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平成 30 年度役員会
平成３０年度第 1 回同窓会役員会を 7 月 20 日（金）
１９時より、東洋公衆衛生学院（学院）図書室にて開催しま
した。各報告と議題として、役員会で必要に応じてメール会
議が可能になるよう討議しました。また、卒業生を対象とし
た勉強会が学院で開催できるか討議するとともに、利用に際
する規定の作成について討議しました。
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平成 30 年度同窓会総会
平成 30 年度東洋公衆衛生学院同窓会総会が 3 月 31 日
（土）東洋公衆衛生学院にて開催されました。29 年度活動
報告等、30 年度予算案について審議・承認をいただきまし
た。
東洋公衆衛生学院は創立 50 年が経過し、学院を取り巻く
環境は変化し、同窓会もまた、在校生卒業生と学院を繋ぐと
いう役割を時代の変化とともに柔軟に対応していきたいと
考えています。平成 30 年度は懸案である同窓会活動の啓発
を継続して取り組んでいくことと、卒業生に対する支援にも
力を注ぎたいと計画を進めており、新たな活動方針が承認さ
れました。
今後とも卒業生皆様方からのご支援をお願い申し上げま
す。
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同窓会懇親会の報告

同窓会事務局 山口 聡
5 月 12 日（金）に第 67 回日本医学検査学会（静岡県浜
松市）にあわせて、長年行っている懇親会を実施しました。
この懇親会は随分前から実施されていますが、近年は参加
者も少なく、開催の意義も囁かれていました。しかし、同窓
生の交流の場がなくなるのは損失との意見もあり、数人でも
集まるのであれば継続して欲しいとの意見もあったので開
催されることとなりました。
懇親会実施の事前案内は学院ホームページとフェイスブ
ックで行い、同時に学会会場で会った卒業生に声をかけ参加
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を呼びかけています。当日の集合時間や場所についてはフェ
◆臨床検査技術学科からの近況報告
イスブックを活用して連絡しています。
１）３年生（５１期生）の様子
連日続く学会で多忙なところ 6 名の同窓生の出席があり
４月２日（月）～８月２４日（金）までの１０１日間が
ました。浜松駅の近くのお店で懇親会を始め、仕事のことや
今年の臨地実習期間となります。実習開始前の３月には知
同窓生の友人の近況、在学時代の話など話題が尽きることな
識の再確認、模擬患者対応、実習先への挨拶のアポイント
くあっという間に時間が過ぎ解散となりました。
の取り方、挨拶時の言葉遣いや態度、身だしなみなど、臨
今回の懇親会の中で案内の時期が遅い、集合時間が早いと
地実習前指導を実施していますが、一度で身につくもので
の意見もあったため次回開催に反映させたいと思っていま
はありません。臨地実習を通して、臨床検査技術の習得は
す。
もちろんですが、社会人になるという意識を高め、２月の
卒業生同士の繋がりを身近に感じられるように、同窓会と
国家試験を臨んで欲しいと考えています。
して今後も各所で懇親会を実施できればと考えています。
卒業生の施設で本校の学生がお世話になっているかと思い
ますが、引き続きご指導のほどお願いいたします。
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在校生の近況

２）２年生（５２期生）の様子
２年生は１年生の座学中心の授業から実習中心の授業に
かわりレポートと普段の学習の両立を難しく思う学生が増
える時期です。学習時間の確保と来年度実施される臨地実
習にむけて、日頃から周囲に頼らず行動できるように心が
けさせています。

◆平成３０年度入学式を挙行しました
平成３０年４月４日（水）ハイアットリージェンシー東
京にて臨床検査技術学科第５３期生４６名、診療放射線技
術学科第３９期生７６名のあわせて１４２名の入学式が挙
行されました。翌日は各科において、新入生オリエンテー
ションが開催されました。
さらに４月６・７日（金・土）は１泊２日で両科合同の
新入生研修が実施されました。東京ディズニーランドで親
睦を深め楽しみながら、キャストの接遇やバリアフリーや
安全への配慮などを学び、宿泊先である鴨川スパホテル三
日月に移動し、グループ毎に課題をまとめ、発表しまし
た。入学して間もなく、知り合ったばかりのグループでし
たが、ディズニーの魔法のおかげで短時間ながら、楽しい
ひとときを過ごしたようです。

