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学園創立５２年目を迎えて

　新型コロナウイルス感染症が猛威
を振るう中、医療、医療福祉の最前線に

立たれているKAWASAKI CLUBの会員の皆様には大
変なご心労が重なっていることと拝察いたします。岡
山県内でも日に日に感染陽性者が急増し、５月16日に
は二度目の緊急事態宣言が発令されました。新型コロ
ナウイルス感染症重点医療機関である川崎医科大学附
属病院、受け入れ医療機関である川崎医科大学総合医
療センターでは人工呼吸器が必要な重症患者さんをは
じめ数多くの感染患者さんが入院され、日夜懸命な治
療が行われています。今後、迅速なワクチン接種によ
り早急に感染が収束することを心より願っています。
　昨年創立50周年の節目の年を迎えた川崎学園は、次
の100年に向けての第一歩を踏み出しました。この半世
紀に医科大学4,829名、医療短期大学15,976名、医療福
祉大学21,391名、リハビリテーション学院2,090名、合
わせて44,286名の卒業生が学園を巣立ち、地域の医療、
医療福祉に貢献しています。日進月歩の発展を続ける
医療、医療福祉の世界では生涯にわたって学び続ける
ことが肝要です。その生涯教育を提供する拠点として、
平成19（2007）年にKAWASAKI CLUBは発足しまし

た。会員は川崎学園、九曜学園の卒業生とその教育に
携わる教職員（退職教職員含）で、現在、その数は52,569
名となっています。その会員の皆様に対して、Webサ
イトや年２回のCLUB NEWSを通じて、公開講座・セミ
ナー等のご案内を学園のトピックスとともにお届けし
ています。会員の皆様は学園内の図書館（医科大学、医
療福祉大学、医療短期大学）もご利用いただけます。ま
た、ご子弟の就学支援として入学金減免制度も開始さ
れ、多くの会員に活用いただいています。今後は各大
学の同窓会とも連携し、それぞれの専門領域ごとの研
修会等を企画していきたいと考えています。
　さて、現在川崎学園では創立50周年記念事業の一環
として、旧川崎病院跡地（岡山市中山下）に川崎医療
短期大学の校舎棟と川崎医科大学高齢者医療センター
という新病院を建設中です。令和５（2023）年開院予
定の高齢者医療センターでは、在宅療養支援など地域
の医療ニーズにこたえるとともに、これから迎える超
高齢社会に対応できる医療福祉人の育成に取り組んで
いきたいと考えています。今後ともKAWASAKI CLUB
の会員の皆様にはご支援を賜りますよう、よろしくお
願いいたします。

