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創立50周年

2020年6月1日、川崎学園は創立50周年を迎えました。
1970年、建学の理念「人間をつくる 体をつくる 医学を
きわめる」を掲げ、
「医療は患者さんのためにある」
、
「学校は学
生さんのためにある」という思いのもと、川崎医科大学、同附
属高等学校が開学し、川崎学園の歩みは始まりました。1973
年には同附属病院を開院するとともに、チーム医療の担い手を
育成するため、川崎医療短期大学が開学、翌年、専門学校川崎
リハビリテーション学院が開校、さらに、1991年には「医療
福祉」の概念にたつ世界で初めての4年制大学として川崎医療
福祉大学が開学しました。2016年には川崎医科大学附属川崎
病院から病院名を改め川崎医科大学総合医療センターが開院、
2018年にはかわさきこども園が開園しています。医学・医療福
祉学の総合学園として成長した川崎学園の各施設から巣立った
卒業生は、半世紀の間に約45,000人にのぼっています。
昨年10月には、50周年記念事業として川崎学園学生寮「こ
のはな寮」が開寮し、学生が新たな寮生活を送っています。ま
た、同じく50周年記念事業として、岡山市の旧川崎病院跡地に、
川崎医科大学高齢者医療センター、川崎医療短期大学新校舎棟
が整備される予定で、6月下旬に安全祈願祭が執り行われ、7月
より順次着工していきます。
6月6日㈯に予定していた創立50周年記念式典、記念講演会、
祝賀会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け延期とな
りましたが、
「学園50年の歩み」と「現在の姿」
、また、そこに
込められた「思い」をまとめた創立50周年記念誌は6月に完成
ひ
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し、電子ブック版が川崎学園創立50周年記念サイトに公開され
ています。会員の皆様にも是非ご覧いただければと思います。
また、チーム医療を担う専門性の高い多職種を地域の皆様によ
り広く知っていただくため、50周年記念特集として、山陽新聞
において、昨年10月から今年3月まで「医療福祉人 私のもの
語り ～かわらぬ思い、このさきも～」が連載されました。こ
の特集は、学園で育成している主な19職種の卒業生から代表の
方にご出演いただき、その思いを語っていただいたものです。
あわせてご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大の渦中で迎えた学園創立50周
年ですが、学園の理念を「人間をつくる 体をつくる 医学・医
療福祉学をきわめる」とし、次の50年に向けてすでに歩みをす
すめています。新型コロナウイルス感染症により生じた現在の
難題を、会員の皆様と共に乗り越えて参りたいと思います。引
き続き新しい50年に向けてご支援くださいますようお願い申
し上げます。
ひ

と

新型コロナウイルス感染拡大下で異例の新年度がスタート
今般の新型コロナウイルス感染拡大で、会員の皆様におかれ
ましても、日々難題に取り組まれご苦労されていることと拝察
いたします。
学園では感染拡大の影響により、大学等の卒業式も中止ある
いは縮小開催とし、さらには新年度の入学式、川崎学園入学時
合同研修も中止せざるをえず、新入生にとって学生生活のス
タートが異例のものとなりました。
緊急事態宣言の全国への拡大を受け大学等では学生の登校を
禁止とし、各施設においてWebでの授業を開始しました。医療
福祉の専門職を目指す上で欠かすことのできない病院実習につ

川崎学園イベント等中止のお知らせ
今年も様々なイベント等の開催を予定しておりましたが、
新型コロナウイルス感染症拡大の防止とご来場者様およ
び関係者の安全を考慮し、次のイベントは中止となってお
ります。今後の予定につきましては、各施設のWebサイト
にてご確認ください。

いては、6月初旬より十分な感染対策を講じながら再開してい
ます。
また、附属病院、総合医療センターでは、面会制限、患者さ
んへの感染対策の協力要請等、院内感染防止対策を行いながら
通常診療の提供維持に努力するとともに、感染症診療協力医療
機関として、外来・病床の整備、検査体制の強化等を行い、対応
にあたっています。
今後も状況は刻々と変化することが予測されます。引き続き
感染防止対策を徹底し、教育環境を確保するとともに最善の医
療提供に向けて、教職員一同最大限努力してまいります。

