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　KAWASAKI CLUBは、生涯教育・
生涯学習の場として、また、学園か

らの最新情報を発信していく場とし
て発足し、現在、会員数は4万5,000名

に達しています。会員の皆様には、ご健勝にご活躍のこ
とと存じ嬉しく思っております。
　卒業後・退職後も多くの会員の皆様に、生涯教育の一環
として学園内の図書館を利用いただいているところです
が、このたびは新たに、KAWASAKI CLUB会員及び会
員のお子さまを対象とする奨学金給付制度を設けまし
た。ぜひご活用ください。
　医療・医療福祉分野ではますます有能な人材が求めら
れており、学園の担う使命も大きくなっています。川崎
医療福祉大学では、これらの社会的要請に応えて、平成
29年度から、これまでも受験生の多かった保健看護、感
覚矯正、健康体育、リハビリテーション、臨床工学の各
学科で入学定員を増員します。また来春、新たに３つの
学科、「子ども医療福祉学科」、「臨床検査学科」、「診療放

射線技術学科」を開設予定です。これまで川崎医療短期
大学で培ってきた教育実績を礎に、４年制に移行して、
ますます高度化・専門化する医療福祉の現場で活躍でき
る人材を育成してまいります。これらにより、川崎医療
福祉大学は3学部15学科、入学学生総定員が1,000名を超
える医療福祉の総合大学となります。
　来たる12月1日には、川崎学園の母体である附属川崎
病院が新築移転し、「川崎医科大学総合医療センター」に
改称し新たなスタートをきります。特定機能病院・災害拠
点病院とし大きな役割を果たしている川崎医科大学附属
病院共々、教職員力を合わせ、地域の皆様の期待に応え
うる素晴らしい病院を作っていきたいと考えています。
　今年は、学園創設者 川﨑祐宣が亡くなって早いもので
20年目となります。学園創設者が目指した「良き医療人、
医療福祉人の育成のため」、また「患者さんのため」、よ
り素晴らしい学園づくりを進めてまいります。皆様には
一層のご指導とお力添えをいただきますようお願い申し
上げます。

学校法人川崎学園 理事長　川嵜誠治
巻 頭 言

　KAWASAKI CLUBは、平成19年に、会員相互の交流の場を
設け、会員の生涯教育・生涯学習に資することを目的に発足
し、学園内の附属図書館の利用、KAWASAKI CLUB ラウンジ
等ご活用いただいています。
　従来、学園の各施設を卒業された方や退職された教職員を
会員としておりましたが、本年４月からは、現在勤務されてい
る教職員※1の皆様も会員にお迎えいたしました。

　この度は、新たに奨学金制度を設けました。この制度は、
KAWASAKI CLUBの会員及び会員のお子さま（1親等）が、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
学院のいずれかへ入学された際に、入学した施設の入学金の2
分の1を奨学金として給付するものです。（平成29年度入学生より適用）

　KAWASAKI CLUBで は、 こ れ か ら も 会 員 の 皆 様 へ、
KAWASAKI CLUB NEWSやWebサイトを通じて情報をお届
けしてまいります。

※1  学校法人川崎学園就業規則、学校法人九曜学園就業規則に拠る職員

KAWASAKI CLUB　奨学金制度新設

KAWASAKI CLUB ラウンジ（本館棟8階）

KAWASAKI CLUB ラウンジのご紹介
　卒業アルバムや川崎学園祭パンフレットのバックナンバー、学報、
川崎学園だより、各施設の広報誌、創立記念誌等を揃えており、自由
に閲覧いただけます。ぜひご利用ください。
利用時間
≪平日≫9：00～16：30　　　　　≪土曜日≫9：00～12：00
　※ 日曜日・祝祭日・川崎学園創立記念日（6月1日）、年末年始（12月29日

～1月3日）はお休みとなります。



（新）
①学園教職員・学生および家族向け見学会
　平成 28 年 11 月 12 日 ( 土 )・13 日 ( 日 )　いずれも 13:00 ～ 17:00（受付 16:00 まで）
②一般見学会（どなたでも見学いただけます）
　平成 28 年 11 月 20 日 ( 日 ) 13:30 ～ 16:30（受付  15:30 まで）
　平成 28 年 11 月 21 日 ( 月 ) 10:00 ～ 15:00（受付  14:00 まで）
　　　※19日 ( 土 ) は実施せず、21 日 ( 月 ) を新たに設けました。

