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地域連携・社会貢献
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　川崎学園は、創設者川﨑祐宣の「医療・医学について、地域のあらゆる人々に開放し、また学園からも地域
に出かけて住民の医療福祉に貢献する」という考えのもと、今日まで地域社会と連携し、学園各施設を通じて
教育、医療、保健、福祉の分野に働きかけてきた。これは、学園の努力だけで実現できたことではなく、常に地域
の方々による理解とあたたかい支援によって実現できた。これからも学園が50年間積み重ねてきた実績を
地域や社会にフィードバックし、信頼され、必要とされる存在であり続けられるよう、地域に開かれた学園
づくりを目指していく。 

　学園の各施設では、かねてから、医
療・医療福祉のさまざまな専門家によ
る公開講座を多数開催し、好評を博し
てきたが、創立50周年記念事業の一つ
として各施設が“リレー形式”で行う「川
崎学園市民公開講座」を2018年度か
ら開催している。地元倉敷市の方々に
日頃の感謝を表し、さらに身近に感じて
いただくために、倉敷市内の会場で、学
長や病院長をはじめスタッフがまるごと 
“出張”して行う新たな形とした。誰もが
気になる病気や医療についての最新の
話題や、健康長寿に役立つ知識・情報
などを、医療・医療福祉のスペシャリス
トがわかりやすく提供する講座として注
目を集めている。

第1回川崎学園市民公開講座で挨拶する
川﨑誠治理事長（2018年） 

医科大学医学展（学園祭同時開催） 附属病院医学講演会（学園祭同時開催）

医療福祉大学公開講座 総合医療センター開院記念公開講座 医療短期大学公開講座

１． 地域と共に歩む　　　　　　　 　　　　     　  

公開講座ポスター

医療・医療福祉のスペシャリストが地域へ  ―公開講座の開催―
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　創設者川﨑祐宣は、学園創設以前から障がい者への支援や取り組みを行ってきた。そのスピリッツが学園の根底に流れている。
近年では医療福祉大学を中心に、「皆で支え合う『地域づくり』」をコンセプトにさまざまな活動に取り組み、子どもからお年寄りまで、
障がいのある人もない人も、自分らしく楽しみながら、安心して生きていくための支援の形を学生と共に実現している。

「倉敷トワイライトホーム」の立ち上げと運営
　夕方から夜にかけて、さまざまな理由により一人で過ごす子ど
もたちと学生が、一緒にご飯を食べ、遊びを通じて交流する。継
続的な運営と社会啓発のためにクラウドファンディングにも挑戦
した。現在は医療福祉大
学卒業生が法人を立ち
上げ、運営を担っている。

　高梁川流域の各自治体と医療福祉大学・医療短期大学が共
催し、さまざまな状況の人々が「共に楽しむ」ことにより、障がい
者に対する理解を深めることを目的としている。医療福祉大学
を会場に毎年約2,000人が参加。グルメコンテストのほか、シン
ポジウムや障がい者体験、幼児から中・高・大学生のグループに
よる音楽やダンス等のパフォーマンスが繰り広げられる。

子どもへの支援（子どもの居場所事業）

障がい者への支援（大学と地域との交流事業）

クラウドファンディングは多くの人の賛同を得て
目標を達成

食事は大切なコミュニケーション
の場

「障がい者福祉くらしきフォーラム with AB-1コンテスト」開催

「AB-1コンテスト」
「就労支援A型、B型」等の事業
者が自慢の一品を出店し、一般
参加者と食を通じて交流するグ
ルメコンテスト。投票により表彰
も行い、障がい者が社会とのつ
ながりを持つことを後押しする。

（写真はコンテスト投票所）

地元のゆるキャラも
応援！

コミュニティ駄菓子屋事業（2017年度）

　住民の結びつきを強める地域交流の場として、医療福祉
大学医療福祉学科学生が「駄菓子屋」を開店。懐かしい昭
和の雰囲気の店舗に、子どもと高齢者が集い、学生が間を
取り持った。
　駄菓子屋の“営業日”
には、毎回100人近い
参加者があり、地域の
支え合いの取り組みと
して反響を呼んだ。

かわさきこども園「子育て支援事業」
　地域の子どもと保護者に集いの場を提供し、子どもの
健やかな育ちを支援することを目的として実施している。

園庭開放

子育て講演会

共に豊かな未来をめざして  ―誰もが自分らしく安心して生きるための取り組み―
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　川崎学園の学生は、ボランティア活動を通して、社会人としての基礎力や地域発信力を身につけ、将来、医療人、医療福祉
人として地域や社会に貢献するためのさまざまな経験を積み重ねている。その活動は多岐にわたっており、各大学・学校それぞ
れの特色や強みを生かし、障がいのある人、子どもや高齢者などとの交流や支援をはじめ、災害復興支援や大学近辺の安全や
美化など、学園内外の援助の手を必要としている場所で地道な活動を行い、人間力を育んでいる。

中庄クリーンアップ作戦（医療福祉大学）

ボランティアメンバーが2〜3コースに分かれ、大
学周辺から中庄駅近辺の通学路や用水路等のゴ
ミを集め清掃する活動で、年3回実施。地域住民と
も挨拶を交わし、中庄の街をきれいにしている。

