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お知らせリリース    
2019/10/23 

報道関係 各位 
 

■川崎学園 （共催：倉敷市）  

2019 年度 第 7 回 川崎学園市民公開講座 

「防ぐぞ！治すぞ！脳卒中」 

日  時： 11月9日(土)14：00～16：00 （受付 13：30～） 

会  場： くらしき健康福祉プラザ 5階プラザホール（倉敷市笹沖180） ☎086-434-9850 

対  象： 一般  

※事前申込不要、参加無料。 

詳細は別紙チラシ①-1、①-2をご参照ください。 

当日の取材については事前にご連絡ください。 

 

 

 
 
 
■川崎医科大学  
 
第 58 回日本臨床細胞学会秋期大会 市民公開講座 

「あなたとあなたの大切なひとを乳癌で失わないために 

～女性のがん第1位 知っておきたい乳癌のこと～」 
 

このたび、第58回日本臨床細胞学会秋期大会では、“乳がん”をテーマに市民公開講座を開

催します。乳がんは、日本人女性が最も罹りやすいがんです。乳がん検診や乳がんの特徴や

治療、その後の生活について実際に乳がん診療を行っている放射線科医、病理医、外科医が

わかりやすく解説します。また、2人の患者さんからの体験談や乳がんに関するクイズも実施予

定で、市民の皆さんに乳がんに対する知識を深めていただけるよう、情報発信を行います。 

 

日 時： 11月17日（日）14：30～16：00 （受付開始 14：00～) 

会 場： 岡山県医師会館2F 三木記念ホール（岡山市北区駅元町19-2） 

対 象： 一般 （定員300名）  

※事前申込不要、参加無料 

詳細は別紙チラシ②をご参照ください。 

 

≪問合せ先≫ 

川崎学園市民公開講座について 

学校法人川崎学園 大学事務局  

総務部 総務課長 石川 直美 

Tel：086-462-1111（代） 内線：16050 

取材について 

学校法人川崎学園 大学事務局 

企画部 広報連携室長 川西 礼美 

Tel：086-462-1111（代） 内線：16055 

≪問合せ先≫ 

川崎医科大学 病理学 森谷卓也 

Tel：086-462-1111（代）  Fax：086-464-1153 

（第 58 回日本臨床細胞学会秋期大会 会長） 

 



川崎医科大学附属病院
座長

宇野 昌明院長補佐

　2019 年度、第 7 回のテーマは「脳卒中」です。
　脳卒中は日本人の死亡原因第 4 位であり、且つ寝たきりに
なる最大の要因ともなっています。脳卒中の症状は様々で、
発見や治療が遅れると症状改善が困難になりますが、近年、
薬や外科治療の発達により、治療開始が早ければ劇的に
症状が改善することが増えています。
　この講座では、脳卒中の症状・診断・治療と予防のための薬、
食事や日常生活についてお話します。 
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くらしき健康福祉プラザ
５Fプラザホール

