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　川崎学園祭は今年、40周年を迎え
ます。その軌跡をたどってみました。
　川崎医科大学と附属高等学校の開
学は昭和45年（1970）。その年の11月
にはさっそく２校合同で“大学祭”を
開催します。1973年開学の川崎医療
短期大学でも、学生達は１年目からの
開催を希望していましたが、76名と
いう少人数のうえ準備も時間もまま
ならない状態で、開催を断念。しかし
翌年には、第１回の大学祭開催にこぎ
つけます。
　そして、学園創設6年目、医科大学

が６年までの全学年が揃った昭和50年（1975）、学園の全施
設が統一テーマのもとに開催する「川崎学園祭」となります。
　川崎学園祭としてスタートした当初は、提唱者 川﨑祐宣理
事長（当時）自らが実行委員会で司会進行、学長等も出席し、
未来志向のもと、地域に根差す医学・医療福祉教育機関として
ふさわしい内容になるよう、熱い議論を重ね計画を練り上げ
てきた歴史があります。
　第1回川崎学園祭
は、10月10～12日
の３日間開催され
ました。現在も続く

「医学展」や「仮装
行列」はこの年にス
タート。医学展は

“医学の殿堂”にふ
さわしいものをと
企画され、毎年大変
力を入れて準備されました。仮装行列は、地元との交流を深
め、“倉敷の川崎”と思ってもらえるようにと企画されました。
大型トラックで大道具を運び、約350名が貸切バスに分乗し
て倉敷東小学校まで赴き、商店街や美観地区などを約２時間
パレード。市内行進は第16回まで続き、グループ毎にテーマ
を掲げて行進し、秋の風物詩として市民に親しまれました。
　川崎医科大学附属病院は、第5回に、前年に開設した救命救
急センターの公開見学会を実施。翌年第6回からは「医学講演
会」を主催しています。附属川崎病院は、9月に開催していた
市民公開講座を第38回から同時開催し盛り上げています。
　平成3年（1991）、第17回の実行委員長は「川崎学園創立

20周年記念と、新しい仲
間、川崎医療福祉大学を
迎えることの二重の喜び
は学園祭のエネルギーの
一つとなる」と挨拶の中
で述べています。
　附属高校は、第9回以降
11月に開催していた文
化発表会を、今年は学園
祭の日程に合わせて開催
します。

　今年の統一テーマは『Re-START!』。
このテーマには、「学生のこれからの
人生もよりよい方向に向けていこ
う、今までにやったことのないこと
も始めていこう、ここから新たな自
分を見つけていこう」という思いが
込められています。みなさんのご来
園をお待ちしています。

（大学事務局総務部 総務課、広報連携室）

第40回川崎学園祭に寄せて

第40回川崎学園祭の統一テーマに寄せる熱い思い、理事長、学長、校長、学院長からのメッセージをホームページに掲載しています。

テーマ 医学展 ミュージックライブ
第１回 生命（いのち） 生命 荒井由美、上田正樹
第２回 愛と希望とヒューマニティー（テーマ特に設けず） 泉谷しげる
第３回 Vitality 血液 大橋純子
第４回 飛翔 内分泌 庄野真代、渡辺香津美、浜田省吾、高山巌
第５回 邂逅（めぐりあい） 心臓 NATIVE SＯN、桑江知子、桑名晴子、所ジョージ
第６回 可能性への挑戦 年齢と健康 　医療短大合同研究：癌 渡辺貞夫クインテット、メロディー
第７回 いま，医の原点へ! 救急医療 　　成人病 高橋真梨子、カシオペア、チャゲ＆飛鳥
第８回 With a will 小児の現代病 　　肝臓 高中正義、五十嵐浩晃
第９回 Fｌｙ to the Future 呼吸器 　　腎臓-Kideny- カシオペア、伊藤銀次

