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学園祭同時開催 ホームカミングデー情報　　卒業アルバムも閲覧できます。卒業生のみなさま、ぜひ母校にお立ち寄りください。

3校合同オープンキャンパス　初の2,000人突破！
　昨年度から始まった、医療福祉大学・医療短期大学・リハビ
リテーション学院の３校合同オープンキャンパスは、今年度、
6月18日㈰・7月23日㈰の2回開催されました。
　いずれの回も前年度を大幅に上回る参加者数で、7月は
2,009人と初めて2,000人を超える大盛況となりました。一
度に複数の学校に関する情報を得ることができ、様々な体験学
習やミニ講義を経験できる合同オープンキャンパスは、受験生
の皆さんにとってたいへん有意義な時間になったようです。
　さらに、7月には、初企画のドクターヘリ見学会も実施され
ました。本学園だからこその医療現場を身近に感じた企画内容
に、参加者の関心はとても高まっていました。
　10月には、各校単独のオープンキャンパスが学園祭と同時
に開催されます。学園祭の雰囲気を感じながら、学科それぞれ

の相談コーナーで各校への理解を深めていただけます。また、
次回の3校合同オープンキャンパスは、来年3月18日㈰に開催
予定です。

メイン会場を埋め尽くす参加者。開会行事は
第2会場でも映像配信されました。

ドクターヘリ見学会でフライトナースの説明を
熱心に聴く参加者のみなさん。

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
平成30年 3月18日 ㈰ 13：00〜
問合せ先　086-464-1064　川崎学園アドミッションセンター

川崎医科大学附属高等学校
学校説明会：本校
10月29日 ㈰ 10：00〜
問合せ先　086-462-3666　事務室

オープンキャンパス
学校説明会

川崎医療福祉大学同窓会　第11回ホームカミングデイ
日時：21日（土）・22日（日）10：00〜15：30
会場：医療福祉大学 厚生棟3階レストラン
内容：イチオシ企画…在学生と並んで、同窓会も模擬店を初出店！
　　  その他… 子ども運動教室・同窓生によるプチセミナー（ストレッチポール・

ベビーマッサージ・カラーセラピー）など
詳細はこちら⇒https://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/ds/news/2017hcd.html

川崎医療短期大学同窓会　第6回松丘会ホームカミングデー
日時：21日（土）10：00〜15：00
会場：医療短期大学 校舎棟2階学生ホール
内容：イチオシ企画…フラダンスチーム
　　　　　　　　　「フラ・ハーラウ・オ・マーラ・プア」の公演
　　  その他…メイク講座やアロマジェル作り、マンドリン演奏会など
詳細はこちら⇒ https://www.syoukyukai2011.com/dousou/index.html

　カルテットとは四重奏という意味です。川崎学園の全ての施設がそれぞれの特色を生かし、共鳴することで川崎学
園祭でしか味わえないハーモニーを奏でます。その音色が病院の患者さんやそのご家族、そして教職員や学生から、
地域や来場される方へと伝わり、学園祭に関わる人々が皆でともに創り上げる学園祭になることを願い、このよう
なコンセプトにしました。

第
43
回 川崎学園祭 2017.10.21土22日 統一テーマ「カルテット」

健康や医学に関わる様々な内容をテーマに、各種の講演や展示が行わ
れます。

イベント情報

「もの忘れ」＝「認知症」ではありません。
講演会では「認知症」についての正しい
理解や病気の進行を緩やかにする治療等
についてお話しします。（詳細はP4参照）

6つのブース（脳のしくみ、脳機能と運動、
脳トレ、認知症ケアなど）を設けており、認
知症やその予防法について学ぶことがで
きます。

仮装行列、チャリティーバザー、献血、模擬店など、多彩な催しもあ
ります。詳細は、学園祭のWebサイトで。
http://www.kawasaki-m.ac.jp/festival/
※�職員学生駐車場を無料開放しますが、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。

◎『いつまでもよく見える人生のために
　��－市民のための「眼の病気」講座－』　21日（土）13：30～15：30

◎『職場でよくみるメンタルヘルス不調とその対策』
21日（土）14：00～15：30

◎『疾病制圧に向けた大学の挑戦』　22日（日）10：00～11：00
��　講演1：健康寿命を延ばす薬をつくる！
��　講演2：糖尿病は大腸がんのリスクを高めるのか！？

