
1

KAWASAKI LUBC
EWSN OCT. 2018

vol .23

謹んで平成30年7月西日本豪雨災害のお見舞いを申し上げます。
　未曾有の大災害の発生から、およそ3か月が経とうとしています。
　この度の西日本豪雨により、被災されたKAWASAKI CLUB会員の皆さまならびにそのご家族の皆さまに
心よりお見舞いを申し上げます。また、皆さまの安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

　7月6日㈮から7日㈯にかけての記録的な豪雨で、岡山県内で

も甚大な被害がありました。この未曾有の災害に対して、学園

各施設でも様々な取り組みを行いました。その一部をご紹介し

ます。

　災害拠点病院である川崎医科大学附属病院では、発災後7月

7日㈯に「院内災害対策本部」を立ち上げ、病院長の指揮のも

と、病院を挙げて災害対応にあたりました。

　7日㈯から9日㈪にかけては、時間外（休日・夜間）の通常の

日直・当直体制に加えて、医師・看護師・コメディカル・事務職員

も含めた臨時出勤体制を敷き、またオンコールを院内待機に切

り替えるなど、スタッフを増員して被災地・避難所等から患者

搬送を受け入れまし

た。

　また、岡山県の要

請に基づき、病院職

員を「DMAT（災害

派遣医療チーム）」、

災害医療コーディ

ネーター、医療救護

班として断続的に派

遣し、被災地の医療

支援を行いました。

　そのほか、岡山県

医師会の要請に基づ

く「JMAT（日本医

師会災害医療チー

ム）」、岡山県看護協

会の「災害支援ナー

ス」や「熱中症対策

活動」、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による「JRAT（大

規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）」の活動な

ど、様々な団体の支援活動にも参加しました。

　その後は避難所の縮小、通常の地域保健医療体制への移行と

いう流れの中で、附属病院の災害時医療活動は8月以降収束に

向かいましたが、被災地では今なお保健・福祉・生活再建のため

の多様なニーズと中長期的な課題が、形を変えながら発生して

います。附属病院は当該地域の災害拠点病院として、引き続き

必要な支援を継続します。

　また、学生ボランティア活動は、川崎学園4校合同の現地活

動を、川崎医療福祉大学のボランティアセンター主導で行いま

した。災害発生直後の7月8日㈰より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

に協力しました。現在までに、個人やグループ、サークル、ま

た学科やゼミを挙げて、多くの学生・教職員が各学科の被災者

の支援活動をはじめ、学科関連施設や団体からの要請によるボ

ランティア活動、各避難所での支援活動や災害ボランティアセ

ンター運営支援活動、被災者在宅生活再建のための調査活動な

どに参加しています。また、7月14日㈯と21日㈯には学園の

マイクロバスで被災地へ出向き、学生・教職員延べ50人で真備

町の復旧支援活動を行いました。

　KAWASAKI CLUB会員の皆さまにおかれましても、様々な

組織・立場で災害支援活動に参加された方がいらっしゃること

と思います。2020年、川崎学園は創立50周年を迎えます。川

崎学園が掲げる創立50周年記念スローガン『かわらぬ思い、こ

のさきも』を胸に、被災地の復興支援に引き続き尽力して参り

ます。

出発前の医療救護班

医療福祉大学、医科大学、医療短期大学の学生が引率教員とともにマイクロバスで被災地へ
救急科から災害医療コーディネーターを派遣

（倉敷市保健所にて）

附属病院の院内災害対策本部（院長会議室内）では連日早朝から
本部ミーティングを開催し、情報共有と方針決定を行った
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学会・研究会名 開　催　日 会　　　場 代　　表　　者
日本筋学会第4回学術集会 2018/8/10~11 川崎医科大学 校舎棟他 会　　長：砂田 芳秀（川崎医科大学　神経内科学教授）
第131回 中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2018/10/5~6 倉敷市民会館 倉敷アイビースクエア 会　　長：長谷川 徹（川崎医科大学　整形外科学教授）
日本臨床検査自動化学会 第50回大会 2018/10/11~13 神戸国際会議場 神戸国際展示場 会　　長：通山 薫　（川崎医科大学　検査診断学教授）
第25回 日本航空医療学会総会 2018/11/3~4 川﨑祐宣記念講堂 川崎医療福祉大学 会　　長：荻野 隆光（川崎医科大学　救急医学教授）

