を付けて欲しいことを中

心に取り上げていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

その行動が自分にどう影響するか、一度立ち止まってよく考えてみてください。 

そして、自分自身を大切にしてあげてください。 

     詳しくは こちら      をクリックしてください。 

  

「健康な生活を送るために」文部科学省 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/20210528-mxt_kouhou02-2.pdf 
 

内容は多いですが、色々なデータも載っていて、読みやすく、学生の皆さんにとって大切なことがたく

さん書かれています。ぜひ、読んでください。 

 
 

 
 前期に健康診断を実施しました。精密検査が必要な学生には個別にお知らせしていますので、受診をして、結
果を保健室へ提出して下さい。なお、⻭科検診は後期に実施予定です。 

さまざまな誘惑に負けないで、そして身の回りの危険を回避してください(>̲<) 

前期中は、登下校中や休日の
自転車事故が多く発生しま
した。とくに救急搬送される
ほどの重傷を負う事故も複
数みられました。事故は一瞬
のことです。自分自身や他者
を守るためにも、普段からし
っかりと気を付けて下さい。
また、スマホやゲーム依存か
もしれないという相談も受
けました。特に⻑期休業中は
その傾向が強くなりやすい
ことが心配です。とくに昼夜
逆転しないように、心がけて
ください。 

夏休みは学校外の人との交
流や出会いも増えることと
思います。飲酒や喫煙、交際
など、いろいろな機会が増え
るかもしれません。その時の
ノリで・・・少しだけなら・・・
何となく楽しいし…多分大
丈夫…がその後の後悔につ
ながらないように、気を付け
てください。軽い気持ちでし
たことが、取り返しのつかな
いことに発展することもあ
ります。 

健康診断および⻭科検診について 



 

新型コロナウィルス感染症関係のお知らせ 

 
 

現在、新型コロナウィルス感染症陽性者数は、今までにないスピードで増加してきています。 

国内では、一部の地域に対してまん延防止等重点措置や緊急事態宣言が発令されていますが、感染者は増加す

る一方です。感染力の非常に強いデルタ株に加え、最近になって新たな変異ウイルス「ラムダ株」も国内で確認

され、日々状況は変化しています。 

  

夏休み中は、全国的にもいろいろなイベントが開催される季節です。 

 山口県内においても、大規模フェスや様々なイベントが各地で予定されて 

います。 

そして、夏は帰省等により県をまたいで人が移動する季節です。 

イベントやフェスなど屋外であっても、多くの人が集まる場所は、 

感染のリスクが高まる場となります。各自、感染症予防対策に十分に注意し、 

自分自身の身を守る行動をこころがけて下さい。 

 

 

  新型コロナワクチン接種について 

   

現在、各ご家庭に接種券が届いているのではないでしょうか？ 

 ワクチン接種に関しては、様々な情報も飛び交い、接種を迷っている学生もいるかと思います。 

 また、接種したくてもアレルギー等の問題で接種できない方もいるかもしれません。 

 接種するかどうかは、保護者の方とも十分に話し合って判断してください。 

 そして、接種の有無に関わらず、引き続き感染症予防対策に努めて下さい。 

 

【接種時の注意点】 

 新型コロナワクチンは基本的に 2 回の接種にて完了するワクチンです。 

 特に、若い年代において 2 回目接種後に様々な副反応がみられています。 

 （発熱、頭痛、筋肉痛、リンパ節腫脹など） 

接種を予定する際には、接種後数日間は激しい運動を避け、安静が確保できるようにスケジュール調整 

をするようにしましょう。 

   

 

    保健室はみなさんの夏季休業中も基本的に、平日（8：30～17：00）は通常通り 

看護師が在室しています。 

    気になること、相談したいことなどある場合は、保健室を利用できますので 

   気軽に声をかけて下さいね。電話（℡0820-74-5477）も遠慮なくしてくださいね。 

    新学期に、元気なみなさんにお会いできることを楽しみにしています。 

   よい夏休みをお過ごしください。 

                 



保健室便り 

令和 3年 10月号 

大島商船高等専門学校保健室 

  

