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巻 頭 言

川崎医療福祉大学 創立30年を迎えて
川崎医療福祉大学 学長 椿原 彰夫
本学は1991年に開学し、2020年

要で、卒業と同時に職業奉仕できる人材を育成してい

に創立30年を迎えました。本学の名

ます。1996年に２研究科（６専攻）で開学した大学院

称に冠する「医療福祉」は、川崎学園創

も、現在では３研究科（13専攻）となり、専門分野の

始者の川﨑祐宣先生が提唱した高邁な理念です。２代

学びを深化・発展させ、国際的視野を備えた指導的役割

目理事長の川﨑明德先生は、その理想的な医療福祉を

を担う多くの人材を輩出しています。

提供する専門職業人の育成を実現し、1991年に本学が

ひ

と

本学の卒業生は既に総計で２万人を超え、
「人間をつ

開学しました。バブル崩壊が起きたその当時には、わ

くる

が国の大学の多くが、学習内容・授業時間数の削減と教

学の理念を理解し、実践しています。中には、本学で

育の自由化・個性重視を基調とする無責任な教育政策

教鞭を執り、後進の育成に力を注いでくださっている

に従っていました。しかし、本学では実学の教育を貫

方、実習先施設として本学学生を受け入れ、直接指導

くという意向を堅持し、初代学長の江草安彦先生は人

にあたってくださっている方もいらっしゃることと思

間愛とヘルスサイエンスの勉学を学生に力説されまし

います。

た。わが国初の「医療福祉学科」をはじめとする医療

体をつくる

医療福祉学をきわめる」という大

川崎医療福祉大学は、これからもチーム医療福祉の

福祉に特化した学科を設置して開学した本学は、以来、

担い手の育成と、患者のために奉仕する人材の育成を

医療と福祉の両分野を統合した高い知識と優れた技能

目標とし、そのための教育環境の再構築を図りながら、

を併せ持つ医療福祉人の育成に取り組んでいます。

社会のニーズにしっかり応えられる「医療福祉人の育

開学当初は２学部（６学科）でしたが、現在では５
学部（17学科）となり、全ての学科の卒業生に対して、
医療福祉に関する資格の取得を義務づけています。そ

成」に全力で努めてまいります。
医療福祉の更なる飛躍と人類の幸福を願って、巻頭
の言葉といたします。

のためには医療福祉の現場での臨地実習の必修化が重

統一テーマ「笑顔の密を〜REBORN

オンライン
開催

川崎学園祭〜」

昨年度は、 新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮し、川崎学園祭はやむなく中止となりましたが、 今年度はこの状況
だからこそできる方法があるのではないかという思いからオンライン学園祭を開催することとなりました。
三密の言葉に代表される自制的な生活が長く続いている状況の中で、 生まれ変わった川崎学園祭によってみんなの笑顔
を取り戻し、 笑顔の密を作りたいという想いから統一テーマを設定しました。ぜひご覧ください。（学園祭実行委員会）
イベント情報 

－初のオンライン学園祭を全員参加で盛り上げよう－

第47回

川崎学園祭

2021.10.17㈰
2021.10.17
㈰ 10時配信START

★医学展「正しく知ろう！新型コロナウイルスのあれこれ」
★医学講演会「聞いてすっきり新型コロナ」
★オンライン謎解きイベント
学園祭情報は、特設サイト
https://kawasaki-gakuennsaionline.jp/をご覧ください。

★YouTubeによるライブ配信
⃝学科、部活動・サークル紹介
⃝施設学科対抗クイズ
⃝渡邊圭祐トークショー（川崎学園学生限定）
⃝お笑いライブ（どなたでも視聴できます・無料 ロッチなどが出演！）
★互助会の展示

※トークショー以外はどなたでも閲覧可能です。

医療福祉大学 第14回ホームカミングデイWeb開催

医療短期大学 第9回ホームカミングデーWeb配信

同窓生・支部が作成した動画を公開します。同窓会Webサイトにアク
セスしてください。 
https://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/ds/

詳細は松丘会Webサイトまたは下記のURLにアクセスしてください。
facebook https://www.facebook.com/syokyukai

配信期間：10月17日㈰～11月17日㈬

配信期間：10月16日㈯、17日㈰
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川崎医療福祉大学 創立30年

