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このたび、川崎学園の理事長に就任いたしました。建学
の4月から、私、川﨑誠治が院長を兼務し、病院スタッフと
の理念「人間をつくる 体をつくる 医学（学問）をきわ
ともに医科大学の第２の附属病院としての診療・教育・研
める」に基づき、良き医療人・医療福祉人を育てたいと
究の体制の整備を進めています。今後、更に多くの実習生
思っています。
を受け入れて育てていきたいと思います。
KAWASAKI CLUBは、学園の卒業生と退
2月1日に岡山市との間で「岡山中央南（旧深
職された方を対象に、生涯学習・生涯教育の
柢）小学校 跡地の事業用定期借地権設定契
場として、また学園からの最新情報を発信して
約」を締結し、現在、来年夏の本工事着工に向
いく場として設立され、6年目を迎えました。川
け、敷地内の既存校舎等の解体工事が順調に
崎学園は創立43年目を迎え、各施設の卒業生
進んでおります。
は今春3月で3万40 0 0人にのぼっています。卒
新病院は、
『地域住民に信頼され安全・安
業生の皆さんは、それぞれの地域・職場で大
心な医療を提供できる病院』として、平成27年
いに活 躍されています。前
度 末のオープンを目指して
理 事 長 をはじ め ，先 輩 の
います。救 急・高度専門医
方々が築き上げてこられた
療を中心とした質の高い医
学園の実績と、地域の皆様
療を提 供すると同時に、ど
方からの信頼を受け継ぎ、
のような患者さんが来られ
学校法人 川崎学園 理事長 川﨑 誠治
学園の更なる発展のため力
ても診察できる総合医を育
を注いでまいります。
てることを目標とし、医療と教育の分野で地域に貢献した
さて、本学園の母体となりました岡山市中山下にある附
いと考えています。
属川崎病院が学園の仲間に入り、１年が経過しました。こ
今後とも、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

「良き医療人の育成を目指して」

川 崎 医 科 大 学 附 属 病 院

臨床教育研修センター 開設
臨 床 教 育 研 修 セン
ターは、
「良き医療人の
育成」を理念として設
立され、平成23年9月に
本館棟１１階東に移転
しました。医師 、看 護
師、コ・メディカル、医療
系 学 生など の 医 療 技
スタッフステーション
術、スキルの修得や向
上を支援するとともに、卒前・卒後教育における基本的手技
及び技法を演習を通して体得し、実力ある医療スタッフを育
成することを目的としています。
センター内は、模擬病棟と演習室に分かれています。施
設・設備・規模において当院の実際の病棟が再現されてい
ますので、現実に即した実践的な学習、演習が可能です。病
棟演習室としては、スタッフステーション、ＨＣＵ室、陰陽圧
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川崎学園祭
6日 土 7日 日
N E X T

開催日 平成 24 年10月
統一テーマ

室、ＩＣＵ室、一般病室の他に介助シャワー・沐浴室があり
ます。多目的演習室としては、6室の演習室があり、少人数か
ら多人数まで用途と目的に応じて利用できます。
また、研修プログラムとして、医師救急蘇生コース、看護
師復職支援プログラムコース他、多種揃えており、内外の多
くの人に利用していただくことで地域医療へも貢献できるこ
とを願っております。
このたび、平成24年5月10日（木）10：00から学外の医療
機関・医療系学生と当院の教職員を対象とした見学会を開
催し、515名の参加がありました。

開設式風景（5月10日）

●医学講演会のテーマ「胸やけ、胃痛、胃もたれ、下痢、便秘−なぜ起こるの？どう治療するの？−」
10月6日(土)13：30〜15：00
講師：春間 賢 川崎医科大学 消化管内科学教授
川崎医科大学附属病院 食道・胃腸内科部長

●学園祭と同時にオープンキャンパスも開催
●第6回ホームカミングデイ（医療福祉大学同窓会）
10月6日（土）・7日（日）医療福祉大学3階レストラン

●第1回川崎医療短期大学ホームカミングデイ

10月6日（土）医療短期大学200号大講義室・学生寮4F食堂
※ 各種イベント情報等は決定次第、学園祭ＨＰでお知らせします。

医療保育室
附属
病院

平成 年5月、附属病院に医療
保 育 室「 か わ さ き キ ッ ズ ル ー ム 」
が 開 設 さ れ、 1 年 が た ち ま し た。
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附属病院
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医療短期大学

