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第52回陽月祭を終えて

第52期陽月祭実行委員会 委員長
人間生活学科 人間関係コース ２年

岡村 春伽

今年も無事「陽月祭」を終えることができ、陽月祭実行委員一同感謝の気持ちでいっぱいです。
昨年に引き続き晴天に恵まれ、準備から片づけまで楽しくできました。
始めは、第51回陽月祭を経験した実行委員が４人しかいないため不安もありましたが、他の19人がい
ろいろ考えて動いてくれたことで準備も無事進み、当日を迎えることができました。
陽月祭当日は在学生、先生、他大学の皆様に盛り上げていただき、嬉しく思っております。
２日目のエンディングでは、私以外の陽月祭実行委員が私の為にサプライズのムービーを作ってくれ
たり、１年生から２年生への歌のプレゼント等、心に残る演出をしてくれ、感動しっぱなしでした。
そのサプライズをみて53回の陽月祭も成功するのではないかと確信しました。誰ひとりかけることがなかった陽月祭実行委員
23名が頑張り、沢山の方々に助けてもらいながら作り上げた今年の陽月祭、達成感に満ちそれぞれの自信に繋がったと思います。
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、企業や他大学の皆様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。

学内展示等
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学外実習等
豪州医療福祉研修に参加して

人間生活学科 医療事務情報コース １年

和久 穂

８月30日から９月11日まで、オーストラリアでの医療福祉研修に参加しました。
オーストラリアに着くまでは、英語で上手にコミュニケーションが取れるか不安でいっぱいでしたが、
現地の方が簡単に、わかりやすく話してくださり楽しく過ごすことができました。毎日新しい英語を学
んで、少しずつ英語も聞き取ることができ、自分に自信が持てました。
オーストラリアでは保育園や幼稚園、病院、スーパーマーケットなど
多くの施設を見学しました。一番心に残ったのは、高齢者のお宅に食事
を宅配するボランティアの体験です。精一杯の気持ちを込めて、
「健康
で長生きしてください」と伝えたら、とても喜んでくださり本当に嬉しかったです。宅配先
の方が、
「あなたたちが来てくれただけで嬉しいのよ」と言ってくれた時は感動して泣きそ
うでした。心の底から感謝と喜びが強く伝わってきて、
「届けてよかった」と思いました。
今回の旅で改めてもっと英語力を身につけ、また海外へ行ってみたいと思いました。

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

篠田 千裕

私は、浜田医療センターで10日間にわたり、実習をさせていただきました。
実習では、フロア案内、レセプトや領収書等のコピーをファイルに綴じる作業、会計整理券の発行、
保険証や処方箋の確認、診察の終わった患者さんを窓口へ案内することなど、受付の仕事を主に体験し
ました。日によって仕事の内容は異なり、パソコン入力の仕方など覚えることも沢山ありましたが、毎
日が勉強の日々でした。
実習の経験から、職員の方は病名など略語で話をされることが多いため、普段から略語に慣れておく
こと、また、患者さんは幼児から高齢の方まで年齢層も様々であり、その患者さんに合った応対・気配
りの仕方というの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（企業）を終えて

人間生活学科 人間関係コース ２年

内藤 響

私は、夏季休業中の７日間、地域活動センターCross Road にて実習をさせていただきました。
実習では、利用者の作業補助や食事の準備、相談員の方からカウンセリングについてお話を伺いまし
た。特に、利用者の方とのコミュニケーションが私にとって貴重な体験となりました。
会話の中で「親しみやすい雰囲気で、話やすいですね。」と利用者の方がおっしゃって下さったこと
が私にとって大きな励みとなりました。実践の場でしか得ることのできないことをたくさん学ぶことが
できました。
実習を温かく迎えて下さった施設の皆さま、利用者の皆さまのお陰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、一人の人を尊重する気持ちを忘れず社会で役立てていけるよう努力
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

衣笠 佑奈

私は、校外実習で五日市北区学校給食センター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回転釜での調理をしました。約5000食という大量調理は食材の量も多
く、野菜のカットや洗浄をするのも一苦労で、回転釜を混ぜる作業は大変体力のいるものでした。広い
調理室で効率よく作業するには、仲間同士での声かけや手早く作業することが大切だということがわか
りました。
また、小学校へ訪問させていただき、課題の栄養指導媒体で小学生に栄養指導を行いました。興味を
持って話を聞いてくれたり、反応があったのでうれしく思いました。年齢に合った栄養指導をすること
がいかに大変であるかなどの改善点を見つけることができました。校外実習では、大学では学ぶことのできない大変貴重な
体験ができました。この５日間で学んだことを忘れず就職先でも活かしていきたいと思います。
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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

