
Congratulations!

■推薦入学試験
入試区分 学　　科 出願期間 試験日 合格発表日 入学金納入期限

自  己 人間生活学科
食物栄養学科

2014年10月31日（金）～2015年3月20日（金）
（希望試験日の5日前までに必着）

2015年1月17日（土） 2015年1月21日（水） 2015年1月28日（水）
2015年2月14日（土） 2015年2月18日（水） 2015年2月25日（水）
2015年3月26日（木） 2015年3月27日（金） 2015年3月31日（火）

■一般入学試験
入試区分 学　　科 出願期間 試験日 合格発表日 入学金納入期限
Ⅰ　　期 全学科 2015年1月8日（木）～1月22日（木） 必着 2015年1月31日（土） 2015年2月 4 日（水） 2015年2月10日（火）
Ⅱ　　期 全学科 2015年2月5日（木）～2月19日（木） 必着 2015年2月28日（土） 2015年3月 4 日（水） 2015年3月10日（火）

Ⅲ　　期 
（大学入試センター
試験利用入試）

人間生活学科
食物栄養学科 2015年3月5日（木）～3月19日（木） 必着 個別試験等は

実施しません 2015年3月26日（木） 2015年3月31日（火）

臨床検査学科 2015年3月5日（木）～3月19日（木） 必着 2015年3月23日（月） 2015年3月26日（木） 2015年3月31日（火）

■特別入学試験
入試区分 学　　科 出願期間 試験日 合格発表日 入学金納入期限

社会人 全学科 2014年10月31日（金）～2015年3月20日（金）
（希望試験日の5日前までに必着）

2015年1月17日（土） 2015年1月21日（水） 2015年1月28日（水）
2015年2月14日（土） 2015年2月18日（水） 2015年2月25日（水）
2015年3月26日（木） 2015年3月27日（金） 2015年3月31日（火）

学 長
石永 正隆

　一大イベント大学祭も成功裏に終わり、実行委員の方をはじめ、全ての学生の皆さん、教職員の皆さんに
心より感謝申し上げます。ご来場くださった保護者の方々、同窓生の方々にも、そして激励に駆けつけて下さ
いました真野廿日市市長様に感謝申しあげます。また、何人かの方々からは、学生の皆さんの熱心さと雰囲
気の良さに感心したとお褒めの言葉も頂戴しました。
　今はスイッチが切り替わり、勉学モードになって講義や実験実習に取り組み、また、就職活動を活発に始
めた人もいるようです。2、3年生にとっては最後の学期なので、今まで以上に充実した大学生活を送れるよ
うにと願っています。　
　全ての人にあてはまるとは思いませんが、「今の自分は将来の自分を映す」とも言われています。冬の夜長、学生の皆さんが「将来
の楽しい夢」や「今の大学生活」について考えを深めてくれたらと思っています。

学 長 通 信

2014年度
学年暦

12月24日

2015年  1月  7日

1月  8日

2月3日～2月10日

2月  6日

2月11日

2月19日

2月20日

2月25日

2月27日

3月  6日

3月16日

3月17日

3月18日

3月21日

冬季休業開始

冬季休業終了

授業開始

後期定期試験

特別研究提出期限

食物栄養学科卒業制作展及び作品展

成績発表・追再試手続き

追再試手続き

第61回臨床検査技師国家試験

成績査定会議（2年生）

　　  〃　　　（1・2年生）

卒業式予行

卒業式

春季休業開始

保護者会

保護者会のお知らせ

（人）

　　　　　　 試　験
第44回ビジネス実務マナー技能検定
第9１回情報処理技能検定（表計算）
第92回情報処理技能検定（表計算）
第42回文書デザイン検定
第43回文書デザイン検定
第52回ビジネス文書技能検定
第28回家庭科料理技能検定

１ 級

4
4
1
1

 ２級
5
49
1

1

３ 級

15

2
1

下記のとおり、在学生の保護者を対象とした保護者会を、開
催致します。
多数のご出席をお待ちしております。
なお、詳細につきましては、後日改めてご案内いたします。
　

記
　
 　開 催 日：2015年3月21日(土・祝)
 　開催場所：山陽女子短期大学
 　開催内容：学生の指導体制
 　　　　　 就職支援体制
 　　　　　 チューターとの個人面談 他

サンジョイ　エンジョイ　陽月祭
山陽の丘にこだまする　青春のざわめき

山陽女子短期大学  2015年度入試
〈人間生活学科／食物栄養学科／臨床検査学科〉

〈２０１4年４月～９月 検定試験合格者数〉
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第51回陽月祭を終えて
　今年も無事「陽月祭」を終えることができ、実行委員一同ほっとした気持ちでいっぱいです。
　当日は、台風が去り晴天にめぐまれ、昨年よりも多くの方にご来場いただくことができました。色 と々準備不足な点も
ありましたが、ご来場いただいた多くの方に「陽月祭」を大いに盛り上げていただき、心から感謝しております。
　陽月祭の準備中は、マイペースで自由奔放な2年生で沢山の方にご迷惑をおかけしました。それぞれ思いが強く
なかなかまとめることができず、辛かった時期もありましたが、実行委員の仲間、先生方、友達が支えてくれたおかげ
で、乗り越えることができました。
　陽月祭2日目には、次の日が私の誕生日ということもあり、サプライズでステージ上で祝ってもらい、10代最後の良い