名誉会長：小濱 啓次（川崎医科大学　名誉教授）
第49回 日本心臓血管外科学会学術総会 2019/2/11~13 岡山コンベンションセンター 岡山県医師会館他 会　　長：種本 和雄（川崎医科大学　心臓血管外科学教授）
第58回 日本消化器がん検診学会総会 2019/6/7~8 岡山コンベンションセンター 会　　長：鎌田 智有（川崎医科大学　健康管理学教授）
第41回 日本癌局所療法研究会 2019/6/21 岡山コンベンションセンター 会　　長：山口 佳之（川崎医科大学　臨床腫瘍学教授）

本学園の教職員が 大会長を務めます

◆川崎学園創立記念日（6/1）
◆医科大学 KMSリサーチ・ラウンジ『FUTAGO』オープン（6/4）
◆附属病院 「岡山県難病医療協力病院」に指定（6/7）

◆HALU LAB（ハルラボ）開催（6/30）
◆附属病院 緩和ケア病棟オープン（7/1）
◆川崎医学・医療福祉学振興会助成金等贈呈式（7/4）

◆アストラゼネカ株式会社と包括的治験締結（8/6）
◆かわさき夏の子ども体験教室2018（8/20・21）
◆こども園 入園説明会（9/1）

学園の今   （2018.6月〜9月） Webサイトで最新のトピックをご覧いただけます。　 川崎学園Webサイト ＞ News   各施設Webサイト 

川崎医療福祉大学・川崎医療短期大学・川崎リハビリテーション学院
3校合同オープンキャンパス
2019年 3月17日 ㈰ 13：00〜
問合せ先　086-464-1064 川崎学園アドミッションセンター

川崎医科大学附属高等学校
学校説明会：本校
10月28日 ㈰ 10：00〜
問合せ先　086-462-3666 事務室

オープンキャンパス
学校説明会

※は学園祭と同時開催

川崎リハビリテーション学院
10月20日 ㈯ 13：30〜
問合せ先　086-464-1179 事務室

※
川崎医療短期大学
10月20日 ㈯ ・21日 ㈰ 10：00〜
問合せ先　086-464-1033 教務課

※
川崎医療福祉大学
10月20日 ㈯ ・21日 ㈰ 10：00〜
問合せ先　086-464-1004 入試課

※

統一テーマ：「一
いっさいがっさい

彩合祭」
　川崎学園祭は、医科大学、医療福祉大学、
医療短期大学、リハビリテーション学院
をはじめとする学園の学生、教職員のみ
ならず、病院の患者さんとそのご家族、地
域の方々など来場される全ての方々のご
理解とご協力のもと、ともに創り上げる
学園祭です。

　学園祭に集う者一人一人の彩
いろ

が合わさった学園祭を実現したいと考
え、今年の統一テーマを「一

いっさいがっさい

彩合祭」としました。（学園祭実行委員）

川崎学園祭第44回

10月20日㈯・21日㈰

《川崎医科大学》
『疾病制圧に向けた大学の挑戦』
21日㈰ 10:00～11:00　　会場/医科大学 校舎棟7階M-703教室
《川崎医科大学総合医療センター》
『本当は怖い糖尿病ー今日からはじめよう健康な毎日への一歩ー』
20日㈯ 13:30～15:30　　会場/（岡山）総合医療センター 2階 川﨑祐宣記念ホール
《川崎医療短期大学》
『がんの治療と一緒に緩和ケア〜つらい症状や気がかりを和らげる〜』
20日㈯ 10:00～11:30　　会場/医療短期大学 体育館102教室

公開講座 （学園祭同時開催） 

「腎臓を守って健やかな長寿を実現しよう」
　講師　柏原 直樹　　医科大学 腎臓・高血圧内科学 教授、附属病院 腎臓内科 部長
　会場　現代医学教育博物館 3階 講堂

川崎医科大学附属病院 医学講演会 20日㈯ 13：30～15：00

「体内の水の冒険 〜腎臓〜  知ろう！慢性腎臓病について」
　会場　現代医学教育博物館 2階 大講堂

医学展 20日㈯・21日㈰

川崎医科大学同窓会 第２回ホームカミングデー   　　　   21日㈰   9：00～16：00　受付/医科大学 校舎棟７階706教室
川崎医療福祉大学同窓会 第12回ホームカミングデイ    20日㈯・21日㈰ 10：00～15：30　会場/医療福祉大学 厚生棟3階レストラン
川崎医療短期大学同窓会 第７回松丘会ホームカミングデー   20日㈯　　　　10:00～15:00　会場/医療短期大学 体育館西側、体育館内