学校法人川崎学園 理事長  川嵜 誠治

巻 頭 言

2021年5月1日現在

在学生　川崎医科大学 在学生　川崎医科大学    816名 816名

　　　　川崎医療福祉大学 　　　　川崎医療福祉大学    4,319名 4,319名

　　　　川崎医療短期大学 　　　　川崎医療短期大学     443名443名

　　　　川崎医科大学附属高等学校 　　　　川崎医科大学附属高等学校     74名74名

　　　　　　　　川崎リハビリテーション学院川崎リハビリテーション学院     190名 190名

在園児　かわさきこども園 在園児　かわさきこども園    125名 125名

教職員 教職員    4,821名 4,821名 ※

卒業生　川崎医科大学 卒業生　川崎医科大学    4,829名 4,829名

　　　　川崎医療福祉大学 　　　　川崎医療福祉大学    21,391名 21,391名

　　　　川崎医療短期大学 　　　　川崎医療短期大学     15,976名15,976名

　　　　川崎医科大学附属高等学校 　　　　川崎医科大学附属高等学校     1,739名1,739名

　　　　　　　　川崎リハビリテーション学院川崎リハビリテーション学院     2,090名 2,090名

卒園児　かわさきこども園 卒園児　かわさきこども園    41名 41名

KAWASAKI CLUB会員 KAWASAKI CLUB会員    52,569名 52,569名

※ 委託職員を含む※ 委託職員を含む

学園のなかま
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川崎医科大学附属病院　新病院長ご挨拶

川崎医療短期大学　新学長ご挨拶

　この度、川崎医科大学附属病院の病院長に就任いたし
ました。しばらく川崎医科大学泌尿器科学教授と兼任と
なります。よろしくお願いいたします。
　川崎医科大学附属病院は、1973年12月の開設以来、地
域基幹病院として、医療の発展と患者さんへの安心・安
全な医療の提供に努めています。1994年４月には特定
機能病院の承認を受けています。特定機能病院とは、高
度の医療の提供、高度の医療技術の開発と評価、高度の
医療に関する研修、高度な医療安全の確保等が整備され
ている病院として、厚生労働大臣により承認されたもの
で、全国では80数施設が認定されています。さらに当院
は、地域がん診療連携拠点病院、高次脳機能障害支援拠
点機関、災害拠点病院、高度救命救急センターなど、

　この度、椿原彰夫前学長の後任として、４月１日付で
川崎医療短期大学の学長に就任いたしました。
　川崎医科大学、同附属高校に続き、1973（昭和48）年
に川崎学園内３つ目の教育施設として第一看護科・第二
看護科・臨床検査科の３学科で開学した医療短大は、本
年創立48年目を迎えますが、これまでに計15,976名の卒
業生を送り出し、地域の医療福祉の充実に貢献してまい
りました。社会情勢の変化に合わせた学科の追加や改組
転換等を経て、現在は看護科と医療介護福祉科の２学科
で、収容定員510名の体制となっています。最盛期と比較
するとやや小規模にはなりましたが、教職員と学生の距離
が近く、一人ひとりに細やかな対応を心掛けています。
　さて、医療短大では近年２つの大きな変革がありま

数々の指定を受けています。また、良医や良き医療人を
育てる教育・研修病院でもあります。
　「医療は患者のためにある」の信条が本院の基本理念
であり、「24時間いつでも診療を行う」という理念は、
当初から救急医療を重視してきた原点でもあります。そ
して、「すべての患者に対する深い人間愛を持つ」こと
こそ、医療技術が劇的に進化した現在において、大切に
しなければならないものであると思っています。
　当院を擁する川崎学園は2020年に創立50周年を迎え
ました。当院もまもなく設立50周年を迎えます。「かわ
らぬ思い、このさきも」を記念スローガンに開設以来の
理念を継承し、引き続き高度で良質な医療を提供してま
いります。今後ともご支援ご鞭撻を賜りますようお願い
申し上げます。 （2021年４月１日就任）

す。１つ目は、21年４月からの医療介護福祉科３年制へ
の移行です。高齢者や障がい者の介護に必要な医学的知
識を習得し、臨地での実習を充実させるために、全国で
も珍しい３年制のカリキュラムにいたしました。これま
で以上に“医療に強い介護福祉士”の養成に努めてまい
ります。２つ目は、22年４月の新校舎棟の運用開始で
す。岡山市内の旧川崎病院跡地に建設中の岡山キャンパ
スに４階建ての新しい校舎が完成します。1970（昭和
45）年の川崎学園創設時から使用している校舎を離れる
のは寂しい気もしますが、川崎医科大学総合医療セン
ターや同高齢者医療センター（建設中）に隣接する環境
で、医療福祉専門職の養成課程をより充実したものにし
ていきたいと考えています。なお、これを機に看護学
科、医療介護福祉学科と名称を変更する予定です。
　18歳人口の減少や４年制大学志向の高まりなど、短期
大学を取り巻く環境には厳しいものがありますが、社会
環境の変化に対応できる、人間性豊かな医療福祉人材の
育成に尽力してまいる所存でございますので、今後とも
引き続きご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ
ます。 （2021年４月１日就任）

川崎医科大学附属病院 病院長  永井 敦

川崎医療短期大学 学長  秋山 祐治

医療は患者さんのためにある
高度で良質な医療の提供

社会環境の変化に対応できる、
人間性豊かな
看護師・介護福祉士の育成
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川崎医療短期大学新校舎棟新設工事進捗状況、
川崎医科大学高齢者医療センターの概要