～就学前まで）を預かり、教職員
めての場所に戸惑う子どもたちも、
の子育て支援、就労支援を行って
すぐに雰囲気に慣れ、楽しそうに
います。
遊ぶようになります。
プレイルームのほか、隔離室を
近年、子どもの療養環境を改善
3部屋設置しているため、感染性
しようとする動きが高まっていま
疾 患（ イ ン フ ル エ ン ザ、 胃 腸 炎、 す。万が一、教職員のお子さんが体
手足口病、マイコプラズマ肺炎な
調を崩されたときには、安心して
ど）の子どもも預かることができ 「かわさきキッズルーム」に預けて
ます。疾患や病状、子どもの様子
もらえるよう、より充実した医療
に応じて、それぞれに合ったケア
保育を目指して、私たちも一層努
を行います。初めての保育士や初
力していきます。

放射線技術科
学科の今

画像診断装置の大型化や放射線
治療の高度化など、この分野の進
歩に伴って養成施設の 年制大学
への移行が進み、今日では本学科
が全国で唯一の短期大学です。各
教育分野に基礎実験・実習を配置
し、附属病院を中心とした長期間
の臨床実習を実施することで、実
践的教育に力を注いでいます。発
足以来の国家試験合格率は ％（全
国平均 ％）で、就職率も毎年ほ
ぼ ％ を 達 成 し て い ま す。 ま た、
最近では卒業生の約 ％ が国立大
学保健学科へ編入学しています。
国家試験の高度化、就職競争の
激化など 年制である本学科を取
り巻く環境は厳しさを増していま
すが、 日でも早く資格を取り社
会に貢献したいという入学生の期
待に応えるために、教員一丸となっ
て頑張っています。
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リウマチ・膠原病科紹介

医局員とともに

6
12

病気のために保育所等に登園でき
ない教職員の子ども（生後6か月

血管造影臨床実習風景

放射線技術科は、医療における
放射線と画像のスペシャリストで
ある診療放射線技師の養成を目指
して昭和 年に開設され、今年で
年目を迎えました。これまで述
べ 名 を 超 え る 卒 業 生 を 輩 出 し、
その多くが全国各地の病院で活躍
しています。
52

年間 例以上で、使用率は全国トッ
プクラスです。皮膚・運動器セン
ターや通院治療センターの医師や
看護師の方々のサポートがあって
こその結果です。
「患者さんの声」
を当科のオリジナル・ホームペー
ジ上で公開しています。ぜひ、一
度ご覧ください。
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リウマチ・膠原病科は、リウマ
チ性疾患・自己免疫疾患・膠原病
の診断から治療全般を担う診療科
として、平成 年 月に新設され
ました。
所属医師も年々増え、現在は計
名が勤務しています。高いレベ
ルの臨床力をもつこと、ハートフ
ルで協調性をもつこと、医学教育
に熱意をもつこと、各々が高い志
をもって働いています。
診療患者数は年間 名以上に及
びます。病気の活動性や合併症・
病態を正確に把握し、一人ひとり
に合った治療プランを提案するよ
うに心がけています。リウマチ診
療では、 種類の選択肢があるバ
イオ（生物学的）製剤も積極的に
使用し、劇的な治療効果をあげて
います。バイオ製剤の新規導入は

開学当時の川崎医療福祉大学
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医療福祉大学開学
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川崎医療福祉大学は、平成 年 月、 学部
学科で開学しました。わが国ではじめての「医療
福祉大学」で、真の豊かさを実感できる福祉社会
の実現を目指して開設されました。
「人類への奉
仕」を目的に医療福祉・医療技術のスペシャリストを情熱を持っ
て育成しています。
平成 年 月に大学院修士課程を、また平成 年 月に博士後
期課程も設置し、現在では、 学部 学科、修士課程 研究科
専攻、博士後期課程 研究科 専攻で総学生数 名にのぼる医療
福祉の総合大学です。
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公開講座・セミナーのご案内