川崎医療福祉大学のあゆみ
1991年

4月

川崎医療福祉大学 開学

医療福祉学部（医療福祉学科 、

臨床心理学科）、

医療技術学部（医 療情報学科 、

感覚矯正学科、健康体育学科、臨床

栄養学科 ）設置

2学部6学科でスタート！

1995年

4月

医療福祉学部に保健看護学
科、医療技術学部にリハビリ
テーション学科設置

1996年

4月

2000年

1991年4月、世界で初めて「医療福祉」の概念に立った4年制大学として開学した
川崎医療福祉大学。2020年、創立30年を迎えた今、その30年を振り返ります。

4月

川崎医療福祉大学の成り立ち

4月

医療福祉マネジメント学部

（医療福祉経営学科、医療秘書学科、

医療福祉デザイン学科、医療情報学科）

設置

2007年

4月

学科・学部の変遷
開学当初は2学部6学科でスタート。その後、より高度で専門性の高い人材を育成するた
め、川崎医療短期大学の一部学科の4年制移行に伴い、学部・学科の改組を実施。2017年
4月には、
「子ども医療福祉学科」
「臨床検査学科」
「診療放射線技術学科」の3学科を開設
しました。2019年4月には「保健看護学部」
「リハビリテーション学部」を新設して5学
部17学科に発展し、教育環境を更に充実させました。また、大学院には修士課程12専攻、
博士後期課程8専攻が設置され、少子高齢化を支えるリーダーにふさわしい高度専門職業
人の育成に取り組んでいます。

大学評価適合認定(大学基準協会）

2015年

11月 川崎学園アドミッション

センター開設

2016年

4月

看護実践・キャリアサポート
センター開設
川崎学園3施設（川崎医療福祉大
学・川崎医療短期大学・専門学校川崎

と

リハビリテーション学院）合同入試

川崎医療福祉大学は、開学以来、人類への奉仕を目的とす
る良き医療福祉人を育成するため、高い知識や技術はもとよ
り、患者さんや障がい者に対して優しい心と気配り、懇切丁
寧な説明能力、チーム医療福祉における連携の力を身につけ
ることができる専門的な教育を行ってきました。それらを可
能にするのは、臨床経験豊富で現場を熟知した教員によるき
め細かな指導や、2つの附属病院をはじめとする施設との連携です。今後も、
「人間をつく
る 体をつくる 医療福祉学をきわめる」という大学の理念のもと、医療福祉を総合的に考
え、多様なニーズに応えることができる、豊かな福祉社会の創造的担い手の育成に取り組
んでまいります。
ひ

医療技術学部に臨床工学科
設置

2008年

4月

大学の理念「人間をつくる 体をつくる 医療福祉学をきわめる」

と

およびオープンキャンパス開始

2017年

4月

医療福祉学部に子ども医療
福祉学科、医療技術学部に
臨床検査学科、診療放射線
技術学科設置

2019年

4月

保健看護学部
（保健看護学科）
、
リハビリテーション学 部
（理学

療法学科 、作業療法学科 、言語 聴 覚

療法学科 、視能療法学科）設置
現在は5学部17学科に

川崎医療福祉大学創立30年記念シンポジウム

此花会設立のお知らせ

開催日：2021年11月6日（土） 10：00〜12：30
テーマ：
「未来の「医療福祉」と「医療福祉人」のあたり前を考える」

令和３年４月に、川崎医療福祉大学
同窓会・松丘会（川崎医療短期大学同
窓会）の２組織による双方の支部活動
の連携を強化するための組織として、
合同同窓会「此 花会」を設立しまし
た。多職種連携の精神で多様な支部を
サポートし、活発な同窓活動を目指し
ます。

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。
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医療福祉学部に医療福祉
マ ネジメント学 科 、医 療 福
祉環境デザイン学科設置

2005年

「医療と福祉は一体でなければならない」
、川崎学園の創設
者 川﨑祐宣の信念は、医師として患者さんの心身の治療だ
けでなく暮らしにまで心配りする診療の現場から生まれま
した。そして、1991年4月、
「医療と福祉の双方に通じた専
門職」の育成を目的に開学したのが川崎医療福祉大学です。

ひ

大学院設置

こ の は な か い

このはなかい
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謹んで哀悼の意を捧げます
川崎医科大学名誉教授
川崎医科大学元学長
川崎医療短期大学元学長

川崎医科大学名誉教授
川崎医療福祉大学名誉教授
川崎医療短期大学元学長

望月 義夫 先生

守田 哲朗 先生

（令和３年３月12日ご逝去 95歳）

（令和３年９月４日ご逝去 92歳）

昭和47年４月に医科大学衛生学教授として着
任され、平成元年４月から同大学学長、昭和61年
４月から３年間と平成７年４月から６年間、医療短
期大学の学長を歴任。平成７年４月からは現代医
学教育博物館館長も兼任され、教育・研究の発展のために尽力されました。
労働大臣功績賞や科学技術庁長官賞受賞、勲三等旭日中綬章受章など、
数々の功績を残されています。