◆ 2020年度 川崎学園市民公開講座
◆ 第46 回 川崎学園祭
◆ 3校合同オープンキャンパス(6 , 7月)
◆ かわさき夏の子ども体験教室
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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校合同入試

2021年度入学者選抜より従来の入試区分の名称等が変わります
川崎医療福祉大学・川崎医療短期大学・川崎リハビリテー
ション学院では、各入試区分において学力テスト・面接・出願書
類により、志願者の「学力の3要素」
（「知識・技術」
「思考力・判
断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態
度」）を多面的・総合的に評価する入試を実施しています。2021
年度入学者選抜も学力テスト・面接については従来の形でおこ
ないますが、入試区分の名称等を以下のとおり変更いたしま
す。なお、大学入学共通テスト利用入試は実施いたしません。
⒈リハビリテーション学院早期特別選抜（新設）
当該学院のみが実施します。一般枠：基礎学力確認テスト、
面接、調査書、エントリーシートを総合評価します。社会人
枠：小論文、面接、調査書、志望理由書を総合評価します。
⒉総合型選抜（旧AO入試前期・後期）
二段階選抜を実施します。一次審査：調査書、エントリー
シートにより審査します。二次審査（一次審査通過者を対

注文
 部科学省が6月中に策定予定としている「令和3年度 大学入学者選抜実施要項」
の通知内容によっては、日程等が一部変更になる場合があります。

2021年度 3校合同入試情報

試験区分

川崎リハビリテーション学院

8/1～12

総合型選抜

専願

9/1～14

公募
指定校推薦※3

専願

川崎リハビリテーション学院

出願期間

専願

（専願）

川崎医療短期大学

専願・併願※2

早期特別選抜

学校推薦型選抜

川崎医療福祉大学

象）
：基礎学力確認テスト、面接、調査書、エントリーシート
を総合評価します。
⒊学校推薦型選抜（専願）（旧推薦入試前期）
3つの入試を実施します。公募での入試：基礎学力確認テ
スト、面接、調査書を総合評価します。有資格での入試：面
接（口頭試問を含む）、調査書を総合評価します。指定校推
薦での入試：面接（口頭試問を含む）、調査書、志望理由書を
総合評価します。
⒋学校推薦型選抜（併願）（旧推薦入試後期）
基礎学力確認テスト、面接、調査書を総合評価します。
⒌一般選抜前期（旧一般入試前期）
学力テスト（10科目から2科目を選択）
、面接、調査書を
総合評価します。
⒍一般選抜後期（旧一般入試後期）
基礎学力確認テスト、面接、調査書を総合評価します。

試験日

8/22㈯

※令和2年6月9日現在

合格発表

試験会場

8/26

リハビリテーション
学院

備考

（一次審査）書類審査 （一次通過者発表）9/28
（二次審査）10/10㈯ （合格発表）11/2※1

11/1～7

11/14㈯

12/1※1

出願校

有資格※4

学校推薦型選抜（併願） Ａ日程

併願

学校推薦型選抜（併願） Ｂ日程

併願

一般選抜前期 Ａ日程

併願

一般選抜前期 Ｂ日程

併願

一般選抜後期

併願

11/25～12/6

1/7～20
2/22～3/2

12/13㈰
12/14㈪
2/1㈪
2/2㈫
3/10㈬

12/19

2/6
3/15

医療福祉大学
東京（一般のみ）
大阪 姫路
米子 広島
山口 高松
松山 高知
福岡

A・Bの
両日程の
受験可能
A・Bの
両日程の
受験可能

医療福祉大学

※1 リハビリテーション学院の「総合型選抜」及び「学校推薦型選抜（専願）」の合格発表は以下のとおりです。
「総合型選抜」合格発表：10/15
「学校推薦型選抜（専願）」合格発表：11/19
※2 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。
※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。
※4 学校推薦型選抜（専願）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。