川崎学園祭 2017年
10月21日㈯・22日㈰

第

　回
43

川崎医科大学川崎医科大学附属病院川崎医科大学総合医療センター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

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

カ
ル
テ
ッ
ト

統一テーマ

※は学園祭と同時開催

川崎リハビリテーション学院
10月21日 ㈯ 13：30〜
入試説明会 12月16日 ㈯ 13：30〜
問合せ先　086-464-1179　事務室

※
川崎医療短期大学
10月21日 ㈯ ・22日 ㈰ 10：00〜
問合せ先　086-464-1033　教務課

※
川崎医療福祉大学
10月21日 ㈯ ・22日 ㈰ 10：00〜
問合せ先　086-464-1004　入試課

※

学園祭同時開催 市民公開講座 （詳細はP4参照）
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岡山市と川崎学園が包括連携協定締結
　岡山市と川崎学園は、5 月30日(火)、医療・保健・福祉を中心に防災・地域振興

等を含めた広い分野において相互の連携を強化し、双方の資源を有効に活用した

活動を推進するため、包括連携協定を締結しました。

　岡山市役所で行われた協定書の締結式には、岡山市関係者および川崎学園の主

な施設長が出席し、大森雅夫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。大森市長は「保育士不足のなか、とりわけ医療の知識を有し、あらゆ

る子どもへの支援が可能な保育士や、多様な臨床実習を経験した現場に強い看護

師等専門職は心強く感じる」と述べられました。また、川﨑理事長は「学校法人

川崎学園は母体となった附属川崎病院が岡山市の中心部にあり、老朽化のなか、

岡山市および近隣の皆様のご支援をいただき、総合医療センターとして新築移転

し、現在に至った。岡山市のニーズを共有し、医療・保健・福祉施策の充実に学園

として貢献してい

きたい」と挨拶さ

れました。

　川崎学園が行政

機関と包括連携協

定 を 締 結 す る の

は、倉敷市、総社

市、備前市に次い

で、4番目となりま

した。

学会・研究会名 開　催　日 会　　　場 代　　表　　者
第66回 日本化学療法学会総会 2018/5/31～6/2 岡山コンベンションセンター 他 会　長：尾内 一信　(川崎医科大学 小児科学教授）
第74回 日本弱視斜視学会総会 2018/7/6～7/7 倉敷市民会館 会　長：三木 淳司　（川崎医科大学 眼科学1教授）

