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川崎医科大学耐震改修工事 進捗状況 川崎学園創立50周年記念グッズ
好評販売中！

　2020年7月から着工した耐震改修工事は3期に分けて
行われており、11月末現在、1期工事（10階～8階）が
進められています。

　この度の耐震改修工事では、主に次の内容の補強工事
を行います。
①鉄骨ブレースなどの補強材を接着し、
　建物の強度を高める。
②既存壁に鉄筋コンクリート造壁を増打ちし、
　壁の強度を向上させる。
③既存梁の表面に耐食性に優れた炭素繊維シートを
　巻き付け、梁の強度を補う。

　工事は2022年3月の完成
に向けて順調に進んでおり、
年内には1期工事を終了し、1
月から2期工事（7階～5階）
に移る予定です。

　創立50周年を迎えた今年、50周年記念ロゴマーク入りの
オリジナルグッズができました。すでに販売されているトート
バッグに加え、学園オリジナルデザインの「抗菌マスクケー
ス」など４アイテムが新登場。いずれも期間限定の超レアグッ
ズです！　お近くへお越しの際は、各施設の売店でご覧になっ
てください。

〈新商品のご紹介〉
◆２ポケット付きの抗菌マスクケース（352円）
◆ペンスタンドにもなる
　　ペンケース（1,540円～）
◆書き心地抜群の
　　ボールペン（165円～）
◆コンパクトで大容量な
　　エコバッグ（385円）

旧川崎病院跡地で新設工事スタート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

抗菌マスクケース
（3種類）

　川崎学園では創立50周年記念事業の一つとして、川崎医科大
学総合医療センターと通りをはさんだ北西の旧川崎医科大学附
属川崎病院跡地に「川崎医療短期大学新校舎棟」と新病院「川崎
医科大学高齢者医療センター」を新設する計画を進めています。
　2020（令和2）年6月30日㈫には、新設工事の安全祈願祭を
学園関係者と工事関係者15名が出席し執り行いました。
　2020年7月から川崎医療短期大学新校舎棟の工事が着工
し、現在は、建物の土台を造るための鉄筋や型枠の組み立て、
コンクリートの打設を行う基礎工事が行われています。その後、

1階の床工事に移り、2021
（令和3）年2月初旬から建物の
骨組みにあたる構造体を造る
躯体工事が始まる予定です。
鉄骨が組みあがると外内装の
工事に着手し、2021年12月
の竣工を目指しています。
　新校舎棟は鉄筋コンクリー
ト地上4階建てで、大・中・小講義室、各種実習室、セルフラーニ
ング室、図書館、学生ラウンジ、屋上庭園が完備される計画で、
学生たちの快適なキャンパスライフを支える施設となるべく、
順調に工事が進められています。
　また、川崎医科大学高齢者医療センターも、超高齢社会にお
いて、地域と急
性期医療をつ
なぎ、介護や福
祉と連携する

「治し支える医
療」を提供する
施設となるよ
う、2021年6
月の着工に向
けて準備を進
めています。

安全祈願祭

2020.10.15撮影2020.10.15撮影

川崎学園岡山キャンパス工事用西ゲートから総合医療センターを望む
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川崎医科大学
認知症学教室、総合老年医学教室の設置

川崎医科大学
医科大学創立50周年記念講演会

川崎医科大学附属高等学校
附属高校創立50周年記念式

　現在、我が国は超高齢社会を迎えており、高齢者医療におい
ては、従来の治療を第一とする「治す医療」から、介護や福祉
と連携する「治し支える医療」の推進が急務とされています。
また、高齢者率の増加に伴い、認知症高齢者の増加も予測され
ており、認知症の予防・治療・介護が社会的にも喫緊の課題と
なっています。
　このような超高齢社会において、本学では、2019年４月に

「認知症学教室」、2020年10月に「総合老年医学教室」を新設

　９月26日㈯に医科大学創立50周年記念講演会を開催しま
した。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため, １学年のみ
が聴講し, ２学年以上及び教職員は後日動画を視聴しました。
　川﨑 誠治理事長、福永 仁夫学長のご挨拶の後、佐々木 環教
授（S59卒）の司会のもと森谷 卓也学長補佐（S59卒）、玉田 
勉教授（H ５卒）, 在ボリビア日本国大使館の小司 久志医務官

（H15卒）、名古屋市立大学病院の伴 昭輝研修医（H31卒）が
母校・後輩への熱い思いを語りました。
　最後に砂田 芳秀副学長から閉会挨拶があり、学生たちは本
学の次の50年の発展を担っているという自覚を深めたようで
した。

　９月19日㈯、附属高校創立50周年記念式を挙行しました。
　新井 和夫校長は式辞の中で、「創立50周年の記念式を迎える
にあたり、川﨑 祐宣先生の創立にかける思いを振り返り、次の
50年のスタートの礎にしたい」と述べ、医科大学や附属高校
設立の経緯等について語りました。続いて生徒会長が、伝統を
引き継いでいく決意を表明しました。
　式後、祐宣先生の生い立ち、学生生活、医療や福祉にかける
思いをまとめたDVDを鑑賞しました。
　なお、延期となっていた記念講演会を、11月５日㈭に、
黒住 宗晴黒住教名誉教主を講師にお迎えして、「川﨑祐宣先生
の建学にかける思い」というテーマで開催しました。
　生徒たちには、50年の節目に立ち会えたことを誇りに、今
後の学校生活で力を発揮してくれると期待しています。