盲導犬育成募金活動（医療福祉大学）

盲導犬への理解と普及のため、毎年国際盲
導犬デーと学園祭に合わせて、学生が盲導
犬ユーザーと共に募金を呼び掛けている。

ぬいぐるみ病院（医科大学）

「ぬいぐるみ病院」は、子どもたちの医療への恐怖心を軽減させ
るとともに、体や健康について興味をもってもらうためにドイツ
で始まった。医科大学では2010年に有志の活動として開始し、
現在はクラブとして「ぬいぐるみ診察」「医療器具説明」「保健教
育」などの内容で、学内や地域のイベントで活動している。

ボランティアセンター
（医療福祉大学）
医療福祉大学のボランティア活
動の拠点。情報提供、活動のマッ
チング、相談援助、活動の企画・
実施等を行っている。

倉敷警察署と連携し、犯罪の未然防止、防犯意識向上、安全な地域づ
くりに取り組んでいる。定期的に医療短期大学から中庄駅までの区間
を学生と教職員がパトロールし、同時に清掃活動、挨拶運動も行っている。

川崎医療短期大学安全パトロール隊

学生ボランティア活動  ―社会人基礎力や人間力を身につける―
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産学官連携の展示会
「KMSメディカルアーク」の開催

2．地域とつながる　　　　　　　　　　　　　　　  

先天性胸郭変形（漏斗胸）矯正用装着具の
「スタビライザー」の改良品の開発（特許承
認後、診療現場で使用開始）。

医科大学
企業との共同研究により「標準型車椅子用テー
ブル」（実用新案登録出願）を開発。実施許諾
契約により実施料収入を得て、医療福祉大学
として初めて知的財産権の技術移転を行った。

医療福祉大学
看護部と医療現場ニーズの企業とのマッチ
ングにより共同開発された「エアマットレス用
シーツ」（実用新案登録および意匠登録出
願）が販売に向けて準備中。

附属病院

「ココリン」の由来

「cocoro＋ring」 ＝ 「ココロをつなぐ輪」
かわいらしいネーミングと「サンラヴィアン」の赤・
「川崎医科大学附属病院」の青を使用したロゴに、
「おいしさとともに、みんなに親しんでもらいたい」
という想いを込めた。

（2017〜）

　附属病院栄養部は、洋菓子メーカー「サンラヴィアン」（岡山県里庄町）とともに、病気や健康状態により食事栄養管理が
必要な人へ向けたスイーツを共同開発している。
　「患者さんが病気になる前に食べていたものをお届けしたい」という思いで、管理栄養士が2009年から6年にわたり研究を
重ねて、商品を開発した。2017年には、健康に配慮したスイーツの新ブランド「ココリン」を立ち上げ、糖尿病患者や食欲が
低下した高齢者、ダイエット志向の人など、さまざまな対象者に向けて「ベルギーワッフル」をはじめ全13種類の商品を販売。
すべての人に優しく、おいしく楽しく食べることができる、栄養学的に工夫された洋菓子の提供を目指して、現在も商品の改良や
新商品の開発を続けている。

　近年、医科大学、医療福祉大学、医療短期大学および附属病院を中心として、研究活動の成果を社会へ還元する産学連
携活動に力を入れている。2014年度から知的財産に関する学園内の基盤づくりに着手し、産学連携知的財産アドバイザー
を配置。さらに知的財産の管理や活用についての体制も構築するなど、段階的に学園内の体制を整えてきている。各施設にお
いては研究者シーズの事業化に向けた企業とのマッチングおよび共同研究開発や、医療現場ニーズの企業とのマッチングなど、
産学連携活動の中でも学園の強みである医療関係分野の研究開発に力を入れ、成果の社会実装を目指している。共同研究
や受託研究等新規契約件数についても年々増加傾向となっている。

　医学系産学連携、特に医工連携を推進することを目的として、
本学園における産学官連携の展示会とも言うべき「KMSメディ
カルアーク」を2017年から毎年開催。学園内外の大学研究
者や医療スタッフによる研究成果や医療系用品のニーズの
紹介と共に、県内外の医療機器関連メーカー等とのマッチン
グを実施。本マッチングにより、企業とアカデミア双方が共同
研究開発に合意したものについて、試作品を作成し実用化を
目指す機会となっている。参加者・出展者は、年々増加しており、
500人を超えている（2019年現在）。

すべての人に食べる喜びを ― 附属病院栄養部と洋菓子メーカー「サンラヴィアン」とのスイーツ共同開発 ―

 具体的な成果（主な事例）

産学連携活動の推進  ―学園における産学連携の動き―
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　川崎学園は、創設以来、学園各施設のさまざまな活動により、教育、医療、保健、福祉の分野で社会へ貢献してきたが、近
年増加している岡山県内外の自治体等からの多様なニーズに応えるため、学園の資源を活用し取り組んでいる。