(土)
14：00～16：00 受付 13：30～

（倉敷市笹沖180）
※無料駐車場あり

参 加 無 料
申 込 不 要

2019 年度  第 7 回   川崎学園市民公開講座

「 なってからではあなたも家族も大変です！
　　　　　　　　　　みんなで食事を見直しましょう！」

「 日常生活上の注意点 」
川崎医科大学附属病院 栄養部 部長補佐

繁永 美栄子

「 脳卒中予防のポイント」 川崎医科大学 脳卒中医学 教授

講演内容

「 脳卒中治療の最前線 －切る手術・切らない手術－」
川崎医科大学 脳神経外科学1 准教授

「 再発を防ごう －お薬と上手につきあうために－」
川崎医科大学附属病院 医療安全管理部 医療安全専従主任薬剤師

（脳卒中リハビリテーション看護認定看護師）
川崎医科大学附属病院 看護部 看護副主任

堀尾 佳子

二宮 洋子

松原 俊二

八木田 佳樹

kouhou
長方形

kouhou
タイプライターテキスト
チラシ①-①



川崎学園は、2020 年に
創立 50 周年を迎えます。

創立 50 周年記念特設 Web サイト

　1970年、倉敷市松島に設立した川崎学園は、同年、川崎医科大学を開学し、1973 年に川崎医療短期大学、
1991年には川崎医療福祉大学を開学。人間性豊かな良き医療人・医療福祉人を育成するとともに、附属病院・
総合医療センターでの診療を通じて社会へ貢献してまいりました。2020 年に創立 50 周年を迎える本学園
では、医療・医療福祉・教育に関する知的資源を地域に還元することで、『開かれた学園』を目指し、
これからも地域の皆さまの健康づくりや医療福祉の推進に寄与していきたいと考えております。 
　本学園は、2015 年に倉敷市と包括連携協定を締結しており、医療・保健・福祉を中心に地域振興や
防災等を含めた広い分野において、双方の資源を有効に活用した活動を推進しています。その一環として、
昨年度から倉敷市の共催のもと、地域の皆さまを対象に『川崎学園 市民公開講座』を毎月 1 回開催して
おります。本学園の医療と医療福祉のスペシャリストである講師陣が、毎回テーマを変えて、皆さまの
日々の健康や医療に関する内容を取り上げ、生活の質の向上に役に立つ情報を提供いたします。各回とも
会場は「くらしき健康福祉プラザ」で、参加は無料、申込み不要でどなたでもご参加いただけます。ぜひ
足をお運びください。 

『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

座長：川崎医療福祉大学 副学長   宮川 健
◎健康と腸内フローラのお話
◎知恵袋１：腸内フローラを咲かせる食生活
◎知恵袋２：腸内フローラを咲かせる運動習慣
◎知恵袋３：腸内フローラを咲かせて楽しい人生を

1 11(土)

第 8 回

川崎学園市民公開講座の
情報をチェック！

QRコードを読み込んで

５階プラザホール（岡山県倉敷市笹沖180）

車　…倉敷駅より約10分 無料駐車場あり(300台)
ーアクセスー

バス…倉敷駅南口３番のりばより
・倉敷循環線C1で「葦高小学校正門」下車 北へ徒歩５分
・霞橋車庫・吉岡・水島方面行で「葦高小学校東」下車 西へ徒歩10分

たくさんの方のご参加をこころよりお待ちしております。
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2019.
14:30～16:00 受付開始14:00～

乳がん患者会あけぼの岡山

大森　昌子

今田　孝子

株式会社日本旅行
コンベンショングループ

お問合せ先

岡山県医師会館 2Ｆ
三木記念ホール

11/17

※事前申込みの必要はありません。
　当日、直接会場にお越しください。

（倉敷成人病センター　病理診断科）

（岡山中央病院　乳腺外科）

（日）

〒700-0023
岡山市北区駅前町2-1-7　JR西日本岡山支社ビル1階
TEL：086-259-5578　FAX：086-250-7682
E-mail：jscc58atm@wjcs.jp

①

②

③

④

白岩　美咲（香川県立中央病院　乳腺センター）

堀井　理絵（埼玉県立がんセンター　病理診断科）

水藤　晶子（多度津三宅病院）

1. ボーマン三枝

2. 樫本　惠美（乳がん患者会あけぼの岡山）

森谷　卓也
（第58回日本臨床細胞学会秋期大会　会長、
　川崎医科大学　病理学）

大森　昌子
（倉敷成人病センター　病理診断科）

乳癌についてどれだけ知ってる？

乳癌を早期発見するために
マンモグラフィ検診と自己検診

乳癌の病理診断
正しい治療選択の道しるべ

乳癌が見つかったら
～乳癌の治療とそれを支えるチーム医療～

乳癌サバイバーからの体験談

乳がんと共に15年

日時

会場

司会

定員

入場無料
名300

開会の挨拶

乳癌クイズ

クイズ解答と
メッセージ

協力

第58回日本臨床細胞学会秋期大会

市民公開講座

（若年性がん経験者サポートグループ
　AYACan‼代表/下着屋Clove代表）

 ‒自分らしいQOLを大切にして-

あなたとあなたの大切なひとを

で乳癌
失わないために
～女性のがん第１位
　　知っておきたい乳癌のこと～

kouhou
長方形
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