（旧）
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　川㟢明德学園長（前理事長）
に、この写真についてお話をう
かがいました。
　「最初の外科川㟢病院は、現
在の附属川崎病院の道路を隔
てて斜め前で、閉院して空いて
いた武藤小児科病院を借りて
昭和14年に開院しました。
　広い敷地内に、入院の棟

む ね

、外
来の棟、その後ろに住まいがあって、私たちはそこに住んでいまし
た。当時から『年中無休・昼夜診療』を掲げていて、最初、医師は
父（祐宣）一人で、朝出て行って夜戻る、夜中も救急、往診に行く
という状態でした。私はかなりヤンチャだったようで、しょっちゅ
う父に叱られていました。

川崎学園

前列向かって一番左が川﨑明德学園長
二人おいて川﨑祐宣院長

学会・研究会名 開　催　日 会　　　場 代　　表　　者
第23回日本ステロイドホルモン学会学術集会 2016/1/15 倉敷市芸文館 会　長：宗 友厚  　（川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学教授）
第3回ホスピタルデザイン研究会 総会・研究大会 2016/2/13 川崎医療福祉大学 会　長：青木 陸祐（川崎医療福祉大学 医療福祉デザイン学科教授）
第46回日本小児消化管機能研究会 2016/2/13 倉敷市芸文館 会　長：植村 貞繁（川崎医科大学 小児外科学教授）
第40回日本遺伝カウンセリング学会学術集会 2016/4/3〜6 国立京都国際会館 会　長：山内 泰子（川崎医療福祉大学 医療福祉学科准教授）
第43回日本血液浄化技術学会学術大会・総会 2016/4/30〜5/1 岡山コンベンションセンター 大会長：小野 淳一（川崎医療福祉大学 臨床工学科講師）
第17回ホルモンと癌研究会 2016/6/24〜25 倉敷アイビースクエア 会　長：紅林 淳一（川崎医科大学 乳腺甲状腺外科学教授）
第20回日本渡航医学会学術集会 2016/7/23〜24 倉敷市芸文館 大会長：中野 貴司（川崎医科大学 小児科学教授）
第4回日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会総会・学術講演会 2016/9/2〜3 倉敷市芸文館 会　長：原田 保  　（川崎医科大学 耳鼻咽喉科学教授）
日本医療秘書実務学会 第7回全国大会 2016/9/10〜11 川崎医療福祉大学 会　長：田中 伸代（川崎医療福祉大学 医療秘書学科准教授）
第1回岡山県地域包括ケアシステム学会学術大会 2016/9/11 川﨑祐宣記念講堂 大会長：椿原 彰夫（川崎医療福祉大学学長）
第57回日本児童青年精神医学会総会 2016/10/27〜29 岡山コンベンションセンター 会　長：青木 省三（川崎医科大学 精神科学教授）
日本音楽即興学会 第8回学術大会 2016/11/12〜13 川崎医療福祉大学 大会長：田中 順子（川崎医療福祉大学 リハビリテーション学科准教授）
日本顕微鏡学会 第59回シンポジウム 2016/11/18〜19 帝京平成大学 池袋キャンパス 実行委員長：山田 作夫（川崎医科大学 微生物学准教授）
第48回日本小児感染症学会総会・学術集会 2016/11/19〜20 岡山コンベンションセンター 会　長：尾内 一信（川崎医科大学 小児科学教授）
第20回日本ヒスタミン学会 2016/11/24〜25 倉敷市立美術館 会　長：原田 保  　（川崎医科大学 耳鼻咽喉科学教授）
第11回日本病院前救急診療医学会総会・学術集会 2016/12/9 岡山国際交流センター 会　長：荻野 隆光（川崎医科大学 救急医学教授）

本学園の教職員が 大会長を務めます

　この記事は、学園内広報誌『川崎学園だより』に今年２月から連載中の「川崎学園ヒストリア」の記事を
もとに作成しております。「川崎学園ヒストリア」では、学園の精神に連なることばやエピソードをご紹介
しています。連載中の記事は、KAWASAKI CLUBのWebサイトの特設コーナーでご覧いただけます。

　学校法人川崎学園創設者 川﨑祐宣先生は、医療、医療福
祉、医学医療教育の三大事業を完遂されましたが、その
歩みは、附属川崎病院の前身である外科昭和医院の昭和
13(1938)年の開院に始まります。それから78年、附属川
崎病院は今年12月1日、新築移転し「川崎医科大学総合医
療センター」として新たなスタートをきります。