2021年度 入試情報

※令和2年6月9日現在
試験区分

総合型選抜

川 崎 医 科 大 学
注文
 部科学省が6月中に策定予定と
している「令和3年度 大学入学者
選抜実施要項」の通知内容によっ
ては、日程等が一部変更になる場
合があります。

（中国・四国地域出身者枠）
〔専願〕

出願期間

11/1〜10

一般選抜
地域枠選抜

岡山県地域枠〔専願〕
静岡県地域枠〔専願〕
長崎県地域枠〔専願〕

12/1〜1/20

試験日

合格発表

一次 11/14㈯

11/20

二次 11/28㈯

12/4

一次 1/31㈰

2/2

二次 2/5㈮又は2/6㈯

2/9

未定

大学院

川崎医科大学附属高等学校

川崎医療福祉大学

約20名
一般
約50名
岡山県地域枠 約10名
10名
静岡県地域枠
4名
長崎県地域枠
25名

1/17㈰

専願入試（※1）

2/14㈰

一般入試（※1）
編入学

8/20〜27

9/9㈬

9/16

32名

編入学二次（※2）

2/10〜17

2/24㈬

2/27

若干名

大学院入試 修士課程・博士後期課程1期

8/20〜27

9/9㈬

9/16

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

2/10〜17

2/24㈬

2/27

修士26名 博士若干名（※3）

（※1）附属高校の内容は、現時点の予定です。正式な日程は7月下旬に発表する募集要項でご確認ください。
（※2）9/9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。
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旧川崎医科大学附属川崎病院跡地に整備

「川崎医科大学高齢者医療センター」、
「川崎医療短期大学新校舎棟」を新設
川崎学園創立50周年記念事業の一つとして、岡山市中心部
の旧川崎医科大学附属川崎病院跡地に、新病院「川崎医科大
学高齢者医療センター」と、「川崎医療短期大学新校舎棟」
を新設します。総事業費（概算）50億円をかけ、2020（令和2）年
7月に着工し、2022（令和4）年春の竣工を目
指して、現在計画を進めています。
これら２つの施設に、2016（平成28）年12月
に開院した「川崎医科大学総合医療センター」
を合わせた３つの施設を「川崎学園岡山キャン
パス」とし、新たな教育・診療・研究の拠点と
して整備します。
超高齢社会をむかえた現在、川崎学園は、岡
山キャンパスの２つの病院を中心として、従来
の急性期医療に加え、回復期から在宅療養支援
までを一連で支援できる体制を整えることによ
り、これに対応できる幅広い医療福祉の担い手
となる人材の育成を強化していきます。

創設者川﨑祐宣の思い「医療は患者さんのためにある」を、
教職員並びに学生一人ひとりが大切に継承し、これからも皆様
から信頼していただけるよう、地域医療を支援する役目を果た
していきます。

敷地の南西側から見た外観イメージ

川崎医療短期大学

医療介護福祉科 いよいよ始まる3年制教育
高齢化が急速に進み介護ニーズが高まる中、川崎学園ならで
はの介護人材養成を志向し、平成13年に介護福祉科が開設さ
れました。平成24年に現在の医療介護福祉科に改称し、今年
で９年目を迎えました。
超高齢社会において、医療と介護の連携は必須であり、「医
療に強い介護福祉士」が社会から求めれています。そこで、本
学科は川崎学園ネットワークの豊富なスタッフと、充実した教
育環境を活用してきたこれまでの２年制の介護福祉士教育を
深化させ、３年制にすることで真の医療の知識と、実践力を身
につけた介護福祉士の養成を目指します。
具体的には、これまでの２年制課程で培った教育実績をベー
スに、３年次に病院実習を導入します。そして、新たに医療福
祉系科目を追加し、介護職のリーダーとして必要なマネジメン
トについて学ぶことができるよう、教育課程を充実させていき
ます。また、学費面でのサポートを充実させ、川崎学園介護福