本学園の教職員が 会長・実行委員長を務めます

　当科は川崎医科大学附属病院の開設当初から、乳腺疾患（乳

がん、乳腺症他）、甲状腺疾患（甲状腺がん、バセドウ病他）、

副甲状腺疾患（副甲状腺機能亢進症他）を専門的に診療する独

立した部門として、全国的にも指導的な立場で活動してきてい

ます。特に乳がんは、現在、女性の11人に1人が罹患する「国

民病」となっています。乳がんの診療の進歩は著しく、当科で

も乳房温存療法、センチネルリンパ節生検、同時乳房再建手

術、サブタイプ分類、遺伝子プロファイル検査、遺伝性乳がん

卵巣がんのリスク軽減乳房切除術などの最新治療を積極的に

臨床導入しています。

川崎医科大学附属病院
乳腺甲状腺外科

診療科
ご案内

紅林 淳一 教授

　当科は、特に悪性腫瘍に対してがん薬物療法の専門医として

診断と治療を行っています。また、腫瘍内科には必須である院

内緩和ケアチームを立ち上げ、県内に在籍する日本緩和医療学

会専門医4名のうちの一人である山根弘路副部長、日本緩和医

療薬学会認定薬剤師、緩和ケア認定看護師、がん性疼痛認定看

護師、管理栄養士および医療ソーシャルワーカーなどの多職種

で、緩和ケアラウンドおよびカンファレンスを行っています。

平成28年12月の総合医療センター開院に伴い、14階東に18

床の緩和ケア病棟を新設し、全てのがん患者さんとご家族の苦

痛を緩和する全人的医療の提供体制を整えています。

川崎医科大学総合医療センター
内科（総合内科学4）

診療科
ご案内

瀧川奈義夫 教授

◆岡山市と包括連携協定締結（5/30）

◆48回目の川崎学園創立記念日（6/1）

◆総合医療センター 開院記念病診連携懇話会（6/21）

◆認定看護管理者教育課程
ファーストレベルの認定（7/4）

◆川崎医学・医療福祉学振興会助成金等贈呈式（7/5）

◆総合医療センター 開院記念病病連携懇話会（7/26）

◆医科大学
かわさき夏の子ども体験教室2017（8/17,18）

◆総合医療センター 開院記念医介連携懇話会（8/23）

◆医療短期大学 医療福祉系シミュレーションゲーム
「THE Six SENSE」（9/3）

◆かわさきこども園（仮称）入園説明会（9/8,9）

学園の今  （H29.6月〜9月）

�川崎学園HP ＞ News&Topics 

 KAWASAKI CLUB HP ＞ News&Topics 

 各施設Webサイト 

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

　学園の精神に連なることばやエピソード
を紹介している「川崎学園ヒストリア」は、
現在、学園内広報誌『川崎学園だより』に
連載中です。
　KAWASAKI CLUBのWebサイトの特設
コーナーでご覧いただけます。
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※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との併願が可能です。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  指定校推薦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。

試験区分 専願・併願※1 出願期間 試験日 合格発表 募集人員（名） 試験会場 備考医療福祉大学 医療短期大学 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
川崎リハビリテーション学院

3校合同入試

ＡＯ入試  前期 専願 8/3～8/15 8/26㈯ 9/1 175 55 4 出願した
各校 終了

ＡＯ入試  後期 専願 9/7～9/19 9/30㈯ 10/6 123 25 5

推薦入試  前期
公募

専
願10/4～10/16 10/28㈯ 11/4 202 50 20 出願した

各校有資格
指定校※2

推薦入試  後期A日程 併願
10/30～11/11

11/25㈯
12/4 217 20 6 医療福祉大学

東京（一般のみ）
大阪　姫路
米子　広島
山口　高松
松山　高知

福岡

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

1/4～1/16

1/30㈫

2/9
392 38 13 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 41 5 ｰ 一般入試前期との

同時出願可能
一般入試  後期 併願 2/3～2/13 2/22㈭ 2/28 36 7 2 医療福祉大学

3校合同入試の概要 詳細は各施設のWebサイトをご覧ください。

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 〜 8
一次 11/11㈯ 11/18 中国・四国地域枠  約15名

岡 山 県 地 域 枠  約   5名二次 11/25㈯ 12/1

一般入試 12/1 〜 1/10
一次   1/21㈰ 1/23 一 般  約60名

静 岡 県 地 域 枠（専願）10名
長 崎 県 地 域 枠（専願）    6名二次   1/26㈮又は27㈯ 1/31

大学院 前期入試 10/20 〜 10/31 　　 11/  7㈫ 11/17
25名

大学院 後期入試 1/4 〜 1/13 　　   1/23㈫ 1/30

川崎医科大学附属高等学校
専願入試 12/25 〜 1/9 　　   1/14㈰ 1/17 約20名
一般入試 2/5 〜 2/13 　　   2/18㈰ 2/21 約15名

川崎医療福祉大学

編入学 8/22 〜 29 　　   9/  8㈮ 9/14 40名
編入学二次（※1） 2/9 〜 16 　　   2/28㈬ 3/  5 若干名
大学院入試 修士課程・博士後期課程1期 8/22 〜 29 　　   9/  8㈮ 9/14 修士59名  博士若干名（※2）