佐々木 今日子

私は体力を取り戻したいという理由で健康ランニングを受講することにしました。
寮に住んでいるので、大学までの短い距離を歩くだけの毎日だからです。
授業で初めて走ったときは、ゆっくりと10分走っただけで息が上がり、情けなくなりましたが、毎週
走るようになると楽しいと思うようになり、さらに体力の向上が実感できるようになりました。
大会当日、緊張と不安な気持ちでいっぱいでしたが、
「何がなんでも完走してやる」という強気な気持
ちもありました。マラソンがスタートし、最初は笑顔でしゃべる元気もありました。５キロ地点でこの
ペースだと余裕だなと思いましたが、徐々に足が重くなり、ゴールがと
ても遠いものに思えてきました。そんな時、私の足を前に踏み出させてくれたのはいままで
一緒に走ってきた仲間でした。これは実際に辛い思いをしないと感じられないことです。時
間内にゴールはできませんでしたが、完走はでき、達成感がとても気持ちよかったです。
私は走ることで体力、メンタルにおいて少しレベルアップできたと思います。ここで終わ
りではなく、これからも自分自身の成長のために走り続けたいです。

病院見学実習を終えて

ました。

臨床検査学科 臨床検査コース １年

山根 汀

７月31日、広島赤十字・原爆病院を見学させていただきました。普段、大学の講義や学内実習では体
験できない症例があり、大変興味深く感じました。また、治療の流れを把握するだけでなく、なぜこの
機器を用いて治療を行うのか、どのような目的でその治療をしているのか、細かいところまで教えてい
ただきました。その他にも臨床検査技師同士だけでなく、他の職種の方とのコミュニケーションも取れ
ており、チームワークを大切にされていると感じました。
今回の見学によって、自分にはまだ足りないことが多くあることを実感させられましたが、立派な臨
床検査技師になるため、予習・復習をしっかりやって、国家試験に合格できるように頑張ろうと決意し

上級救命講習を受講して

臨床検査学科 臨床検査コース ２年

棚田 弥和

11月28日（土）に廿日市市消防本部で行われた上級救命講習を受講しました。
心肺蘇生法から体位変換方法、怪我をした際の応急処置法ま
で模擬体験し、講習会の最後には心肺蘇生法の実技試験を受け、
「上級救命講習会修了書」をいただきました。
丸１日の講習会でしたが休息もこまめにあり、講習内容もバ
リエーション豊富で、何よりもご指導いただいた救急救命士の
方々がとても優しかったです。医療に携わる学生として、是非
身につけておくべき知識だと再確認できました。

臨地実習を終えて

臨床検査学科 臨床検査コース ３年

村上 梨華

私は４月から約４ヶ月間、県立広島病院にて臨地実習をさせていただきました。
臨地実習が始まるまでは、長い実習を乗り越えられるかどうか不安に苛まれる日もありましたが、県
立広島病院の方々の優しく丁寧なご指導のお陰で、無事終了することができました。臨地実習で見聞き
したもの全てが、新鮮で刺激的だったため、大変有意義な日々を過ごすことができました。
臨床検査技師の検査結果は、患者さんの治療方針を左右するため、
指差し・声出し・ダブルチェックなどを行い、医療従事者と患者さん
に対しミスをしない対策の徹底等、社会の厳しさも実感しました。
私も、指導していただいた技師さんのように正確で迅速な業務を行い、医療組織において
はもちろんのこと、社会においても信頼される臨床検査技師を目指していきます。そのた
めにも、国家試験合格を目指して一日一日を大切にし、前に向かって進み続けます。
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おからペーストを利用した「うの花ぼんぼん」
「おから」を利用する食品は1％以下である。この問題を解決するため、本学非常勤講師である釘宮先生と食品開
発コースの学生が「おから」を使った商品を開発した。おからを高圧釜で煮た後、ミキサーにかけ、とろりとし
たペースト状にし、ブルーベリーの味をつけた羊羹と合わせる。この商品を10月4日ゆめタウンを会場にした「は
つかいち環境フェスタ」に出店した。