思い出ができました。沢山の思い出をくれた実行委員14名は私の最高の仲間であり、宝物です。
　来年は、後輩たちが「第52回陽月祭」を頑張って作り上げますので、今後ともよろしくお願いします。
　最後になりましたが、陽月祭にご協力くださった先生方、在学生の皆さん、企業や他大学の皆さまに心よりお礼申し上げます。
　本当にありがとうございました。

第51期陽月祭実行委員会 委員長
食物栄養学科 栄養管理コース 2年　西村 麻由

■ 病院なんでもクイズ
　 －コンピュータで医療事務－
■ ポストカード作り

■ 心理ゲーム
■ 心理テスト
■ 箱庭体験

■ あなたの食事バランスを
　 チェックしませんか？
■ 健康スムージーを
　 飲んでみませんか？
■ 食物栄養学科の学習や
　 サークル活動などの紹介

■ 心拍数をはかって
　 みよう！
■ 血液細胞像をみて
　 みよう！
■ 菌の形を比べて
　 みよう！

51th  陽月祭
はなみずき第39号（2） 第39号（3）はなみずき
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　今年も無事「陽月祭」を終えることができ、実行委員一同ほっとした気持ちでいっぱいです。
　当日は、台風が去り晴天にめぐまれ、昨年よりも多くの方にご来場いただくことができました。色 と々準備不足な点も
ありましたが、ご来場いただいた多くの方に「陽月祭」を大いに盛り上げていただき、心から感謝しております。
　陽月祭の準備中は、マイペースで自由奔放な2年生で沢山の方にご迷惑をおかけしました。それぞれ思いが強く
なかなかまとめることができず、辛かった時期もありましたが、実行委員の仲間、先生方、友達が支えてくれたおかげ
で、乗り越えることができました。
　陽月祭2日目には、次の日が私の誕生日ということもあり、サプライズでステージ上で祝ってもらい、10代最後の良い

思い出ができました。沢山の思い出をくれた実行委員14名は私の最高の仲間であり、宝物です。
　来年は、後輩たちが「第52回陽月祭」を頑張って作り上げますので、今後ともよろしくお願いします。
　最後になりましたが、陽月祭にご協力くださった先生方、在学生の皆さん、企業や他大学の皆さまに心よりお礼申し上げます。
　本当にありがとうございました。

第51期陽月祭実行委員会 委員長
食物栄養学科 栄養管理コース 2年　西村 麻由

■ 病院なんでもクイズ
　 －コンピュータで医療事務－
■ ポストカード作り

■ 心理ゲーム
■ 心理テスト
■ 箱庭体験

■ あなたの食事バランスを
　 チェックしませんか？
■ 健康スムージーを
　 飲んでみませんか？
■ 食物栄養学科の学習や
　 サークル活動などの紹介

■ 心拍数をはかって
　 みよう！
■ 血液細胞像をみて
　 みよう！
■ 菌の形を比べて
　 みよう！

51th  陽月祭
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学外実習等

　夏季休業中の12日間、豪州医療福祉研修に参加しました。現地では、病院、老人施設、幼稚園などを見学
し、高齢者のための食事宅配ボランティアを行い、充実した日々を過ごすことができました。病院の栄養士や高
齢者の方々、園児との交流もいい思い出になりました。
　驚いたのは、オーストラリアが様々な人種からなる多文化の国で、それぞれの文化が尊重され、文化の違い
に対してきめ細かな配慮がされていることです。幼稚園では、
保護者の要望を聞き、ベジタリアンの食事が用意されるなど、

文化的背景に気を配られていました。また、自然環境を大切にすることにも感銘
を受けました。家族の食べた残り物はペットに餌として与え、生ごみは、フームファ
ームという虫の入った箱に入れ、肥料として使われるそうです。こうした有機肥料
の作り方は日本も見習うべきだと感じました。
　今回の研修では、様々な体験をし、いろいろな考え方に触れ、とてもいい経験
になりました。これから、この経験を活かしていきたいと思います。

豪州医療福祉研修を受講して 食物栄養学科 栄養管理コース 1年　佐藤 由依

　私は、ＪＡ広島総合病院で10日間にわたり、実習をさせていただきました。
　実習では、診察券の受け取り、検査室への案内、労災、交通事故などの患者さまのデータ管理、レセプト再
審査結果の確認、入院費に関わる入力などを行いました。また、紹介カウンターでは紹介ファックスの管理や確
認の電話、お見舞いに来られた方への病室の案内など、様々な体験をさせていただきました。
　実習で経験させていただき、医療保険制度や労災、点数などについてよく理解しておくことや、患者さまが
安心して診察を受けていただけるように、挨拶や笑顔、親切な応対、気配りが大切だと改めて実感しました。