川﨑祐宣先生　今年、生誕112周年／没後20年

　昭和16年には隣の福武病院（出征して空家）も借りて病院を拡
張、宮崎から前田副院長が看護師を連れて応援に来てくれていまし
た。病院の評判もよく、また当時は召集されて医師も少なく、閉め
る医院も多くて、患者さんは増える一方でした。受付窓口には、『医
療費にお困りの方は御遠慮なくお申し出ください』と貼り出してあ
りました。
　昭和18年に病院はまるごと臨時海軍病院に徴用され、祐宣院長は
現地徴用で海軍軍医に任官しました。昭和20年になると前田副院長
が召集され、祐宣院長も6月19日から7月20日まで戸塚の海軍病院
へ徴集されていて、岡山大空襲で病院が全焼した時は不在でした。※

　この写真は福武病院の屋上で、天満屋が後ろに見えます。昭和17
年、私が深柢小学校３年生の頃の写真だと思います。」

（ヒストリア〔2〕より）

1938 外科昭和医院開業
1939 外科川㟢病院開院

1956 財団法人旭川荘創設

1960 総合病院川崎病院開設

1970 学校法人川崎学園設立
　　 　医科大学、附属高校開学

1971 総合病院川崎病院から
　　 川崎医科大学附属川崎病院へ名称変更

1991 医療福祉大学開学

2011 岡山市と基本協定
2016

1974 リハビリテーション学院開設
1973 医療短期大学開学
1973 医科大学附属病院開院

終戦の翌年、現在地に再建され
た外科川﨑病院。焼野原に復興
した病院は市民にとって安心
の的であった。

医科大学は現在の医療短期大学の校舎を使い
スタートした。左上に「川崎医科大学」の文字

2013.9.26
新病院起工式

戦前・戦中の川崎病院

※焼け残った市街地北部の眼科病院を借りて8月15日には診療を再開した。
　再開記念の杯をあげていた最中、終戦の玉音放送が始まった。
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　平成29年度入試から、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の3校は、試験日程を統一し、
同一問題による入試を実施します。
　また、推薦入試後期、一般入試、センター試験利用入試で
は、一つの入学試験で3校への出願や併願も可能となり、学外

会場も多く設けられており、受験機会が拡大されることになり
ます。詳細は同封の3校の『2017 Campus Guide』やWeb
サイトでご確認ください。
　3校合同のオープンキャンパスも開催されます。

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
3 校が合同で入試を実施

川崎医療福祉大学に新しく3 学科が誕生！ 平成29年4月
設置予定

　平成29年度から川崎医療福祉大学に「子ども医療福祉学科」
「臨床検査学科」「診療放射線技術学科」を新設します。川崎医
療短期大学の「医療保育科」「臨床検査科」「放射線技術科」で
培ってきた教育実績を基盤として4年制へ移行し、高度な専門
性と豊かな人間性の形成をさらに強化することで、社会に求め
られる医療福祉人を育成します。

　今年5月12日㈭に岡山で開催された高校生向け進学相談会
では、例年の倍以上の相談者がブースを訪れ、高校生や保護者
の方々の関心の高さがうかがえました。川崎医療福祉大学は、
３学部15学科となり、創設者の川㟢祐宣先生が提唱された医
療福祉の理念を実践しつつ、これからも社会の要請に応えてま
いります。

医療福祉学部 定員80名／4年制

子ども医療福祉学科
医療・保育・ソーシャルワークに強く、

病児・発達障がい児への保育や保護者への
相談援助ができる人材を育成します。

川崎医療短期大学　医療保育科
2005年設置　卒業生607名

医療技術学部 定員60名／4年制

臨床検査学科
血液、生化学、微生物、病理、

心電図、脳波など多様な臨床検査を学習し、
実践できる人材を育成します。

川崎医療短期大学　臨床検査科
1973年設置　卒業生2,106名

医療技術学部 定員60名／4年制

診療放射線技術学科
理系基礎から放射線専門分野、
チーム医療まで系統的に学び、

技術革新に対応できる人材を育成します。

川崎医療短期大学　放射線技術科
1977年設置　卒業生1,961名

※１  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。ただ
し、センター試験利用入試については
リハビリテーション学院を除きます。

※２  推薦入試前期の有資格入試を行うの
は、医療福祉、臨床心理、保健看護、子
ども医療福祉、健康体育、臨床検査、
医療福祉経営、医療秘書、医療福祉デ
ザイン、医療情報の各学科です。