詳細については、
各施設のホームペ−ジなどでお知らせいたします。

17日14：00～16：00 講師附属川崎病院職
員 会場附属川崎病院東館9階会議室
対象外部医療機関等の医師、看護師、臨
◆かわさき夏の子ども体験教室2012
床工学技士、
ソーシャルワーカー、
ケアマネ
8月21日、
22日9：00～14：40 会場現代医学
教育博物館ほか 対象小・中学生（保護者 ジャー 定員30名 参加無料 申込必要
問合せ先☎086-225-2111（内線7700） 地
同伴） 定員400名
（2日） 参加無料
問合せ先☎086-462-1111（ 内線16058、 域医療連携室
公開講座
16059）
広報連携室
◆平成24年度第2回市民公開講座
《医科大学》
「これだけは知っておきたい！予防接種～よく
公開講座
ある質問を中心にあなたの質問に答えます」
◆「疾病制圧に向けた大学の挑戦」(仮題)
10月6日14：30～16：30 講師中野貴司
（附
−川崎医科大学特別推進研究成果報告−
10月7日10：00～11：00（終了後 Meet the researcher） 属川崎病院小児科部長） 会場山陽新聞
問合せ先☎086-462-1111（ 内線31104、 社新本社1階さん太ホール 対象一般
定員300名 参加無料 申込必要
31106）学務課庶務係
問合せ先☎086-225-2111（内線3318） 病
詳細は、決まり次第HPでお知らせします。
院庶務課庶務係
《医科大学・附属病院（合同開催）》
◆第11回Cancer Seminar
「生活習慣関連がん」 《医療福祉大学》
大学公開講座
7月14日13：30～16：30
◆「思春期のこころと病について−“悩
会場医科大学M702講義室
み”
と
“病”の見分け方とその支援−」
《附属病院》
10月27日13：00～15：00 講師青木 省三
講演会
（医科大学精神科学教授） 会場2601講
◆「胸やけ、
胃痛、
胃もたれ、
下痢、
便秘
義室 対象一般 定員なし 参加無料
−なぜ起こるの？どう治療するの？−」
事前申込不要
10月6日13：30～15：00 講師春間 賢（医
問合せ先☎086-464-1021 公開講座係
科大学消化管内科学教授、附属病院食
教養講座（医療福祉講座）
道・胃腸内科部長） 会場現代医学教育
◆「自分らしく生きるために～アンチエ
博物館３階講堂 対象一般 参加無料
イジングのホットな話題～」全5回
◆第4回緩和ケア研修会
第5回
「足腰鍛えて活き活きライフ！」
9月1日13：30～19：30
6月9日10：30～12：00 講師国安勝司（同
9月2日9：00～17：00
大リハビリテーション学科准教授）
会場医科大学M801講義室
会場4602講義室 対象一般 定員なし
◆第5回医療連携懇話会
参加無料 事前申込不要
9月6日19：00～21：00
問合せ先☎086-464-1021 公開講座係
会場川﨑祐宣記念講堂
教養講座
◆第11回市民公開講座がんサロン
◆「政治・宗教に翻弄された暦の話」全2回
9月8日13：30～16：00 医科大学8階ラウンジ
6月23日、30日10：30～12：00 講師近藤芳
《附属川崎病院》
朗（同大医療情報学科教授） 会場4602
セミナー
講義室 対象一般 定員なし
◆ヘルスケアセミナーin川崎病院
参加無料 事前申込不要
6月9日、
7月21日、
9月8日、
11月10日、
12月8日 問合せ先☎086-464-1021 公開講座係
14：00～16：00 講師附属川崎病院職員
◆「日米の文化・習慣を比べてみましょう」全2回
会場附属川崎病院東館9階会議室 対象
11月10日、
17日10：30～12：00 講師マイケ
一般 定員30名 参加無料 申込必要
ル・クレメニック
（同大健康体育学科准教授）
問合せ先☎086-225-2111（内線3318） 病
会場4602講義室 対象一般 定員なし
院庶務課庶務係
参加無料 事前申込不要
問合せ先☎086-464-1021 公開講座係
◆せとうちクリニカル・ベストプラクティス・
公開セミナー
ミーティング
「思春期に向けて−気になる子どもの対応−」
6月23日、7月28日、9月29日、10月27日、11月 ◆

