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　学園創立50周年記念事業である女子学生寮「このはな寮」が
９月29日㈰に開寮しました。開寮に先立ち、９月25日㈬には
開寮式（椿原彰夫医療福祉大学・医療短期大学学長挨拶、テー
プカット、学生代表挨拶）が行われ、新学生寮の完成を祝いま
した。
　新寮は緑豊かな医療短期大学敷地内にあり、医療福祉大学、
医療短期大学、リハビリテーション学院の３校の女子学生411名
が、すでに新たな寮生活をスタートしています。
　上空から見るとＶ字形の地上10階建、個室514室で、北棟・
南棟・中棟の３つの棟で構成されています。寮には、レストラン

川崎学園創立50周年記念事業
川崎学園女子学生寮「このはな寮」開寮

地上10階建、延べ床面積14,548㎡。敷地内に
は30種類、約2,500本の植栽が施され、四季を
通じてさまざまな花を楽しむことができます。

このはな寮 由来
　学生寮が建築されたエリアは、学園最初の建築物で
ある川崎医科大学進学課程校舎（現在の医療短期大学
校舎）が建てられた地であり、1970年６月１日に川崎
医科大学及び附属高等学校の開学式が挙行された、いわ
ば学園始まりの地です。 

　この地には現在、たくさんの梅の木が育っています。
学園創設者川﨑祐宣理事長（当時）は、学生が梅の花
のように静かに咲いて、ほのかな香りを漂わせるよう
な控えめな人たちに育ってほしいとの想いを込め、た
くさんの梅の木を植樹されました。その梅の木（別名：
このはな）に因んで「このはな寮」と命名されました。

寮室514室は全室個室。家具家電が完備され収
納スペースも確保されており、布団と身の回りの
物を持参すれば、すぐ新生活をスタートできます。

朝食・夕食は１階レストランで。栄養バランスの
とれた多彩なメニューが提供され、食生活も安心
です。レストランは終日、寮生以外も利用でき、
隣にはコンビニエンスストア、カフェコーナーも
あります。

やベーカリー、コンビニエンスストアが併設され、その他にも
コミュニケーションルーム、ラウンジといった共用エリアも多
く設けられ、プライベートな空間と、学友と共に過ごす交流ス
ペースを兼ね備えています。また、女性職員が24時間体制で
常駐しており、十分なセキュリティ体制で安全性も整った快適
な寮をめざしています。
　安心・安全な生活ができる場で勉学に励み、寮生活をする中
で自律心や他人への思いやり、協調性を養い、よりよい医療
人・医療福祉人を目指してくれることを期待しています。



KAWASAKI  CLUB  NEWS

2

川崎医療福祉大学
創立30年記念事業の紹介「未来の医療福祉の当たり前を考える」
　川崎医療福祉学会は、『「医療・福祉」から「医療福祉」への
概念転換をいかにして発展させるか』の議論を、20周年記念
事業として展開しました。今、その構想は「医療福祉人」の概
念に成長し、医療・福祉の枠組を超える多職種連携の実践とし
て成果を実らせつつあります。
　川崎医療福祉学会は30年目を迎えるにあたり、次なるステッ
プアップのため、「未来の医療福祉のあたり前を考える」をテー
マとした3つの記念事業を企画しています。

企画1  
「未来の医療福祉」絵画コンテスト（小学生対象）
「未来の医療福祉」アイデアコンテスト（中学生・高校生対象）
優秀作品には2019年11月2日（土）川﨑祐宣記念講堂　多目的ホール
において表彰式を行うほか、応募者全員に参加賞として本学医療福祉デ
ザイン学科の学生がデザインしたオリジナルグッズをプレゼントします。
企画2  

「未来の医療福祉の当たり前を考える」論文・エッセイ・作品の募集（本学教
職員・学生・大学院生、同窓生、KAWASAKI CLUB会員対象）

「未来の医療福祉のあたり前」をテーマとした論文・エッセイ・作品を募集しま
す。2020年2月29日（土）には川﨑祐宣記念講堂　多目的ホールにおい
て表彰式と、基調講演、最優秀賞・優秀賞受賞者による講演を行います。
企画3　2020年11月 予定  
講演会（基調講演、30年記念講演）の開催

https://w.kawasaki-m.ac.jp/
詳しくはwebサイトをご覧ください。

を通して、医療の質向上に貢献
するものと考えています。また、
多職種とのコミュニケーション
力が高まることで、チーム医療
においても看護師がキーパー
ソンとして実践力を発揮できる
と期待しています。募集要項等、
詳細については、決まり次第、
下記Webサイトに掲載予定です。