　この経験を活かしてこれからも一層勉学に励みたいと思います。

インターンシップ（病院）を終えて 人間生活学科 医療事務コース 2年　熊野 あかね

　私は、夏季休業中の7日間、インフォライズン株式会社で実習をさせていただきました。
　実習では、実際にサイトのデザイン制作や、修正作業などをしました。
　自分が、今まで学習してきたことが実習で活かせるのではと考えてい
ましたが、基本は出来ていても応用が出来ず、社会ではまだまだ通用し
ないことがこの度の実習でよくわかりました。そして、自分自身を見つめ
直す良いきっかけにもなりました。

　何も出来ない私を温かく迎えて下さった企業の皆様のおかげで充実した日々を過ごすこ
とができ、感謝の気持ちでいっぱいです。この経験を活かしてこれからも一層勉学に励み、
立派な社会人になれるよう努力していこうと思います。

インターンシップ（企業）を終えて 人間生活学科 オフィス情報コース 2年　吉山 茉那

　私は、校外実習で八幡学園という児童福祉施設に行かせていただきました。
　実習では、主に食材の下処理や下準備をしました。野菜の洗い方や切り方などを丁寧に教えていただき、と
ても勉強になりました。実際の調理現場は、声をしっかりだし効率よく動くことが本当に大切なことだと改めて感
じました。
　また、課題のおやつ作りでは自分たちで考えて試作したおやつを実際に作り、提供しました。試作と同じよう
にできるか不安でしたが、８０人分のおやつを失敗することなく作ることができたので良かったです。

　校外実習では、学校では学ぶことのできない貴重な経験ができました。この５日間で学んだことを今後に生かしていきたいと思
います。

栄養士校外実習を終えて 食物栄養学科 栄養管理コース 2年　北尾 梨沙

　9月18日、広島市民病院を見学させていただきました。
　今まで、自分なりに臨床検査技師の仕事を調べたり、いろいろな人からどのような仕事か聞いたりしていまし
たが、実際に臨床検査技師の方が働かれている姿を見るのは初めてでした。
　そこで感じたことは、どの検査室も機械化が進んでいたということです。しかし最終的には、人間の目できちん
と検査結果を確かめなければならないと学びました。
　また、院内のいろいろな場面でミスを起こ

さない努力がされており、とても責任のある重要な仕事だとい
うことも感じました。
　今回の病院見学は、自分の意識の未熟さに気付き、今後
の授業の糧となる良い体験となりました。この体験を活かし、
後期から気を引き締めて学んでいきたいです。

病院見学実習を終えて 臨床検査学科 臨床検査コース 1年　鹿嶋 聖

　9月7日の聖湖マラソンに参加するため、4月からトレーニングを積んできました。
　始めは、早歩きをするだけで息が上がっていましたが、トレーニング内容が変わっていくにつれ、徐々に1時間
走れるまでに改善しました。
　本番当日、多くの方が参加され、同じゴールを目指すと思うと緊張しました。走り始めてみると天気もよく、木
陰や風があり走りやすかったですが、途中から足が痛くなり、前に進みにくくなる症状などが出始め、歩いてゴ
ールしようと思った時、同じランナーの方に声をかけられました。

　その方は、今70歳で50歳のころから年に4回100㎞マラソンにも参加していると聞き、私も21㎞走りきってやるぞと思えました。
　それからはおじいさんと励ましあい、沿道の方からの応援の後押しで無事完走することができました。
　同じランナーの方と励ましあいながら走るとは想像していませんでしたが、自分がつらい中でも人を応援することができることは
すてきだなと思いました。

健康ランニングを受講して 食物栄養学科 栄養管理コース 2年　須澤 千晴

　私たちは、9月19日に神戸にあるシスメックス株式会社を見学しました。ソリューションセンターでは最新の臨
床検査機器が揃っていて、実際に「針を使わないヘモグロビン測定」を体験することができました。これは、ス
ポーツ時の体調モニタリング等に活用されているそうです。また、テクノパークでは新しい発想が生まれるため
の工夫がたくさんありました。医療は日々進
化し続けていることを実感し、とても刺激を
受けました。

　最新の臨床検査機器も、今私たちが取り組んでいる勉強
や実習の内容が基礎となっているので、普段からしっかり勉
学に励んでいきたいと思いました。

シスメックス株式会社の見学に参加して 臨床検査学科 臨床検査コース 2年　長田 夏実

　私は、約4ヶ月間呉医療センターで実習をさせていただきました。最初は不安もありましたが、学内実習では
学べないことを数多く学べると聞いていたので実習への期待の方が大きかったです。病院実習では解剖の見
学や、骨髄検査の見学など多くの体験をすることが出来ました。特に、
生理機能検査では、直接患者さまと触れ合う機会もあり臨床検査技
師は検査をするだけが業務ではないことを改めて痛感しました。毎日が
勉強であり、毎日新しい発見があったのでとても充実した病院実習でし