大学院入試 修士課程・博士後期課程2期 2/9 〜 16 　　   2/28㈬ 3/  5 修士26名  博士若干名（※2）

（※1）9/8の試験で定員を充足しなかった場合に実施します。　（※2）博士後期課程の募集人員は、1期・2期合わせて17名です。

詳細は各施設のWebサイトをご覧ください。平成30年度 入試情報

認定看護管理者教育課程ファーストレベルの認定
　認定看護管理者制度は、日本看護協会が、看護管理者の質の
向上を目的として設置した制度で、ファースト、セカンド、
サードレベルの3課程があります。
　認定看護管理者は、病院や介護老人保健施設などの管理者と
して必要な知識を持ち、患者・家族や地域住民に対してより質
の高いサービスを提供するための組織改革や、地域の組織間の
連携を図り、地域全体の医療・看護の質の向上に努める役割を
担います。
　看護実践・キャリアサポートセンターでは、この制度に基づ
いた認定看護管理者教育課程ファーストレベルの教育を行う
ことになり、11月より研修を開始いたします。今年度の募集
は8月18日㈮に締め切られ、26名の応募がありました。
　看護協会以外の教育機関は全国的にも数少なく、岡山県では

岡山県看護協会の他には、本センターの教育課程のみです。
（2017年7月現在）
　今年度4月より開講している「看護師特定行為研修」とあわ
せて、看護職のキャリア支援に取り組んでまいります。

看護師対象：4ヶ月コース

ファーストレベルの教科目
⃝看護管理概論　　　　　　⃝看護専門職論
⃝ヘルスケアシステム論　　⃝看護サービス提供論
⃝グループマネジメント　　⃝人材育成論
⃝看護情報論
問合せ先：看護実践・キャリアサポートセンター
　　　　��（医療福祉大学内）
　　　　��Tel：086-462-1111（代）　内線54216

奨学金制度
◦対象者：  KAWASAKI CLUB会員および

会員のお子さま（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を奨
学金として給付する

手
続
き
の
方
法

以下の申請期間内に、入学した施設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 事務部庶務課（内線43006）
  リハビリテーション学院 事務室（内線27838）
※ご不明な点は、Tel：086-462-1111（代）より上記窓口へお問い合わせください。

平成29年4月入学生より、KAWASAKI CLUB奨学金の給付が始まっています。
申請期間が限られておりますので、よくご確認の上、ご利用ください。
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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、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）
※電話受付時間は、平日9：00〜16：30　土曜9：00〜12：00　（12/29〜1/3、6/1学園創立記念日はお休みです）

川崎医療福祉大学

国際交流活発に 海外研修希望者増加
川崎医療短期大学 医療介護福祉科公開セミナー

医療福祉系シミュレーションゲーム「THE Six SENSE」
　本学では教育目標の一つに「国際的コミュニケーション能力
を持つ」を掲げ、広い視野と行動力を持った人材の育成に取り
組んでいます。今年度は海外研修をより一層推進するために、
従来のオーストラリア研修、カナダ研修に加え、医療福祉経営
学科で実施していたデンマーク研修を全学科に、また、昨年
度医科大学のみで実施した上海研修を医療福祉大学・医療短
期大学にも拡大しました。
　海外研修合同説明会には約100名の学生が出席し、今年度
から始まった協助会からの助成の効果もあって、参加申込者
は昨年より倍
増 の 約60名
となりました。
　海外での貴
重な経験が将
来に役立つこ
とを期待して
います。

　9月3日㈰、医療短期大学体育館で、医療介護福祉科公開セ
ミナー『医療福祉系シミュレーションゲーム「THE Six 
SENSE」』が開催され、121名の参加がありました。このセミ
ナーは、遊びながら医療福祉を体感できる新感覚の医療福祉
系シミュレーションゲームで、参加者はVR（仮想現実）機器
を装着して認知症の人の見える世界を体験したり、ヘッドホ
ンを付けて聴覚過敏の疑似体験などをしました。この体験が
障がいを持つ方々の立場に立って考えるきっかけになり、ま
た、医療福祉・介護専門職の仕事内容を知ってもらえる機会に
もなったので
はないかと期
待します。
　 次 回 は12
月3日 ㈰・来
年3月4日 ㈰
に開催予定で
す。

公開講座・セミナーのご案内（10月〜H30.3月） 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。
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
科
大
学

市民公開講座

疾病制圧に向けた大学の挑戦
①健康寿命を延ばす薬をつくる！
②�糖尿病は大腸がんのリスクを高め
るのか!?