第１０回 With you―君と祭りたい!― 痛み 　　心臓-心疾患 角松敏生、スターダスト☆レビュー
第１１回 みつけよう命の道を―What's new!― 消化 　　胃 大江千里、白井貴子＆CRAZY BOYS
第１２回 Tｒｙ…未知なるものへ 心臓病 　　肝臓とお酒 中原めいこ、BARBEE BOYS
第１３回 幸（さち）―想いは時間（とき）を超えて― 糖尿病 　　脳卒中 Toshitaro、UP-BEAT
第１４回 心・身・深呼吸 ストレス 　　糖尿病 MALTA、佐木伸誘、The REDS
第１５回 人として"今" 眼疾患 　　心筋梗塞 野田幹子、LA-PPISCH
第１６回 ≪時代共有≫若さの革命編! 腰痛 アン・ルイス
第１７回 Growing up～今この瞬間を～ 心疾患 鈴木雅之
第１８回 時間―この時代を抱きしめて― AIDS バブルガムブラザーズ
第１９回 Revolution（s）～今、何かが変わってく～ 免疫 　　在宅看護 辛島美登里
第２０回 Next Stage～さらなる飛躍を求めて～ 救急医療 久宝留理子
第２１回 Frontier～新しい自分をさがして～ 赤ちゃん 高橋克典
第２２回 DEPARTURE～明日への旅立ち～ ダイエット 米倉利紀
第２３回 閃光（ひらめき）～SPARK ON WAVE～ 脳死 SUNNYDAY SERVICE
第２４回 脱皮～本当の自分～ 環境ホルモン Favorite Blue
第２５回 HAND IN HAND 生命倫理 MOOMIN
第２６回 百花繚乱 老人医療 井手麻理子
第２７回 粋～イ・キ・ル～ 救命救急 THE HIGH-LOWS
第２８回 いのち、輝く スポーツ医学 麻波25
第２９回 一旬一瞬 生活習慣病 ケツメイシ
第３０回 咲【warau】 性感染症（STD） 大塚愛
第３１回 いろは 喫煙・ハンセン病 175R
第３２回 絆―How's it going?― メタボリックシンドローム YUI
第３３回 円（わ）～YOU＆I～ 自動体外除細動器 AED 土屋アンナ
第３４回 Harmony～響きあう心～ 生活習慣病の基礎知識と予防法 MINMI
第３５回 ひだまり AED 福原美穂
第３６回 ROOTS―新たなスタート― 今日から始めるアンチエイジング Base Ball Bear
第３７回 つながり 災害における医療 ナオト・インティライミ
第３８回 NEXT ピロリ菌をなくせ 清水翔太
第３９回 メッセージ， 糖尿病 ベッキ―♪#
第４０回 Re-START! かわさき肺ランド flumpooｌ

KAWASAKI CLUBラウ
ンジでは、川崎学園祭の
第1回～40回のパンフ
レットや卒業アルバム、
学報、学園だより等を揃
えており、自由に閲覧い
ただけます。(入室時に
CLUBカードをご提示く
ださい。メンバー以外の
方の同伴もOKです。)

第1回のテーマは『生命（いのち）』

第17回、新設の川崎医療
福祉大学が初参加。この年
から2日間に。

第30回記念イベント 笑福亭鶴瓶氏の
講演会を待つ行列

第1回学園祭での仮装行列。
美観地区など市内をパレード

第6回の医学展。この年学園は創立10周年。
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KAWASAKI CLUBラウンジ（本館棟8F）

にもお立ち寄りください。（CLUBカードをご

提示ください。記念グッズプレゼント。）

ラウンジご利用時間 10：00〜16：00（両日）

川
崎
学
園
祭

第40回

2014年10月11日土・12日日

川崎医科大学
川崎医科大学附属病院
川崎医科大学附属川崎病院
川崎医療福祉大学

川崎医療短期大学
川崎医科大学附属高等学校
専門学校
川崎リハビリテーション学院

土 日

倉敷市松島577番地　　http://www.kawasaki-m.ac.jp/festival/

統一テーマ
統一テーマ

統一テーマ「Re-START!」
　第40回の節目を迎える川崎学
園祭。「自らの新たな発見や発展
の機会にしよう」という学生たち
の思いが込められています。

※ 職員学生駐車場を無料開放。駐車台
数の関係上、できるだけ公共交通機関
をご利用ください。

イベント情報
前夜祭、仮装行列、東北復興支援展・
チャリティバザー、flumpoolライブ、
本郷奏多トークショー、お笑いライブ
など、多彩な催しがあります。詳細は、
学園祭のホームページで。
　http://www.kawasaki-m.
ac.jp/festival/