５月以降は、内外装・設備工事などが本格化し、12月の竣工に
向けて工事は佳境に入っています。
　また、川崎医科大学高齢者医療センターは、７月着工に向け
て準備が進められています。
　高齢者医療センターは鉄骨造地上５階建てで、１階には外来
診察室・薬剤部・ロコモフレイルセンター、２階には地域医療連
携室・医療福祉相談室・ベッドコントロール等を行う患者診療
支援センター、訪問看護・訪問介護・居宅介護支援事業所等を有
する在宅療養支援センター、福祉ショップ、学生実習室、３階
と４階には102床の回復期機能を有する病棟、５階にはリハビ
リテーション
センター、栄養
部、教員研究
室、屋上庭園等
を整備する予
定です。回復期
から在宅療養
までをシーム
レスに支援で
きる体制を整
えていきます。

附属病院での接種の様子 総合医療センターでの接種の様子

新型コロナウイルスワクチン  医療従事者等への優先接種すすむ
　新型コロナウイルスワクチンの医療従事者等への優先接種
は３月から全国的に始まり、3月5日㈮には、総合医療センター
が県内の基本型接種施設の中でトップバッターとして開始し、
3月11日㈭には川崎医科大学附属病
院も開始しました。学園では、全体で
約5000人の教職員が接種を希望して
おり、特に感染リスクの高い医師・看
護師をはじめ医療スタッフへの接種
から進め、順次対応しています。また、
両病院とも基本型接種施設に指定さ
れているため超低温冷凍庫でのワク
チン保管や連携型施設へのワクチン
配送も担い、近隣の医療機関の医療従
事者への接種も行っています。

　学園を挙げて自治体や地域と協力しながらより多くの方へ
ワクチン接種を行い、集団免疫の早期の獲得を目指していま
す。

　川崎学園では創立50周年記念事業の一つとして、旧川崎病
院跡地に川崎学園岡山キャンパスの整備を進めています。
　川崎医療短期大学新校舎棟は、2020年７月の着工からこれ
まで工事が順調に進み、2021年１月下旬から２月中旬にかけ
て鉄骨建方工事を行い、４階建ての新校舎の姿があらわにな
り、４月下旬には各階の床コンクリート打設も完了しました。 敷地の東側から見た川崎医科大学高齢者医療センター外観イメージ

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
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テムをわが国にも導入できないかと考えた。
　1981年から日本交通科学協議会にて実用化に向けた研究
が始まり、1987年から1992年にかけて附属病院、札幌医大、
東海大にて実用化研究が行われた。ドクターヘリの有効性が実
証されたが関係省庁の動きは無かった。

日本で最初の正式運航開始 ～阪神・淡路大震災の教訓～
　1995年の阪神・淡路大震災（震災当日のヘリコプターによ
る傷病者の搬送はわずか１名）の教訓から厚生省（当時）がド
クターヘリ導入の検討を始めた。そして、1999年10月１日か
ら「ドクターヘリ試行的事業」が、附属病院と東海大で始ま
り、１年半に及ぶ試行を経て2001年４月から日本で最初の正
式運航が附属病院で始まった。2021年６月現在、全国のドク
ターヘリの配備状況は45道府県(54機)とほぼ全国で配備され
ている。

運航開始から20年で出動8,000回に到達
　運航開始から20年、出動回数は2021年４月22日で8,000
回に到達し、無事故で運航を継続している。現在では新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大に細心の注意を払いながら、岡山
県および近県の救命率の向上や広域患者搬送体制の確保に重
要な役割を担っている。

　2021年４月１日、日本で最初に正式運航を開始した川崎医
科大学附属病院(以下、附属病院)のドクターヘリは運航開始か
ら20周年を迎えました。導入から現在までの20年の歩みを振
り返ります。

ドクターヘリ導入のきっかけ
　ドクターヘリを世界で最初に導入したの
は西ドイツで、交通事故対策として1970年
に導入。以降、交通事故死を著しく減少させ
ていた。
　附属病院では1976年に全国初の救急部を
開設したが、多くの患者が救急車の中で亡く
なっていた。1980年６月、警察庁初代交通
局長である富永誠美氏が川﨑祐宣理事長を
訪ね、附属病院でドクターヘリを運航できな
いかと相談した。同年９月、理事長の命を受
けた救命救急センターの小濱啓次部長と富
永氏がドイツを視察し、何とかしてこのシス