川崎医療福祉大学
2020年4月 特定行為研修を含む「認定看護師教育課程」開講予定
　認定看護師制度は、1996年に日本看護協会が開始したもの
で、現在、21看護分野、20,960名（2019年7月）の認定看
護師が登録され、活躍しています。この制度は、疾病構造の変
化や医療技術の進歩、病院中心の医療から地域・在宅へと医療
提供体制が変わる中、看護師があらゆる療養の場で高度な実
践力を発揮するために、2019年に特定行為研修を組み込んだ
制度へと再構築されました。
　看護実践・キャリアサポートセンターでは、既に川崎学園の総
合力と豊かな教育・医療環境を活かして「看護師特定行為研修」
を始めているため、新たな制度をいち早く取り入れるべく、
2020年4月から「クリティカルケア」と「心不全看護」の2看
護分野の認定看護師教育課程を開講します。おそらく、九州並
びに中四国では初の開講になるため、広い地域の看護人材育成

◆川崎学園創立記念日（6/1）
◆川崎医学・医療福祉学振興会助成金等贈呈式（7/2）

◆医療短大　介護チャレンジセミナー（8/9・9/7）
◆ 医科大学　かわさき夏の子ども体験教室2019（8/20・21）

◆一般財団法人津山慈風会と包括協定（9/6）
◆川崎学園学生寮（このはな寮）開寮（9/29）

学園の今   （2019.6月～2019.9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 

３チームの合計13名を派遣し
ました。
　訪問団は、医療支援のベース
基地となる診療所や、避難救護
所となる小中学校、および津波
避難タワー（高さ25m）を視察
し、その後、津波対策で高所移
転した町役場内で、大西勝也黒
潮町長から防災計画の概要、小
中学生への防災教育プログラ
ムの説明を受け、医療救護活動
の今後の課題について町職員
や診療所長と情報交換をしまし
た。そして、医療支援・防災教育
に係る連携活動の更なる発展
を約束して研修を終えました。

高知県黒潮町へ医療支援チームを研修派遣
　本学園は2017年12月に高知県黒潮町と危機管理・防災教
育に関する覚書を締結しています。黒潮町は人口約11,000人、
太平洋に面した約35km の海岸線を有する町で、南海トラフ地
震発生時には、最大震度７、最大高さ35m の津波到達が予想
されるため住民と行政が一体となり防災に取り組んでいます。
　このことから、本年７月24日㈬・25日㈭に川﨑誠治理事長、

園尾博司、猶本良夫
両病院長、総合医療
センター内藤雅之事
務部長をはじめ、実
際に医療支援チーム
として現地での活動
を予定している両病
院 の 派 遣 スタッフ

（医師、看護師、調
整員の３名で構成） 佐賀地区津波避難タワー（高さ25ｍ）黒潮町庁舎での意見交換会

https://w.kawasaki-m.ac.jp/
data/5813/topicsDtl/
詳しくはwebサイトを
ご覧ください。
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統一テーマ：「励
れ い わ

輪」
　新元号として“令和”が決まり、新しい時代がスタートしま
した。日本中が感動を覚えた、新元号発表の瞬間の期
待や緊張を彷彿させるような、令和元年の開催にふさわ
しい特別な学園祭にしたいと思います。

　また、学園の一大イベントである学園祭を学生全員がより良いものにしようと“励”む
姿や学園祭ならではの活気溢れる姿を表現したい。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4校が互いに助け合い、協力しながら繋がって
いる“輪”のような結束を表したい。そして、現代の医療に欠かせない、川崎学園の
特色でもあるチーム医療が、職種に関わらず連携をしながら成り立つことを、学園祭
を通じて患者さんや地域の方など多くの人に感じてもらいたいとの思いを込め、統一
テーマとしました。� （学園祭実行委員）

第45回

10月19日㈯・20日㈰

《川崎医科大学》
『疾病制圧に向けた大学の挑戦』
20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》
『脳神経外科が関与する腰・くびのしびれと痛み』
19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》
『足のむくみの原因と対策について』
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） 

「糖尿病を予防・治療して、健康寿命を延ばそう！」
　講師　金藤 秀明　医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学 教授、附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 部長
　会場　本館棟８階大講堂