40周年記念講演会　12日㈰14:30～16:00
「ひとりはみんなの為に みんなはひとりの為に」

－スーダンに病院を　東北に笑顔を－
講師 川原 尚行氏（認定NPO法人ロシナンテス理事長）
会場 川﨑祐宣記念講堂
問合せ先 ☎086-462-1111㈹ 医科大学 学生課

医学講演会　11日㈯ 13：30〜15：00
「健康はいい呼吸から ―すこやかな呼吸を手に入れよう―」
講師  中田 昌男（川崎医科大学 呼吸器外科学教授、
　　 川崎医科大学附属病院 副院長・呼吸器外科部長）
会場 現代医学教育博物館
問合せ先 ☎086‑464‑1164 川崎医科大学附属病院 病院庶務課

医学展　11日㈯・12日㈰ 9：30〜17：00
「かわさき肺ランド」－呼吸器って何？－
肺年齢の計測体験、様々なマスクの紹介、呼吸リハビリ体験 ほか
会場 現代医学教育博物館 

≪川崎医科大学≫
「疾病制圧に向けた大学の挑戦」　12日㈰ 10:00～11:00
　　　講演終了後「研究者と話そう(Meet the Researcher)」
講演１「アスベストによるがん（中皮腫）の起こり方と治し方」
講演２「肺がん治療～最新の話題と正しい情報選択」
講師  大槻剛巳(衛生学教授)、深澤拓也(総合外科学講師)、
　　 清水克彦(呼吸器外科学准教授)
会場 医科大学 校舎棟9階
問合せ先 ☎086-462-1111 （内線26030）研究支援係

《川崎医科大学附属川崎病院》
「身近な眼の病気と治療」　11日㈯ 14：30～16：30
講演１「ここまで進んだ白内障手術」
講演２「こんな見え方には要注意！」 ～眼科で見つかる色々な病気～
講演３「小児の近視進行は予防できるか？」
講演４「新しい点眼薬と上手な使い方」
講師 長谷部 聡（眼科部長、川崎医科大学眼科学2教授）　ほか
会場 岡山県総合福祉会館（岡山市）
申込必要　問合せ先 ☎086-225-2171 庶務係

《川崎医療短期大学》
「皆で楽しむ工作ワークショップ　11日㈯ 10：00～11：30
－１枚の紙から広がる子どもの世界－」＊松丘会ホームカミングデー共催
講師  尾﨑 公彦（医療保育科教授） ほか　対象 幼稚園児・小学生
会場 医療短期大学体育館
問合せ先 ☎086-464-1032 公開講座係

学園祭同時開催 各種行事
公開講座

◦川崎医科大学 11日㈯ 10：00〜
　☎086-464-1012 教務課
◦川崎医療福祉大学 11日㈯・12日㈰ 10：00〜
　☎086-464-1004 入試課
◦川崎医療短期大学 11日㈯・12日㈰ 9：00〜
　☎086-464-1033 教務課入試係
◦川崎リハビリテーション学院 11日㈯ 13：30〜
　☎086-464-1179 事務室

オープンキャンパス （申込不要）

◦川崎医療福祉大学同窓会
　第8回ホームカミングデイ
　11日㈯・12日㈰ 10：00〜17：00
　医療福祉大学 3階レストラン
◦川崎医療短期大学同窓会（松丘会）
　第3回松丘会ホームカミングデー
　11日㈯ 10：00〜15：00
　医療短期大学 体育館西側と学生ホール

ホームカミングデー

川崎医療福祉大学大学院では、社会で活躍中の方々にも広く学んでいただけるよう、

下記の制度を設けています。また、修士課程の入試では、英語の筆記試験が免除とな

る社会人向けの出願区分（社会人出願）もあります。

大学院で 学んでみませんか？

資料請求および詳細はホームページをご覧ください。　川崎医療福祉大学 トップページ＞入試情報＞大学院
川崎医療福祉大学　入試課
問合せ先　☎086-464-1004