　岡山県からの委託により、附属病院「ドクターヘリ事業」（1999年〜）、医科大学寄附講座「救急総合診療医学」（2015年〜）
など、さまざまな事業を教育研究活動の一環として取り組んでいる。
　県外自治体からのニーズにも対応しており、医科大学においては、静岡県、長崎県からの要請を受け、地域医療を担う人材
を育成するため2014年に協定を締結。両県の地域枠を設けた特別推薦入試を行い、同枠で入学した学生対象に地域医療
に向かう意識を醸成する教育を行っている。また、大規模な自然災害が多発する状況に対応するため、AMDAとの医療連携
協定（2016年）、高知県黒潮町との危機管理や防災教育についての協定（2017年）を結び、非常時においても学園が持続的
に機能し、活動することで地域社会に貢献できるよう整備している。
　地域への貢献をより一層きめ細かく形あるものにするため、2015年に倉敷市と地方創生に向け包括連携協定を締結した。
具体的には、地域の医療・保健・福祉の充実と人材育成、防災・減災および災害時の支援、大学の資源を生かした地域振興
などで連携・協力するという内容である。さらに、岡山市など県内各自治体とも同様に協定を結び、地域のニーズを共有しなが
ら連携していくことを確かなものにした。
　自治体のほかに、学園の広報活動や特色ある教育方法への取り組みのため、地元新聞社とも連携している。

年 月 協定締結先

2011年  3月 倉敷市（非常災害時における避難場所施設利用に関する協定）

2011年  7月 岡山市〔岡山中央南（旧深柢）小学校跡地活用事業に関する基本協定〕

2012年  2月 岡山市〔岡山中央南（旧深柢）小学校跡地事業用定期借地権設定契約〕

2013年11月 株式会社山陽新聞社（包括連携協定）

2015年  5月 倉敷市（包括連携協定）

2015年  7月 総社市（包括連携協定）

2015年  9月 備前市（包括連携協定）

2016年  7月 認定特定非営利活動法人AMDA（医療連携協定）

2017年  1月 岡山市〔岡山中央南（旧深柢）小学校跡地活用における施設公開に
関する協定、災害時における避難場所等の施設利用に関する協定〕

2017年  5月 岡山市（包括連携協定）

2017年11月 赤磐市（包括連携協定）

2017年12月 高知県黒潮町（危機管理・防災教育に関する包括的な覚書）

2019年  9月 一般財団法人津山慈風会（包括連携協定）

■　 自治体等との連携協力（2011年3月〜）

倉敷市との包括連携協定締結式（2015年）

津山慈風会との包括連携協定締結式（2019年）

黒潮町への医療支援チーム研修派遣（2019年）

自治体等との連携 ―包括連携協定締結でニーズを共有―

地域社会と幅広い分野で連携

黒潮町津波避難タワー見学川﨑理事長、園尾病院長、猶本病院長 等 派遣メンバー
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地域の医療および医療福祉の質の向上を目指して

紹介率・逆紹介率
●川崎医科大学附属病院
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●川崎医科大学総合医療センター
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　附属病院と総合医療センターでは、病院理念の一つとして「地域の医療福祉の向上と医療人の育成を行う」を掲げ、地域
への貢献も重要な目標としている。子どもから高齢者まで、外来・入院での高度専門医療はもとより在宅医療までも幅広くか
つ切れ目のない医療を提供するために、地域の医療機関や介護・福祉施設と多くの連携事業を行っている。また、2019年に
は地域の中核的な役割を担う病院と川崎学園との間で医療および医療福祉の人材育成、研修、人事交流等を行うための協
定を締結。双方の資源を有効活用することで、地域社会の持続的な発展を目指す新たな取り組みを始めている。

せとうちクリニカル・ベストプラクティス・
ミーティング（総合医療センター）

感染防止対策に係る連携
医療機関カンファレンス

（附属病院・総合医療センター）

　外部医療機関（病院、診療所）の医師やスタッフを招き
「医療連携懇話会」を毎年開催。診療に役立つ医療情報
や最新の医療動向等についての「講演会」と、院内から医師
や看護師、医療ソーシャルワーカー等のメディカルスタッフ
も多数参加する「懇親会」を実施し、より一層スムーズな
連携を図っている。また近年では、「医介連携の会」や「医療・
在宅連携懇話会」も開催している。

連携協力している院外と院内の関係者が一堂に会し、直接コミュニケーション
が取れる懇親会。貴重な機会として、年々参加者が増加。附属病院の会場には
当院の最新医療を紹介するパネルも展示している。

地域の医療、看護、介護を担う
多職種が連携して「地域包括
ケアシステム」の実現を目指し
ている。

急性期医療や継続的な医
療を必要とする高齢者に
支援の輪が広がることを
目指している。

　地域住民の皆様に質の高い医療
サービスを継続して提供するため、地
域の医療従事者や介護スタッフを対
象とした連携事業や勉強会等を開催
している。

医療連携懇話会（附属病院・総合医療センター）

医療・在宅連携懇話会
（附属病院）

医介連携の会
（総合医療センター）

医療機関・介護施設との連携  ―幅広く切れ目のない医療の提供―

医療機関および介護施設等との連携
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今も受け継がれる創設者の精神