10/22㈰
10：00～11：00

①大澤 裕（神経内科学 講師）
②鶴田 淳（消化器外科学 准教授）

校舎棟7階
M-703教室 一般 無料 130名

研究支援係
086-462-1111
（内線26030）

附
属
病
院

医学講演会 笑顔で脳いきいき
－認知症になっても安心して暮らせるまちづくり－

10/21㈯
13：30～15：00 久德 弓子（神経内科 医長） 現代医学教育博物館

3階講堂 一般 無料 なし 病院庶務課
086-464-1164（直通）

市民公開講座
第16回
もの忘れフォーラム

若年性認知症を知る 3/3㈯
13：15～16：00

調整中
決定次第Webサイトでお知らせします。

くらしき
健康福祉プラザ 一般 無料

申込必要 なし 認知症疾患医療センター
086-464-0661（直通）

総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

第11回
開院記念市民公開講座

いつまでもよく見える人生のために
－市民のための「眼の病気」講座－

10/21㈯
13：30～15：30

長谷部 聡（眼科 部長）
小橋 理栄（眼科 チーフレジデント）
森澤　 伸（眼科 シニアレジデント）
長田 祐佳（眼科 視能訓練士）

2階
川﨑祐宣

記念ホール
一般 無料 300名 病院庶務課庶務係

086-225-2171（直通）

第12回
開院記念市民公開講座 未定

11/18㈯
13：30～15：30
 （予定）

未定
2階

川﨑祐宣
記念ホール

一般 無料 300名 病院庶務課庶務係
086-225-2171（直通）

医
療
福
祉
大
学

公開セミナー 【健康体育学科】
中高年者のための水中運動

10/3,10,17,24㈫
10：00～12：00 小野寺 昇（健康体育学科 教授） 医療福祉大学

温水プール 一般 1回500円
申込必要

各
30名

健康体育学科実習室
086-462-1111
（内線54531）

第3回公開講座 防災対策について考える
～自助、互助、共助の観点から～

11/18㈯
9：30～12：00

田並 尚恵（医療福祉学科 准教授）
髙尾 堅司（臨床心理学科 准教授）
山本 加奈子（保健看護学科 准教授）

講義棟
4601教室 一般 無料 200名

公開講座係
086-462-1111
（内線54222）

公開セミナー

【医療情報学科】
①�医療公開データへのビジネス

インテリジェンスツールの活用
②�コーディングテキストの改定とその意義

～平成30年度診療報酬改定を踏まえて～

12/9㈯
13:00～17：00

①谷川 智宏（医療情報学科 講師）
②阿南 　誠（医療情報学科 准教授）

講義棟
4603教室

医療・福祉
関係者、

一般

無料
申込必要 150名

医療情報学科
086-462-1111
（内線54310）

【医療福祉マネジメント学部】
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

2/17㈯,18㈰
10：00～17：00

宮原 勅治（医療福祉経営学科 学科長 教授）
山本 智子（医療秘書学科 学科長 教授）
須藤 芳正（医療秘書学科 教授）
谷川 智宏（医療情報学科 講師）　

本館棟
6105教室

医療現場の
管理者、医
師、看護師、
およびすべ
ての医療従

事者

無料
申込必要

各
20名

医療秘書学科　平松
086-462-1111
（内線54612）

医
療
短
期
大
学

第3回公開講座 職場でよくみるメンタルヘルス不調
とその対策

10/21㈯
14：00～15：30 勝山 博信（医科大学 公衆衛生学教授)

医療短期大学
体育館

102教室

一般
高校生

無料
申込必要 200名 公開講座係

086-464-1032（直通）

公開セミナー
【医療介護福祉科】
THE�Six�SENSE
～医療福祉系シミュレーション～

12/3㈰,3/4㈰
10：00～16：00

NPO法人 Ubdobe
医療介護福祉科 教員

医療短期大学
体育館

101教室

高校生
保護者
一般

無料
申込必要

各
100名

医療介護福祉科 山田
086-464-1032（直通）

8月に実施した3大学合同上海研修��上海中医薬博物館にて。 電飾で彩られた会場。床にはプロジェクターで、すごろくのマス目が投影されている。

岡山県生涯学習大学、吉備創生カレッジ、倉敷市大学連携講座でも、本学園の教員が多数講師を務めています。