医療福祉学研究科
⃝医療福祉学専攻（修士課程・博士後期課程）
⃝臨床心理学専攻（修士課程・博士後期課程）
⃝保健看護学専攻（修士課程・博士後期課程）
 
医療技術学研究科
⃝感覚矯正学専攻（修士課程・博士後期課程）
⃝健康体育学専攻（修士課程）
⃝臨床栄養学専攻（修士課程）
⃝健康科学専攻（博士後期課程）
⃝臨床工学専攻（修士課程・博士後期課程）
⃝リハビリテーション学専攻（修士課程・博士後期課程）
 
医療福祉マネジメント学研究科
⃝医療福祉経営学専攻（修士課程）
⃝医療秘書学専攻（修士課程）
⃝医療福祉デザイン学専攻（修士課程）
⃝医療情報学専攻（修士課程・博士後期課程）

教育方法の特例措置　職業を有している等の事情により、通常の授業時間帯での修学が困難で
あると認められる大学院生が対象です。通常時間帯以外の次の時間帯においても授業の開講が
可能です。※�授業科目によっては認められないことがあります。
　≪火・金≫６～７時限（18：00～21：10）　≪土≫３～４時限（12：45～15：55）

長期履修学生制度　職業を有している等の事情により、定められた修業年限では大学院の修了
が困難な方が対象です。修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了
することを認める制度（修士課程では最長４年、博士後期課程では最長６年）です。
本制度の適用を申請し認められた場合、納入する授業料総額は基本的に正規の金額（修士課程
では２年間分、博士後期課程では３年間分）と同額になります。

◆6月1日、45回目の川崎学園創立記念日
◆川崎医療福祉学会 総会及び第46回研究集会(6/11)
◆医科大学とフライブルグ大学医学部が
　医師の海外研修プログラムに関する協定締結(6/11)
◆第2回医療連携懇話会 附属川崎病院(6/18)
◆西日本医科学生総合体育大会 壮行会(7/7)

◆医学・医療福祉学振興会 助成金贈呈式(7/7)
◆附属病院 防災訓練(7/23)
◆かわさきわくわくこどもまつり2014

川崎医療短期大学 医療保育科(7/26)
◆倉敷天領夏祭り 特別賞受賞(7/26)
◆人事考課・目標管理研修(7/26,8/9)

◆川崎医科大学学術集会(8/2)
◆かわさき夏の子ども体験教室2014(8/19,20)
◆川崎塾 3期スタート(8/23)
◆メディカルカフェ in かわさき

「女性医師を応援します！」(9/4)
◆KAWASAKI CUP EX 2014(9/20)

学園の今  （H26.6月〜9月）
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　今年8月より、リンパ浮腫に対するリエゾン治療（各科連携
治療）を開始しました。整形外科、形成外科・美容外科、リハ
ビリテーション科、心療科、乳腺甲状腺外科、産婦人科の各専
門医が連携し、1次性・2次性リンパ浮腫の治療を行います。特
に、整形外科と形成外科・美容外科が協力して行う外科的治療
では、外径0.3～0.5mm以下のリンパ管と細静脈を手術用顕
微鏡下に吻合するUltra-microsurgeryを得意としており、
ZoneⅠ指尖部切断再接着術の際にも用いているUntied Stay 
Suture法によるリンパ管細静脈吻合術を行っています（写真）。
　この技術は川崎医科
大学におられた山野慶
樹先生（大阪市立大学 名

誉教授）、光嶋勲先生（東

京大学 形成外科学教授）
から継承されたもので
あり、本学の特徴の1
つと言えます。しかし、
外科的治療だけで保存
的治療から解放される
症例はごく一部であ
り、リハビリテーション科による複合的理学療法は必須の治療
法です。リンパ浮腫の病期・重症度は症例により違い、治療法
も症例ごとに変化します。また、症例によっては心療科、乳腺
甲状腺外科、産婦人科などの専門的サポートが必要です。
　リンパ浮腫リエゾン治療の外来は皮膚運動器センター外来
の整形外科（長谷川健二郎准教授）と形成外科・美容外科（長
島史明講師）が窓口となります。

学会・研究会名 開　催　日 会　　　場 代　　表　　者
第30回 日本義肢装具学会学術大会 10/18～19 岡山コンベンションセンター 大会長：椿原 彰夫　 （川崎医療福祉大学 学長）
第52回 日本消化器がん検診学会大会 10/23～26 神戸国際会議場 他 会　長：井上 和彦　 （川崎医科大学 総合臨床医学准教授）
第55回 日本脈管学会総会 10/30～11/1 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13回 日本医療経営学会学術集会・総会 11/8 川崎医療福祉大学 大会長：斎藤観之助（川崎医療福祉大学 副学長）
第12回 日本運動処方学会大会 11/8～11/9 川崎医療福祉大学 会　長：長尾 憲樹　 （川崎医療福祉大学 健康体育学科教授）