た。これからも、実習で学んだことを活かし、自らが目指す、いつも笑顔で信頼される検査
技師になるため国家試験合格に向けて日々勉強に励みたいと思います。

臨地実習を終えて 臨床検査学科 臨床検査コース 3年　鈴木 奈緒
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学外実習等

　夏季休業中の12日間、豪州医療福祉研修に参加しました。現地では、病院、老人施設、幼稚園などを見学
し、高齢者のための食事宅配ボランティアを行い、充実した日々を過ごすことができました。病院の栄養士や高
齢者の方々、園児との交流もいい思い出になりました。
　驚いたのは、オーストラリアが様々な人種からなる多文化の国で、それぞれの文化が尊重され、文化の違い
に対してきめ細かな配慮がされていることです。幼稚園では、
保護者の要望を聞き、ベジタリアンの食事が用意されるなど、

文化的背景に気を配られていました。また、自然環境を大切にすることにも感銘
を受けました。家族の食べた残り物はペットに餌として与え、生ごみは、フームファ
ームという虫の入った箱に入れ、肥料として使われるそうです。こうした有機肥料
の作り方は日本も見習うべきだと感じました。
　今回の研修では、様々な体験をし、いろいろな考え方に触れ、とてもいい経験
になりました。これから、この経験を活かしていきたいと思います。

豪州医療福祉研修を受講して 食物栄養学科 栄養管理コース 1年　佐藤 由依

　私は、ＪＡ広島総合病院で10日間にわたり、実習をさせていただきました。
　実習では、診察券の受け取り、検査室への案内、労災、交通事故などの患者さまのデータ管理、レセプト再
審査結果の確認、入院費に関わる入力などを行いました。また、紹介カウンターでは紹介ファックスの管理や確
認の電話、お見舞いに来られた方への病室の案内など、様々な体験をさせていただきました。
　実習で経験させていただき、医療保険制度や労災、点数などについてよく理解しておくことや、患者さまが
安心して診察を受けていただけるように、挨拶や笑顔、親切な応対、気配りが大切だと改めて実感しました。

　この経験を活かしてこれからも一層勉学に励みたいと思います。

インターンシップ（病院）を終えて 人間生活学科 医療事務コース 2年　熊野 あかね

　私は、夏季休業中の7日間、インフォライズン株式会社で実習をさせていただきました。
　実習では、実際にサイトのデザイン制作や、修正作業などをしました。
　自分が、今まで学習してきたことが実習で活かせるのではと考えてい
ましたが、基本は出来ていても応用が出来ず、社会ではまだまだ通用し
ないことがこの度の実習でよくわかりました。そして、自分自身を見つめ
直す良いきっかけにもなりました。

　何も出来ない私を温かく迎えて下さった企業の皆様のおかげで充実した日々を過ごすこ
とができ、感謝の気持ちでいっぱいです。この経験を活かしてこれからも一層勉学に励み、
立派な社会人になれるよう努力していこうと思います。

インターンシップ（企業）を終えて 人間生活学科 オフィス情報コース 2年　吉山 茉那

　私は、校外実習で八幡学園という児童福祉施設に行かせていただきました。
　実習では、主に食材の下処理や下準備をしました。野菜の洗い方や切り方などを丁寧に教えていただき、と
ても勉強になりました。実際の調理現場は、声をしっかりだし効率よく動くことが本当に大切なことだと改めて感
じました。
　また、課題のおやつ作りでは自分たちで考えて試作したおやつを実際に作り、提供しました。試作と同じよう
にできるか不安でしたが、８０人分のおやつを失敗することなく作ることができたので良かったです。

　校外実習では、学校では学ぶことのできない貴重な経験ができました。この５日間で学んだことを今後に生かしていきたいと思
います。

栄養士校外実習を終えて 食物栄養学科 栄養管理コース 2年　北尾 梨沙

　9月18日、広島市民病院を見学させていただきました。
　今まで、自分なりに臨床検査技師の仕事を調べたり、いろいろな人からどのような仕事か聞いたりしていまし
たが、実際に臨床検査技師の方が働かれている姿を見るのは初めてでした。
　そこで感じたことは、どの検査室も機械化が進んでいたということです。しかし最終的には、人間の目できちん
と検査結果を確かめなければならないと学びました。
　また、院内のいろいろな場面でミスを起こ

さない努力がされており、とても責任のある重要な仕事だとい
うことも感じました。
　今回の病院見学は、自分の意識の未熟さに気付き、今後
の授業の糧となる良い体験となりました。この体験を活かし、
後期から気を引き締めて学んでいきたいです。