昭和48年９月に医科大学小児科学助教授とし
て着任後、昭和50年11月には同教授に、その後、
平成３年４月から医療福祉大学臨床栄養学科教
授、平成11年４月から同大学副学長、平成13年４
月から医療短期大学の学長を歴任されました。診療・教育のために尽力さ
れ、文部大臣表彰、山陽新聞賞（教育功労）受賞、さらに平成22年には
瑞宝小綬章受章など、数々の功績を残されています。

附属病院、
総合医療センター

川崎学園

長期にわたり猛威を振るい続ける新型コロナウイルス感染症。
附属病院、総合医療センターでは岡山県との連携のもと、積極的
に新型コロナウイルス陽性患者さんを受け入れています。
附属病院は、重点医療機関の指定を受け、即応病床を30床（重
症10床、中等症20床）確保し、県南西部の診療を支えています。
また、県からの要請により宿泊療養施設の入所者へのオンライン
診療も実施。診療業務を行う全ての診療科が外来・オンライン診
療・入院のいずれかを担当しています。
総合医療センターは、受入医療機関及び協力医療機関として指
定され、合わせて17床（重症５床、中等症12床）を確保。また、
発熱外来を開設し、疑い患者の診療も行っています。
両病院で、全入院患者の入院前PCR検査の実施、ご家族の面会
禁止、病棟への立入り制限、来館者への手指アルコール消毒や検
温など感染防止対策を徹底し、引き続き最善の医療提供に向けて
職員一丸となって取り組んでまいります。

新型コロナウイルスワクチンの接種について、本学園では、
附属病院、総合医療センターにおいて医療従事者としての教職
員への優先接種（約6,400人）に続いて、７月からは現代医学
教育博物館を会場に「川崎学園 職域接種」を開始しました。教
職員・学生の家族や学園が日ごろお世話になっている関係各社
を対象に２か月間で約１万人の接種を実施し、さらに10月末
までに約１万人に接種します。また、附属病院は倉敷市から、
総合医療センターは岡山県から委託を受け、市営・県営のワク
チン接種会場を設け、感染拡大が少しでも抑えられるよう、よ
り多くの方にワクチン接種の機会を提供しています。
（両病院
で62,664回接種を行っています※9/15時点）
本学園の教職員、学生においては高い接種率（約９割）とな
り、改めて医療福祉に関わる者として高い意識であることが裏
付けられました。

新型コロナウイルス感染症に対する取り組み ワクチン接種で地域に貢献

2022年度 入試情報

※ 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。

3校合同

試験区分

専願・併願※

出願期間

試験日

合格発表

試験会場

川崎リハビリテーション学院

特別選抜後期

専願

9/24〜10/4

10/9㈯

10/15

リハビリテーション学院

川崎医療福祉大学
川崎医療短期大学

総合型選抜

専願

9/1～13

（一次通過者発表）9/27
（合格発表） 11/1

出願校

（一次審査）書類審査
（二次審査）10/9㈯

12/1

公募

学校推薦型
指定校推薦
選抜前期

専願

11/1～7

学校推薦型選抜後期 Ａ日程

出願校

（リハビリテーション学院）

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

併願

12/14㈫

医療福祉大学

一般選抜前期 Ａ日程

併願

2/1㈫

一般選抜前期 Ｂ日程

併願

2/5

学校推薦型選抜
後期A日程の
試験会場と同じ

一般選抜後期

併願

3/15

医療福祉大学

総合型選抜
（中国・四国地域出身者枠）
〔専願〕

川崎医科大学附属高等学校

11/18

学校推薦型選抜後期 Ｂ日程

試験区分

川 崎医科大学

（医療福祉大学・
医療短期大学）

11/13㈯

有資格

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

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〕

備考

1/6～19

2/2㈬

2/22～3/2
出願期間

11/1〜9

3/10㈭
試験日

一次 11/13㈯

11/16

二次 11/20㈯

11/24

一次 1/23㈰
12/1〜1/12

合格発表

1/25

二次
1/31㈪、2/1㈫、2/2㈬
のうち、指定された日

2/4

A・B
両日程の
受験可能
A・B
両日程の
受験可能

募集人員

約20名
一般
岡山県地域枠
静岡県地域枠
長崎県地域枠

専願入試

1/4~11

1/16㈰

1/19

約20名

一般入試

1/31~2/8

2/13㈰

2/16

約15名

約50名
約10名
10名
6名

注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。
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専門外来のご案内
川崎医科大学附属病院