本学園の教職員が 会長・実行委員長を務めます

川崎医科大学附属病院

　　第10回Oncology Seminar
「がん化学療法看護の変遷

～治療に携わる看護師の役割とは～」
10/18㈯ 13:30～　会場 川崎医科大学 校舎棟7階
対象 看護師・薬剤師・コメディカル　申込必要
問合せ先 ☎086-462-1111（内線22612）　地域医療連携室

　　市民公開講座
「第13回もの忘れフォーラム」
H27.3/7㈯ 13:30～　会場 くらしき健康福祉プラザ
対象 一般
問合せ先 ☎086-464-0661 認知症疾患医療センター

　　糖尿病週間行事2014
「知っておきたい糖尿病とメタボリック症候群」
講演のほか、各種測定コーナー、食事会、相談コーナー
11/16㈰ 9:45～
講師 金藤秀明（糖尿病・代謝・内分泌内科学教授）
会場 川崎医療福祉大学 講義棟3階　対象 一般
参加費 1,000円　申込締切 11/13(木)
問合せ先 ☎086-462-1111（内線27512）
　　　　  川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学

川崎医科大学附属川崎病院

　　ヘルスケアセミナー in 川崎病院
第5回�「正しい服用　～お薬を知ろう～（仮）」
11/8㈯ 14：00～　講師 今村明正（薬剤部部長）
第6回�「医療費制度をよく知ろう（仮）」
H27.3/14㈯ 14：00～　 講師 長畑真由美（医事課課長）
会場 東館9階会議室　対象 一般　定員 30名
申込必要　問合せ先 ☎086-225-2171 庶務係

　　せとうちクリニカル・ベストプラクティス・ミーティング
第5回�「胃ろう・腸ろうへのアプローチ　第３弾」
9/27㈯14：00～　講師 山辻知樹（外科副部長）
第6回�「形成外科領域　褥瘡における最新治療とケア」
10/18㈯14：00～　講師 山本雅之（形成外科医長）
第7回�「胃ろう・腸ろう・吸痰の医療処置」
11/29㈯14：00～　講師 武田尚子（看護部看護副師長）
第8回「長引く咳の診断と治療のコツ（仮）」
H27.2/28㈯14：00～　講師 沖本二郎（内科部長）
第9回�「胆・膵疾患の内視鏡診断と最新治療」
H27.3/28㈯14：00～　講師 河本博文（内科部長）
会場 東館9階会議室
対象 医師、看護師、臨床工学技士、ソーシャルワーカー、
ケアマネージャー等　定員 30名　申込必要
問合せ先 ☎086-225-2133 地域医療連携室

川崎医療福祉大学

　　大学公開講座
「高齢者と安全」　10/25㈯ 13：00～15：30
講師 難波哲子（感覚矯正学科 教授）
　　 西本哲也（健康体育学科 准教授）
　　 金光義弘（臨床心理学科 特任教授）
会場 講義棟4601教室　対象 一般
問合せ先 ☎086-464-1021 公開講座係

　　公開セミナー
「自閉症と脳機能」　9/27㈯ 13：30～15：00
講師 彦坂和雄（感覚矯正学科 教授）
会場 講義棟4602教室
対象 一般、医療従事者、在学生
問合せ先 ☎086-462-1111（内線54904）
　　　　  感覚矯正学科 担当：長江
「中高年者のための水中運動」
10/7・14・21・28㈫ 10：00～12：00
講師 小野寺 昇（健康体育学科教授）
会場 温水プール　対象 一般　定員 各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

特に記載のないものは参加費、申込は不要
詳細は、各施設のホームページ等で公開講座・セミナーのご案内（9月〜H27.3月） 10/11・12学園祭と同時開催はP2に掲載しています

