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キャンパストピックス

川崎医療福祉大学学長代行
就任のごあいさつ

　この度、平成15年4月より長きにわたり学長をお務めいただいた岡田喜篤学長

が健康上の理由で学長を退任されることとなり、当面の間、川崎学園理事長　川﨑

誠治が学長代行を務めることになりました。

　本学は川崎学園創設の「人間をつくる　体をつくる　学問をきわめる」という建

学の理念のもと、医療・教育・福祉の領域で貢献できる専門職を養成する大学とし

て、これまで多くの卒業生を送り出し、それぞれ全国の地域で優秀な医療人・福祉人として活躍しております。

　「我に愛ありて我人となる」という大学歌の一節は、私たちが志す「医療福祉」の精神の根底とも言えるものです。

前学長をはじめ、教職員の皆様がこれまで築き上げてきた川崎医療福祉大学の実績を引き継ぎ、卒業生や地域の

方々、学園の各施設との連携を今まで以上に大切にし、大学の更なる発展のために鋭意努力してまいりますので、皆

様のご協力を心よりお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

岡田 喜篤

理事長・学長代行　川﨑 誠治

任期半ばの辞任を
お許し下さい

　私は、本年6月末日をもって、学長を辞任させて頂くことになりました。理事長先

生をはじめ学校法人・川崎学園に対して、また本学の学生・保護者ならびに教職員

の皆さまに対して、多大なご迷惑をかける結果となりましたことを心からお詫び申し

上げます。

　私の辞任は、6月初旬、学内告示で皆さまにお知らせしましたが、異例な時期だ

ったため、唐突な事態と受け止められた方も多かったと思います。ところが、笑い話のようなことですが、告示では「健

康上の理由による辞職」とありましたのに、私自身は、告示後もふだんと変わらず、出勤しておりました。「一体どうなっ

ているの」といぶかる方も少なくなかったようです。

　私は、20年来、緑内障に悩んでおり、視力低下が徐々に進んでおりました。平成11年に本学に奉職してから、眼

科医の田淵感覚矯正学科長には大変お世話になりました。田淵先生は、緑内障の増悪因子にストレスがあることを指

摘して、「学長職を辞して北海道に帰るべきだ」と終始忠告してくれていました。私はその忠告を無視して今日に至った

訳ですが、昨年の暮から、視力低下が急速に進み、緊急的に行った手術も十分に眼圧を下げることにはならず、もは

やこれまでと辞任を願い出た次第です。しかし、視力以外に特に問題がないため、そのまま出勤を続けていたという訳

です。

　私は、川崎医療福祉大学が大好きです。任期半ばの辞任はとても残念に思います。幸い、特任教授として本学に

関わることが許されましたので、これからも皆さまとの絆を続けさせて頂きたいと願っております。
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平成24年度　新入生オリエンテーション

第22回　新入生歓迎レクリエーション大会 

レク大
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　新入生の皆さんが、一日も早く大学生活に慣れ、より充実した
学生生活を送ることができるよう、平成24年4月3日（火）〜4日

（水）の2日間新入生オリエンテーションを行いました。副学長の
挨拶に引き続き、履修登録、学生生活などについてのガイダンスが
行われました。
　新入生の皆さん一人ひとりが、川崎医療福祉大学の学生として
の自覚を持っていただくための講話や研修、また、学業・学生生活
全般についてのオリエンテーションであるスターツ・アワーは、4月、
5月の2カ月にわたり実施し、6月6日（水）の新入生歓迎レクリエ
ーション大会をもって終了しました。これは、新入生の皆さんに、そ
れぞれの内容をより良く理解してもらうとともに、学生生活をよりきめ
細かくサポートし、大学での友人関係をスムーズに築くことができる
よう学業及び学生生活の進捗状況などに合わせて実施時期を決
めたものです。
　4月には、黒住教教主であり、川崎学園監事の黒住宗晴先生
の講話、倉敷警察署生活安全課のお話など、これからの学生生
活について欠くことのできない重要なお話がありました。また、5月
には、旭川荘研修のための講話があり、5月21日（月）〜25日