ホームカミングデー

川崎学園祭
 2018年

10月20日㈯・21日㈰

第

　回
44 川崎医科大学

川崎医科大学附属
病院

川崎医科大学総合
医療センター

川崎医療福祉大学

川崎医療短期大学

川崎医科大学附属
高等学校

幼保連携型認定こ
ども園 かわさき

こども園

専門学校 川崎リ
ハビリテーション

学院

倉敷市松島 577
 番地　https://w

ww.kawasaki-m
.ac.jp/festival/

統
一
テ
ー
マ

『学園創立50周年記念ロゴマーク』決定 『学園創立50周年記念サイト』を公開

学園創立50周年記念
　8月1日（水）に学園創

立50周年記念のWebサ

イトを公開しました。

　本サイトでは「学園の

あゆみ」、「記念スローガ

ンとロゴマーク」、「記念

事業」などのコンテンツ

を設け、創立記念に関す

る各種行事や事業について、情報発信を行っていきます。

　是非一度ご覧ください。

https://k.kawasaki-m.ac.jp/50th/（※スマートフォンにも対応しています）

　学園教職員・学生・卒

業生から87作品の応募

があり、デザイン専門家

を含めた選考委員によ

り，「形に込められたコ

ンセプト」「汎用性・視認

性」等の評価ポイントを

もとに行った選考会で

デザインが決定しました。今後は、創立記念行事をはじめ、様々

な場面で、「記念ロゴマーク」を活用し、学園内外に向けて、情

報発信を行っていきます。

検　索川崎　50周年記念サイト

http://www.kawasaki-m.ac.jp/festival/
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奨学金制度
◦対象者：  KAWASAKI CLUB会員および

会員のお子さま（1親等）

◦ 対象者が医療福祉大学・医療短期大学・
リハビリテーション学院のいずれかへ
入学した場合に、入学金の2分の1を
奨学金として給付する

手
続
き
の
方
法

以下の申請期間内に、入学校の窓口で申請用紙を入手の上、
申請してください。
 【申請期間】   入学日〜入学年度の5月末日〈必着〉
 【申請窓口】   医療福祉大学 事務部学生課（内線54229）
   医療短期大学 事務部庶務課（内線43006）
  リハビリテーション学院 事務室（内線27838）
※ご不明な点は、川崎学園代表電話086-462-1111より上記窓口へお問い合わせください。

会員の皆さま、KAWASAKI CLUB奨学金制度をご存知でしょうか。
申請期間をご確認のうえ、是非ご利用ください。

川崎学園女子学生寮 新築工事進捗状況 （2019年10月開寮予定）

　4月5日㈭に女子学生寮新築工事を着工しました。建物構造
としては地上10階建ての北棟、南棟、中棟の3つの棟で構成さ
れ、寮室は514室となります。本工事では北棟、南棟をそれぞ
れ2区画に、中棟は1区画とした計5区画に分けて作業を行って
います。
　主な工事としては、重機等での杭打ちを行い、各工事区画
で基礎掘削が進んでいます。杭打ちには合計117本もの杭が
用いられており、構造物の荷重を安全に支持できる強固な地

盤となっています。
　鉄筋組立およびコンクリート打設用足場を組み、基礎躯体工
事（鉄筋型枠コンクリート）にも着工し、2019年8月竣工に
向けて工事が順調に進んでいます。

試験区分 専願・併願※1 出願期間 試験日 合格発表 試験会場 備考

川崎医療福祉大学

川崎医療短期大学

川崎リハビリテーション学院

ＡＯ入試  前期 専願 8/2〜14 8/25㈯ 8/31
出願した
各校

終了ＡＯ入試  後期 専願 9/6〜18 9/29㈯ 10/5

推薦入試  前期
公募 専

願 10/5〜17 10/27㈯ 11/2有資格※2
指定校※3

推薦入試  後期A日程 併願 11/2〜14 11/25㈰ 12/1 医療福祉大学
大阪　姫路
米子　広島
山口　高松
松山　高知
福岡

東京（一般のみ）

A・Bの両日程の
受験可能推薦入試  後期B日程 併願 11/26㈪

一般入試  前期A日程 併願

1/8〜22

1/30㈬

2/8

A・Bの両日程の
受験可能一般入試  前期B日程 併願 1/31㈭

センター試験利用入試 併願 1/30㈬・31㈭
いずれかで面接

一般入試前期との
同時出願可能

一般入試  後期 併願 2/5〜15 2/22㈮ 2/28 医療福祉大学
※１  併願入試区分は、医療福祉大学、医療短期大学およびリハビリテーション学院の各学科の併願が可能です。ただし、センター試験利用入試についてはリハビリテーション学院を除きます。
※２  推薦入試前期の有資格入試は、医療福祉大学、医療短期大学、リハビリテーション学院の全学科で実施します。
※３  指定校推薦は全学科で実施します。該当校には通知しますが、公表はしません。