川崎医科大学附属病院 医学講演会 19日㈯ 13：30～15：00

「糖尿病ってなぁ〜に？ ーのばそう！健康寿命ー」
　会場　本館棟８階大講堂

医学展 19日㈯・20日㈰

川崎医科大学同窓会 第３回ホームカミングデー   　　　   20日㈰ 10：00～16：00　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13回ホームカミングデイ    19日㈯・20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８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

https://k.kawasaki-m.ac.jp/festival/

今年から川崎学園祭
２日目に開催

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 8/1〜13 8/24㈯ 8/30

出願校
終了ＡＯ入試  後期 専願 9/5〜17 9/28㈯ 10/4

推薦入試  前期
公募 専

願 10/4〜15 10/26㈯ 11/1有資格※2
指定校※3

推薦入試  後期A日程 併願 11/1〜13 11/25㈪ 12/4 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

1/6〜20

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 2/4〜14 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。

2020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） 11/1〜12 一次　11/16㈯ 11/22 約20名
（中国・四国地域出身者出願）二次　11/30㈯ 12/6

地域枠入試（専願）
一般入試

12/1〜1/15
一次　1/26㈰ 1/28 岡山県地域枠　約10名

静岡県地域枠　　（※1）
長崎県地域枠　　（※1）
一 般　　　　　 約50名二次　1/31㈮又は2/1㈯ 2/5

大学院 前期 10/18〜31 11/12㈫ 11/22 　20名
後期 1/6〜14 1/21㈫ 1/28 　  5名（※2）

川崎医科大学附属高等学校 専願入試 1/6〜14 1/19㈰ 1/22 約20名
一般入試 2/1〜10 2/16㈰ 2/19 約15名

川崎医療福祉大学
編入学 8/20〜27 9/6㈮ 9/12 　42名
編入学二次（※3） 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 8/20〜27 9/6㈮ 9/12 修士59名  博士若干名（※4）
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（※4）

（※1）設置協議中。　（※2）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。　（※3）9/6の試験で定員を充足しなかった場合実施。　（※4）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。2020年度 入試情報

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
2020年 3月15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27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19日 ㈯ 13：30〜
問合せ先　086-464-1179 事務室

※
川崎医療短期大学
10月19日 ㈯ ・20日 ㈰ 10：00〜
問合せ先　086-464-1033 事務室

※
川崎医療福祉大学
10月19日 ㈯ ・20日 ㈰ 10：00〜
問合せ先　086-464-1004 入試課

※

詳細は各校のWebサイトをご覧ください。
上記日程以外で個別に見学等をご希望
の方は、各校にお問合せください。
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KAWASAKI CLUBは、会員の皆様を対象に、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、月〜金曜9：00〜16：30　土曜9：00〜12：00　（日曜、祝日、12/29〜1/3、6/1学園創立記念日はお休みです）

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。

　総合医療センターの消化器肝臓内科の診療を担当している総
合内科学２です。消化管と胆膵グループは内視鏡業務を中心に、
肝臓グループはウイルス肝炎、脂肪肝、肝臓がんの診療を主と
して行っています。当科の診療の特徴は在院期間が短いところに
あります。特に胆管炎の診療件数は岡山市内で最も多く、小さな
教室でありながら全国の大学病院の中でも症例数では第7位、
在院日数の短さでは第3位と健闘しています。消化器疾患を中心
に他の領域の専門の先生方と連携し、患者さんを総合的に診療
することを心掛けて、今後も頑張ってまいりたいと思います。

川崎医科大学総合医療センター
内科（総合内科学２）

診療科
ご案内

　歯科・口腔外科は2019年4月に新体制で再スタートしまし
た。これまで同様、一般歯科医院で対応できない難しい抜歯や
全身疾患がある方の歯科治療、口腔外傷、顎関節症、口腔粘膜
疾患に対する治療など、口腔外科疾患全般に対する診療を行っ
ています。さらにチーム医療の一環として医科の先生方と連携
し、全身麻酔症例に対する周術期口腔機能管理や、放射線治療・
化学療法、骨髄移植や末梢血幹細胞移植症例の口腔粘膜炎に対
して予防・治療を行い、治療が少しでもスムーズに進むよう専門
的口腔ケアを通して積極的にサポートしています。

川崎医科大学附属病院
歯科・口腔外科

診療科
ご案内

向井 隆雄 教授 河本 博文 教授

川崎学園市民公開講座 今年度の予定 〈開催時間〉14：00～16：00（受付13：30～）　〈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 10/12㈯『すてきなシニアライフ』
よりよい人生を生きるために 医療短期大学 副学長 名木田 恵理子