※３  指定校制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。

詳細は、同封の『2017Campus Guide』17〜18ページでご確認ください。

入試区分 専願・併願※1 出願期間 試験日 合格発表 試験会場 備考

ＡＯ入試  前期 専願 8/5〜8/17 8/27㈯ 9/2

出願した
各施設

ＡＯ入試  後期 専願 9/5〜9/13 9/24㈯ 9/30

推薦入試  前期

公募
専
願10/7〜10/17 10/29㈯ 11/4有資格※2

指定校※3
推薦入試  後期A日程 併願

11/4〜11/12
11/25㈮

12/2
医療福祉大学
東京　名古屋
大阪　　米子
広島　　山口
高松　　松山
高知　　福岡

鹿児島

A、Bの両日程の
受験可能推薦入試  後期B日程 併願 11/26㈯

一般入試  前期A日程 併願

1/5〜1/17

1/30㈪

2/7
A、Bの両日程の

受験可能一般入試  前期B日程 併願 1/31㈫

センター試験利用入試 併願 1/30㈪・1/31㈫
いずれかで面接

一般入試前期との
同時出願可能

一般入試  後期 併願 2/7〜2/13 2/22㈬ 2/27 医療福祉大学

平成29年度 3校合同入試の概要

川崎医療短期大学の実績や
ノウハウを進化させ

【平成29年度入試の
主なポイント】

1 3校間の併願が可能
2 3校全学科にAO入試導入
3 受験機会が拡大
4 Web出願開始

　医療・医療福祉分野で活躍できる有能な人材が求められる
中、川崎医療福祉大学では、平成29年度から右の学科の入学
定員を増員します。
　充実した教育環境のもと、実践力で定評のある医療福祉人を
これからも数多く育成していきます。

入学定員が増員されます！ 入学定員増となる学科 H28年度 H29年度
保健看護学科 100名 120名
感覚矯正学科・視能矯正専攻 30名 40名
感覚矯正学科・言語聴覚専攻 40名 60名
健康体育学科 60名 80名
リハビリテーション学科・理学療法専攻 40名 60名
リハビリテーション学科・作業療法専攻 40名 60名
臨床工学科 60名 80名
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川崎医科大学
　8月  6日㈯	 13：00～
　問合せ先　☎086-464-1012	教務課

詳細は各施設のWebサイトをご覧ください。
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。

オープンキャンパス・学校説明会 ※は学園祭と同時開催

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
　第2回   7月24日㈰	 10：00～
　第3回   9月  4日㈰	 10：00～
　第4回   3月20日(月·祝)	 13：00～
　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
　  8月7日㈰	 	 10：00～
※10月8日㈯・9日㈰	 10：00～
　問合せ先　☎086-464-1004	入試課
川崎医療短期大学
　   8月20日㈯	 	 13：00～
※ 10月  8日㈯・9日㈰	 10：00～
　問合せ先　☎086-464-1033	教務課
川崎リハビリテーション学院
　第1回   8月  6日㈯	 13：30～
※第2回 10月  8日㈯	 13：30～
　第3回 12月17日㈯	 13：30～
　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：本校≫
　第1回   7月24日㈰	 10：00～
　第2回   8月28日㈰	 10：00～
　第3回 10月30日㈰	 10：00～
　問合せ先　☎086-462-3666	事務室

「身近な心臓病 ―予防の対策と治療方法を知りましょう―」
8日㈯　13：30～15：00
　講師　上村 史朗　　医科大学 循環器内科学 教授、医科大学附属病院 循環器内科 部長
　会場　医科大学 現代医学教育博物館 3階講堂

川崎医科大学同窓会 40周年記念事業 総会シンポジウム・祝賀会
　8日㈯　16:30～　　会場/ホテルグランヴィア岡山
第1回ホームカミングデーおよび施設見学会（川崎医科大学同窓会)
　9日㈰　9:00～14：00　　会場/医科大学校舎棟7階
第10回ホームカミングデイ（川崎医療福祉大学同窓会）
　8日㈯・9日㈰　9：00～15：30　　会場/医療福祉大学3階レストラン
第5回松丘会ホームカミングデー（川崎医療短期大学同窓会)
　8日㈯　10:00～15:00　　会場/医療短期大学校舎棟2階　学生ホール ※各種イベント情報等は決定次第、Webサイトでお知らせします。

統一テーマ：「笑顔満祭」
　笑顔満載という言葉があります。みんなが笑顔であふれることを表す言葉です。
　ここに「満載」の「載」に「祭（さい）」の意味を含め「笑顔満祭」としました。
　笑顔があふれる楽しい学園祭にしようという思いが込められています。

