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〔3〕健康相談
く現状 の説 明〉

日常 の健康 の悩 みや問題 があ る学生 ･教職員 に対 して,保健管理 セ ンターで は無料 で相談 に応
じてい る 長崎大学 は 3キャンパ スに分かれているため,坂本地 区 ･片淵地 区にはそれぞれ に分
｡

室 を設 けている

｡

相談 日時 は本部地 区で は月曜 日〜金曜 日の 8時30
分 〜1
7時,坂本地 区分室では月 ･金曜 日の 8
時30
分 〜1
2時,片淵地 区分室で は水曜 日の 8時30分〜1
2
時である

｡

相談 スタ ッフ としては､本部地 区で は医師 (
内科 ･
精神科),看護職, カウンセラー等が対応 し
ている｡ また医学部 ･歯学部附属病院 に派遣 をお願 い し,医師,歯科医師,栄養士 の応援 を得て
内科),看護職 が, また片淵地 区分室 では看護職が相談 に応 じてい
いる 坂本地 区分室 で は医師 (
｡

る｡

相談項 目 として は本部地 区で は一般 内科相談 は もちろん,専門スタ ッフによる相談 として循環
器,呼吸器,消化器,内分泌代謝等の相談,婦人科相談,歯科相談,精神衛生相談,栄養相談 な
どを設 けている｡
次 に健康相談 の利 用状況 について経年的 に見 る と, その相談件数 は増加傾 向にある｡ 相談数が
圧倒的 に多いのは内科相談で,年間2
500件 を越 える 主な相談 内容 は風邪 が圧倒的 に多 く相談 の
｡

約 4割 を占める｡風邪 の相談件数 は毎年増加傾 向 を示 していたが,今年度 はイ ンフルエ ンザの大
流行 で さらに増加 した｡ そのほかの内科相談 の内容 として は高脂血症,高血圧,脂肪肝等である

｡

相談 の結果,治療 や検査が必要 となった場合 には, 内服 ･外用等の救急薬,心 ･腹部 の超音波装
置,生化学 自動分析装置,心電計等 を備 え無料 で対応 してい る｡
精神衛生相談 は平成 8年 まで は相談実数,延数共 にめざ ましい増加 を示 していた｡近年 は延件
数 は減少 した ものの,実数 はやや増加傾 向 を示す｡ 内容 は神経症圏,気分障害の相談が半数以上
を占め る

｡

また対人関係,性格 ･能力,進路 の相談 な ど該 当疾患のない相談が今年度 は昨年の 2

倍 に達 した｡男性 のみであった相談員 を平成 9年 2月 よ り女性 のカウンセラー を起用 し配置 した｡
婦人科相談 は平成 8年 よ り相談 を開始 した｡女子学生が性 に対 す る認識 を深 めた り,気軽 に相
談で きる場 として好評 を得 てい る 医師 は医学部附属病院産婦人科 よ り応援 を得 てい る 相談件
｡

｡

件 で横 ばいである 相談 内容 として は無月経,性感染症 な どで ある
数 は約 80
｡

｡

歯科相談 も相談件数 は約 9
0件 で大 きな変化 はない｡相談 内容 は歯周疾患,顎関節症疑 い, う蝕
で＼
ある｡
この ような健康相談 の広報 については, ホームペ ージ,健康 コンデ ィシ ョニ ング等 の講義,新
入生健康診断オ リエ ンテー シ ョン,学園だ よ り,学生案内,掲示 な どで行 っている

｡

く点検 ･評価 〉

教職員 の健康管理上,生活習慣病 は重要 な問題 である

｡

また青年期 は発達段階か ら見 ると健康

障害 の少 ない年代 で あるが,近年大学生 の年代 で注 目されてい る健康上 の問題 として高脂血症,
脂肪肝,肥満,高血圧 な どの生活習慣病,若 い女性 に多い無月経や摂食 障害,歯科 においては歯
‑
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周疾 患,顎関節症, う蝕, また神経症,対人 関係,不登校 な どの問題 が挙が ってい る 保健管理
｡

セ ンターで は各年代 に起 こりやすい これ らの健康上 の問題 に対 し,専門スタ ッフを配置 し相談窓
口を設 け対応 してい る｡ また健康相談 の利用結果か らは, それ らの問題 に対 し利用が なされてい
るのが うかが える｡ しか し検診 で把握 した結果等か ら見 る と,実態 はさらに多 くの対象者が存在
していて,相談 に至 っていない者 も多い と思われ る

｡

また健康相談 の点検 ･評価 を考 える時,利 用者側 か らみたサー ビスについての評価 は大変重要
である

｡

しか しそれ については, これ まで検討 され る事 はなか った｡ これ を機会 に平成 1
2
年度 に

は利 用者側 か ら見 たサー ビスについての評価 を行 う予定 である

｡

く長 所 と問題 点 〉
保健管理 セ ンターの健康相談 の長所 としてあが るのは まず,様々 な健康相談項 目を設 けている
事や専門スタ ッフが充実 してい る事 である