川崎医療福祉大学
健康体育学科「救急救命士」養成コース設置

ドクターヘリ出動回数
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川崎医科大学附属病院
高度救命救急センター
ドクターヘリ運航２０周年

　最前線で命を救う「救急救命士」。その養成コースが、いよい
よ令和4年4月、医療福祉大学 健康体育学科に設置されること
となります。健康・体力づくりのスペシャリスト育成を実践してき
た健康体育学科では、「健康学」、「体育学」、「医学」の専門教
育に、新たに「救命救急医学」
を深く学ぶことで、より高度な

「知」と「心」と「身体」の総
合力をもった救急救命士を養
成してまいります。ここドク
ターヘリ発祥の川崎学園か
ら、また新たに社会へはばた
く人材が育っていきます。 この分野のトップの専門家からの指導が実現

倉敷消防で救急救命士として活躍中の健
康体育学科卒業生(左)
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川崎医療福祉大学
2022年4月 大学院臨床心理学専攻修士課程の定員を増員
　2017年９月に新たに「公認心理師」が国家資格となり、質
の高い公認心理師の資格を持つ人材は、保健医療、福祉、教育
その他の分野での心理専門職として、人々の心の健康の保持増
進を目指す幅広い活躍が期待されることとなりました。本学に
おいてもその期待に応え、より多くの人材を輩出するため、
2022年度から医療福祉学研究科臨床心理学専攻修士課程の

入学定員を12名から40名とし、収容定員を24名から80名に
増員します。
　また、2021年度から医療技術学研究科医療技術学専攻を新
設しており、本学における大学院教育を更に充実させてまいり
ます。

川崎学園
高梁市及び笠岡市との包括連携協定締結について

れました。川崎学園は、２市の他、倉敷市、総社市、備前市、
岡山市、赤磐市の合計７つの自治体と包括連携協定を締結して
います。

　川崎学園は、１月20日㈬に高梁市、２月９日㈫に笠岡市と、
それぞれ包括連携協定を締結しました。
　コロナ禍の状況に鑑み、両日とも川﨑理事長他、幹部職員１
名のみが出席し、近藤
隆則高梁市長、小林嘉
文笠岡市長の各市長と
川﨑誠治理事長との間
で協定書が取り交わさ
れました。川﨑理事長
は「市民の皆様の期待
に応えられるよう努力
し、市の医療・健康・福
祉の充実のために学園
が貢献できるよう考え
ていきたい。」と挨拶さ

川崎医療福祉大学創立30年記念講演及びシンポジウム
開催日：2021年11月6日（土）
テーマ：「2030年、2040年、2050年の「医療福祉」と「医療福祉人」のあたり前を考える」
　川崎医療福祉大学は、1991年4月に日本初の医療福祉大学と
して設立され、2020年４月で創立30年を迎えました。この間
多くの優秀な医療福祉人を世に送り出してきましたが、その卒
業生たちの多くは社会で幅広く活躍しております。

　卒業生とともにこの30年を振り返り、未来の医療福祉を考え
る機会として創立30年記念講演及びシンポジウムを開催いたし
ます。なお、新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、オ
ンラインでの開催となる場合があります。

高梁市 笠岡市

◆附属高校 創立50周年記念講演会（2020/11/5）
◆医科大学 ロシア・北東連邦大学との国際交流協定書締結式（2020/12/25）
◆学園防災の日（2021/1/20）
◆高梁市・笠岡市と川崎学園が包括連携協定締結（2021/1/20、2/9）

学園の今   （2020.11月～2021.6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 

◆総合医療センター附属病院 新型コロナウイルスワクチン医療従事者への優先接種開始（2021/3/5、3/11）
◆医療短期大学 令和２年度短期大学認証評価適格認定（2021/3/12）
◆学園創立記念日（2021/6/1）

かわさき夏の子ども体験教室2021 Web開催

　「かわさき夏の子ども体験教室」は、地域に開かれた学
園の取組の一環として始まり、今年で12回目を迎えます。

今年は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、Webでの開催を
予定しております。
　「ライフサイエンスのふ
しぎ」をテーマに、感染症