年 交流内容

1977 アメリカ・ミネソタ大学医学部「友好・協力に係る覚書」締結
1980 中国・中華医学会上海分会から川崎医療短期大学への留学生受け入れが

開始

1982 中国・北京第二医学院（現 首都医科大学）「医学および医学教育交流につ
いての覚書」締結

1984 中国・上海中医学院（現 上海中医薬大学）「医学および医学教育交流につ
いての覚書」締結

1987 中国・上海職工医学院（現 上海健康医学院　以下同じ）「友好大学提携協定」
締結

1996 中国・上海職工医学院から川崎医療短期大学への教員受け入れが開始
1999 川崎医療短期大学の教員・学生による、中国・上海職工医学院への夏期師

生訪問団派遣が開始
2000 上海市衛生学校から川崎医療短期大学へ、正規生としての留学生受け入れ

が開始
2002 イギリス・オックスフォード大学グリーンカレッジ（現 オックスフォード大学

グリーンテンプルトンカレッジ　以下同じ）と「友好提携覚書」締結
2004  アメリカ・ノースカロライナ大学チャペルヒル校「学術協力提携書」締結
2005 イギリス・オックスフォード大学グリーンカレッジから川﨑明德理事長（当時）

がHonorary Fellowの名誉称号受章

オックスフォード大学「ラドクリフ・カメラ」の前で

3．世界とつながる　　　　　　　　　　　　　　　　　  

年 交流内容

2006 カナダ・ヴィクトリア大学「学生の教育および教職員の研修に関する協力同
意書」締結

2007 デンマーク・日欧文化交流学院（現 ノーフュンス・ホイスコーレ短期研修部） 
「相互協力の協定書」締結

2008 中国・上海職工医学院から管理事務職員短期研修団の受け入れが開始
2008 イギリス・オックスフォード大学グリーンカレッジから川﨑明德理事長（当時）

がRadcliffe Fellowの名誉称号受章
2012 イギリス・オックスフォード大学グリーンテンプルトンカレッジ「友好提携追

加合意」締結
2014 カナダ・ヴィクトリア大学「生涯教育部門ELC間の英語研修プログラムに係

わる協定書」継続締結（更新）
2014 オーストラリア・グリフィス大学「交流協定」締結
2014 ドイツ・フライブルグ大学「トラベルフェローシップレジデンシープログラム

（TFRP）に関する同意書」締結
2015 中国・上海中医薬大学「友好大学提携協定」継続締結（更新）
2016 中国・上海健康医学院「友好大学提携協定」継続締結（更新）
2016 中国・上海中医薬大学創立60周年記念式典ならびに川﨑祐宣胸像除幕式

へ川﨑誠治理事長らが参列
2017 インドネシア・アイルランガ大学「学術交流に関する合意書」締結

〈国際交流のあゆみ〉

　創設者川﨑祐宣は、学園創設期から欧米に医学教育
視察団を派遣。自らも何度も参加し、海外における最新の
医学教育について直接見聞きすることにより視野を広げ、
従来の医学教育にとらわれない独自の教育方法が何かを
探求し続けた。

　学園の国際交流の歴史は、医学教育の礎を築くため、1977年、卒後臨
床教育先進国であるアメリカ・ミネソタ大学と川崎医科大学との間に友好
関係を締結したことに始まる。 
　1980年代には、日中平和友好条約の締結を機に中華医学会とも活発
な交流が始まり、現在まで続く上海中医薬大学（当時 上海中医学院）、
上海健康医学院（当時 上海職工医学院）等との友好提携を次 と々締結
する。 
　これらの友好提携は、学園開設以前の1956年、まだ日中の国交がなかっ
た時代に、祐宣が岡山県学術文化施設の副団長として中国を訪問し、中
華医学会に果たす自らの使命を自覚したことに起因する。友好提携は今
も変わらず続き、留学生や教職員研修の受け入れおよび相互視察の実施、
学園からの合同研修などを通して、さまざまな交流を展開している。 
　2000年代に入ると、川﨑明德学園長の尽力により英国オックスフォー
ド大学グリーンテンプルトンカレッジ（当時 オックスフォード大学グリーン
カレッジ）と「友好提携覚書」を締結。教員だけでなく医科大学学生の英
国での授業への参加や、オックスフォード大学グリーンテンプルトンカレッ
ジの学生の医科大学への受け入れなど、学生相互の交流も始まった。 
　このほかに、カナダ・ヴィクトリア大学、オーストラリア・グリフィス大学お
よびドイツ・フライブルグ大学と交流協定を交わしており、国際交流の輪が
広がりを見せている。 

国際交流   ―開学時代から受け継ぎ広がる交流の輪―
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オックスフォード大学と川崎学園との交流は、1983
年11月に日英医学教育会議で訪日していたLord 
Walton of Detchant氏（第二代グリーンカレッジ
学長。当時はGMC会長）が川崎学園を表敬訪問し、
明德学園長との個人的親交が生まれたことから始
まった。

学園と中国との交流の歴史は長く、祐宣の思いを今も受け継いでいる。

カナダやオーストラリアの大学では語学の他に、生活習慣や文化の違いを体験する。

　川崎医科大学創立30周年を記念し、意欲を持った
若手研究者の能力向上と、国内外の大学または学術
研究機関における学術調査や研究活動等の一層の振
興を図ること、そしてそれらを将来本学の発展に寄与す
ることを目的として、2001年に設立された。研修計画に
応じて一人当たり最高500万円まで（国外 2 年間の場
合）が助成され、研修終了後は本学へ戻ることが前提と
なっている。これまでに延べ30人以上がアメリカやイギ
リスなど主に英語圏の大学
や研究機関で研究活動に取
り組み、さまざまな刺激を受
け、新たな発想などを身につ
け、研修終了後の本学での
業務に還元している。 