後期の授業が開始し、長時間の座学や実習・ 課題に疲れが出ている頃ではないでしょうか。最近は朝夕の冷え込み

も増してきて、体調を崩しやすい時期になってきました。新型コロナウィルス感染症も、第 5波の山は過ぎましたが、

第 6波の到来も予想され、まだまだ気を緩めることはできない状況が続いています。後期も体調を整え、有意義な学

校生活を送ってほしいと願います。 

この度の保健室だよりでは、歯科検診について、季節性インフルエンザについて、最近高専で注目されている薬物

乱用防止の情報をお知らせしたいと思います。 

 

１． 歯科検診について 

例年前期に歯科検診を実施していましたが、今年度は新型コロナ感染症の影響もあり、後期の実施となりまし

た。また、昨年度までは全学生に実施していましたが、今年度からは学校保健安全法施行規則に基づき、1年生

から 3年生までの実施とします。具体的な実施日につきましては、追って連絡します。検診は午後からの実施予

定です。自分が検診を受ける日の昼休みには歯磨きをしておいてください。（通学生は歯ブラシを持参して、歯

磨きをしておいてください。※他者と距離をとって歯磨きしてください。） 

 

２． インフルエンザ予防接種について 

昨年インフルエンザが流行しなかったことにより、社会全体の集団免疫が形成されておらず、今季はインフル

エンザの大規模な流行が起こる可能性もあるという報道も出ていますので接種をお勧めします。近隣の医療機関

の予防接種情報を掲載しています。参考にして下さい。※今年は周防大島町からの助成制度はありません。 

病院名 周防大島町立大島病院 おげんきクリニック 

住所 周防大島町小松 138 周防大島町小松 558 

電話番号 0820-74-2580 0820-74-2490 

接種料金 4,400 円  4,000 円 

接種開始日 10 月 1日（金） 10 月 15日（金） 

事前予約 

不要 

必ず事前に電話での予約が必要です。 

インフルエンザ予約受付窓口 

平日（木曜日を除く）・ 8：30～17：30・  

※水曜日の午後は泌尿器科受診の患者様のみ 

土曜日 8：30～12：00・（休診日を除く） 

その他 平日診療時間 8：30～12：00 に接種可能 

※火曜日は除く 

受付時間は平日 8：30～11：30 

来院時はクリニックの屋外のインターホン

を押してご対応いただく。 

 

※未成年の場合は、事前に病院で予診票を受け取り、保護者署名欄に記入してから、来院してください。 

※いずれの医療機関も、ワクチンがなくなり次第終了となります。希望される場合はお早めに   。 

 

３． 薬物乱用防止について 

厚生労働省や各都道府県では、10月 1日から 11月 30 日までの 2か月間、「麻薬・ 覚醒剤乱用防止運動」を実

施しています。麻薬、覚醒剤、大麻、シンナー、危険ドラッグ等の乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどま

らず、各種の犯罪を引き起こしたり周囲の人への影響など、計り知れない危害をもたらすものです。 

また、薬物は意外なほど身近に迫っています。山口県においても、令和 2年中の大麻事犯の検挙人員は過去 10

年で最多の 15 人となりました。国内の高専でも大麻関連の事案が生じています。・「危険ドラッグ」は・「ハーブ」、

「お香」、「バスソルト・（入浴剤）」などと用途を偽装したり、「合法」「安全」などとだまして売られていますが、

指定薬物または麻薬として製造や販売が禁止されている物質が入っていることもあり、使用者の罰則も定められ

ています。全国では、死亡例も多数発生しています。詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 

「薬物のない学生生活のために」（厚生労働省） 

https://www.mext.go.jp/content/20210319-mxt_kenshoku-100000612_1.pdf 

https://www.mext.go.jp/content/20210319-mxt_kenshoku-100000612_1.pdf


Q．風邪をひきにくくするためには 

A． ①睡眠や休養をしっかりとる。ですが、適度な運動も免疫力アップにつながります！ 

②バランスの良い食事をとる。 

③衣服の着脱で、寒すぎたり暑すぎたりしないように調整する。 

④手洗いをしっかりする。 

⑤マスクを着用する。 

⑥人混みを避ける。 

⑦加湿に心がける。 

令和 3 年 11 月号 

大島商船高等専門学校 保健室 

 例年よりも暖かかった 10 月が過ぎ去り、一気に冬到来のように朝夕は寒くなりましたが、皆さんの体

調はいかがでしょうか。新型コロナウィルスの猛威が少し落ち着いたようですが、寒暖差からか、風邪を

ひく学生もいるようです。また、後期が開始して、1 か月半がたち、後期中間試験を意識する時期になっ

てきているのではないでしょうか。 

 皆さんが、心身共に健やかに過ごせるよう、今回の保健室便りでは以下の内容をお伝えします。 

１． インフルエンザ予防接種について 

前回の保健室便りでもお伝えしましたインフルエンザの予防接種ですが、今年度は、様々な影響

により、ワクチンの製造が昨年の供給量より 2～3 割程度少ないと報道されています。接種希望の

人は早めの接種をお勧めします。また、もし医療機関にワクチンがないことを理由に接種を断られ

た場合にも、他の医療機関に問い合わせたり、後日改めて問い合わせたりしてみてください。厚労

省によると、12 月ごろまで、継続的なワクチンの供給が見込まれているとのことです。 

詳しい近隣医療機関の接種に関する情報は学校 HP のお知らせ欄の「インフルエンザ予防接種

の勧奨と感染時の対応について（お願い）」をご覧ください。 

 

２． 風邪の予防について 

 気温が下がり、空気が乾燥すると風邪をひきやすくなります。一般的に、風邪とよばれるもの

の原因のほとんどは各種のウィルスによるものです。症状としては、鼻みず・鼻づまり・のどの

痛み・声枯れ・咳・痰などの 呼吸器症状の他に、発熱・頭痛・全身倦怠感（だるさ）・食欲不振

などの全身症状など、これら全てまたはいくつかの症状を有します。多くは 1 週間程で自らの

免疫力により治ります。しかし、免疫力が下がるなどで治りにくい場合には気管支炎や肺炎、中

耳炎などを引き起こしてしまうこともあるので要注意です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．睡眠について 

睡眠不足気味や、不眠の悩みをもつ学生が近年増えているようです。スマホやゲームに集中して

就寝時間が遅くなったり、悩みや考え事をしていて寝つけなかったり、原因はざまざまだと思いま

す。今回は睡眠についての情報をお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q．睡眠がなぜ必要なの？ 

A．人間の体は、睡眠をとることで、成長ホルモンを分泌し、疲れをとり、傷んだ部分を修復します。また、

日中に見たことや学習したことを脳に定着させたり、整理したりするのも睡眠の効果です。つまり、睡眠は

心身の休息とメンテナンスのために必要なのです。 

Q．良質な睡眠をとるためのコツは？ 

A．①寝る前に食べすぎたり飲みすぎたりしない。特にコーヒ等のカフェイン含有物やアルコールは摂らない。 

  ②寝る前の 1 時間程度は PC やスマホを見ないようにする。 

（ブルーライトは人間の脳を昼と勘違いさせ覚醒させてしまいます。） 

  ③寝る直前の入浴や運動は避ける。 

（1 時間前くらいには済ませておくのが理想的。軽めのストレッチなどをするとなお効果的です。） 

  ④寝る前のひとときはリラックスできる音楽や暗めの照明にする。 

  ⑤起床したら朝日を浴び、日中に適度な運動をする。 

   ⑥寝なくてはならないと意識しすぎて、時計を頻回に見ない。途中で覚醒しても時計を見ない。 

  ⑦寝心地の良い寝具を選ぶ。 

  

保健室便り

 



保健室便り 
令和 3 年 12 月号 

大島商船高等専門学校 保健室 

 

 9 月末に後期が始まり、日々の実習、課題、後期中間試験そして商船祭など、学内ではあわただしく時が過ぎていき、早く
も 12 月となりました。新型コロナウィルスも、感染状況は少し落ち着いたとはいえ、新たな変異株の出現もあり、いまだ、制
限の多い生活も続いています。そのようななか、2021 年も年越しの時期となりました。今年も保健室ではたくさんの学生と
いろいろなかかわりがありました。一緒に悩んだこと、一緒に爆笑したこと、ゆっくり話をしたこと・・・すべてが私たちの
2021 年の大切な思い出です。12 月号の保健室便りでは、そのような大切な思い出をくれた皆さんへ送りたいメッセージ
をつづりたいと思います。 
 
１． 健康な年末年始を・・・ 

年末年始はいろいろなイベントもあり、生活リズムが崩れたり、飲食のバランスが崩れることもあるかもしれません。8 月
号の保健室便りでもお知らせしました「健康な生活を送るために」を参考に、健やかに年末年始を過ごしてほしいと思いま
す。もちろん、感染症対策も引き続き、気を付けてくださいね。 