し、従来から看護・介護等幅広い分野に有為な人材を輩出して
いる川崎医療福祉大学、川崎医療短期大学と有機的に連携し、
高齢者医療分野を総合的に支えることのできる人材育成の体
制を整備いたしました。
　既に新設計画が決定している川崎医科大学高齢者医療セン
ターを主軸に、従来の急性期医療に加え、亜急性期、回復期、
在宅療養支援まで高齢者医療を幅広く担う医師の育成を今後
さらに強化していきます。

川崎医科大学総合医療センター
かわさき訪問介護ステーション開所

　11月２日㈪に、「かわさき訪問介護ステーション」が開所しました。在宅療養支
援センターにおいて「訪問看護ステーションかわさき」「居宅介護支援事業所かわさ
き」に続いての開設で、医療・介護の在宅事業が揃い総合的な援助が可能となりまし
た。
　総合医療センターを中心とした病院から在宅へ、在宅から病院へと、安心して
療養と生活を継続していけるよう多職種で連携し支援を行っていきます。利用者
の皆さまの思いに寄り添い、暮らしに寄り添い、専門職としての知識や技術を提
供していくことで“不安”を“安心”に変えることが訪問介護の役割です。どの
ような状況にあっても笑顔で過ごしていただけるよう、医療介護福祉士がご自宅
を訪問し生活の支障となっていることをお手伝いさせていただきます。また、医
療短期大学医療介護福祉科の実習施設として、超高齢社会に必要とされている「医
療の知識と実践力を身につけた介護福祉士」の育成にも力を注いでいきます。
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オープンキャンパス情報

臨床工学
研究コース

診療放射線技術学
研究コース

医療技術学専攻

臨床検査学
研究コース

試験区分 専願・併願 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

学校推薦型選抜（併願）  Ａ日程 併願
11/25～12/6

 12/13㈰
12/19

医療福祉大学
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
受験可能学校推薦型選抜（併願）  Ｂ日程 併願  12/14㈪

一般選抜前期  Ａ日程 併願
1/7～20

 2/1㈪
2/6

A・Bの
両日程の
受験可能一般選抜前期  Ｂ日程 併願  2/2㈫

一般選抜後期 併願 2/22～3/2 3/10㈬ 3/15 医療福祉大学

※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。

2021年度 3校合同入試情報 ※試験日が終了した入試は掲載しておりません。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

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〕

12/1〜1/13

一次  1/24㈰ 1/29 一般　　　　　約50名
岡山県地域枠　約10名
静岡県地域枠　 　10名
長崎県地域枠　 　 4名

二次
2/1㈪・2/2㈫・2/3㈬
のうち、本学が指定する日

2/6

大学院 後期 1/4〜12 1/19㈫ 1/29 約5名（※）

川崎医科大学附属高等学校
専願入試 1/4〜12 1/17㈰ 1/20 約20名
一般入試 2/1〜9 2/14㈰ 2/17 約15名

川崎医療福祉大学
編入学二次 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2期 2/10〜17 2/24㈬ 2/27 修士26名  博士若干名

（※）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。

※試験日が終了した入試は掲載しておりません。詳細は各校のWebサイトをご覧ください。2021年度 入試情報

川崎医療福祉大学
2021年4月 大学院医療技術学専攻設置
　超高齢社会において、在宅医療や遠隔医療の進展とともに、
手術支援ロボットの導入や人工知能（AI）の医療への応用など
の先端的な医療技術は著しい進歩の道を歩んでおり、それらの
先端医療技術を担う人材の育成が急務です。また、現在の先端
医療の現場では、各専門職種の医療スタッフによるチーム医
療、すなわち多職種連携も不可欠となっています。
　こうした社会情勢や医療技術の変化に対応すべく、臨床工学
研究コース・臨床検査学研究コース・診療放射線技術学研究
コースの３コースから構成される医療技術学専攻（修士課程・
博士後期課程）を2021年４月に設置し、高度な専門知識を持
つとともに、幅広い人間性と見識を持った高度専門職業人及び
教育者・研究者の育成を目指します。

◦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
上限に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 事務室 （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。

奨学金制度
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。

現
地
開
催

3校合同※オープンキャンパス
2021年3月28日㈰ 13：00～
注�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とな
る場合があります。最新の情報はWeb�サイトをご覧ください。

W
e
b
開
催

川崎医科大学Webオープンキャンパス
医科大学の概要や、入試概要説明、ミニ講
義、在学生のフリートーク、など様 な々コンテン
ツを公開中です。入試に関するQ&Aや問い合
わせフォームも設置しています。