祉士奨学金制度をはじめ、県内の他法人の奨学金制度を新たに
設けました。
このように医療介護福祉科は、介護の未来を支えるべく、新
たなステージに飛躍します。

オープンキャンパス・学校説明会等
川崎医科大学

8月22日㈯

12：30～

《入試相談会》
9月19日㈯
13：00〜
問合せ先 ☎086-464-1012 教務課
川崎医科大学附属高等学校

《学校説明会：本校》
第 1 回 8月 2日㈰ 10：00〜
第 2 回 10月25日㈰ 10：00〜
問合せ先 ☎086-462-3666 事務室

※は学園祭と同時開催

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

第 1 回 6月21日㈰ 10：00～ 中止
第 2 回 7月26日㈰ 10：00～ 中止
第 3 回 3月28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

WEB OPEN CAMPUS公開中！
詳細はWebサイトをチェック！！
川崎医療短期大学

8月22日㈯		

13：00～
10：00～
☎086-464-1033 事務室

※10月17日㈯・18日㈰

問合せ先

川崎医療福祉大学

川崎リハビリテーション学院

※10月17日㈯・18日㈰

※ 第 3 回 10月17日㈯

8月23日㈰		

問合せ先

10：00～
10：00～
☎086-464-1004 入試課

第2回

問合せ先

8月 1日㈯

13：30～
13：30～
☎086-464-1179 事務室

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により予定が変更になる場合があります。詳細は各校のWeｂサイトをご確認ください。
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川崎医科大学

医学教育分野別評価受審
令和元年、日本医学教育評価機構（Japan Accreditation
Council for Medical Education: JACME）による医学教育分
野別評価を受審し、９月10日㈫から４日間は実地調査も行わ
れました。JACMEの評価の目的は、
“医学教育の質を国際的見
地から保証し、我が国の医学教育の質を高めること”とされて
います。今回、創立50周年を迎える節目に受審し、全寮制、自
修室の整備、附属高校との高大連携教育、基礎医学における水
平統合された教育や行動科学の教育などが高く評価されまし
た。また、全ての教職員が教育マインドを持って教育にあたっ
ている姿も賞賛されました。学園創立記念日の2020年６月１
日から7年間認定されます。

川崎医科大学総合医療センター

災害拠点病院に指定

令和元年10月31日付で、岡山県より災害拠点病院として指
定されました。県内では11カ所目、県南東部圏域では６カ所目
の指定となります。災害拠点病院は、地震、津波、台風等の災
害発生時に災害医療を行う病院などの後方医療機関を支援す
る機能を有する病院で、重症・重篤な傷病者の受入及び広域医
療搬送の支援、局地災害時の医療救護班の派遣等を行います。
今後、業務継続計画（ＢＣＰ）に基づき、被災した状況を想
定した研修及び訓練の実施や地域の第二次救急医療機関及び
地区医師会とともに訓練を行うなど、災害医療の体制を強化し
ていく予定です。

川崎医科大学総合医療センター

居宅介護支援事業所かわさき開所
現在、高齢化が進む中で地域包括ケアシステムの構築のため
在宅医療への移行が推進されています。その中で医療・介護
ニーズの高い方々がスムーズに自宅復帰され、その生活が継続
できるように支援を行う部署として、ケアマネジャーが在籍す
る「川崎医科大学総合医療センター 居宅介護支援事業所かわ
さき」を令和元年11月１日㈮に開設しました。
現在は３名のケアマネジャーが在籍しており、地域医療支援
病院である川崎医科大学総合医療センター、訪問看護ステー
ションかわさきをはじめとして地域の保健医療福祉の事業所
と連携を図っております。
今後とも皆様方のご理解とご支援をよろしくお願いいたし
ます。

川崎医科大学
ひ

と

耐震改修工事のお知らせ

1970年「人間をつくる 体をつくる 医学をきわめる」を建学の理念に、戦後初の新設医科
大学として誕生した川崎医科大学は、これまでに4,600名余りの卒業生を輩出し、今年で開学
50年を迎えました。
50年の間に幾度の増改築を経て現在に至っており、この度、より安全な教育環境を整える
ため、総工費29億円をかけて校舎棟の耐震改修工事を実施します。工期は3期に分けて進める
予定です。今後もより一層の教育環境改善に努め、更なる教育の「質」「量」の充実化を目指
します。
工事期間：2020年7月～2022年3月（予定）
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Ⅰ期（2020.7〜2021.1）
：8〜10階 Ⅱ期（2021.2〜2021.8）
：5〜7階 Ⅲ期（2021.9〜2022.3）
：1〜4階
※工事期間は予定であり、変更になる可能性があります。
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川崎医療福祉大学