「健康な生活を送るために」文部科学省   ※ファイルサイズが 10MB あります。 
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/20210528-mxt_kouhou02-2.pdf 

   ※学校から配布された冬季休業中の健康観察票には、「発熱や体調不良があれば保健室に連絡してください」と記入され

ていますが、冬季休業中は保護者と相談し受診をしてください。もし PCR 検査を受けることになった場合や、新型コロナ感染

症陽性となった場合は、平日は学生課 0820-74-5473、休日夜間は当直警備員 0820-74-5440 または 080-6994-

6212 にお電話をお願いします。 

 
２． あなたの認知…ネガティブになっていませんか？（Part１） 

皆さんにとってどのような 1 年でしたか？ 
この質問をした時に、「今年も何もできずに 1 年が過ぎていってしまった…」「何もいいことがなかった…」とついついネ

ガティブな思いを抱いた場合、次のことに当てはまらないか振り返ってみて下さい。 
① 「全か無か思考」になっていませんか？ 

ほとんどの問題は, 白か黒かのどちらかに決めることはできず、グレーゾーンが占める割合が大きいあいまいなも
のですが、物事を見るときに、「白か黒か（善か悪か）」という２つに１つの見方をしてしまうことを「全か無か思考」
といいます。このような考え方をすると、「完全に○○でなければならない」という、いきすぎた自分の目標地点まで
に無理に自らをあわせようとします。でもその目標地点には達することができずに、自ら失敗して自信を失うことにな
ります。 

② 「根拠のない感情的な決めつけ」をしていませんか？ 
実際には何の根拠もないのに自分の焦りや不安から感情的に物事を決めつけてしまう考え方を「根拠のない感情
的な決めつけ」といいます。例えば、LINE のやり取りで「メッセージが返ってこない。既読スルーだ。私は嫌われてい
るに違いない。」と考えてしまうタイプです。嫌われていると思っているのは自分ですが、それが真実であるかのように
確信をもってしまいます。相手は忙しいのかもしれないし、スマホの調子が悪いのかもしれないし…理由はいろいろ
あるかもしれないのに決めつけて考えてしまうことはありませんか。 

③ 「心のフィルター」を通して物事を捉えていませんか？ 
良い面を無視して悪い面だけを捉える考え方をしていませんか。例えば、この 1 年を振り返った時に、楽しかった思
い出もあるはずなのに、辛かった思い出だけをピックアップして「サイアクだった…」と感じてしまう思考です。 

④ 「過大評価や過小評価」をしていませんか？ 
自分の失敗や短所は必要以上に大きくとらえて、自分の成功や長所は必要以上に小さくとらえる考え方をしていま
せんか。成功は「どうせ偶然、たまたま運が良かった」と考えたり、小さなミスでも「自分なんてダメな人間だ…」と激
しく落ち込んだりしてしまう思考です。 

⑤ 「すべき思考」をしていませんか？ 
自分の信念（価値観）から外れることを許さない考え方をしてしまうことを「すべき思考」といいます。「○○すべき」
「○○しなければならない」と、自分や他人を縛りつけてしまう思考です。「暇な時間があれば勉強しなければならな
い」などが例にあがります。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/20210528-mxt_kouhou02-2.pdf


以上、5 つの認知の傾向について説明しました。ちなみに、「認知」とは、何かを判断したり解釈したりする過程の
ことです。これらの認知の傾向は、自己嫌悪・罪悪感・怒り・うつ・無気力など、ネガティブな感情を不必要に生み出
す原因になります。 

あてはまる項目があった人は、ネガティブ思考気味になっているかもしれません。自分が偏った考え方をしていな
いか、物事の捉え方を見つめ直してみてください。自分の捉え方の癖に気づくだけでも心が軽くなることもあります。
また、いろんなことに取り組んでいる自分の労をねぎらい、いまの自分をほめてあげてくださいね。また、誰かに相談
することで自分を見つめなおすこともできます。保健室での相談も受け付けています。学外の電話相談窓口も下に
掲載していますので参考にしてください。ほかにも、ネガティブになりやすい認知の傾向があります。続きは 1 月号で
Part2 としてお伝えしたいと思います。 