病院見学実習を終えて 臨床検査学科 臨床検査コース 1年　鹿嶋 聖

　9月7日の聖湖マラソンに参加するため、4月からトレーニングを積んできました。
　始めは、早歩きをするだけで息が上がっていましたが、トレーニング内容が変わっていくにつれ、徐々に1時間
走れるまでに改善しました。
　本番当日、多くの方が参加され、同じゴールを目指すと思うと緊張しました。走り始めてみると天気もよく、木
陰や風があり走りやすかったですが、途中から足が痛くなり、前に進みにくくなる症状などが出始め、歩いてゴ
ールしようと思った時、同じランナーの方に声をかけられました。

　その方は、今70歳で50歳のころから年に4回100㎞マラソンにも参加していると聞き、私も21㎞走りきってやるぞと思えました。
　それからはおじいさんと励ましあい、沿道の方からの応援の後押しで無事完走することができました。
　同じランナーの方と励ましあいながら走るとは想像していませんでしたが、自分がつらい中でも人を応援することができることは
すてきだなと思いました。

健康ランニングを受講して 食物栄養学科 栄養管理コース 2年　須澤 千晴

　私たちは、9月19日に神戸にあるシスメックス株式会社を見学しました。ソリューションセンターでは最新の臨
床検査機器が揃っていて、実際に「針を使わないヘモグロビン測定」を体験することができました。これは、ス
ポーツ時の体調モニタリング等に活用されているそうです。また、テクノパークでは新しい発想が生まれるため
の工夫がたくさんありました。医療は日々進
化し続けていることを実感し、とても刺激を
受けました。

　最新の臨床検査機器も、今私たちが取り組んでいる勉強
や実習の内容が基礎となっているので、普段からしっかり勉
学に励んでいきたいと思いました。

シスメックス株式会社の見学に参加して 臨床検査学科 臨床検査コース 2年　長田 夏実

　私は、約4ヶ月間呉医療センターで実習をさせていただきました。最初は不安もありましたが、学内実習では
学べないことを数多く学べると聞いていたので実習への期待の方が大きかったです。病院実習では解剖の見
学や、骨髄検査の見学など多くの体験をすることが出来ました。特に、
生理機能検査では、直接患者さまと触れ合う機会もあり臨床検査技
師は検査をするだけが業務ではないことを改めて痛感しました。毎日が
勉強であり、毎日新しい発見があったのでとても充実した病院実習でし

た。これからも、実習で学んだことを活かし、自らが目指す、いつも笑顔で信頼される検査
技師になるため国家試験合格に向けて日々勉強に励みたいと思います。

臨地実習を終えて 臨床検査学科 臨床検査コース 3年　鈴木 奈緒
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第52回 大韓臨床病理士協会全国総合学術集会に参加して

日本診療情報管理学会学術大会に参加しました

卒業生 頑張ってます
　本学には、地域産業との連携による商品開発などを通して、地域の活性化に貢献していくための産学連携部門があります。
この活動は学生の体験教育の場としても利用させていただき（商品開発クラブ等）、昨年度は廿日市市吉和産のルバーブを使
ったジャムの開発などを行いました。本年度は廿日市市の椎茸園と協力して、栽培過程で生じる商品価値の低い小さな（1～2
㎝）椎茸の有効利用にチャレンジしています。スイーツ、佃煮、味噌漬けなど様々な商品を試作・開発中です。これらは、佐方地
区の夏祭り、市民センター祭りや廿日市市の環境フェスタのエコレストランなどで展示・販売しました。

ミニ椎茸の活用
地域連携（産官学）プロジェクト

　廿日市市佐方地区では、70歳以上の独り暮らしの高齢者へ
毎月1回お弁当を提供されています。本学でも平成24年度から、
本学2年生の給食管理実習の一環として高齢者への食事の提
供を始めました。
　年1回ですが、学生の作った食事で、地域の皆様とテーブルを囲み、和やかな食事会
を行っています。学生にはこの経験を生かし、卒業後の仕事や、地域の方 と々の連携を
大切にする社会人として頑張って欲しいと考えています。

地域連携（ボランティア活動）

　平成26年9月11日・12日に、第40回 日本診療情報管理学会学術大会が岩手県盛岡市で開催されました。
　大会の初日に行われた学生セッションにおいて、日本病院会が指定する診療情報管理士の養成校の中では最多の4演題を、
4名の学生が発表しました。　
　来年の第41回学術大会は、岡山で行われます。次の学会発表に向けて、医療事務1年生が既に準備を始めています。

　5月28日～31日に韓国チャンウオンコンベンションセンター（晶原市）にて、第52回大韓臨床病理士協会全国総
合学術集会が開催されました。臨地実習期間中という環境下、発表の準備もあまり進まなかったのですが、先生
方の協力もあり、とても良い経験をさせて頂きました。多くの韓国臨床検査技師の方々や日韓交流の一環として日
本からの参加者もあり、共
に医療技術の発展向上
に尽くされている姿を拝
見し、臨床検査技師とい