《医科大学・事務局》
イベント

専門外来
紹
介

《医療短期大学》
公開講座

◆第１回「身の回りにある様々な放射線
～放射線測定を体験してみよう～」
6月16日10：00～11：30 講師村中 明
（同大
放射線技術科教授） 会場同大体育館 101
教室 対象一般、
高校生 定員200名
問合せ先☎086-464-1032 公開講座係
◆第２回「自立生活を支える介護予防」
8月18日10：00～11：30 講師樋野 稔夫
（倉敷平成病院 リハビリテーション部 理学
療法科主任） 会場同大体育館 101教室
対象一般、高校生 定員200名
問合せ先☎086-464-1032 公開講座係
◆第３回「発達心理学からみた『思春期』の親心・子心」
10月6日
（土）
10：00～11：30 講師神垣 彬子
（同大医療保育科助教） 会場同大体育館
102教室 対象一般、
高校生 定員200名
問合せ先☎086-464-1032 公開講座係

耳鳴り外来 オープンキャンパスの日程

附属川崎病院では、平成23年6月に、耳鳴り
外来を開設しました。
聴力検査・耳鳴り検査を行い、西洋薬・漢方薬
の処方、カウンセリング、耳鳴り治療器での
治療を行います。
長年の気になる耳鳴りでお困りの方はどうぞ
受診してください。

診察日：毎週火曜日13：30〜16：00

耳鼻咽喉科外来
★ 問合せ先 附属川崎病院
086-225-2111（内線3279）

職場復帰支援センターからのお知らせ

「視能訓練士」募集中
募集人員
勤務場所

7月28日13：30～15：30 講師寺尾孝士
（同
大医療福祉学科教授） 会場4602講義室
対象中学校・高校の教員、高校生 定員な
し 参加無料 申込必要 申込締切7月
20日
問合せ先☎086-462-1111（内線54514）医
療福祉学科 お申込はハガキ・E-mail等で
氏名・電話番号・所属をお知らせください。
E-mail fukushi@mw.kawasaki-m.ac.jp
◆「子どもの目の健康をかんがえよう」
8月26日13：00～14：45 講師高﨑裕子
（同大感覚矯正学科准教授）、岡真由美
（同大感覚矯正学科准教授） 会場4602
講義室 対象一般、医療従事者、在学生
定員なし 参加無料 事前申込不要
問合せ先☎086-462-1111（内線54904）感
覚矯正学科 長江
◆中高年者のための水中運動
10月9日、16日、23日、30日10：00～12：00
講師小野寺 昇（同大健康体育学科教授）
会場同大温水プール 対象地域の皆様
定員30名 参加費1回500円 申込締切セ
ミナー各日の前日
問合せ先☎086-462-1111（内線54531）
健康体育学科実習室
◆ヘルシークッキング 全6回
9月12日、
19日、
10月3日、
17日、
31日、
11月7日
10：00～12：20 講師三宅妙子
（同大臨床
栄養学科准教授） 会場同大3階東 調理
実習室 対象一般、
栄養士、
管理栄養士、
調理師・調理員、
在宅生活支援者等
定員20名 参加費4,500円 申込締切9月
2日 お申込はFAXで。
FAX 086-464-1109

3名（視能訓練士免許取得者）
川崎医科大学附属病院(倉敷市)
川崎医科大学附属川崎病院（岡山市）
応募締切・採用試験 随時
※詳しくは、人事課にお問い合わせください。