 
電話やネットで相談できるところ （山口県内を主に載せていますが各県にも同様の窓口が複数あります） 

 
学校外のメールや SNS での相談窓口 

窓口名 参考 URL 

生きづらびっと https://yorisoi-chat.jp/ 

こころのほっとチャット https://www.npo-tms.or.jp/public/kokoro_hotchat/ 

ネットでつながるチャイルドライン（18 歳まで） https://childline.or.jp/chat 

10 代 20 代の女の子のための女性による支援 https://bondproject.jp/ 

こころの LINE 相談＠やまぐち https://ymg-kokorosoudan.jp/ 

 
               年明けに元気な皆さんに会えるのを楽しみにしています。 
               よいお年を♡ 

連絡先 電話番号 対応日時等 

よりそいホットライン（全国） 
0120-279-338 
IP 電話や LINE Out からは
050-3655-0279 

毎日 24 時間 

山口いのちの電話 0836-22-4343 毎日 16：30～22：30 

こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556 
月～金 9：00～11：30、13：00～16：30 

月～金 18：30～22：30 （土日祝・年末年始除く） 

自治体により異なる場合があります 

いのち SOS 0120-061-338 

月・木 0：00～26：00 

火～水・金～日 8：00～24：00 

日曜 8：00～月曜 26：00 まで、水曜 8：00～木曜 26：00

までは連続対応 

いのちの電話 
0120-783-556 
IP 電話からは 
03-6634-7830(通話料有料) 

毎日 16：00～21：00 

毎月 10 日 8：00～20：00 

24 時間こども SOS ダイヤル 0120-0-78310 毎日 24 時間対応 

KOSEN 健康相談室 0800-000-2228 

毎日 24 時間メール相談もあり 

https://seap.workway.co.jp/kosen/ 

＊利用には、ID・パスワードが必要です。学生・教職員に配

布している利用者カードを確認いただくか、学校にお問い合

わせ下さい。相談内容や氏名等の個人情報は、個人情報保

護法等の法令に定めのある場合を除き、第三者（学校を含

む）に提供されません。 

ヤングテレフォン・やまぐち 
0120-49-5150 
携帯電話からは 
083-925-5150 

月～金 8：30～17：15（土日祝・年末年始除く） 

虐待対応ダイヤル（全国） 189 毎日 24 時間 虐待が疑われる場合 

こころの救急電話相談 0836-58-4455 毎日 24 時間 （精神科受診など早急な対応に関する相談） 

https://yorisoi-chat.jp/
https://www.npo-tms.or.jp/public/kokoro_hotchat/
https://childline.or.jp/chat
https://bondproject.jp/
https://ymg-kokorosoudan.jp/
https://seap.workway.co.jp/kosen/


保健室便り 
令和 4年 1月号 

大島商船高等専門学校 保健室 

 

 

 新年に授業が始まったかと思いきや、本校も例外なく新型コロナウィルス オミクロン株の脅威にさらされることに

なり、遠隔授業となりました。突然の方向転換で、学生の皆さんは戸惑いがあったことと思います。とくに 1 年生の

皆さんは、本校に入学して以来、長期の遠隔授業は初めてのことで、より戸惑うことがあるのではないかと心配し

ています。 

 全国的にも感染者が急増し、情報も錯綜しているため、なにが正しいのかと混乱することも多々あるのではない

でしょうか。そのような状況では、誰しもが少なからず不安や不満を抱きやすくなります。そうなったときに、物事の

考え方がネガティブに偏ってしまいやすくなります。1 月号では、先月号に引き続き、「あなたの認知・・・ネガティブ

になっていませんか？（Part2）」について、お知らせしたいと思います。 

 

 

 

１．あなたの認知…ネガティブになっていませんか？（Part2） 
 

①わずかな出来事だけで「全部同じ」と決めつけていませんか 

   例えば、「面接に落ちた。これから先もうまくいくはずない。面接なんて受けたくない。」と感じてしまう考え方で

す。この考え方の裏には、“失敗したくない”という失敗を恐れる心理が影響しています。1 回でも傷ついたこと

で、同じ目に合うことを恐れ、自分の方から拒絶します。こうして苦手分野が増えると、自己否定をしやすくなり、

自己肯定感を下げてしまいます。 

 

②人の気持ちや未来を決めつけていませんか？ 

薄い根拠を元にネガティブな結論を出していませんか。例えば、挨拶に返事がなかったから「私は嫌われたに

違いない」と思ったり、嫌なことがあった時に「私は不幸な人生から一生抜け出せない」とネガティブに結論づけ

てしまう考え方です。こうした思い込みによって、根拠のない不安に襲われたり、周囲との関係性が悪くなったり

しがちです。 

 