　直接アメリカの各大学を訪れてみて、予想以上の医学教育の改革が行われつ
つあるのを見聞きし、驚き、かつ希望と勇気を覚え、身の引き締まる思いをした。 
　ことに、私自身今まで自分の頭の中に描いていた医学教育の理念とか方法が、
幾つかの新しい大学では既に実施されつつあり、しかも懸命の努力の払われてい
る姿を、じかにこの目で見ることができたことは大きな収穫であり感動であった。 

〜中 略〜 
　教育方法の最重点として、学生が自ら進んで勉強せざるを得ないようなさまざ
まの方法を、それぞれの教師のくふうや努力によって改善するというところに置か
れている。 

〜中 略〜 
　また、新しい医学教育が成功するか否かは、全体のチームワークが如何にとれ
ているかにかかっていることも深く考えさせられた。 
　私が、特に関心を深くしたことのひとつに、アメリカの大学の一部に、人間教育
が取り入られつつあることである。Behavioral Scienceという名称のもとに、宗教・
社会・倫理・環境その他医師という聖職に必要な、いわゆる医道につながる新し
い教育分野が医学教育の中でも開拓されんとしている。 

川崎学園創立十年誌掲載『米国医科大学教育視察報告書・序文 ―昭和47年9月同勢７名―』より抜粋 

イギリス・オックスフォード大学との交流 中国（上海）との交流

各国での研修

GTC教員来訪

川﨑明德理事長（当時）名誉称号受賞祝賀会
（2008年オックスフォード大学グリーンカレッジ）  

川崎学園との長きにわたる交流を記念して、
上海中医薬大学が川﨑祐宣の胸像を建立

上海健康医学院師生訪問団が来訪
現代医学教育博物館見学

GTCでの教員研修 ヴィクトリア大学語学研修（カナダ） 書道で現地学生と交流（オーストラリア）

現地学生との交流会（上海研修）

上海中医薬大学内の川﨑祐宣像と研修学生

上海中医薬大学学生と
一緒に曙光病院見学

創設者川﨑祐宣の言葉

3．世界とつながる　　　　　　　　　　　　　　　　　  
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KAWASAKI  CLUB 

　KAWASAKI CLUBは、学校法人川崎学園、学校法人九曜学園の在籍職員、
退職した旧職員および各学校の卒業生を会員とし、会員相互の交流、生涯教育・
生涯学習提供の場として、2007年に設置された。
　発足以来、会員数は49,947人（2019年11月現在）まで増え、CLUB独自
の取り組みや会員向けサービスも広がりを見せている。
　会員は生涯にわたって学園で学びの環境を得られている。

　学園内には本館棟８階に会員専用の
「KAWASAKI CLUBラウンジ」を設置。
　会員が母校や職場を訪れた際の寛ぎの
場として親しまれており、会員同士の交流を
図っている。また「図書館利用サービス」も
提供しており、毎年延べ400人程度の会員
が利用し、約1,400件の貸し出しがある。

懐かしい母校・元職場でゆったり過ごす時間と空間

　発足当初からの取り組みとして、全国各地や海外に在住する会員に、広報誌「KAWASAKI 
CLUB NEWS」やホームページを通じて学園の最新情報を提供している。また、市民向けの公開講
座等のほか、専門職向けの研修会・講演会等の開催情報や職場復帰支援に関する情報についても
発信し、現職および現場を離れている会員のスキルアップのための情報提供にも努めている。

KAWASAKI CLUB発足の2007年に創刊。学園の「今の姿」を会員に伝
える情報誌として、学園各施設のトピックス、オープンキャンパス・学校説明
会・入試情報、各施設主催セミナー・公開講座開催情報、病院の診療科の
紹介や新たな動き・情報等を掲載。（年２回発行）

KAWASAKI CLUB NEWS 創刊号（表紙）
川﨑明德理事長（当時）の
生涯教育に向けての力強い決意が巻頭を飾った。

「KAWASAKI CLUB NEWS」 ―「学園の今」をリアルタイムに発信―

KAWASAKI CLUBカード
図書館やラウンジが利用可能
学園シンボルマークと同じブルーが基調色

最新の学園情報や医療・医療福祉に関する情報で日々研鑽
―会員の生涯学習促進の拠点―  

〈ラウンジ利用時間〉
（平日） 8：30‒16：30（土曜は12：00まで）
(休日） 日・祝・年末年始・創立記念日
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　「川崎医学・医療福祉学振興会」は、岡山県内における医学・医療福祉学の向上と発展を促進し、
県民の健康増進と医学・医療および福祉に関わる人材の育成に寄与する目的で、2003年 2 月に
設立された。この目的を達成するための事業として、①医学・医療福祉学の研究活動に対する研
究者への助成、②教育研究機関および地域社会との連携・交流に対する助成、③国際交流に対す
る助成等の諸事業を掲げている。
　2012年 4 月には財団法人から公益法人への移行が認定され、公益財団法人として活動して
いる。また同年 6 月には、税額控除に係る証明を受け、税額控除対象法人となっている。法人設立
以来の助成件数累計は264件、助成金の総額は 7,100万円に上り、その対象は大学ならびに病
院の若い医師や大学院生、ベテランの臨床医から教授、医師
以外のメディカルスタッフ、医療福祉学の教員に至るさまざま
な立場の研究者に広がっている。
　今後も先進技術の向上を目指した大学と医学・医療福祉学
界および関連産業界との連携を図り、岡山県の学術および技
術開発の進展に寄与することを念頭に助成事業を推進していく。