（金）にわたり新入
生が、例年どおり川
崎学園の関連施設
である社会福祉法
人旭川荘の見学研
修に臨みました。こ
の見学研修は、本
学創設の理念や福
祉現場の実際につ
いて実体験する大切
な機会となりました。

　平成24年6月6日（水）、第22回新入生歓迎レクリエーション大会（通称レク大）を開催しました。
　レク大とは新入生の歓迎、在校生との交流、親睦を深めることなどを主な目的とし、年に1度、私
たち学友会が中心となり、さまざまな方の協力の下、企画・運営をさせていただいています。
　レク大では代議員会議長として私が総合責任者を務めさせていただき、バレー部門、運動会部門
の2つに分かれて競技を行いました。バレー部門リーダーを臨床栄養学科 西森麻美、運動会部門リ
ーダーを保健看護学科 前原明孝とし、総合体育館、福祉大体育館でバレーボール部門、運動会部
門は川崎医療福祉大学グラウンドで学友会企画の運動会を行いました。
　私たち学友会は、「レク大の成功」を目標に、毎日夜遅くまでスタッフ全員が力を合わせて準備をし、
特に企画・運営の中心となった2年生は、言葉では言い表せないほど頑張ってくれました。途中さまざ
まな問題に直面しましたが、何とか無事終えることができました。レク大を終えたスタッフの顔には疲れ
と安堵感、そして充実感があふれていました。このレク大での経験は、スタッフにしか得られない最高
の宝物です。特に中心となって動いた2年生は一回りも二回りも大きくたくましく成長したように見え、
総合責任者の私としては本当に嬉しい限りでした。
　競技終了後には参加者の方々から、「楽しかった、ありがとう」、「来年もお願いしますね、お疲れさ
まです」、「大学生活の最後の年に良い思い出ができました、ありがとう」などの温かいお言葉をいた
だきました。この言葉を聞いた時、また来年もレク大を行い成功させたいと思いました。
　最後に今回のレク大に関わってくださって皆様、本当にありがとうございました。皆さんのご協力のお
かげで無事終えることができました。新入生歓迎レクリエーション大会に選手として、運営する側として
参加された皆さん、本当にお疲れさまでした。この場をお借りして、感謝とお礼を言いたいと思います。

4月3日（火）
　⃝挨　拶　　　　　　副 学 長
　⃝学修について　　　教務部長
　⃝学生生活について　学生部長

　
4月5日（木）
　⃝講演　「奉仕の心－川崎学園創設の精神をめぐって」

黒住　宗晴　川崎学園監事
4月6日（金）
　⃝快適な学生生活とは　　　　　　　　　 学生部長
4月11日（水）
　⃝講話　「安全な学生生活について」

倉敷警察署生活安全課
　⃝映画　「石井のお父さんありがとう」
4月19日（木）
　⃝こころとからだの健康管理

学生相談室長、健康管理センター長
4月20日（金）
　⃝ボランティアと福祉　　　　　ボランティアセンター長
　⃝キャリアデザイン　　　　　　　就職支援センター長
5月17日（木）
　⃝旭川荘見学研修の事前講話　　　　旭川荘理事長
　⃝血液検査結果説明　　　　　附属病院感染対策室
5月21日（月）〜5月25日（金）
　⃝旭川荘見学実習
6月6日（水）
　⃝新入生歓迎レクリエーション大会

オリエンテーション

スターツ・アワー

代議員会議長
感覚矯正学科3年

伊
い

藤
と う

　栄
え

梨
り



研究室訪問　　医療秘書学科
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　須藤ゼミでは、病院のマネジメントに関しての基礎知
識を学べるからです。また希望すれば、個別に会計学を
教えてくださいます。卒論は将来医事スタッフとして働く
際に役に立つテーマ、もしくは病院会計に関するテーマ
を選択したいと考えています。（3年）