川崎学園祭第42回

平成28年 10月8日㈯・9日㈰

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（専願） 11/1 〜 9
一次 11/12㈯ 11/19 中国・四国地域枠  約15名

岡山県地域枠  約   5名二次 11/26㈯ 12/2

一般入試 12/5 〜 1/13
一次   1/22㈰ 1/24 一 般  約60名

静岡県地域枠（専願）  5名
長崎県地域枠（専願）  5名二次   1/27㈮又は28㈯ 2/1

大学院 9/30 〜 10/13 　　 11/  1㈫ 11/18 25名

川崎医科大学附属高等学校
専願入試（※） 　　   1/15㈰
一般入試（※） 　　   2/19㈰
転入学（※） 　　   2/19㈰

（※）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。

平成28年6月現在の情報です。詳細は各施設のWebサイトをご覧ください。

《川崎医科大学附属川崎病院》
『婦人科系がん・泌尿器系がん（仮題）』
8日(土)　14:30～
会場/岡山県総合福祉会館

《川崎医療短期大学》
『発達障がいのある子どもへの支援

―意味あるやりとりを目指して―』
8日(土)　14:00～16:00
会場/医療短期大学 体育館102教室

公開講座 （学園祭同時開催）医学講演会

「ハートキャッチ☆KAWASAKI」
川崎学園の学生による一般市民向けの循環器疾患予防に向けた参加型啓発活動
8日㈯・9日㈰　会場　医科大学 現代医学教育博物館 2階

医学展

ホームカミングデーなど

平成29年度 入試情報

オープンキャンパス
詳細は下記参照
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　脳卒中科では脳卒中の急性期治療と予防的治療を行ってい
ます。脳卒中は脳梗塞、脳内出血およびくも膜下出血といった
疾患の総称です。後遺症をできるだけ軽くするためには、少し
でも早く治療を始めることが重要です。特に脳梗塞は、閉塞し
た脳血管を早期に再開通させることで症状が劇的に改善する
こともあります。このために血栓溶解療法や血栓回収療法を
行っています。また予防のための専門的な検査や治療にも力を
入れています。すべてのタイプの脳卒中に対して最適な治療を
迅速に行うために、脳神経外科をはじめとする関連診療部門と
毎朝脳卒中カンファレンスを開催しています。これらの取り組
みを通して最善の医療を提供できるよう努めています。

　当院の脳神経外科は、川崎医科大学脳神経外科学２講座とし
て2012年に開設されました。主に、脳卒中、頭部外傷など脳
神経救急を中心に、地域に密着しかつ最先端医療の実践に取り
組んでいます。本年からは、脳血管内治療指導医、脊髄・脊椎
外科指導医を迎え、5名の脳神経外科医師の新体制となり、連
携病院からのご紹介、救急などすべての脳神経疾患に365日
24時間対応可能となりました。本年12月に開院を待つ川崎医
科大学総合医療センターで、岡山市の中核病院として、さらな
る脳卒中集中治療、脳血管内治療、脊髄・脊椎治療等の充実を
目指します。

川崎医科大学附属病院
脳卒中科

診療科
ご案内

川崎医科大学附属川崎病院
脳神経外科

診療科
ご案内

　G7伊勢志摩サミットに関連し、G7教育大臣会合が5月14日
㈯、15日㈰に倉敷市で開催されました。主要国での教育大臣
会合開催は10年ぶりで、この歴史的イベントを記念して、川
崎学園では教育に関する国際シンポジウム「倉敷教育シンポジ
ウム2016－良き医療人育成による地域貢献－」を開催しまし
た。文部科学省から正式に「G7倉敷教育大臣会合応援事業」
として承認され、倉敷市の後援を受け、医科大学が主催しまし
た。
　学園が長く交流を続けているOxford大学Green Templeton 
College（GTC） からはDenise Lievesley学長、Richard 
Gibbons教授が来日されました。文部科学省から伊藤史恵
高等教育局企画官、倉敷市から伊東香織市長、医科大学からは

倉敷教育シンポジウム2016 in 川崎学園
－良き医療人育成による地域貢献－

◆第41回川崎学園祭（H27.10/10～11）
◆医療福祉大学 吹奏楽コンクールで全国大会に出場（H27.10/24）
◆医科大学 岡山県と寄附講座「救急総合診療医学」に関する協定締結

（H27.11/18）
◆Oxford大学Green Templeton College訪問（H27.11/2）
◆仕事と子育て行動計画、「くるみん」認定（H27.11/13）