う職種を誇りに感じ、素晴らしいと思いました。
私も卒業後も様々な学会に参加し、知識と技
術を身に付けていきたいと思いました。

臨床検査学科 臨床検査コース 3年　田中 美雪

　私は短期大学卒業後、三愛病院で医療事務員として勤務しています。入職当時は与えられた仕事を必死で
覚え、日々自分に出来る仕事を少しずつ増やして行くことの毎日でした。同部署に同期の職員も居なかった為、業
務内容など比較されることはありませんでした。しかしその反面、早く仕事に慣れて、自分にも業務分担をしてもらえ
るようになりたいと強く思うようになりました。
　現在、入職して4年目になり、保険請求業務以外にも労災での診療報酬請求業務などを担当しており、業務の
幅も広がり充実した毎日を過ごしています。医療事務員としても、まだまだスキルアップしなければならないので、保
険請求のことや、接遇に関しても毎日が勉強の連続です。医事課にとって、また病院にとっても無くてはならない

存在になれるよう頑張っていきたいです。

医療事務員として 人間生活学科 医療事務コース 2011年3月卒　前田 沙羅

　短大を卒業してから、半年が経ちました。私は今、幼稚園で給食を作っていま
す。最初は、新しい環境に慣れることで精一杯でしたが、今では献立作成・発注・
調理・盛り付けなど、任せてもらえる仕事が増えました。やりがいや楽しさを感じる
余裕もでき、苦手だった計算もこなせるようになりました。学生時代に、栄養価や
発注量の計算を自分の手で行っていたことが、今しっかり役に立っています。
　小さい子どもたちに、好き嫌いをなくして「食べる」ことの大切さを伝えたくて、こ
の仕事を選びました。

　初心を忘れずに、これからも頑張りたいと思います。

栄養士として 食物栄養学科 栄養管理コース 2014年3月卒　滝川 葵

　私は今、（独）国立病院機構長崎川棚医療センターで4月から臨床検査技師として働いています。現在、生理
機能検査を担当しており、心電図や呼吸機能検査、脳波検査などを行っています。生理検査は患者さまと直接
触れ合って検査するため、正確なデータの評価だけでなく検査説明
や接遇にも心がけています。まだ、一人ではうまくできない検査もあり
ますが優しい先輩や上司にフォローして頂きながら頑張っています。
　卒業して今思うことは、短大の3年間は私にとってとても濃い3年
間だったということです。勉強や実習など大変なことがたくさんありま

したが、仲間たちと共に支えあい、親身になって下さる先生方に励まされて乗り切ること
ができました。この3年間の思い出を胸に、患者さまや職場の仲間に信頼される臨床検
査技師を目指し頑張って行きたいと思います。

臨床検査技師として 臨床検査学科 臨床検査コース 2014年3月卒　清 美沙紀

　私は、（独）国立病院機構浜田医療センターで診療情報管理士として勤務し
ています。現在、院内がん登録の初級者研修を受講しています。修了後は、ご指
導頂きながらがん登録の担当をする予定です。山陽女子短期大学は、医療事務
の中でも多方面で活躍できる人材育成を図るという先生方の意向から、診療情
報管理のみならず、DPCやがん登録の授業を取り入れて下さっていました。大
学時代からがん登録を知り、学べたことは今の私にとって本当に大きな強みで
す。今後は授業で教えて頂いた基礎を大切に、さらなるスキルアップを目指したい

です。
　また、先日は島根県マネジメント学会でポスター発表をし、この半年間だけでも多くの貴重な経験をさ
せていただきました。これからも感謝の気持ちを忘れず、必要とされる診療情報管理士を目指して、頑
張りたいと思います。

必要とされる診療情報管理士を目指して 専攻科（診療情報管理専攻） 2014年3月卒　大野 亜里沙

第40回

演　題

抄録発表

○アンケートから見る診療情報管理士像について
○チーム医療における診療情報管理士の役割
○災害時における情報管理のあり方
○予約診療の有効性と患者満足度の向上

○在宅医療・地域連携における診療情報管理士
　業務の今後

はなみずき第39号（6） 第39号（7）はなみずき



第52回 大韓臨床病理士協会全国総合学術集会に参加して

日本診療情報管理学会学術大会に参加しました

卒業生 頑張ってます
　本学には、地域産業との連携による商品開発などを通して、地域の活性化に貢献していくための産学連携部門があります。
この活動は学生の体験教育の場としても利用させていただき（商品開発クラブ等）、昨年度は廿日市市吉和産のルバーブを使
ったジャムの開発などを行いました。本年度は廿日市市の椎茸園と協力して、栽培過程で生じる商品価値の低い小さな（1～2
㎝）椎茸の有効利用にチャレンジしています。スイーツ、佃煮、味噌漬けなど様々な商品を試作・開発中です。これらは、佐方地
区の夏祭り、市民センター祭りや廿日市市の環境フェスタのエコレストランなどで展示・販売しました。