創立30年記念 絵画・アイデアコンテスト表彰式
川崎医療福祉学大学創立30年を記念し、
「30年後の医療福
祉」がテーマの絵画・アイデアコンテストを企画しました。小
学生絵画部門に102点、中・高校生アイデア部門に112点が集
まり、最優秀賞、優秀賞、未来の医療福祉賞、佳作を部門毎に
選考しました。11月２日㈯に川﨑誠治理事長ご臨席のもと、
川﨑祐宣記念講堂多目的ホールで表彰式を行い、小・中・高校生
と保護者、約350人が参加しました。椿原彰夫学長の挨拶の後
表彰式を行い、入賞者全員に医療福祉デザイン学科２年の峯清
香さんデザインのマグネットとマスキングテープが贈られま
した。表彰式後は、健康体育学科と子ども医療福祉学科学生に
よるフェスティバルで大いに盛り上がりました。

幼保連携型認定こども園 かわさきこども園

倉敷市建築文化賞（奨励賞）
を受賞
この度、かわさきこども園は第13回建築文化賞・一般建築部
門（奨励賞）に選ばれ、令和元年10月24日㈭、三宅美智子園
長が表彰式に出席し、倉敷市長から表彰状を受け取りました。
表彰式では、「道路から建物まで一定の距離を保ち、周囲に
は植栽を行い、一見こども園と思わせないような関連施設等と
の統一感と周辺環境の調和にも配慮した建物の外観の色合い
は、デザイン教育の面でも子どもたちに良い影響を与えてくれ
るのではないかと思われます」との評価をいただきました。
なお、学園関係ではこれまでに、平成13年の第７回で医療
短期大学体育館（優秀賞）、平成16年の第８回では川﨑祐宣記
念講堂（最優秀賞）が受賞しています。

上海中医薬大学及び上海健康医学院の元留学生から医療物資支援
川崎学園の友好協定校である上海中医薬大学及び上海健康
医学院の元留学生から、新型コロナ禍で全国的にも不足してい
るサージカルガウン270着が医療福祉大学に届きました。両大
学は当学園と30年以上交流があり、今回の支援物資は、現在、
上海中医薬大学で学園との窓口になってくださっている任
怡君さんが中心となり、医療福祉大学、医療短期大学に留学し
ていた約40名の同窓生の方と協力して、送ってくださったも
のです。届いたガウンは、医療福祉大学椿原彰夫学長から附属
病院園尾博司病院長に手渡され、有効に活用されています。支
援くださった両校の元留学生の皆様に感謝申し上げます。

2020年5月1日現在

在学生

学園の
なかま

川崎医科大学 

川崎医科大学 

4,718名

川崎医療福祉大学 

20,424名

川崎医療短期大学 

471名

川崎医療短期大学 

15,825名

川崎リハビリテーション学院 
教職員 

卒業生

4,330名

川崎医科大学附属高等学校 
在園児

806名

川崎医療福祉大学 

かわさきこども園 

71名

川崎医科大学附属高等学校 

191名
123名
4,792名 ※

1,716名

川崎リハビリテーション学院  2,038名
卒園児

かわさきこども園 

KAWASAKI CLUB会員 

12名
51,136名
※ 委託職員を含む
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川崎学園

創立 50 周年記念誌 刊行

電子ブック版 公開

2020 年６月、
『川崎学園創立 50 周年記念誌』を発刊しました。川崎医科大学と附属高等学校の開学に始まる、川崎学園
50 年のものがたり。学園の各施設が開設された経緯や、今、各大学や病院で繰り広げられているさまざまな教育や診療
などの活動におけるそれぞれの原点 ―かわらぬ思い― を紐解き、
「50 年のあゆみ」と「現在の姿」を記録した一冊です。
懐かしさと新しさの両方が詰まっています。ぜひご覧ください。