3校合同※Webオープンキャンパス
各大学の概要、入試概要、教員や在学生によ
る学科説明、また、ミニ講義や施設のようすな
ど、分かりやすいコンテンツが満載となってい
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



KAWASAKI  CLUB  NEWSKAWASAKI  CLUB  NEWS

KAWASAKI
LUBC

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。

☎ 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）

Webサイトから登録情報を変更できます
　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 ※上記より、変更手続きをお願いいたします。

◆ 川崎医科大学高齢者医療センター及び川崎医療短期大学新校舎棟新設工事
安全祈願祭（6/30）

◆川崎医学・医療福祉学振興会助成金等贈呈式（7/1）
◆川崎医科大学附属高等学校創立50周年記念式（9/19）

学園の今   （2020.6月～2020.11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 

◆川崎医科大学創立50周年記念講演会（9/26）
◆川崎医科大学総合老年医学教室新設（10/1）
◆総合医療センター かわさき訪問介護ステーション開所（11/1）

　産婦人科では「不妊・不育・合併症妊娠 専
門外来」を行っています。専門外来は生殖医療
および周産期医療の専門医・指導医が担当し
ています。不妊症は1年以上妊娠に至らない
カップル、不育症は妊娠が成立しても流早産
や死産を繰り返して生児を獲得できないことを言います。いず
れの病態もカップルにとって非常に重い課題であり、不妊症な
らびに不育症ともに原因が多岐にわたり、治療法の選択もカッ
プルのご意向も踏まえながら考えていく必要があります。その
ため、十分な時間を取って診療を行う目的で専門外来を開設し
ています。
　また、これまで母体の合併症があるために妊娠の継続が難し
いことやカップルが妊娠を諦めてしまうことも少なくありませ
んでした。産婦人科では関連各科との連携のもと、母体合併症
に対応してきめ細かな妊娠・分娩管理を行なって安心・安全な
出産を行っています。さらに「プレコンセプショナルケア」と
して妊娠前から妊娠に向けた投薬や健康管理を行うことで妊
娠予後が改善されることが分かってきました。「不妊・不育・合
併症妊娠　専門外来」では妊娠を望む多くの女性の福音となる
べく対応しています。 外来日：木曜日 午後

　2019年４月に川崎医科大学認知症学教
室が設立されたのに伴い、総合医療センター
内科に「もの忘れ外来」を開設しました。認
知症にはアルツハイマー型認知症のみならず
レビー小体型認知症や前頭側頭型認知症な
どの複数の原因疾患があり、疾患により症状や治療法あるいは
ケアや対応の仕方も異なってきます。
　もの忘れ外来では臨床心理士による認知機能検査や看護師
による生活状況の評価を十分に行い、MRIやRI検査等の画像
検査を用いながら認知症を診断し、個々の症状や状態に合わ
せた治療方針の策定、地域ケアの導入や家族介護者支援を
行っています。また、認知症だけではなく、その前段階と言わ
れる軽度認知障害の状態にある方への医療相談もしており、幅
広い診療を行っています。社会福祉士との連携による福祉サー
ビスの助言や、併設されている「訪問看護ステーションかわさ
き」、「居宅介護支援事業所かわさき」および「かわさき訪問
介護ステーション」とも顔の見える連携を行い、受診された方
と地域との繋がりを積極的に支援し、生活の質の向上を目指し
ています。

外来日：火曜日 午前、金曜日 午前

専門外来のご案内

川崎医科大学附属病院

産婦人科
「不妊・不育・合併症妊娠 専門外来」

産婦人科 部長
下屋 浩一郎

川崎医科大学総合医療センター

内科
「もの忘れ外来」

内科 部長
和田 健二

川崎医療福祉大学　オンライン公開講座を配信中
年間テーマ：『未来をつくる、これからの医療福祉』

第
1
弾

かわさきエクササイズ
医療技術学部健康体育学科の教職員と学生で製作した、ストレッチ、筋力トレーニン
グ、有酸素運動、バランストレーニングを含んだエクササイズ紹介動画です。

第
2
弾

TEACCH Autism Program「自閉症の特性－共生とバリアフリーを考えるために－」
今までの自閉症特別講座の中から、故佐々木正美先生が残された貴重な講義動画を
お届けします。

第
3
弾

「感染症について－新型コロナウイルス感染症とどう向き合うか－」
川崎医科大学附属病院健康診断センター高尾俊弘センター長の講義です。「ウイルスとは何か」
から始まり、新型コロナウイルス感染症の現状と予防について皆さんと一緒に考えていきます。

川崎医療福祉大学公式サイト＞TOPページ上部バナー※
又は下部バナーからアクセス
※上部バナーは、表示されていない場合があります。

＜上部バナー＞ ＜下部バナー＞

学会・研究会名 開　催　日 会　　　場 代　　表　　者
第60回　日本産婦人科内視鏡学会学術講演会 2020/12/14～28 Web開催 会　　長：塩田 　充　（川崎医科大学 婦人科腫瘍学 教授）

本学園の教職員が 大会長を務めます

今号からの新コーナー！！