ミニ椎茸の活用
地域連携（産官学）プロジェクト

　廿日市市佐方地区では、70歳以上の独り暮らしの高齢者へ
毎月1回お弁当を提供されています。本学でも平成24年度から、
本学2年生の給食管理実習の一環として高齢者への食事の提
供を始めました。
　年1回ですが、学生の作った食事で、地域の皆様とテーブルを囲み、和やかな食事会
を行っています。学生にはこの経験を生かし、卒業後の仕事や、地域の方 と々の連携を
大切にする社会人として頑張って欲しいと考えています。

地域連携（ボランティア活動）

　平成26年9月11日・12日に、第40回 日本診療情報管理学会学術大会が岩手県盛岡市で開催されました。
　大会の初日に行われた学生セッションにおいて、日本病院会が指定する診療情報管理士の養成校の中では最多の4演題を、
4名の学生が発表しました。　
　来年の第41回学術大会は、岡山で行われます。次の学会発表に向けて、医療事務1年生が既に準備を始めています。

　5月28日～31日に韓国チャンウオンコンベンションセンター（晶原市）にて、第52回大韓臨床病理士協会全国総
合学術集会が開催されました。臨地実習期間中という環境下、発表の準備もあまり進まなかったのですが、先生
方の協力もあり、とても良い経験をさせて頂きました。多くの韓国臨床検査技師の方々や日韓交流の一環として日
本からの参加者もあり、共
に医療技術の発展向上
に尽くされている姿を拝
見し、臨床検査技師とい

う職種を誇りに感じ、素晴らしいと思いました。
私も卒業後も様々な学会に参加し、知識と技
術を身に付けていきたいと思いました。

臨床検査学科 臨床検査コース 3年　田中 美雪

　私は短期大学卒業後、三愛病院で医療事務員として勤務しています。入職当時は与えられた仕事を必死で
覚え、日々自分に出来る仕事を少しずつ増やして行くことの毎日でした。同部署に同期の職員も居なかった為、業
務内容など比較されることはありませんでした。しかしその反面、早く仕事に慣れて、自分にも業務分担をしてもらえ
るようになりたいと強く思うようになりました。
　現在、入職して4年目になり、保険請求業務以外にも労災での診療報酬請求業務などを担当しており、業務の
幅も広がり充実した毎日を過ごしています。医療事務員としても、まだまだスキルアップしなければならないので、保
険請求のことや、接遇に関しても毎日が勉強の連続です。医事課にとって、また病院にとっても無くてはならない

存在になれるよう頑張っていきたいです。

医療事務員として 人間生活学科 医療事務コース 2011年3月卒　前田 沙羅

　短大を卒業してから、半年が経ちました。私は今、幼稚園で給食を作っていま
す。最初は、新しい環境に慣れることで精一杯でしたが、今では献立作成・発注・
調理・盛り付けなど、任せてもらえる仕事が増えました。やりがいや楽しさを感じる
余裕もでき、苦手だった計算もこなせるようになりました。学生時代に、栄養価や
発注量の計算を自分の手で行っていたことが、今しっかり役に立っています。
　小さい子どもたちに、好き嫌いをなくして「食べる」ことの大切さを伝えたくて、こ
の仕事を選びました。

　初心を忘れずに、これからも頑張りたいと思います。

栄養士として 食物栄養学科 栄養管理コース 2014年3月卒　滝川 葵

　私は今、（独）国立病院機構長崎川棚医療センターで4月から臨床検査技師として働いています。現在、生理
機能検査を担当しており、心電図や呼吸機能検査、脳波検査などを行っています。生理検査は患者さまと直接
触れ合って検査するため、正確なデータの評価だけでなく検査説明
や接遇にも心がけています。まだ、一人ではうまくできない検査もあり
ますが優しい先輩や上司にフォローして頂きながら頑張っています。
　卒業して今思うことは、短大の3年間は私にとってとても濃い3年
間だったということです。勉強や実習など大変なことがたくさんありま

したが、仲間たちと共に支えあい、親身になって下さる先生方に励まされて乗り切ること
ができました。この3年間の思い出を胸に、患者さまや職場の仲間に信頼される臨床検
査技師を目指し頑張って行きたいと思います。

臨床検査技師として 臨床検査学科 臨床検査コース 2014年3月卒　清 美沙紀

　私は、（独）国立病院機構浜田医療センターで診療情報管理士として勤務し
ています。現在、院内がん登録の初級者研修を受講しています。修了後は、ご指
導頂きながらがん登録の担当をする予定です。山陽女子短期大学は、医療事務
の中でも多方面で活躍できる人材育成を図るという先生方の意向から、診療情
報管理のみならず、DPCやがん登録の授業を取り入れて下さっていました。大
学時代からがん登録を知り、学べたことは今の私にとって本当に大きな強みで
す。今後は授業で教えて頂いた基礎を大切に、さらなるスキルアップを目指したい

です。
　また、先日は島根県マネジメント学会でポスター発表をし、この半年間だけでも多くの貴重な経験をさ
せていただきました。これからも感謝の気持ちを忘れず、必要とされる診療情報管理士を目指して、頑
張りたいと思います。

必要とされる診療情報管理士を目指して 専攻科（診療情報管理専攻） 2014年3月卒　大野 亜里沙

第40回

演　題

抄録発表

○アンケートから見る診療情報管理士像について
○チーム医療における診療情報管理士の役割
○災害時における情報管理のあり方
○予約診療の有効性と患者満足度の向上

○在宅医療・地域連携における診療情報管理士
　業務の今後
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Congratulations!