1

point

6 のポイント

記念誌を知る

川崎学園 創設の物語
学園創設の頃（初代 川﨑祐宣理事長）から発展・拡大期（第二代 川﨑明德、第三代 川﨑誠治理事長）の物語を
隠れたエピソードとともに紡ぐ。（Ⅰ かわらぬ思い）

懐かしさと
ー
A 02 カバ

020
1970 2
学園はなぜ “松島の地” に建てられた？ 創設者が
こだわった「全寮制」の意義とは？ 珍しい「現代
医学教育博物館」誕生の秘話など、知られざる学園
のルーツが解き明かされます。

2

point

各施設が歩んだ歴史と最新の姿
各施設が誕生した背景や歴史とともに、最新の教育や診療等、
様々な活動風景を紹介します。（Ⅱ 学園の今 各施設ページ）
景
なつかしの風

附属高校 女子寮談話室

附属病院 看護婦詰所
point

3

最新の姿

川崎学園のトリビア "Kawasaki Gakuen Episodes"
学園で起こった様々な出来事や懐かしの風景、
知られざる由来等を紹介。あなたはいくつご存じでしょうか？

「楷の木」、「ヒポクラテ
ス の 木」等 の 学 園 の シ
ン ボ ル ツ リ ー、手 描 き
のイラストが懐かしい
「学園だより」のあゆみ、
忘 れ て は い け な い「火
災 事 故」の 詳 細 な ど を
掲載。

医療福祉大学 授業風景

医科大学 授業風景
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附属病院 ロボット支援下内視鏡手術

火災事故と
「学園防災の日」

ふるさとの森
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きら

煌めく今〜未来へ

point

学生・教職員が、学園での学びや経験を生かして学園内外において活躍する姿や、未来への展望を掲載。
ひ

と

（Ⅲ 人間をつくる、Ⅳ 地域とともに、世界とともに、
Ⅴ このさきも）

。

躍動感あふれるクラブ活動
( 医科大学

5

point

学生ボランティア活動

( 医科大学 ぬいぐるみ病院 )

障がい者福祉くらしきフォーラム with AB-1 コンテスト

医療福祉大学ラグビー対抗戦 )

( 医療福祉大学 )

Time travel
「今」と「昔」を知る 〜歴史を感じ
る懐かしい写真〜
時代とともに移り変わってきた懐かしいモノやコトを写真とともに紹介。

医療短期大学「載帽式」から「継灯式」へ

新しさを

川崎学園祭 仮装行列

Contents
Ⅰ かわらぬ思い

第1回（1975年）

パンフレット・広報誌の歴史

学園のルーツと発展

Ⅱ 学園の今
ひ

学園の 8 施設

1981年

と

Ⅲ 人間をつくる
良き医療人、
医療福祉人を育む環境

1991年

Ⅳ 地域とともに、
世界とともに

2016年
医療福祉大学 大学案内

2019年
医療短期大学 広報誌

第45回（2019年）

開かれた学園

Ⅴ このさきも

未来を見据えて

資料編

6

point

学長・病院長たちの「かわらぬ思い」
歴代学長・病院長が残した数々の言葉や文章にはそれぞれの「思い」が込められています。
その中から選んでご紹介。（Ⅱ 学園の今 各施設ページ）

教育陣は「教育する知識の内容と質、および

歴代施設長の「かわらぬ思い」は各施設のページに掲載しています。

教育法を学生の質に即応させて工夫する」ことを

附属病院

山下 貢司（四代病院長）

銘記し、「どの大学にも最良のものとして通用

総合医療センター ( 旧川崎病院 )

川﨑 祐宣（初代病院長）

する特定の教育内容や教育方法がない」ことを

医療福祉大学

江草 安彦（初代学長）

医療短期大学

川上 亀義（二代学長）

認識しなければなりません。………

川崎医科大学 三代学長（1979年4月〜1989年3月）

学校法人

川崎学園 創立 50 周年記念誌
電子ブック版

写真約 1,200 点
全 240 ページ

附属高校

川端

清（初代校長）

リハビリテーション学院

明石

謙（二代学院長）

パソコン、スマートフォンで
ぜひご覧ください。
https://k.kawasaki-m.ac.jp/50th/
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学園の今