2019年度 3校合同入試情報 9月現在の情報です。詳細は各校のWebサイトをご覧ください。

試験区分 出願期間 試験日 合格発表 募集人員

川 崎 医 科 大 学

特別推薦入試（専願） 11/1〜7 一次　11/10㈯ 一次 11/17 約20名
（中国・四国地域出身者出願）二次　11/24㈯ 二次 11/30

地域枠入試 12/1〜1/19 一次　1/27㈰
二次　2/1㈮又は2㈯

一次 1/29
二次 2/6　

岡山県地域枠（専願）約10名
静岡県地域枠（専願）10名
長崎県地域枠（専願）   6名

一般入試 約50名

大学院 前期 10/19〜31 11/6㈫ 11/17 　20名
後期 1/4〜16 1/22㈫ 1/29 　  5名（※1）

川崎医科大学附属高等学校 専願入試 1/7〜15 1/20㈰ 1/23 約20名
一般入試 2/4〜12 2/17㈰ 2/20 約15名

川崎医療福祉大学
編入学 8/21〜28 9/7㈮ 9/13 　42名
編入学二次（※2） 2/12〜19 2/28㈭ 3/5 若干名
大学院入試 修士課程・博士後期課程1期 8/21〜28 9/7㈮ 9/13 修士59名  博士若干名（※3）
大学院入試 修士課程・博士後期課程2期 2/12〜19 2/28㈭ 3/5 修士26名  博士若干名（※3）

（※1）前期募集で定員を充足していない場合は、その欠員人数を後期募集の定員に加えます。　（※2）9/7の試験で定員を充足しなかった場合実施。　（※3）博士後期課程1期・2期合わせて17名。

9月現在の情報です。詳細は各校のWebサイトをご覧ください。2019年度 入試情報

完成イメージ

2018.4.20 2018.9.12
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KAWASAKI CLUBは、会員の皆さまを対象に、生涯学習・生涯教育の場として発足しました。情報誌として年 2 回「KAWASAKI CLUB NEWS」をお届け
いたします。KAWASAKI CLUBの運営や「KAWASAKI CLUB NEWS」へのご要望ご提案をお待ちしています。
住所変更・カード紛失等がございましたら、メールか電話にてお知らせください。
また、「KAWASAKI CLUB NEWS」が届いていない方をご存じでしたら、情報（氏名、住所等）をお寄せください。

☎ 086−464−1
い ご よ ろ し く

546 　  club@med.kawasaki-m.ac.jp 　〒701−0192 倉敷市松島577（川崎学園内 本館棟 8 階）
※電話受付時間は、平日9：00〜16：30　土曜9：00〜12：00　（年末年始12/29〜1/3、6/1学園創立記念日はお休みです）

　当科は全身の皮膚や粘膜に生じる様々な疾患の診断、治療
を担当します。
　接触皮膚炎などのcommon diseaseのみではなく、専門性
の高い皮膚疾患への治療（皮膚悪性腫瘍に対する皮膚外科手
術、免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬を含めた化学
療法、放射線療法、及び自己免疫性水疱症・重症薬疹に対する
免疫グロブリン療法や血液浄化療法、重症乾癬に対する生物
学的製剤治療など）を実践しています。
　また、皮膚症状から膠原病や悪性リンパ腫などの全身疾患
に結びつくことも多く、関連他科と密接に連携を取り診療に
あたっています。

　当科では、循環器・腎臓専門医が豊富な知識や高度な技術を駆使
して、各疾患の初期治療とcommon diseaseの診療を行っています。
　循環器内科では、虚血性心疾患、心不全、弁膜症、心筋症、不
整脈、閉塞性動脈硬化症、高血圧など循環器全般に対する診療を
行っています。急性期の緊急カテーテル治療を行うだけでなく、亜
急性期～慢性期の患者さんにおいても心臓リハビリテーションや
二次予防の教育など、積極的な介入を行っています。
　腎臓内科では、蛋白尿・血尿といった尿異常に対する腎生検によ
る診断と治療、慢性腎臓病における貧血管理やミネラル骨代謝異常
に対する介入、腎不全に対する急性血液浄化療法や慢性維持透析
療法の導入とその管理まで、幅広い腎臓病診療を行っています。