■推薦入学試験
入試区分 学　　科 出願期間 試験日 合格発表日 入学金納入期限

自  己 人間生活学科
食物栄養学科

2014年10月31日（金）～2015年3月20日（金）
（希望試験日の5日前までに必着）

2015年1月17日（土） 2015年1月21日（水） 2015年1月28日（水）
2015年2月14日（土） 2015年2月18日（水） 2015年2月25日（水）
2015年3月26日（木） 2015年3月27日（金） 2015年3月31日（火）

■一般入学試験
入試区分 学　　科 出願期間 試験日 合格発表日 入学金納入期限
Ⅰ　　期 全学科 2015年1月8日（木）～1月22日（木） 必着 2015年1月31日（土） 2015年2月 4 日（水） 2015年2月10日（火）
Ⅱ　　期 全学科 2015年2月5日（木）～2月19日（木） 必着 2015年2月28日（土） 2015年3月 4 日（水） 2015年3月10日（火）

Ⅲ　　期 
（大学入試センター
試験利用入試）

人間生活学科
食物栄養学科 2015年3月5日（木）～3月19日（木） 必着 個別試験等は

実施しません 2015年3月26日（木） 2015年3月31日（火）

臨床検査学科 2015年3月5日（木）～3月19日（木） 必着 2015年3月23日（月） 2015年3月26日（木） 2015年3月31日（火）

■特別入学試験
入試区分 学　　科 出願期間 試験日 合格発表日 入学金納入期限

社会人 全学科 2014年10月31日（金）～2015年3月20日（金）
（希望試験日の5日前までに必着）

2015年1月17日（土） 2015年1月21日（水） 2015年1月28日（水）
2015年2月14日（土） 2015年2月18日（水） 2015年2月25日（水）
2015年3月26日（木） 2015年3月27日（金） 2015年3月31日（火）

学 長
石永 正隆

　一大イベント大学祭も成功裏に終わり、実行委員の方をはじめ、全ての学生の皆さん、教職員の皆さんに
心より感謝申し上げます。ご来場くださった保護者の方々、同窓生の方々にも、そして激励に駆けつけて下さ
いました真野廿日市市長様に感謝申しあげます。また、何人かの方々からは、学生の皆さんの熱心さと雰囲
気の良さに感心したとお褒めの言葉も頂戴しました。
　今はスイッチが切り替わり、勉学モードになって講義や実験実習に取り組み、また、就職活動を活発に始
めた人もいるようです。2、3年生にとっては最後の学期なので、今まで以上に充実した大学生活を送れるよ
うにと願っています。　
　全ての人にあてはまるとは思いませんが、「今の自分は将来の自分を映す」とも言われています。冬の夜長、学生の皆さんが「将来
の楽しい夢」や「今の大学生活」について考えを深めてくれたらと思っています。

学 長 通 信

2014年度
学年暦

12月24日

2015年  1月  7日

1月  8日

2月3日～2月10日

2月  6日

2月11日

2月19日

2月20日

2月25日

2月27日

3月  6日

3月16日

3月17日

3月18日

3月21日

冬季休業開始

冬季休業終了

授業開始

後期定期試験

特別研究提出期限

食物栄養学科卒業制作展及び作品展

成績発表・追再試手続き

追再試手続き

第61回臨床検査技師国家試験

成績査定会議（2年生）

　　  〃　　　（1・2年生）

卒業式予行

卒業式

春季休業開始

保護者会

保護者会のお知らせ

（人）

　　　　　　 試　験
第44回ビジネス実務マナー技能検定
第9１回情報処理技能検定（表計算）
第92回情報処理技能検定（表計算）
第42回文書デザイン検定
第43回文書デザイン検定
第52回ビジネス文書技能検定
第28回家庭科料理技能検定

１ 級

4
4
1
1

 ２級
5
49
1

1

３ 級

15

2
1

下記のとおり、在学生の保護者を対象とした保護者会を、開
催致します。
多数のご出席をお待ちしております。
なお、詳細につきましては、後日改めてご案内いたします。
　

記
　
 　開 催 日：2015年3月21日(土・祝)
 　開催場所：山陽女子短期大学
 　開催内容：学生の指導体制
 　　　　　 就職支援体制
 　　　　　 チューターとの個人面談 他

サンジョイ　エンジョイ　陽月祭
山陽の丘にこだまする　青春のざわめき

山陽女子短期大学  2015年度入試
〈人間生活学科／食物栄養学科／臨床検査学科〉

〈２０１4年４月～９月 検定試験合格者数〉
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TEL（0829）32-0909　FAX（0829）32-0981

発行責任者　石永 正隆
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