　川崎医科大学は、「レジデント海外研修フェローシッププログ
ラム：Traveling Fellowship Residency Program （TFRP）」を
平成20年から開始しています。TFRPは、研修を通じて海外の
医療制度について学ぶとともに、国際的視野の獲得などを目指
しています。これまでに、フライブルグ大学、ミュンヘン大学（ド
イツ）、ラッシュ大学、ジョンス・ホプキンス大学、バーモント大
学（アメリカ）、トロント大学（カナダ）へも初期研修医を総計
30名派遣しており、本年も各大学１～2名ずつが研修します。
　6月にはフライブルグ大学医学部と大学間の正式な交流協
定を初めて締結。フ
ライブルグ大の若
手医師・学生を川崎
医科大学へ招へい
することも計画し
ています。今後、他
大学との間にも同
様の協定を締結し
ていく予定です。

医科大学とフライブルグ大学医学部
医師の海外研修プログラムに関する協定締結

フライブルグ大での調印式に臨んだ
柏原副学長と長谷川教授（研修プログラム責任者）

インターネットサイト  「岡山医療ガイド」  の川崎医科大学附属
病院・附属川崎病院の各ページには 関連ニュースが多数掲載さ
れています （ ）は掲載日

●�フライトナース目指す男性看護師　川崎医大病院（6/19）
●�川崎医科大が独大学医学部と協定　初期研修医２人を派遣（6/25）
●�中性子で頭頸部がん破壊　川崎医大病院が治験開始（7/3） 
●�「肺聴診」理論的に解説　川崎医大（7/14） 
●�〈スペシャリスト〉小腸カプセル内視鏡検査　川崎医大消化管内科学（7/21） 
●�睡眠と健康　川崎医療福祉大�臨床心理学科 （8/4） 
●�高齢者と生きがい　川崎医療福祉大保健看護学科 （8/18）
●�デング熱　発熱後に発疹（9/6） � ほか

川崎医科大学附属病院
リンパ浮腫リエゾン治療外来開設

外来日：火曜日 午後(整形外科)
　　  　木曜日 午前(形成外科・美容外科)

72歳 女性 左上肢続発性リンパ浮腫

術前 術後7日目
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KAWASAKI�CLUBは、学園の卒業生と退職した職員を対象に、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、メールか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）

　7月中旬に掘削工
事が終了し、引き続き
基礎工事を行い、建物
の骨組みを作る躯体
工事に取りかかって
います。6台の大型ク
レーンで資材を降ろ
し、深さ11～14mの
地下で鉄筋・型枠組
立、コンクリート打設等の作業を行っています。
　新病院は最新の免震構造を取り入れ、建物と基礎の間に設
置する免震装置は全部で114基におよびますが、8月時点で
は建物中央部に25基を設置しました。
　今後は、地下躯体工事が10月に終了し、年末には地上1階、
平成27年末には地上15階まで躯体工事が進み、平成28年8月
に竣工予定です。

新築工事進捗状況 川崎医科大学附属川崎病院

　昨年1月、眼科内に斜視・弱視外来を開設しました。斜視・弱
視に豊富な診療経験を持つ眼科医3名（長谷部聡教授、古瀬
尚講師、宮田学講師）と専門のトレーニングを受けた視能訓
練士が診療を担当しています。平成25年1年間で、延べ3,087
名の方に受診いただき、斜視手術は中四国屈指の332件を実
施しました。
　斜視手術は比較的簡単な手術と誤解されがちですが、きち
んと治すには高い技術力が必要です。眼科の治療方法の進歩
はめざましく、世界中の専門医や
研究者と交流しながら、新しい技
術であるアジャスタブル手術やス
モール・インシージョン手術に積
極的に取り組んでいます。患者さ
ん本位に、納得できるまで説明を
して手術を受けていただくことを
モットーにしています。

川崎医科大学附属川崎病院
斜視・弱視外来

専門外来
ご案内

山陽新聞4月7日 MEDICA掲載

ホームページ(HP)で最新のトピックをご覧いただけます (　)は開催日・掲載日
 川崎学園HP > News&Topics 　 KAWASAKI CLUB HP>学園の今 

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

特別推薦入試 11/1～10 一次 11/15㈯ 11/22 中国・四国地域枠  約15名
岡 山 県 地 域 枠  約 5 名二次 11/29㈯ 12/5

一般入試 12/8～1/16 一次   1/25㈰ 1/27 約60名二次   1/30㈮又は31㈯ 2/4
大学院 10/3～16 11/4㈫ 11/21 25名