◆上海健康医学院訪問団受入れ（H27.12/13～16）
◆医科大学 大学基準協会による大学認定評価「適合」認定（4/1）
◆現代医学教育博物館リニューアル（4/1）
◆上海健康医学院との友好提携包括協定締結（4/5）
◆川崎学園入学時合同研修2016（4/9）
◆倉敷教育シンポジウム2016 in川崎学園（6/3）

学園の今  （H27.10月〜H28.6月） Webサイトで最新のトピックをご覧いただけます。  （  ）は開催日　 川崎学園HP ＞ News&Topics   KAWASAKI CLUB HP ＞ 学園の今   各施設Webサイト 

福永仁夫学長が講演されました。川崎学園が国際的視野に立っ
て、長年にわたり教育、人材育成を通して地域医療と医療福祉
に貢献してきたことを再確認する機会となりました。
　当日は、教職員・学生・一般参加者合わせて約2,000名が来
場。メイン会場の川㟢祐宣記念講堂の他、医療福祉大学の講義
棟の第2会場へサテライト中継されました。
　最後に医科大学柏原直樹副学長により「川崎教育宣言
2016」が発表され、建学の理念を堅持し、人間の尊厳の尊重、
医療福祉の充実発展と共生社会の実現を目指し、人間性豊かな
人材を育成する総合教育
機関として学園づくりを
目指すことを誓いまし
た。
　学園創設46年を経て、
建学理念を堅持し、理想
を掲げてさらに前進する
ことを教職員、学生が心
に誓うまたとない機会と
なりました。

　我々は建学理念である「人
ひ と

間をつく
る、体をつくる、医学（学問）をきわ
める」を堅持し、良き医療人、医療福
祉人の育成を通じて、これからも地域・
社会へ貢献致します。
　人間の尊厳の尊重、医療福祉の充実
発展と共生社会の実現を目指し、人間
性豊かな人材を育成する総合教育機関
として、皆様と共に生きる学園づくり
を目指すことを誓います。

川崎教育宣言2016
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　4月14日（木）熊本地方で震度7の地震が発生。その後4月
16日（土）再び震度7の地震が発生し、熊本地方は甚大な被害
を受けました。
　川崎学園は、いち早く厚生労働省DMAT事務局および岡山県
からの派遣要請に応え、合計３隊の附属病院DMATチームを派
遣。附属川崎病院からは岡山県医師会からの要請により編成さ
れたJMATおかやまの第6次・第7次チームの一員として参加し
ました。
　なお、川崎学園教職員から義援金を募り、山陽新聞社会事業
団へ1,164,682円を寄付、その他学生も募金活動などを行い
ました。
　被災地の一日も
早い復興を心より
お祈り申し上げま
す。

DMAT：災害派遣医療チーム Disaster Medical Assistance Team の略称
　　　   地震などの大規模災害時に、災害急性期（おおむね48時間以内）に活動できる機

動的な医療チーム

JMAT：日本医師会災害医療チーム Japan Medical Association Team の略称
　　　   DMATによる急性期災害医療の後を引き継ぐ継続的な医療支援として、日本医師会

が主導し各都道府県で編成派遣される災害医療チーム

熊本地震に対する川崎学園の災害支援活動

出発時、病院長からの挨拶（DMAT）第6次チームと第7次チームの引継ぎ（JMAT）

医療支援 活動内容

附属病院
（DMAT）

1次隊 4/16～18
医師2名
看護師1名
業務調整員(薬剤師1名)

2次隊 4/18～21
医師1名
看護師2名
業務調整員(理学療法士1名)

3次隊 4/20～23 看護師2名

附属川崎病院
（JMAT）

第6次 5/10～13 医師1名
看護師1名

第7次 5/13～16 看護師1名

謹んで哀悼の意を捧げます
川崎医科大学元学長

勝村 達喜 先生 
（平成28年4月25日ご逝去 86歳）

　昭和49年9月に医科大学外科学（のちの心臓血
管外科学）教授として着任され、平成59年4月か
ら附属病院長、平成7年4月から医科大学第5代
学長、平成15年4月から平成24年3月まで川崎医
学・医療福祉学振興会理事長を歴任され、教育・
診療・研究の発展のために尽力されるとともに、
教え子の成長を楽しみにしておられました。

現代医学教育博物館館長
川崎医科大学前学長

植木 宏明 先生 
（平成28年5月11日ご逝去 79歳）

　昭和48年10月に医科大学皮膚科学助教授とし
て着任され、昭和51年5月皮膚科学教授就任。附
属病院副院長、医科大学副学長を歴任され、平
成15年4月から平成21年3月まで医科大学第6代
学長。平成21年4月からは現代医学教育博物館館
長を務められました。川崎学園発展、特に国際交
流、医学研究に尽力されました。