や救命救急に関するミニ講義、ドク
ターヘリや病院等の施設紹介、工作
実演などを通して、医療・福祉への
興味や関心を深め、学びのモチベー
ションを上げることを目的に「かわ
さき夏の子ども体験教室」をWebで開催。さ
まざまなコンテンツを配信します。
　申込不要となっておりますので、左記公開
期間中にぜひご覧ください。
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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

川崎リハビリテーション学院
特別選抜前期

専願
8/6～18  8/28㈯ 9/1 リハビリテーション

学院特別選抜後期 9/24～10/4 10/9㈯ 10/15

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

総合型選抜 専願 9/1～13 （一次審査）書類審査 
（二次審査） 10/9㈯

（一次通過者発表）9/27
（合格発表） 11/1

出願校
学校推薦型
選抜前期

公募

専願 11/1～7 11/13㈯

12/1
（医療福祉大学・

医療短期大学）

11/18
（リハビリテーション学院）

指定校推薦※2

有資格※3

学校推薦型選抜後期 Ａ日程 併願
11/24～12/5

12/13㈪
12/18

医療福祉大学
津山、大阪、姫路、米子、
広島、山口、高松、松山、
高知、福岡

A・B
両日程の
受験可能

学校推薦型選抜後期 Ｂ日程 併願 12/14㈫ 医療福祉大学

一般選抜前期 Ａ日程 併願
1/6～19

2/1㈫
2/5

学校推薦型選抜
後期A日程の

試験会場と同じ

A・B
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

※1  併願入試区分は、医療福祉大学、医療短期大学及びリハビリテーション学院の全学科で併願が可能です。
※2  指定校推薦での入試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。
※3 有資格での入試は全学科で実施します。

2022年度 3校合同入試情報 令和3年6月11日現在

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
注  文部科学省が6月中に策定予定と

している「令和4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。

総合型選抜
（中国・四国地域出身者枠）〔専願〕 11/1〜9

一次  11/13㈯ 11/16
約20名

二次  11/20㈯ 11/24
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〕

12/1〜1/12

一次  1/23㈰ 1/25 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

1/31㈪、2/1㈫、2/2㈬
2/4

大学院 未定 25名

川崎医科大学附属高等学校
専願入試（※1） 1/16㈰
一般入試（※1） 2/13㈰

川崎医療福祉大学

編入学 8/12〜19 8/31㈫ 9/4 32名
編入学二次（※2） 2/7〜12 2/22㈫ 2/26 若干名
大学院入試 修士課程・博士後期課程1期 8/12〜19 8/31㈫ 9/4 修士59名（※3）  博士若干名（※4）

大学院入試 修士課程・博士後期課程2期 2/7〜12 2/22㈫ 2/26 修士26名（※3）  博士若干名（※4）

（※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）8/31の試験で定員を充足しなかった場合実施。
（※3）「臨床心理学専攻 修士課程」募集人員変更予定。　　（※4）博士後期課程1期・2期合わせて17名。

令和3年6月11日現在2022年度 入試情報

オープンキャンパス・学校説明会等 ※1 ①午前の部・②午後の部の2部制で実施予定。事前予約制（人数制限あり）
※2 学園祭と同時開催

川崎医科大学
　WEB OPEN CAMPUS実施

《入試相談会》
　9月4日㈯・18日㈯ 　10：00~14：00
　問合せ先　☎086-464-1012 教務課

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。

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
※１ 第1回   6月20日㈰　① 9：30～12：00
※１ 第2回   7月25日㈰　②13：00～15：30
　　 第3回   3月27日㈰　13：00～16：00
　問合せ先　☎086-464-1064

川崎学園アドミッションセンター
川崎医療福祉大学
※１ 8月22日㈰　①9：30～12：00  ②13：00～15：30
※２10月16日㈯・17日㈰　10：00～15：00
　問合せ先　☎086-464-1004 入試課

川崎医療短期大学
　 8月21日㈯  13：00～
※２10月16日㈯・17日㈰ 10：00～
　問合せ先　☎086-464-1033 事務室
川崎リハビリテーション学院
　　第2回  8月 7日㈯ 13：30～
※２ 第3回 10月16日㈯ 10：00～
　問合せ先　☎086-464-1179 事務室