（2019.10月～2020.6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

◆こども園 倉敷市建築文化賞（奨励賞）受賞（2019/10/24）
◆総合医療センター 災害拠点病院の指定（2019/10/31）
◆総合医療センター 居宅介護支援事業所かわさき 開所（2019/11/1）

◆医 療福祉大学 創立30年記念「未来の医療福祉絵画・アイデアコンテスト表彰式」
（2019/11/2）
◆医科大学学長 第78回山陽新聞賞「教育功労」を受賞（2020/1/3）
◆学園防災の日（2020/1/20）
◆川崎学園創立50周年（2020/6/1）

会員向け文献複写サービスが便利になりました

Webサイトから登録情報を変更できます

所属機関で文献の取り寄せサービスが提供されてい
ないKAWASAKI CLUB会員の方を対象に、川崎学園内お
よび他機関に所蔵している文献を取り寄せ、郵送でお届
けします。受付窓口は川崎医科大学附属図書館です。
詳しくは、川崎医科大学附属図書館Webサイト＞
KAWASAKI CLUB会員の方ページをご覧ください。

KAWASAKI CLUB会員の方(卒業生＊、退職した旧教職
員、在籍する教職員)は、引っ越しや婚姻、転職などに
より住所・氏名・勤務先など登録内容に変更が生じた場
合は、Webサイトから、または、メール・電話にて必ず
変更手続きをお願いいたします。
＊同窓会にも情報提供いたします

※在職中の会員の方はこのサービスではなく、マイライブラリから申し
込んでください。

※上記より、 変更手続きをお願いいたします。

川崎学園のWebサイトで最新のトピックを紹介しています。
※山陽新聞、朝日新聞以外は著作権の関係で掲載しておりません。
ぜひご覧ください。 川崎学園 ＞ MEDIA
以下は、一部紹介 （

）は掲載日・発行日

❖山陽新聞MEDICA
◦フレイルの進行予防しよう（2020/6/3）
a川崎学園集中講義 第1回「長期戦の新型コロナウイルス感染症」
（2020/5/18）
◦ダビンチによる直腸がん手術（2020/4/20）
◦耳鳴り 今では治る病気へ（2020/3/17）
◦新型肺炎の知識と備えを（2020/2/17）
◦睡眠障害改善しよう（2019/10/21）

a

▪新聞
◦上海から医療用ガウン／山陽新聞（2020/5/9）
◦感染広げない行動を／読売新聞（2020/5/2）
◦PM2.5増えると…心停止リスク高まる／朝日新聞（2020/4/18）
◦感染拡大 どう振る舞う／朝日新聞（2020/4/12）
◦正しく怖がる 新型コロナ／山陽新聞（2020/3/24）
◦続く休校 子どもどう守る／朝日新聞（2020/3/17）
◦旧川崎病院跡地 高齢者医療施設新設へ／山陽新聞（2020/1/24）
◦山陽新聞賞「教育功労」を受賞／山陽新聞（2020/1/3）
b川崎学園創立50周年記念特集 医療福祉人 私のもの語り／山陽新聞（2019/10/13～2020/3/8）

b
▪情報誌『オセラ』
医療最前線
[附属病院・総合医療センター] ◦呼吸器内科・内科（2020/6/25）
[総合医療センター] ◦内科（2020/2/25）
[附属病院] ◦皮膚科（2020/4/25）
[医療福祉大学] ◦医療福祉デザイン学科（2019/12/25）
[総合医療センター・医療福祉大学] ◦看護部・看護実践キャリアサポートセンター（2019/10/25）

KAWASAKI
CLUB

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、Web サイトから、またはメール・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。
いごよろしく

☎ 086−464−1 546

※電話受付時間は、月〜金曜9：00〜16：30

club@med.kawasaki-m.ac.jp

〒701−0192 倉敷市松島577（川崎学園内 本館棟 8 階）

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）