　川崎学園と上海健康医学院との交流は、1987（昭和62年）
10月に、上海健康医学院の前身である上海職工医学院と医療
短期大学の間に友好協定の調印が結ばれたことに始まり、以来
29年間にわたりさまざまな分野で交流を深め、協力関係を発
展させてきました。今回は、昨年5月に新しく創立された上海
健康医学院と提携を更に深めるための包括協定を結びました。
　4月5日㈫西館棟16階大会議室で行われた協定書調印式で
は、川㟢誠治理事長をはじめとする各大学学長、附属病院長と
上海健康医学院 黄鋼学長など6名の出席のもと、川㟢理事長と
黄学長が「友好と協力の精神に基づいて、医学及び医療福祉学
の教育研究等の分野における交流活動を推進する」など7項目
からなる、友好提携協定書に調印しました。
　黄学長は「臨床、リハビリテーション、看護での人材育成に
向け、友好関係を発展させたい」と述べられ、川﨑理事長は

「初代理事長 川㟢祐宣の心には、日中両国の友好親善と日中医
学会の学術交流の促進、発展の強い思いがあり、今回の調印を

新たな起点として今後さらに交流が深まることを願っている」
と挨拶されました。
　この度の協定書調印により、両者の友好の更なる発展、ま
た、学術交流の促進が期待されます。

上海健康医学院との連携協定書の締結

上海健康医学院から来学された皆様は、次の方々です。（敬称略）
　上海健康医学院 学長　黄 鋼　　　医療器械学院 院長　　　胡 兆燕
　リハビリ学院 副院長　王 紅　　　薬学院 主任　　　　　　王 志雄
　医療器械学院 主任　　銭 峰　　　アジア核医学院 秘書長　裴 元虎
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KAWASAKI	CLUBは、会員の皆さまを対象に、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
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☎ 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）

Webサイト  「岡山の医療健康ガイド MEDICA」  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。

◦	「脳卒中診療の最前線」10回シリーズ連載中（1/18～）
◦	〔スペシャリスト〕転移性脊椎腫瘍のMISt手術（6/20）
◦	倉敷で「女性医師の会」発足（6/4）
◦	医療人育成の在り方意見交換、G7会合記念シンポ（6/3）
◦	〔名医に聞く〕漏斗病の「ナス法」手術（5/16）
◦	「助けたい」被災地・熊本で（4/21）
◦	重要性増す「遺伝カウンセラー」医療福祉大学（4/2）
◦	高度治療で双子を無事出産（3/14）
◦	川崎医科大が「救急総合診療医学講座」開設（H27/11/18）
◦	脳卒中治療の“地域格差医”是正　（H27/10/26）
◦	メディカルパートナーとしての看護師（H27/10/19）
◦	〔名医に聞く〕泌尿器がん・男性不妊（H27/10/05）

学園祭（10/8・9）と同時開催はP5に掲載しています。
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。公開講座・セミナーのご案内（7月〜12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