（件数）

財団法人 公益財団法人
総計

2003〜2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

教育研究事業 104 11 10 10 13 13 9 12 182

教育研究機関および
地域社会との連携･交流事業 31 4 4 4 5 5 4 4 61

国際教育・
研究交流事業

派遣 8 1 1 1 1 1 0 1 14

招請 6 0 0 0 0 0 0 1 7

年度別助成件数 149 16 15 15 19 19 13 18 264

年度

助成種別

■　 公益財団法人  川崎医学・医療福祉学振興会　年度別助成実績

助成承認書等の授与

園尾博司理事長挨拶

公益財団法人  川崎医学・医療福祉学振興会
医学・医療福祉のニーズに応える人材育成のために

公益財団法人
川崎医学・医療福祉学振興会

理事長  園尾 博司　　　　
　　　　  （2016.6〜）

■　 歴代理事長

角田 　司
（2012.4〜2016.6）

勝村 達喜
（2003.2〜2012.3）

助成金贈呈式

医療福祉の原点で医療福祉の「こころ」を学ぶ
　川崎学園各校（医科大学・医療福祉大学・医療短期大学・附属高校）の学生にとって旭川荘は、創設者川﨑祐宣
がなぜ「医療福祉」という概念を提唱したかを知る場所であり、現地での研修や実習、ボランティア活動を通して医療
福祉のこころを学び、建学理念の柱の一つ「人

ひ
間
と

をつくる」ための基礎を培う重要な場所となっている。
　医科大学では開学以来、学生全員が旭川荘での見学実習を行っており、2019年度からは「介護実習」を新たに実施
している。附属高校では「良医」となる基礎づくりの一助として1、2年生で旭川荘の歴史を学び、利用者との散歩等を
行い、医療短期大学では学科ごとに高齢者への看護や、介護の現場を学ぶ実習を行っている。特に医療福祉という
概念を体現化した医療福祉大学では、開学以来、その理念を実践する人材教育の一つとして旭川荘研修を新入生
対象の初年次教育プログラムに組み込み、学科ごとに実施している。

医療福祉大学の旭川荘研修の様子 医科大学の実習風景

人
ひ と

間をつくる場
と こ ろ

所 〜社会福祉法人 旭川荘での研修〜
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7
月

6日
21：35
22：40
23：35

岡山、総社、笠岡、新庄の4市村に大雨特別警報発令
倉敷市、矢掛町など８市町に大雨特別警報発令
総社市下原のアルミ工場が爆発

7日

 0：47
 1：34
2：00

 
4：20
 5：00

6：30
 6：52
7：30

小田川の越水情報
高馬川堤防決壊を確認
真備町箭田地区　浸水被害1,007戸
小田川北岸決壊
真備町有井地区　浸水被害655戸
真備町川辺地区　浸水被害1,136戸
岡山市東区で砂川の決壊を確認
末政川上流の東岸、下流の東岸決壊
小田川（東側部分）で約100ｍ堤防決壊を確認
岡山市北区御津国ケ原で旭川の決壊を確認

未明から朝にかけ、倉敷市真備地区の小田川、高馬川や岡山市東区の砂川などの
堤防が次 と々決壊（10河川、18か所）。県内各地で家屋浸水や土砂崩れが発生。
10市町59か所の避難所に3,900人が避難。
11：00
15：10

岡山県庁内に災害医療本部とDMAT（災害派遣医療チーム）立ち上げ
岡山県内の大雨特別警報解除

　2018年 7 月 5 日から 7 日にかけて100年に一度といわれる記録的な豪雨が西日本を襲い、各地で多くの河川氾濫
や土砂崩れにより甚大な被害が発生した。倉敷市は真備地区の小田川などの数河川の堤防が決壊し、深さが約5mにも
およぶ大規模な浸水被害となった。この災害により、50人を超える尊い命が失われ、住家の損壊被害は5,000棟超となり、
川崎学園でも48人の教職員および39人の学生（実家被災含）が床上以上の浸水被害を受けた。
　そのような中、川崎学園では、病院職員を断続的に被災地に派遣し、災害医療支援を行った他、教職員や学生もさまざ
まなボランティア活動に参加するなど、学園を挙げて被災地の復興支援に取り組んだ。また、被災した教職員と学生に対し、
避難所として学園の施設（二子レジデンス、学生寮）を提供した。災害意識および地域貢献を考えさせられる機会となった。