川崎医科大学附属高等学校
《学校説明会》第1・3回：本校  第2回：現代医学教育博物館
　第1回  7月25日㈰ 10：00～
　第2回  8月22日㈰ 10：00～
　第3回 11月 7日㈰ 10：00～
　問合せ先　☎086-462-3666 事務室

WEB OPEN CAMPUS
6月公開予定！！

詳細はWebサイトをチェック！！

注  文部科学省が6月中に策定予定としている「令和4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。

｝
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　自動車の運転には「認知」「予測」「判断」
「操作」と多くの認知機能が必要となります。
加齢に伴い認知機能が低下すると運転操作
や運転中の判断に影響を及ぼすと考えられ
ており、道路交通法では認知症である者を運
転免許の取消し等の対象と規定しています。2017年3月12日
からは75歳以上の高齢者は免許更新時や違反時に認知機能
検査が義務づけられ、「第1分類」と判定された場合、医師の
診断書の提出が必要です。
　これを踏まえて、2017年4月よりもの忘れ外来とは別に「運
転免許外来」を開設しました。もの忘れ外来と同様に問診、神
経学的診察、神経心理検査、血液検査、心電図、脳波、画像
検査を必要に応じて行い、診断書を作成します。認知症が疑わ
れ、運転免許に関する診断書作成のために初めて当院を受診
する方には、特に時間をかけた丁寧な診療と告知・指導、運転
免許返納後の生活確保・支援ができるよう医師、臨床心理士、
医療ソーシャルワーカーなど多職種で対応します。

外来日：土曜日午前（不定期：完全予約制）

　2020年10月に川崎医科大学総合老年医
学教室が設立されたのに伴い、総合医療セン
ター内科に「フレイル・ポリファーマシー外
来」を開設しました。
　加齢にともなって高齢者に多くみられる体
重減少、ふらつき、転倒、抑うつ気分などの老年症候群は、生
理的老化と病的老化が混在し、かつ複数の要因が関与している
病態であるため、原因の特定や適切な対応を行うのが難しいこ
とが多いです。このような高齢者はフレイルであることが多く、
その評価に加え高齢者総合機能評価（CGA）が必要となりま
す。また複数の疾患を抱えている場合には容易に多剤併用（ポ
リファーマシー）となり、これが老年症候群の原因となる場合
も少なくありません。
　「フレイル・ポリファーマシー外来」では、このような高齢者
を対象に必要な鑑別診断を行うと同時にCGA・身体機能・栄養
状態などを評価し、その結果に基づき対策や治療方針を決定
し、多職種連携で適切に介入することにより、要介護者を増や
さない高齢者診療を目指しています。

外来日：火曜午後（第２、４週）、水曜午前

専門外来のご案内

川崎医科大学附属病院

脳神経内科
「運転免許外来」

脳神経内科 医長
久德 弓子

川崎医科大学総合医療センター

内科
「フレイル、ポリファーマシー外来」

内科 部長
杉本 研

同 窓 会 か ら の お 知 ら せ
医療短期大学 リハビリテーション学院

松丘会 第９回ホームカミングデー Web配信
2021年10月16日㈯、17日㈰〔予定〕

内容等詳細は松丘会Webサイトをご覧ください。
2022年４月、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を新設します。
今年が松島で最後のホームカミングデーです。
ぜひアクセスしてください。

オンライン同窓会
2021年7月31日㈯
10:00〜／総会　　10:30〜12:00／研修会

研修会
講　師： 東北大学大学院医学系研究科 障害科学専攻 機能医科学講座
　　　　内部障害学分野 教授 上月正博 先生
テーマ：「内部障害・重複障害のリハビリテーション」

　今年は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、Web開催を予定しております。
　詳細については、決定次第川崎学園Webサイトにてお知らせいたしますので
ご確認ください。