7 11/9㈯ 『防ぐぞ！治すぞ！脳卒中』 附属病院 院長補佐 宇野 昌明

8 1/11㈯ 『腸内フローラ』腸内フローラで
健康を高めるための知恵袋 医療福祉大学 副学長 宮川 健

回 開催日 テーマ 座　長

9 2/8㈯ 『かがやく女性』
女性がいつまでも元気で輝くために 附属病院 院長補佐 下屋 浩一郎

10 3/14㈯ 『防ごう、治そう、腎臓病』 医科大学 副学長 柏原 直樹

https://k.kawasaki-m.ac.jp/data/gakuen_kouza/
テーマは現在の予定です。詳しくはwebサイトをご覧ください。

公開講座・セミナーのご案内（10月～2020.3月）
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
総
合
医
療

セ
ン
タ
ー

第3回市民公開講座
ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）
人生の最終段階について
考えてみませんか？

1/18㈯
13：30～15：30

和田 健二（内科 部長）
山根 弘路（内科 副部長）
竹内 真知子（看護部 看護副主任）

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）

医
療
福
祉
大
学

公開セミナー

【健康体育学科】
中高年者のための水中運動教室

10/8、15、29㈫
10:00～13:00 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）

【作業療法学科】
作業療法（OT）を知ろう！

10/20㈰
11：00～12：00 作業療法学科教員

医療福祉大学
本館棟

3101教室

岡山県内およ
び在校生の出
身校の中学・
高校生、ご家族、

教員

無料 100名
程度

作業療法学科
086-462-1111
（内線54832）

第3回公開講座 生活習慣病と向き合う！～新時代のライフ
スタイルのススメ～

11/30㈯
10：00～12:00

脇本 敏裕（健康体育学科 講師）
藤澤 早美（臨床栄養学科 准教授）
中村 有里（臨床心理学科 講師）

医療福祉大学
講義棟

3601教室
一般 無料 200名

公開講座係
086-462-1111
（内線54222）

市民公開講座 こどもたちの幸せ（健康）のために、
今、知ること・できること（仮題）

12/7日㈯
14：00～16：00

コーディネーター：飯田 淳子（社会連携センター長）
難波 知子（健康体育学科 教授）
松本 義信（臨床栄養学科 准教授）

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

医
療
短
期
大
学

公開セミナー
【医療介護福祉科】
どれくらい知ってるかな？
かいごのこと（その2）

3/25㈬
時間未定 医療介護福祉科教員

総合医療センター
2階川﨑祐宣
記念ホール

中学生
高校生 無料 20名

医療介護福祉科
実習準備室

086-462-1111
（内線43041）
iryokaigo@jc.kawasaki-m.ac.jp

学園祭（10/19・20）と同時開催はP3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。

学会・研究会名 開　催　日 会　　　場 代　　表　　者
第39回 日本核医学技術学会総会学術大会 2019/11/1～3 松山市総合コミュニティセンター 大　会　長：三村 浩朗　（川崎医療福祉大学 診療放射線技術学科 教授)
第58回 日本臨床細胞学会秋期大会 2019/11/16～17 ホテルグランヴィア岡山 他 会　　長：森谷 卓也　（川崎医科大学 病理学 教授)
第66回 日本臨床検査医学会学術集会 2019/11/21～24 岡山コンベンションセンター 他 会　　長：通山 　薫　（川崎医科大学 検査診断学〈病態解析〉 教授)
第27回 日本胎盤学会学術集会 2019/11/29～30 倉敷市芸文館 会　　長：下屋 浩一郎（川崎医科大学 産婦人科学1 教授）
第23回 日本心血管内分泌代謝学会学術総会 2019/12/14～15 神戸国際会議場 会　　長：柏原 直樹　（川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学 教授）
第32回 日本老年麻酔学会 2020/2/7～9 倉敷市芸文館 会　　長：中塚 秀樹　（川崎医科大学 麻酔・集中治療医学1 教授）
第33回 日本老年脳神経外科学会 2020/4/10 倉敷アイビースクエア 会　　長：宇野 昌明　（川崎医科大学 脳神経外科学1 教授）
第63回 日本腎臓学会学術総会 2020/6/26～28 パシフィコ横浜 会　　長：柏原 直樹　（川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学 教授）

本学園の教職員が 大会長を務めます