★ 問合せ先

事務局総務部人事課
086-464-1104（直通）

川 崎 医 科 大 学

全施設共通

当日ご参加になれない方で、個別
に見学 等をご希望の方は、各施
設にお問い合わせください。

川崎医科大学附属高等学校

《第1回》 8月18日(土)10：00〜
《第2回》10月 6日(土)10：00～※
問合せ先 学務課教務係 ☎086-464-1012

《学校説明会：東京》
6月17日
（日）10：00～、
14：00～
会場 ホテルニューオータニ
《学校説明会：大阪》
川崎医療福祉大学
7月 1日
（日）13：00
会場 新大阪ワシントンホテルプラザ
《第1回》 6月17日（日）10：00～14：00
《学校説明会：福岡》
《第2回》 8月 5日（日）10：00～14：30
7月 1日
（日）13：00～
《第3回》 9月 9日（日）10：00～14：00
会場 ホテルセントラーザ博多
《第4回》10月 6日（土）･7日（日）10：00～14：00※
《第5回》平成25年3月20日（水･祝）13：00～16：00 《学校説明会：本校》
第1回 7月22日（日）10：00～
問合せ先 入試課 ☎086-464-1004
第2回 9月 2日（日）10：00～
第3回 11月18日（日）10：00～
川崎医療短期大学
問合せ先 事務室 ☎086-462-3666
《第2回》 6月23日
（土）13：00～16：00
《第3回》 7月21日（土）13：00～16：00
川崎リハビリテ−ション学院
22日（日）10：00～15：00
《第2回》
7月21日（土）13：00～
《第4回》 8月18日（土）13：00～16：00
《第5回》10月 6日（土）
･7日
（日）
9：00～15：00※ 《第3回》10月 6日（土）13：00～※
問合せ先 事務室 ☎086-464-1179
問合せ先 入試係 ☎086-464-1033
詳細は各施設のHPをご覧ください。※学園祭と同時開催
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平成25年度入試情報
◆特別推薦入試 一次選考＝11月17日＜一次合格発表＝11
月24日＞▽二次選考＝12月1日＜二次合格発表＝12月7日＞
（出願期間＝11月1日〜12日）＜中国・四国地域枠 約15名、
岡山県地域枠 約5名＞
◆一般入試 一次試験＝平成25年1月26日＜一次合格発表
＝1月29日＞▽二次試験＝平成25年2月1日又は2日＜二次
合格発表＝2月6日＞（出願期間＝12月10日〜平成25年1月
21日）
◆大学院入試 日程等未定
（決まり次第HPで公開します）
http://www.kawasaki-m.ac.jp/med/

◆AO入試（医療福祉学科、臨床心理学科、医療福祉経営学科、医療秘書学
科、医療福祉デザイン学科、医療情報学科のみ） 試験日＝9月16日、
総

合審査 10月上旬
（出願期間＝8月13日〜31日）
＜合格発表＝
10月5日 募集人員84名＞
◆特別入試・社会人特別選抜・帰国生徒特別選抜 試験日＝
11月4日
（出願期間＝10月15日〜24日）＜合格発表＝11月8日
募集人員196名＞
◆推薦入試 試験日＝12月2日
（出願期間＝11月12日〜21日）
＜合格発表＝12月6日 募集人員170名＞
◆一般入試前期 試験日＝平成25年2月1日
（出願期間＝1月
7日〜24日）
＜合格発表＝2月8日 募集人員279名＞
◆一般入試後期 試験日＝平成25年3月16日
（出願期間＝2
月22日〜3月6日）
＜合格発表＝3月21日 募集人員32名＞
◆センター試験利用入試前期（大学入試センター試験のみ利用し、個
別学力検査等は課さない）
（出願期間＝平成25年1月7日〜28日）＜
合格発表＝2月12日 募集人員62名＞
◆センター試験利用入試後期（大学入試センター試験のみ利用し、個
別学力検査等は課さない）
（出願期間＝平成25年2月22日〜3月8日）
＜合格発表＝3月21日 募集人員33名＞
◆編入学試験 試験日＝8月31日
（出願期間＝8月15日〜22
日）＜合格発表＝9月7日 募集人員40名＞
◆大学院入試 修士課程・博士後期課程1期 試験日＝8月31
日
（出願期間＝8月15日〜22日）
＜合格発表＝9月7日 募集人
員修士59名、
博士若干名＞

◆大学院入試 修士課程・博士後期課程2期 試験日＝平成
25年2月21日
（出願期間＝2月4日〜12日）＜合格発表＝2月28
日 募集人員修士26名、博士17名＞
http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/