３）１年生（５３期生）の様子
数学、化学、生物など基礎科目、生化学、生理学、解剖
学など医学的基礎科目、そして血液検査学、臨床病態学な
どの専門科目などが入学と同時に始まります。週１回しか
なく、高校のように各科目に問題集や参考書があるわけで
なく戸惑う学生も多いようですが、遅刻欠席も少なく、学
校生活を過ごしています。
◆診療放射線技術学科からの近況報告
１）第５５回関東放射線技師教育施設体育大会の実施
５月２４日（木）、当校当番校の下で駒澤オリンピック公
園総合運動場にて大会を行いました。近年の専門学校の大
学化に伴い、参加校が減少する中、各校の親睦を深めるこ
とができました。当校の結果は以下の通りです。
女子バレーボール：優勝
テニス（総合） ：準優勝
女子テニス
：優勝
女子ドッチボール：優勝
野球と卓球に関しては残念ながら成績を残すことは叶い
ませんでした。

◆体育祭を開催しました
平成３０年６月２７日（水）駒沢オリンピック公園屋内
球技場において両科の１，２年生が集い、体育祭が開催さ
れました。男子はバスケットボール、フットサル、ドッジ
ボール、女子はバスケットボール、バレーボール、ドッジ
ボールの競技が行われ、総合成績で優勝したクラスには各
自にクオカードが贈られることもあり、白熱した体育祭と
なりました。

２）３年生（３７期生）の様子
７月９日（月）より核医学・放射線治療分野の臨床実習
を実施しております。各人、昨年とは異なる施設で実習し
ておりますので、検査・治療技術だけでなく、それぞれの
病院の特色も感じて欲しいと思います。
３）２年生（３８期生）の様子
７月１７日（火）～２５日（水）の期間に前期期末試験
を行いました。臨床現場に則した専門科目が始まり、「１年
生のときより大変」と学生が口々にこぼしています。専門
科目の勉強の大変さと、週に２通のレポートの大変さが重
なり、学生たちは必死になって頑張っています。
４）１年生（３９期生）の様子
今年は新入生研修があったため、授業開始時には和やか
なムードが出来上がっていました。数学や物理などの基礎
科目に加え、医療系の科目を学びながら、レポートの書き
方なども学びます。高校とは異なる雰囲気に戸惑いながら
も学校生活を楽しんでいます。近年、既卒者の入学が増加
傾向にあり、学習面でも既卒者が現役生を誘って勉強する
など良い傾向が見られます。
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国家試験の結果報告
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同窓生からの原稿を募集します！

平成３０年２月２１日（水）第６４回臨床検査技師国家試
験、翌２月２２日（木）第７０回診療放射線技師国家試験が
実施されました。臨床検査技術学科新卒受験生３１名、合格
者３１名、合格率１００％（全国合格率７９％）
（図 1）
、診
療放射線技術学科新卒受験生５８名、合格者５２名、合格率
９０％（全国合格率７５％）（図 2）という結果でした。

同窓会会報を同窓生のコミュニティの
場にしませんか？
卒業生の活躍を掲載したいと思います。
広く原稿を募集していますので、下記メールアドレ
スまで投稿して下さい。

― 学科別年度推移 ―
facebook でも情報発信中
＠toyoCollegeAlumni

【編集後記】
この 7 月、西日本豪雨の影響により被災された
皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
８月になってからも台風が次から次へと襲来し
今なお油断できない状況にあります。皆様の安全
と、一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
さて、同窓会会報第５号をお届けします。
同窓生の皆さんに今の在校生の近況や同窓会役員
の活動内容がわかるよう情報を提供してまいりま
すので、どうぞご支援のほどよろしくお願いいた
します。

図1 臨床検査技術学科

編集委員長 国仲

図２ 診療放射線技術学科

同窓生からのメッセージ
『東洋公衆衛生学院と私』
２１期 臨床検査技術学科

東洋公衆衛生学院 同窓会編集部
151-0071
東京都渋谷区本町6-21-7

中島 亮

思い出に残っていることは、幡ヶ谷から学校の間にあっ
た定食屋さんにお世話になったことです。店内はとても狭
い店でしたが、かつ丼が250円と破格の値段で、どの定食
もとても美味しく、学生の懐にはとてもやさしい定食屋さ
んでした。また水道通り沿いの大黒屋さんのからあげも安
定の味でよく食べていたのを思いだします。と、食べ物の
話ばかりですが、当時はガリガリに痩せていた私も50歳を
過ぎ中年太りまっしぐらです。
学校はというと、当時生徒会に所属していた私は、文化
祭の時、放射線技術学科と医療管理秘書科（現在はありま
せん）の方々と夜遅くまで準備したことが心に残っており
ます。楽しかったです！
学校の前を車で通り過ぎる時には当時の思い出が甦りま
す。

電話番号 :03-3376-8511
FAX 番号 :03-3376-4345
メールアドレス: yama@toyo-college.ac.jp

いますぐホームページを
チェックして下さい。
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