川崎医科大学総合医療センター

循環器内科
「ペースメーカー外来・不整脈外来」

整形外科
「難治性骨折外来」

2011年1月より「ペースメーカー外来」を当科
で担当するようになりました。不整脈や心不全に対
する植込みデバイス（ペースメーカー等）を移植
循環器内科 医長
された患者さんを対象とした診療を行っていま
古山 輝將
す。植込みデバイスの電池残量、作動状況、リー
ド線の異常の有無や、不整脈や心不全の有無を定期的にチェックして
います。また治療を必要とする不整脈の中で、最も多いものは心房細
動です。倉敷市の40歳以上での心房細動の有病率は約1.6％、高齢
になるとその頻度は増加し、80歳以上では約3～5％に達します。心
房細動が原因で脳梗塞を発症すると他の原因よりも重篤な後遺症を
残しやすく致死率も非常に高くなるため、脳梗塞を予防するためにも
適切な心房細動の治療が求められています。今後更に増加すると予想
されており、社会的にも非常に注目すべき疾患です。これを踏まえて、
2016年11月に「不整脈専門外来」を開設しました。心房細動とはど
ういう疾患か、なぜ抗凝固療法が必要性なのか、さらには根治術のカ
テーテルアブレーションとはどういうものかなど、患者さんに丁寧に
詳しく説明し、検査や治療方針について提案させていただいています。
ペースメーカー外来日：火曜午前9：00～10：00、木曜午後
不整脈外来日：木曜午前

オープンキャンパス・学校説明会
3校合同※オープンキャンパス

川崎医療短期大学
《来場型入試・進学相談会》（予約制）

2022年 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・川崎医療短期大学・川崎リハビリテーション学院

開

10月16日 ㈯ 13：00〜16：00 申込期間：9/13〜10/12
30日 ㈯ 13：00〜16：00 申込期間：9/13〜10/26
問合せ先 ☎086-464-1033 事務室
WEB OPEN CAMPUS公開中

▶

川崎医科大学附属高等学校
《学校説明会：本校》
11月7日 ㈰ 10：00〜
問合せ先

川崎医科大学 ／ 3校合同※

086-462-3666 事務室
Webサイトをチェック！

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。

本学園の教職員が 大会長を務めます
学会・研究会名

2021年４月の川崎医科大学運動器外傷・
再建整形外科学教室設立に伴い、総合医療セ
ンター整形外科に「難治性骨折外来」を開設
整形外科部長
しました。
野田 知之
当科では一般的な骨折の治療も積極的に
行ってきましたが、これを契機に、更に高度な運動器外傷（整
形外傷）に対しても最新治療を提供します。具体的には骨盤・
寛骨臼骨折、重度関節内骨折など高度な専門的技術を要する
新鮮骨折に対する手術治療の提供はもとより、保存治療もしく
は手術治療後に発生した偽関節（骨折が癒合しない）
、骨髄炎
（骨折部に感染が生じる）や変形癒合（骨折部が変形して癒合
する）など骨折治療後の様々な合併症、後遺症に対する手術の
選択肢提案とその遂行など、治療困難な骨折やその合併症に
対して適切に対応します。また骨折領域でも先進的なナビゲー
ションツールを導入し低侵襲手術も行っています。
これまでに多くの難治性骨折の治療に携わった経験を基に、
豊富な治療選択肢と適切な治療法の適応を提供させていただ
きます。
外来日：火曜日午前、金曜日午前

催

日

会

場

代

表

者

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

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／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）

第12回日本腎臓リハビリテーション学会 学術集会

2022/3/26〜27

岡山コンベンションセンター

会

長：柏原 直樹（川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学 教授）

奨学金制度
会員の皆さま、 KAWASAKI CLUB 奨学金をご存じでしょうか。
2017年4月入学生から適用が開始されたこの奨学金は、2021年4
月入学生までで合計176名の皆さまに利用をいただいています。今
後もぜひご活用ください。
◦対象者： K
 AWASAKI CLUB 会員及び会員のお子様（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
して給付します

会

長：田中 克浩（川崎医科大学 乳腺甲状腺外科学 特任教授）

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

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）
※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。

KAWASAKI
CLUB

※上記より、 変更手続きをお願いいたします

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）