川
崎
医
科
大
学
（
共
催
）

Ｈ28年度岡山県 
生涯学習大学 
 

「生活習慣病について
　学ぼう」

「生活習慣病の現状」 
「糖尿病について」 7/27㈬ 17：30〜

勝山 博信（公衆衛生学 教授） 
下田 将司（糖尿病・代謝・内分泌内科学 講師）

校舎棟 
8階 

ラウンジ

岡山県に 
在住及び 
在勤の方

（※） 30名 庶務課 
086-462-1111

「心臓病について」 
「高血圧・慢性腎臓病について」 8/3㈬ 17：30〜

山田 亮太郎（循環器内科学 講師） 
佐藤 稔（腎臓・高血圧内科学 准教授）

「膝の病気について」 
「リウマチについて」 8/10㈬ 17：30〜

梅原 憲史（骨・関節整形外科学 講師） 
向井 知之（リウマチ・膠原病学 准教授）

「認知症について」 
「脳卒中について」 8/17㈬ 17：30〜

久德 弓子（神経内科学 講師） 
井上 剛（脳卒中医学 准教授）

「健康診断と健康増進」 
「環境と健康増進」 8/24㈬ 17：30〜

高尾 俊弘（健康管理学 教授） 
大槻 剛巳（衛生学 教授）

附
属
病
院

Cancer Seminar 未定 8/20㈯ 未定 未定 医療従事者 無料
申込必要 086-462-1111

がん市民公開講座 未定 10/29㈯ 未定 未定 一般 無料 086-462-1111

附
属
川
崎
病
院

ヘルスケアセミナー
in川崎病院

高齢者の薬物療法
　〜多剤服用のリスク〜 7/9㈯ 14：00〜 監物 英男（薬剤部 部長）

東9階 
会議室

一般 無料
申込必要

30名 病院庶務課  庶務係 
086-225-2171

つらい腰痛の対処法（仮題） 9/10㈯ 14：00〜 玉田 利徳（整形外科 医長） 30名

せとうちクリニカル・ 
ベストプラクティス・ 
ミーティング

知っていきたい、
くすりの基本と注意点 7/23㈯ 14：00〜 滝波 昇悟（薬剤部 主任薬剤師）

医療従事者 無料
申込必要

30名

地域医療連携室 
086-225-2133

看取りのケア 
　〜その人らしい旅立ちに向けて〜 9/24㈯ 14：00〜 六原 純子（緩和ケア認定看護師） 30名

高齢者の体力と転倒予防 10/22㈯ 14：00〜
松田 翔太 

（リハビリテーションセンター 理学療法士）
30名

川
崎
医
療
福
祉
大
学

川崎医療福祉大学 
第2回公開講座 
 

「大学で体験！動いて、 
　作って、癒されて」

音楽といやしの時間 7/2㈯ 10：30〜
田中 順子

（リハビリテーション学科 准教授）
講義棟 

4601教室 一般 無料 なし
公開講座係 

086-462-1111 
(内線54222)

川崎医療福祉大学 
第3回公開講座 「がん」を取り巻く医療の現状 11/5㈯ 9：30〜

平井 敏弘（臨床栄養学科 特任教授） 
平松 貴子（附属病院 看護部長）

講義棟 
4601教室 一般 無料 なし

公開講座係 
086-462-1111 
(内線54222)

川崎医療福祉大学 
H28年度公開セミナー

【臨床心理学科】 
　対人社会心理学・入門 
　〜他者とのコミュニケーションに

ついて考える〜

8/20㈯ 10：00〜 福岡 欣治（臨床心理学科 教授） 講義棟 
4101教室

一般 
学生

無料
申込必要

100名
臨床心理学科　白神 

086-462-1111 
(内線54556）

【医療秘書学科】 
　チーム医療のための
　医療プロジェクトマネジメント 
　研修セミナー

9/17、11/19㈯ 13：00〜
9/18、11/20㈰ 10：00〜

宮原 勅治(医療秘書学科 教授) 
山本 智子(医療秘書学科 教授) 
須藤 芳正（医療秘書学科 教授）

本館棟 
3102教室 医療関係者 20名 医療秘書学科　山本 

086-462-1111

【健康体育学科】 
　中高年者のための水中運動

10/4、11、18、25㈫
10：00〜 小野寺 昇（健康体育学科 教授） 温水プール 一般

1回 
500円

申込必要
30名

健康体育学科 
086-462-1111 
(内線54531)

【医療情報学科】 
　25周年記念大会(仮) 11/3㈭ 未定 未定 一般 

医療関係者
無料

申込・未定 400名
医療情報学科　三田 

086-462-1111 
(内線54312)

川
崎
医
療
短
期
大
学

川崎医療短期大学 
H28年度 公開講座 乳がんの発見から治療まで 9/10㈯ 10：00〜

紅林 淳一（医科大学 教授） 
余田 栄作（医科大学 准教授） 
佐藤 朋宏（医科大学 臨床助教） 
鈴木 智子（附属病院 診療放射線技師）

体育館 
101教室

一般 
高校生

無料
申込必要 200名 公開講座係 

086-464-1032

学園のなかま� 2016年5月1日現在

在学生　川崎医科大学   812名

　　　　川崎医療福祉大学   3,528名

　　　　川崎医療短期大学   1,079名

　　　　川崎医科大学附属高等学校   68名

　　　　川崎リハビリテーション学院   165名

教職員   4,309名

卒業生　川崎医科大学   4,300名

　　　　川崎医療福祉大学   17,264名

　　　　川崎医療短期大学   14,684名

　　　　川崎医科大学附属高等学校   1,623名

　　　　川崎リハビリテーション学院   1,876名

KAWASAKI CLUB会員   45,858名
※1 委託職員を含む　※2 通信教育部890名を含む

※2

※1

（※）定員充足のため、今年度の申込は締め切っております。
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