西日本豪雨災害（平成30年7月豪雨）

・死者　61人（うち倉敷市52人）
   災害関連死７人除く
・行方不明者　3人
・重傷者　16人（うち倉敷市9人）
・軽傷者　161人（うち倉敷市111人）
・住宅全壊　4,829棟（うち倉敷市4,645棟）
・半壊　3,355棟（うち倉敷市847棟）
・床上浸水　1,537棟
・床下浸水　5,531棟

2019/3/5現在
岡山県内の被害状況

川崎学園周辺も広範囲に冠水

井原鉄道高架下の災害ごみ 避難所（二万小学校） 避難所の寄せ書き（岡田小学校）

～地域に根差す川崎学園としての復興支援～

写真提供：共同通信社
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　川崎医科大学附属病院は、発災直後から院内災害対策本部・DMAT本部を
立ち上げ、総力を挙げて災害時医療支援を行った。また、県南西部DMAT活動
拠点本部に指定され県内外からのDMATチーム受け入れや、院内ではスタッフ
を増員し、救出された被災者や避難所からの患者搬送を受け入れた。その後、各
種団体の支援活動調整のため倉敷市保健所に本部機能を集約することとなり、
当院から派遣したDMAT隊員が中心となって倉敷地域災害保健復興連絡会議

（KuraDRO）事務局の統括を行った。
　そして、岡山県の医療救護班、医師会のJMATおかやま等にもスタッフを派遣
して避難所での医療活動を行い、発災から 7 月末までの間、院外での活動に携わっ

た当院スタッフは延べ128人に上った。各診療科・所属部門の枠を超えて病院一丸となり、協力体制のもと、災害拠点病院として地域医
療復興のための継続的な支援を行った。
　総合医療センターでは、総社市の孤立した特別養護老人ホームから重症者の搬送受け入れの他、岡山県看護協会災害支援ナースに
よる避難所での支援活動や職域団体からの派遣要請に基づくボランティア活動を延べ52人が行った。

７月14日（土）・21日（土）に学生・教職員延べ50人が学園のマイクロ
バスで被災地真備町へ出向き、復興支援活動を行った。

　川崎学園の各校の学生たちは、日ごろから日本各地の災害
復興支援活動に参加している。西日本豪雨災害でも、医療福祉
大学ボランティアセンターの主導により、学園の学生が合同で
現地ボランティア活動を行い、その行動力と実力を十二分に発揮。
災害発生直後の 7 月 8 日（日）から倉敷市や総社市社会福祉
協議会と連絡を取り、各地の災害ボランティアセンターの活動
にも協力した。
　また、個人、サークル、学科、ゼミを挙げて、多くの学生・教職員
が関連施設や団体からの要請によるボランティア活動、各避難
場所での支援活動などに参加した。

災害医療支援活動  ―被災地域の災害拠点病院として―

ボランティア活動  

7
月

7日
院内災害対策本部、院内DMAT本部　立ち上げ
附属病院が県南西部DMAT活動拠点本部に指定
真備地区から防災ヘリで搬送された患者16人を受け入れ

8日
附属病院からマイクロバス2台で避難所を巡回
まび記念病院からの救助者を含め31人を附属病院へ搬送
総合医療センターは総社市の特別養護老人ホームの重症者15人を搬送

9日 倉敷市保健所内に倉敷地域災害保健復興連絡会議（KuraDRO）設置
11日 県南西部DMAT活動拠点本部解散
11日〜18日 医療救護班を避難所へ派遣（附属病院がDVT予防・発見チームを指揮）

23日 備中保健所内に県南西部災害保健医療活動調整本部開設
KuraDRO活動終了

24日〜31日 JMATおかやまとして医師、看護師、調整員、事務スタッフを派遣し
岡田小学校にて往診

院内災害対策本部

KuraDRO事務局

DMAT本部

医療救護班（DVTチーム）特別養護老人ホームでの支援 マイクロバスでの避難所巡回 被災者受け入れ（救急外来）

真備町での 
ボランティア活動
1日中頑張っても全く状況が
進んだ気がしない現実に向き
合い、長期間にわたり心を寄
せることの重要性を実感した。

幼稚園での託児ボランティア
夏休みの幼稚園を使用して、医療短期大学
の学生たちが、毎週末、託児ボランティアを
行った。託児があることで家族が安心して片
付けを行えるように、そして、被災地の子ど
もたちの笑顔を支えるために活動した。
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　川崎医療福祉大学同窓会は1995年に設立し、今年で26年目を迎えます。会員は間もなく2万人を

超え、建学の理念に沿って学び巣立った質の高い医療福祉人たち、そしてさまざまな分野で活躍する

同窓会員の活躍を数多く伺い知ることができ、大変喜ばしく感じます。

　我々の母校、川崎医療福祉大学は2020年現在、5学部17学科となり、多分野にわたって、現在、そ

して未来の医療に沿える人材を世に送り出すべく、学園とともに成長を重ねております。川﨑祐宣先生

の思想である医療と福祉の融合、そしてその結着の成果としての「多職種連携スピリット」を胸に、同

窓生一同さらに邁進していく所存です。

　創設者川﨑祐宣先生が松島の丘に川崎医療短期大学を1973年開設し、卒業生を送り出して44
年になります。毎年、桜咲く頃に入学し、学び、梅の咲く頃に卒業できる環境は、全国で活躍している
卒業生にとって忘れることができません。
　同窓会の名称、「 松