川崎
学園祭に
ついて

川崎医療短期大学
令和２年度短期大学認証評価 適格認定
　川崎医療短期大学は、一般財団法人大学・短期大学基準協会による令和２年度短期大学認証評価の
結果、適格と認定されました。
　認証評価は、７年以内ごとに一度受審することが義務付けられており、令和２年10月14日㈬に
受審しました。この度、同協会が定める短期大学評価基準を満たしていると判断されたため、令和
３年３月12日付で適格認定証をいただきました。今後も自己点検・評価活動を継続して更なる教育
の質の向上を目指していきたいと思っております。
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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）

「かわさきの思いサブレ」を販売しています！

ちょっとした
お土産に
おすすめ！

　学園創立50周年記念スローガン「かわらぬ思い、このさき

も」に因んで、「かわさきの思いサブレ」と名づけた、レモン

味のサブレ（竹久夢二本舗敷島堂製）を販売中です。パッケー

ジは学園オリジナルのデザインで、“多職種連携”をパステル

カラーで表現したものとなっています。学園内各施設の売店で

常設販売しています。お近くへお越しの際は、ぜひご利用くだ

さい。

学会・研究会名 開　催　日 会　　　場 代　　表　　者

第16回日本禁煙科学会学術総会in倉敷 2021/9/11～12 倉敷市芸文館 会　　長：種本 和雄（川崎医科大学 心臓血管外科学 教授）

第54回日本内分泌外科学会学術大会 2021/10/28～29 ホテルグランヴィア岡山
ラヴィール岡山 会　　長：田中 克浩（川崎医科大学 乳腺甲状腺外科学 特任教授）

第34回日本内視鏡外科学会総会 2021/12/2～4
神戸国際会議場
神戸国際展示場
神戸ポートピアホテル

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

公開講座・セミナーのご案内（6月～10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

医
療
福
祉
大
学

第1回公開講座 「フレイルを防ごう
～いきいきと地域で暮らすために～」

6月中に
配信予定

松本　浩実 （理学療法学科 講師）
矢野　実郎 （言語聴覚療法学科 講師）
石本　恭子 （健康体育学科 准教授）

オンラインで
開催 一般 無料 なし 公開講座係

086-462-1111
（内線54222）

 
※新型コロナウイルス
感染状況により、
変更する場合あり第2回公開講座※ 「世界に一つだけのピクトさんをつくろう」 7/17㈯

10：00～12：00
青木 陸祐（医療福祉デザイン学科 教授）
中村 俊介（医療福祉デザイン学科 助教）

医療福祉大学
3356教室

小学4年生～
中学生

無料
申込必要

15組
（子ども／
保護者
1名ずつ）

公開セミナー 【医療情報学科】
「わたしたちの医療情報システム」

6/19㈯
10:00～12:30

本野　勝己（医療情報学科 准教授）
虫明　昌一（医療情報学科 講師）
谷川　智宏（医療情報学科 講師）
大井　悠成（医療情報学科 助教）

オンラインで
開催

一般
高校生

無料
申込必要

先着
80名

医療情報学科　樫村
086-462-1111
（内線54411）

医
療
短
期
大
学

第１回公開講座 認知症のある人の介護の基本
～よりよい関わりについて～

９／４㈯
10:00～

山田 順子（医療介護福祉科 教授）
居村 貴子（医療介護福祉科 講師）
熊谷 佳余子（医療介護福祉科 講師）

オンラインで
開催

一般
高校生

無料
申込必要 なし 公開講座係

086-464-1032

第２回公開講座 医療安全を学ぼう
～ヒヤリ・ハット体験からの学び～

未定
10:00～ 岡田 みどり（看護科 教授）

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。

動画で見る「川崎学園50年のあゆみ」
学園Webサイトで公開中

　創立50周年を迎えた節目

として、学園創設前から現在

までの川崎学園の歴史をま

とめた動画「川崎学園 50年

のあゆみ」を作成しました。

KAWASAKI CLUB会員の皆

様とともに歩んできた50年を振り返るととともに、創設

時から受け継がれる思いも紹介しています。会員の皆様

にとっても、懐かしくご覧いただけるのではないかと思

います。

　スマホからでも視聴できますので、ぜひ一度ご覧くだ

さい。
附属病院建設時の映像

川崎学園Webサイト  URL：https://k.kawasaki-m.ac.jp/movie/gakuen.html

中止となりました。