川崎医療福祉大学

特別入試・社会人特別選抜・帰国生徒特別選抜 10/6～25 11/2㈰ 11/6 186名
推薦入試 11/10～29 12/7㈰ 12/11 170名
一般入試前期 1/5～26 2/1㈰ 2/5 279名
一般入試後期 2/20～3/10 3/16㈪ 3/19 31名
センター試験利用入試前期（※1） 1/5～26 　　　 2/5 63名
センター試験利用入試後期（※1） 2/20～3/10 　　　 3/19 30名
編入学二次 2/2～9 2/20㈮ 2/26 若干名

大学院入試 修士課程・博士後期課程2期 2/2～9 2/20㈮ 2/26 修士  26名
博士  17名

川崎医療短期大学

AO入試後期 10/1～17 10/26㈰ 10/31 40名
推薦入試（指定校・公募） 11/4～21 11/30㈰ 12/5 109名
一般入試前期 1/8～26 2/2㈪ 2/7 130名
一般入試後期A（※2）・後期B（※3） 2/23～3/9 3/17㈫ 3/19 31名

川崎医科大学附属
高等学校

専願入試 1/5～15 1/18㈰ 1/21 約20名
一般入試 2/2～12 2/15㈰ 2/18 約15名

川崎リハビリテーション学院

社会人特別入試 9/5～19 9/28㈰ 10/3 8名
推薦入試（指定校・公募） 11/4～21 11/30㈰ 12/5 17名
社会人入試 11/4～21 11/30㈰ 12/5 8名
一般入試 1/8～23 2/2㈪ 2/7 17名

平成26年9月現在の情報です。詳細は各施設のホームページをご覧ください。平成27年度 入試情報 オープンキャンパス
学校説明会

川崎医科大学附属高等学校
学校説明会
第3回　11/16 ㈰　10：00～
　☎086-462-3666�事務室

川崎医療福祉大学
2015年 第1回
3/21 ㈯●祝　13：00～
　☎086-464-1004�入試課

　詳細は各施設のホームページ
をご覧ください。
　上記日程以外で個別に見学等
をご希望の方は、各施設にお問
い合わせください。

学園祭同時開催はP2参照

入
試
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▪チャレンジ受験（一般入試前期）川崎医療福祉大学
　一般入試前期より前の入試に合格し、既に入学手続きを完了している人が対象。「入学時特待生」を目指して、もう一度、その学科・専攻の
一般入試前期を受験できる制度です。成績が条件を満たせば入学時特待生として認定され、既に納めている授業料・教育充実費が返金されます。

▪社会人特別入試　川崎リハビリテーション学院
　理学・作業療法士への意欲を強く持った社会人に、広く門戸を開く目的で新設されました。試験は小論文と面接のみ。豊かな人間性を有し、
真に実力のある医療人を養成します。

（※ 1）�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。

（※ 2）�大学入試センター試験を利用する
試験。

（※ 3）�本学入試問題による試験。看護科、
医療介護福祉科、医療保育科のみ。

●「人と科学の未来館サイピア」にて企画展(10/1～11/9) 
[現代医学教育博物館]

●�KAWASAKI�CUP�EX�2014�チーム医療を競う(9/20)� [医科大学]
●�神経内科/情報誌オセラ(8/25発行)�� [附属病院]
●�日本医療秘書実務学会�第5回全国大会(8/23)�� [医療福祉大学]
●�日本家族看護学会�学術集会/山陽新聞(8/1)�� [医療福祉大学]
●�川崎学園「創立から45年�良き医療人を育む」/中国新聞(7/27)

●�「医療秘書としてチーム医療支えたい」/山陽新聞(7/27) 
[医療福祉大学]

●�短歌・俳句を通じて国語表現力の向上を目指す(7/11)
[医療短期大学]

●�乳腺甲状線外科/情報誌オセラ(6/25発行)�� [附属病院]
●�医療秘書学科「医師の右腕として医療支える」/山陽新聞(6/22)

�[医療福祉大学]
●�小児科/子育て応援誌「HUG�HUG」(6/20発行)� [附属川崎病院]