川崎医科大学附属病院
皮膚科

診療科
ご案内

川崎医科大学総合医療センター
内科（総合内科学３）

診療科
ご案内

青山 裕美 教授 小島 淳 教授

公開講座・セミナーのご案内（10月～2019.3月）
学園祭（10/20・21）と同時開催はP2に掲載しています。

現在決定している主なものです。最新情報は各施設のWebサイト等でお知らせいたします。

岡山県生涯学習大学、吉備創生カレッジ、倉敷市大学連携講座でも、本学園の教員が多数講師を務めています。

主催 公開講座・セミナー名 テーマ 日時 講師 会場 対象 参加費・申込 定員 問合せ先

附
属

病
院

市民公開講座
第17回 もの忘れフォーラム

未定
（決定次第Ｗｅｂサイトでお知らせします）

３/２㈯
13：15～16：00 石原 武士（医科大学 心療科 部長）他

くらしき
健康福祉プラザ
5階プラザホール

一般 無料
申込必要 200名 認知症疾患医療センター

086-464-0661（直通）

総
合
医
療

セ
ン
タ
ー

第3回 市民公開講座 （仮）夜間頻尿は治りますか？ 12/22㈯
13：30～15：30

小島 　淳（内科 部長）
堀川 雄平（泌尿器科 医長）

総合医療センター
2階川﨑祐宣記念

ホール
一般 無料

申込必要 300名 病院庶務課庶務係
086-225-2171（直通）

第4回 市民公開講座 （仮）緩和ケアについて 2/16㈯
13：30～15：30

未定
（決定次第Webサイトでお知らせします)

医
療
福
祉
大
学

公開セミナー

中高年のための水中運動 10/9、16、23㈫
10：00～12：00 小野寺 昇（健康体育学科 教授） 医療福祉大学

温水プール 一般
1回

500円
申込必要

各30名
健康体育学科

086-462-1111
（内線54531）

作業療法（OT）を知ろう！ 10/21㈰
13：30～15：10

福意 武史（リハビリテーション学科 教授）
大野 宏明（リハビリテーション学科 准教授）
金山 祐里（リハビリテーション学科 講師）
平田 淳也（リハビリテーション学科 講師）

医療福祉大学
本館棟6階
6201教室

岡山県内の
中学・高校生、
ご家族、教

員、在校生の
出身高校

無料
申込必要 100名

リハビリテーション学科
作業療法専攻

086-462-1111
（内線54832）

医療マネジメント研修セミナー
12/15㈯・16㈰
2/16㈯・17㈰
10：00～17：00

宮原 勅治（医療福祉経営学科 教授）
山本 智子（医療秘書学科 教授）
谷川 智宏（医療情報学科 講師）

医療福祉大学
本館棟6階
6105教室

医療現場の管
理者、医師、
看護師、およ
びすべての医

療従事者

無料
申込必要 20名

医療秘書学科
086-462-1111
（内線54612）

川崎学園市民公開講座 今年度の予定 〈開催時間〉14：00～16：00　　〈場所〉くらしき健康福祉プラザ ５階プラザホール
回 開催日 テーマ 座　長

6 10/13㈯ 介護予防
－はつらつとした老後をおくるために－ 医療短期大学 学長 小池 将文

7 11/10㈯ 心不全－高齢社会の医療問題－ 附属病院 院長補佐 上村 史朗

8 1/12㈯ みんなで支える在宅医療・介護 医療福祉大学 副学長 秋山 祐治

回 開催日 テーマ 座　長

9 2/9㈯ 生活習慣の改善が肝臓寿命を延ばす 附属病院 院長補佐 日野 啓輔

10 3/9㈯
骨の健康　骨粗鬆（しょう）症による骨折を防ぐ
－川崎医科大学の取り組み－
※ 7月21日の予定だったものが延期になり第10回として開

催されます。

医科大学 学長 福永 仁夫

※テーマは現在の予定です。詳しくは、学園Web サイト「川崎学園市民公開講座」特設ページをご覧ください。