◆ＡＯ入試前期（看護科、医療介護福祉科、医療保育科のみ） 試験日
＝8月25日
（出願期間＝8月1日〜18日）＜合格発表＝8月31日
募集人員55名＞
◆ＡＯ入試後期 試験日＝10月14日
（出願期間＝9月14日〜
10月4日）＜合格発表＝10月19日 募集人員50名＞
（指定校推薦は看護科、医療介護福祉科、
◆推薦入試（指定校・公募）
医療保育科のみ） 試験日＝12月1日
（出願期間＝11月1日〜22
日）＜合格発表＝12月7日 募集人員104名＞
◆一般入試前期 試験日＝平成25年2月3日
（出願期間＝1月
7日〜26日）＜合格発表＝2月8日 募集人員130名＞
・Ｂ
（本学入
◆一般入試後期Ａ（大学入試センター試験を利用する試験）
試問題による試験、看護科、医療介護福祉科、医療保育科のみ） 試験日＝
平成25年3月17日
（出願期間＝2月25日〜3月9日）＜合格発表
＝3月19日 募集人員31名＞
http://www.kawasaki-m.ac.jp/jc/

◆専願入試 試験日＝平成25年1月20日
（出願期間＝1月7日
〜17日）＜合格発表＝1月23日 募集人員 約20名＞
◆一般入試 試験日＝平成25年2月17日
（出願期間＝2月4日
〜2月14日）＜合格発表＝2月20日 募集人員 約15名＞
http://www.kawasaki-m.ac.jp/highschool/

◆推薦入試（指定校・公募） 試験日＝12月1日
（出願期間＝
11月1日〜22日）＜合格発表＝12月7日 募集人員17名＞
◆社会人入試 試験日＝12月1日
（出願期間＝11月1日〜22
日）＜合格発表＝12月7日 募集人員16名＞
◆一般入試 試験日＝平成25年2月3日
（出願期間＝1月7日〜
26日）＜合格発表＝2月8日 募集人員17名＞
http://www.kawasaki-m.ac.jp/rehabili/

学 園 の 今 「川崎学園だより」などから （平成23年9月～平成24年5月）
◆附 属 病 院
◆医療短期大学
同窓会の補助により、就職支援講座が充実（平成23年度から） 認知症疾患医療センターに県から指定（3月）
◆附 属 高 校
◆医療福祉大学
女子寮改築（3月）
AMDA合同ボランティアチームに参加
（8月28日〜9月10日）
◆学
園
東日本大震災復興ボランティア
新理事長に川﨑誠治先生が就任（3月31日）
「いわてGINGA-NETプロジェクト」参加（8月31日〜9月6日）
川﨑明德先生は学園長・名誉理事長に
（3月31日）
◆学
園
◆医 科 大 学
ナースサポートセンターの立ち上げ（9月1日）
MM2階の展示をリニューアル
（4月）
平成23年度倉敷市花と緑の功労者として表彰（10月23日）
◆附 属 高 校
◆医療福祉大学
男子寮改修（4月）
学生選書ツアー2011開催（11月12日）
◆附属川崎病院
◆附 属 病 院
がん診療連携推進病院に県から認定（4月1日）
血管検査室（バスキュラーラボ）新設（2月1日）
◆医療短期大学
◆附属川崎病院
介護福祉科から医療介護福祉科に名称変更（4月1日）
岡山中央南（旧深柢）小学校跡地の
◆リハビリ学園
事業用定期借地権設定契約を岡山市と締結（2月1日）
輝いてキラリンピックボランティアに参加（5月13日）

KAWASAKI CLUB からのお願い

KAWASAKI CLUB では、年 2 回情報誌「KAWASAKI CLUB NEWS」
をお届けいたします。住所変更・カード紛失等がございましたら、メー
ルか電話にてお知らせください。

医療短期大学 学長 山口恒夫

平 成 2 4 年 4 月から、
医療短期大学学長に、
山口恒夫 前副学長が
就任されました。

医療短期大学学長就任

※平成24年6月現在の情報です。詳細は各施設のHPをご覧ください。

E-mail club@med.kawasaki-m.ac.jp
電

話

いごよろしく

086-464-1546