スタ ッフについて は保健管理 セ ンターのみでな く併

｡

設 の医学部 ･歯学部 附属病院の医師,歯科医師,栄養士 の応援 を得 ている

｡

また一般的な相談体

制 で は相談 を受 けた後 でそれぞれの専門 に振 り分 け紹介 され ることが多いのに対 し,保健管理 セ
ンターで は初 めか ら専門スタ ッフによる相談 を受 ける事 が可能である

｡

また精神衛生相談 で は,

相談者 と同性 の相談員が望 ましい場合 もあ り男女の相談員 を配置 している｡ また精神科医 とカウ
ンセ ラーの両側面 か ら対応 で きる体制 を とっている

｡

次 に長崎大学 の周辺 は多 くの医療機関 に恵 まれてい る ものの有料 で は必要 な相談,診療,検査
を受 けない者 も多 い｡保健管理 セ ンターで は内服 ･外用等の救急薬,心 ･腹部 の超音波装置,生
化学 自動分析装置,心電計等 を備 え,学生 ･教職員 に対 して無料 で対応 し,気軽 に相談 を受 けや
す くしている

｡

そのための問題点 としては今後 も無料 で対応 してい くには,人件費 や救急薬,試薬,機器 の維
持費 な ど,増加 してい く経費 に対 し予算措置 が必要 となって くる｡
次 に問題点 としては広報が あげ られ る｡ 学生 ･教職員 の各年代 に起 こりやすい様 々 な健康上 の
問題 に対 し, それ らの相談 の利 用がなされてはいる ものの,実態 はさ らに多 くの対象者がい るも
の と思われ る 特 に婦人科,精神衛生,歯科相談 で は何 らかの広報が必要 と思われ る
｡

｡

また精神

衛生 は相談 の性質上,相談体制 を知 っていて も自分か ら訪れ る とい う事が ない場合 もあ り,学部
との連携 も重要 になっている

｡

く将 来 の 改善 ･改革 に向 けた方策 〉
今 回健康相談 の問題点 としてあげ られた広報 について,改善 に向 けた方策 を検討 した｡ これ ま
でホームペー ジ,健康 コンデ ィシ ョニ ング等の講義,新入生健康診断オ リエ ンテー シ ョン,学園
だ よ り,学生案 内,掲示 な どの案 内 についてはすで に実施 して きた｡ これ らの方策 として は,一
つには保健管理 セ ンターへの来所が増 えるような試 みが健康相談へ とつなげる方法で もある と思
われ る 来所 して もらう事 は,健康相談 について知 って もらうチ ャンスで,次のステ ップ として
｡

相談へ とつなげる事が可能 である｡ 近年,全 自動血圧計,身長 ･体重 ･体脂肪計等 の設置やアル
コールパ ッチテス トの実施 によ りセ ンターへの学生 の来所が急増 した｡ この事 は,従来 の ｢
保健
‑
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管理 セ ンターは病気 の人が行 く所｣ といった偏見 を一掃 した｡興味 ある健康機器 を今後 も設置 し
てい く事 は,学生 自身の健康管理や保健管理 セ ンターの理解 につなが り, そ して気軽 な相談へ と
つなが ってい く事 と思われ る｡
しか し精神衛生 についてはまだ一般的 に理解 され に くく,偏見が強い｡知 って もらうことが即
相談 にはつなが りに くい｡ そのため 2つ 目 として相談の広報 のみでな く精神衛生 に対 す る啓蒙活
動 も重要である 精神 ･心理的 な問題 を抱 えた学生 を大学全体 で支援 してい く事 を目的 に平成 9
｡

年1
2月 にメンタルヘルス懇談会が全学的な組織 として発足 した｡保健管理 セ ンターが独 自に企画

0年か らはメンタルヘルス懇談会 と共催 で実施 している｡啓蒙活動
していた講演会 はその後平成 1
の効果 は一朝一夕 にはあが らないが,今後 もこの ような講演会等 を継続 して企画 してい く事 で,
精神衛生 に対 す る理解が深 まってい くと思われ る

｡

また精神衛生相談 は保健管理 セ ンターだ けで

は解決 で きない問題 も多 く,学部 との連携 をはか るために も,今後 はその組織 をさらに強化 して
い く事が重要である｡
また, これ まで検討 され る事 のなか った利 用者側 か らみた健康相談 について,平成 1
2年度 には

2 ･3年生 を対象 としたア ンケー ト調査 を計画 し,保健管理セ ンター利 用の有無,利 用 した結果,
施設 の場所,相談時間帯,相談項 目,設備 な どについて調査 し,評価 ･改善 ･改革の資料 とした
い｡

‑
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