しょうきゅうかい

丘会 」にした所以でもあります。
　医療短期大学で川﨑祐宣先生の教育理念を一番理解しておられた元副学長佐々木匡秀先生が
常日頃言われていた言葉『川崎卒の この文字は 消しても 消えぬ三文字なり 消して消えない 文字な
れば 書いて喜ぶ 人になれ』の言葉は自分が精進する励みとなりました。これからも川崎卒の誇りと自
信に満ちた多くの卒業生が輩出されることを願ってやみません。

　「人
ひ

間
と

をつくる　体をつくる　医学をきわめる」。この言葉は、川崎学園の理念でもありますが、私が

昭和45年に附属高校に一期生として入学した時から心に刻み込まれています。65歳になっても医学

をきわめることはできませんが、医療人として心技体のバランス感覚が臨床で、いかに重要かを毎年

の卒業式前日に行われる同窓会入会式で伝えてきました。

　人生において最も多感な 3 年間を全寮制の中で育った卒業生が、現在全国のいろいろな医療団

体の中核となって活躍しています。創設者川﨑祐宣先生の熱き思いは明德先生、誠治先生に引き継

がれ、今も色褪せることはありません。

　川崎リハビリテーション学院は、1974年、「リハビリテーション」という言葉自体まだ一般的ではな

い時代に、全国10番目のPT・OT養成校として開校しました。建学理念のもと、専門家としての知識・

技術の修得のため著名な先生方に教授していただきました。健全な心身と知識・技術をもって治療に

専念するという教えは、卒後の臨床現場で、またPT養成校の教員としての基礎となって生かされてき

ました。約2,000人の卒業生を輩出した“川崎リハビリテーション学院ブランド”は、各方面からの

信頼も得られ、理学療法士として勤務できてきたことに、創設者の川﨑祐宣先生に心より感謝を申し

上げたいと思います。

川崎医療福祉大学
川崎医療短期大学
講師

重田　崇之

川崎医療短期大学
元 川崎医療短期大学
教授

小郷　正則

川崎医科大学
川崎医科大学
教授

森谷　卓也

川崎医科大学附属高等学校
特定医療法人　万成病院
理事長・院長

小林 建太郎

専門学校

川崎リハビリテーション学院
朝日医療大学校キャリアサポートセンター
相談役・理事・専任教員

草地　清志

発足年　1976年3月
会員数　4,619名
支部数　77支部

発足年　1995年4月
会員数　19,191名
支部数　15支部

発足年　1975年3月
会員数　15,688名
支部数　 9支部

発足年　1974年3月
会員数　1,689名
支部数　5支部

発足年　1979年7月
会員数　1,910名
支部数　7支部

50年の同志 ―約4万5,000人―

　川崎医科大学の卒業生の多くが、医療現場で「患者に優しい先生」、「信頼できる良い先生」との高

い評価を得ていると、よく耳に致します。開学に際し川﨑祐宣先生が思い描かれた、「良医」育成への

取り組みの成果と思います。私達は在学中、恵まれた環境で質の高い教育を受けることができました。

建学の理念を教職員と学生が共有し、同じ目標に向かって互いに一生懸命であることは、本学の大き

な特徴で、素晴らしい伝統は現在も続いていると感じています。「川崎イズム」を受け継ぎ、さらなる高

みを目指す医師が多数輩出されるよう、後輩一人一人が一層精進し、活躍することを期待しています。

同窓会会長からのメッセージ

※会員数：2019年4月現在
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同窓会30周年記念碑（医科大学）

川崎医科大学

同窓会創立40周年記念

（2016年）

川崎医療福祉大学

同窓会 20周年記念式典

（2015年）

川崎医療短期大学

松丘会（同窓会）発足40周年

記念パーティー（2015年）

川崎医科大学附属高等学校

中国四国地区同窓会

（2013年）

専門学校 川崎リハビリテーション学院

第40回同窓会
（2019年）



182 PB

楷
かい

の 木

人
ひ

間
と

をつくる学び 舎を見 守る「 楷 の 木 」

　学園内の各地には、学園のあゆみとともに大きく成長したたくさんの楷の木があり、そのうちの5本
の木には由来があります。
　現代医学教育博物館前にある3 本の楷の木は、閑谷学校の楷の木とルーツを同じくするもので、
中国山東省曲阜の孔子廟から連綿と続く由緒正しい「学問の木」です。川崎学園創立の精神を象徴
する樹木として、学園が創立20周年を迎えた1991（平成 3）年頃に植えられました。
　また、附属病院正面玄関前にある 2 本の楷の木は、1994（平成 6 ）年 2 月22日の川﨑祐宣
学園長（当時）の90歳の誕生日に、「卒寿記念」として、長野士郎岡山県知事（当時）から贈られた
ものです。
　いずれの木も、植えられた当時は樹高4 m程度で
したが、約30年が経過した今は大木に成長しました。
　医療福祉大学、医療短期大学、附属高校の敷地
にも楷の木は、学問の木として植えられており、
初夏には新緑、秋には黄金色に色づき、行き交う人々
の目を楽しませ、学生たちの成長を見守っています。

K
aw

asaki G
akuen Episodes
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