第41回

日本診療情報管理学会学術大会に参加して

９月17日・18日に岡山コンベンションセンターにて、「第41回日本診療情報管理学会学術大会」が開催され、本
学からは７名の学生と教員２名が参加しました。
初日の学生セッションでは、４組が下記の演題で発表し、多くの学会関係者や診療情報管理士の方々から励ま
しのお言葉をいただきました。
来年の第42回学術大会は東京で開催されますが、３年毎の「診療情報管理協会国際連盟 ( IFHIMA ) 第18回国際
大会」も同時開催されますので、各国の診療情報管理士との交流が、今から楽しみです。
次の国際大会に向けて、医療事務情報コース１年生と専攻科 ( 診療情報管理専攻 ) 進学予定者が、既に準備を始
めています。

第41回 日本診療情報管理学会学術大会学生セッション演題
発 表 者

演

題

田 中 里 緒

災害時における診療情報の管理体制と診療録様式の改善についての考察

須 山 咲 希

病院管理研究会の活動報告

川 嵜 祐美子

診療情報管理士の国家資格化に向けた意識調査

永 田 夕 貴

広島土砂災害の現状と住民情報の管理方法についての考察

アジア臨床検査研修に参加して
今年もタイ国チュラロンコン大学で開催された HIV・AIDS 対策海外人材育成研修会
（８月20日～22日）に参加しました。
臨床検査学科２年生２名と教員１名が、日本全国から選ばれた23名と共に、チュ
ラロンコン大学の教授陣の講義を受けました。
全て英語の授業に、学生たちも必死に理解しよ
うと頑張っていた姿が、山陽女子短期大学 臨床検
査学科の伝統を担っている責任として見えました。
研修終了した翌日は、アユタヤ遺跡などを観光
し、タイを満喫しました。
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卒業生 頑張ってます
存在感のある医事課員を目指して

人間生活学科 医療事務コース 2011年３月卒

山田 繭

私は卒業後、社会医療法人千秋会 井野口病院で医療事務員として勤務しています。
入職時は医事課外来係と診療情報管理室を兼務し、大学で教えていただいた事を活かせるよう「日々がむ
しゃらに働く」という毎日を過ごしていました。
現在は医事課入院係として急性期病棟のクラークを任され、責任も増えて忙しい日々ではありますが、や
りがいを感じる毎日です。
学校で ICD-10など診療情報管理士の基礎を教えていただいたお陰で、
日々の業務にも役立ち、今の自分の自信にもなっています。
私が在学していた頃はまだ専攻科がなく、診療情報管理士の試験を受けることが出来
ませんでした。しかし諦めきれず、現在、通信教育で資格取得のために勉強をしていま
す。診療情報管理士の資格をもつ恩師を目標にし、少しでも近付けられるよう頑張って
いきます。
入職してから後輩もでき、しっかりしなければならないことが増えてきましたが、接遇
や知識などまだまだ足りない部分も多いので、常に向上心を持ち後輩達の手本になれるよ
う、また医事課にな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。

人を笑顔にする管理栄養士を目指して

食物栄養学科 栄養管理コース 2012年３月卒

中山 千穂

管理栄養士の資格を取得し、この春に江田島市にある老人保健施設で勤務しています。早朝からの調理業
務など大変な事も多いですが、職場の先輩方に助けていただきながら、日々勉強しています。その日の献立
により、目が回るほど忙しい日もありますが、利用者の方の「おいしいよ」という言葉や笑顔に元気づけら
れたり、やりがいを感じさせてもらっています。利用者の方の意見を聞いたり、話をしてみて、実際に顔を
見て話をする事の大切さを実感しました。
高齢者の方にとってきちんと口から食事を摂ることは体の健康だけでなく心の健康にも通じると思います。
毎日の食事を少しでも楽しみにしていただけるよう、利用者の方の気持ちに寄り添った食事を提供できるよ
う、これからも頑張りたいです。

患者さんに寄り添う臨床検査技師を目指して

臨床検査学科 臨床検査コース 2013年３月卒

黒木 真由

大学卒業後、広島市立安佐市民病院で臨床検査技師として働き始め早三年が過ぎました。始めは分からない事ばかり
で一つ一つの検査に手間取り、毎日緊張の連続でした。希望していた生理検査部門に配属されたにも関わらず仕事が嫌
になった日もありました。
しかし、心臓リハビリで患者さんが回復していく姿を見てやりがいを感じるようになり、病気の診断や治療に更に貢
献するために自身の検査精度を高めようと強く思うようになりました。そのためには日々勉強を続けねばならず、時に
は挫けそうにもなりますが、学生時代に先生や先輩方から学んだ仕事への熱意や努力の姿勢が支えとなり、また仕事を
忘れて友人達と楽しく過ごす時間も持つ事で今を頑張れるのだと思います。
これからも知識・技術を磨き、患者さんに寄り添う事のできる技師を目指して精進致します。