③レッテル貼りをしていませんか？ 

   これは①と同じことを、人物にむけて感じてしまう考え方です。例えば、「自分は彼氏（彼女）ができない、無能

人間だからだ。」や「あの人はよく異性と遊んでいる。ということは軽々しい人なんだな。」などと、一部を全体に

当てはめて、自分や他人にレッテルを貼る考え方です。こうした思い込みによって、自分で悪い自己イメージを作

ってしまったり、他者へ敵意を抱いたりしがちになります。 

 

④関係ないことでも自分の責任だと思っていませんか？ 

   自分には責任がないことなのに、何でも自分のせいと結び付けて感じてしまう考え方です。例えば「自分が『あ

のカフェに入ろう』と言ったせいで友達が食中毒になってしまった。」と感じてしまう考え方です。責任感が強すぎ

るためにおこる自己否定の思考パターンです。自分の責任と考えてしまうことで自分自身が傷つくことになりま

す。 

 

12月号に引き続き、上記 4つの認知の傾向について説明しました。 

12 月号でも説明しましたが、「認知」とは、何かを判断したり解釈したりする過程のことです。これらの認知の傾

向は、自己嫌悪・罪悪感・怒り・うつ・無気力などネガティブな感情を不必要に生み出す原因になります。 

では、どのように対処したらよいのでしょう。その対処法について、次頁で簡単に説明します。 



例）授業中の発表で、緊張してしまい、しばらく答えられず、手も震えながらなんとか少しは話せたが、「先生から

の評価が下がった（点数が下がる）、友達にも能力が低いと思われた。」と考え、ひどく落ち込んだ。 

 

 

 

 

Step１：この例に対し、認知のゆがみの何が起きているかを考えてみます。 

この場合、「全か無か思考」（12 月号参照）や前頁②の「人の気持ちを決めつけている」ことがとくに当てはま

ります（細かく言うとほかにも当てはまるものはあります）。 

 

Step2：この例（自分の考え方）に、ほかの考えをたくさん追加していきます。 

「人前で緊張しながらも発言できた」「授業での発表は、評価にはそこまで大きな影響はない」「次の発表の機

会がある、そのときのための良い経験となった」「あまりみんな（友達）は聞いていなさそうだった」などと、できるだ

け多くの考えを追加してみましょう。 

 

 Step３：最後に Step1の考えを Step2の考えをもとに、やわらげていきます。 

「発表で緊張したけれど、緊張しつつも人前で話せただけでも経験となり、充分成長できている。我ながらよく

頑張った！」と考えをやわらげます。 

 

という 3 つのステップで、自分自身の認知の傾向を改善することができます。いろいろな方向から物事を考える

ことが大切です。これには自分の意識と日々の考え方の練習が必要です。（どうしても偏った認知になりがちなの

で、自分で意識して、自分でいろいろな考え方をするように習慣づけることが大切です） 

 

もっと詳しく知りたい方は、学生相談室でカウンセラーに相談してみるのもよいと思います。どうぞ、ご利用くださ

いね。 

 

 

 

２．学年末休業に向けてのお願い 
 
 学年末休業は、約 2 か月ありますので、この機会に、歯科（歯の治療など）や眼科（視力の矯正）、内科（心臓や

腎臓の精密定期検査）など、必要な受診をしておいてください。新年度 4 月の早い時期に学内で健康診断を実

施します。とくに、商船学科の学生は航海訓練実習への健康診断書を学校から発行します。また新 4 年生・新 5

年生はインターンや就職活動に必要な健康診断書を学校から発行します。それらに備えて、必要な学生は受診を

しておいてください。 

 

 

 

３．新型コロナワクチン 3回目接種について 
 
 新型コロナウィルス感染症は、オミクロン株などの変異株が新たに出現し、なかなか収束のめどが立たない状況

が続いています。国内では3回目のワクチン接種が進められているところです。学生の皆さんは、保護者と相談し、

接種を検討してください。寮生で１・２回目の接種を周防大島町で受けた人につきましては、周防大島町より、可能

な限り周防大島町で 3 回目の接種をするようにしてくださいとの連絡がありました。（周防大島町と学校とで協議

し、4月以降に 3回目の接種日時、場所についてご案内する予定です） 
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