広く活躍できる医療事務員を目指して

専攻科（診療情報管理専攻）2014年３月卒

櫻井かおり

私は、広島赤十字・原爆病院に診療情報管理士として勤務して、現在２年目になります。
業務は、ICD コーディング、入院中に発生した同意書などのスキャン、紙カルテ・フィルムの貸出し、未
返却カルテの督促、退院後14日以内に退院時サマリーを書いていただけ
るようメールや文書でのお知らせなど多岐にわたります。大学では医療
事務・診療情報管理に必要な講義のほか、ビジネスマナーやパソコン技
術など様々なことを学ぶことができ、そのどれもが今の自分に活きてい
ると日々感じています。病院では総合的な幅広い知識が必要となるため、
学生時代から教養分野、専門分野を含めて多くのことを講義の中で学べることは大きな強
みだと思います。
今後も診療情報管理士、広義の医療事務員としてさらに勉強を重ね、新たな分野にも意
欲的に挑戦し、幅広く活躍できる医療事務員を目指したいです。
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学長通信

冬夜に絵本・漫画・詩を読む

学園の正門から登って来る途中に数本の楓の木があります。目を楽しませてくれたもみじの葉っぱが
落ち葉になり、木の枝々は、寒風に負けじとしなってゆれています。
さて、
「読書の秋」と言いますが、死語になりつつあります。どこの図書館でも利用者は年々減少して
います。一方で授業での調べ物も PC・スマホで済ませる人が増えてきているようです。液晶画面に映っ
ている文字ではなく、紙の本を手にとって印字された文字を読むと、優しく感ずるのは私だけかもしれ
ませんが。私の取っておきの絵本・漫画等を紹介します（図書館に置きます）
。ちょっと頭を切り替えたい
学長
時や疲れた時に、是非手にとってみて下さい。
石永 正隆
「くつやのまるちん・火は広がらないうちに消せ（以上２点絵本、トルストイ原作）等」
（絵本は子どもだ
けのものではない）
、
「風の谷のナウシカ１ - ７巻（アニメ化は２巻まで）
・火の鳥全巻・マンガ世界の文学等」
、
「のはらうた（工
藤なお子詩集）等」
（つい笑いたくなる）

保護者会のお知らせ
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
催いたします。
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。

開 催 日：2016年３月26日（土）
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

〔検定試験合格者数 2015年４月～９月〕
験

ビジネス実務マナー技能検定

１

情報処理技能検定（表計算）

４

10
１

文書デザイン検定

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（人）

初段 １級 準１級 ２級 準２級 ３級 初級 上級

６

日本語ワープロ検定

冬季休業開始

2015年度

１月６日

冬季休業終了

学年暦

１月７日

授業開始

２月３日～10日

記

試

12月24日

１

９

● ● ● ● ● ●

６
18

後期定期試験

２月13日

食物栄養学科卒業制作展及び作品展

２月17日

成績発表

２月18日～19日

追再試手続

２月23日～26日

追再試験期間

２月24日

臨床検査技師国家試験

３月14日

卒業式予行・山桜会入会式

３月15日

卒業式

３月16日

春季休業開始

３月26日

保護者会

21

山陽女子短期大学 2016年度入試

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

〈人間生活学科／食物栄養学科／臨床検査学科〉
■一般入学試験
入試区分
Ⅱ

期

Ⅲ 期
（大学入試センター
試験利用入学試験）

■特別入学試験
入試区分

社会人

出願期間

試験日

合格発表日

入学金納入期限

人間生活学科
食物栄養学科
臨床検査学科

学

2016年２月４日（木）
～２月18日（木）必着

2016年２月27日（土）

2016年３月 ２日（水）

2016年３月 ９日（水）

人間生活学科
食物栄養学科

2016年３月３日（木）
～３月16日（水）必着

個別試験等は
実 施しませ ん

2016年３月25日（金）

2016年３月29日（火）

臨床検査学科

2016年３月３日（木）
～３月16日（水）必着

2016年３月22日（火）

2016年３月25日（金）

2016年３月29日（火）

出願期間

試験日

合格発表日

入学金納入期限

2016年２月13日（土）

2016年２月17日（水）

2016年２月24日（水）

2016年３月24日（木）

2016年３月25日（金）

2016年３月29日（火）

学

科

科

人間生活学科
食物栄養学科
臨床検査学科

～３月17日（木）
（希望試験日の５日前
までに必着）