　DPC（診断群分類包括評価）に関することを卒論と
していますが、文献を調べ、先生との個別ゼミを繰り返
すうちに、単にDPCだけにとどまらずクリニカルパス、チ
ーム医療、地域医療連携など、にテーマが膨らんでい
き、どうまとめていくか、苦戦中です。（4年）

3年ゼミ生と

ゼミ風景

ゼミ風景

3年ゼミ生実習

ゼミ風景

卒論指導

　1957年生まれ。札幌市出身。松山商科大学（現松山大学）経営学研究科修士課程修了。私立大学に着任。
後、私学振興財団の助成を受けてボン大学経営経済研究所に客員研究員として渡独、EC（現EU）の会計制度の
統一化について研究を行う。ドイツで環境会計という新たな会計領域に興味を抱き、帰国後、愛媛大学連合農学博士
課程生物資源生産学研究科（会計学講座）へ入学、満期退学。2000年より川崎医療福祉大学医療福祉マネジメ
ント学科に着任、現在に至る。専門は理論会計学であり、なかでも資金会計論、非営利組織体会計論を主な研究領
域とする。現在は、病院会計及び病院原価計算、そして病院運営（経営）についての研究に鋭意取り組んでいる。

須
す

藤
とう

　芳
よし

正
まさ

　教授　プロフィール

須 藤 ゼミ

4年ゼミ生とコンパ

個別ゼミ

Q．須藤先生のゼミを希望した理由は？

Q．卒業論文のテーマは何ですか？
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教員とゼミの学生による対談

4年　米
よね

田
だ

　祐
ゆ

莉
り

　私は現在「医療法改正」というテーマで卒
業論文を書いています。なぜ何度も改正が行
われるのか、その目的や成果についての文献
や資料を集めています。

3年　小
こ

林
ばやし

　美
み

穂
ほ

　卒論をしっかりと執筆することで、就職に向け
ての取り組みを、ゼミを通じて学んでいけたら良
いなと思っています。

4年　京
きょう

尾
お

　志
し

織
おり

　卒論では「地域医療」をテーマとし、地域間
医療格差や病診もしくは病病連携、電子カル
テなどについての資料を現在渉猟しています。

3年　佐
さ

藤
とう

　未
み

来
く

　まだゼミが始まったばかりですが、ゼミ生が仲
良く、そしてしっかりとゼミで学んだことを自分の
ものにしたいと考えています。

4年　秦
はた

　明
あ

弓
ゆみ

　「医療格差について」というテーマで卒業研
究を進めています。地域間での格差、所得差
における格差の原因と対策を研究しています。

3年　余
よ

頃
ころ

　ひかる
　須藤先生のゼミで病院や医療に関する知識
を学んでいるので、その中で最も興味のあるテ
ーマを見つけ、卒論としたいと考えています。

4年　岡
おか

野
の

　美
み

那
な

　「チーム医療を支える電子カルテ」というテ
ーマで卒論を進めています。クリニカルパスや
DPC、チーム医療の現状などについても調べ
ています。

3年　大
おお

月
つき

　愛
めぐみ

　須藤先生は毎回ゼミの中で卒論へ関連付け
る講義をしてくださるので、卒論のテーマを考え
る良い機会になっています。充実したゼミにな
るよう頑張ります。

4年　岸
きし

田
だ

　真
ま

千
ち

子
こ

　「DPCとクリニカルパスについて」というテー
マで卒論を執筆しています。DPCやクリニカル
パスがどのように医療の質の向上につながるか
研究しています。

3年　船
ふな

越
こし

　梨
り

亜
あ

　授業よりも深いところまで医療について学ぶ
ことで、今まで考えたこともなかった視点から医
療を考えることができ、とてもためになっていま
す。

4年　池
いけ

田
だ

　里
り

穂
ほ

　ホスピタリティについて卒論を書いています。
サービスの概念とホスピタリティの概念の相違
について調べていますが、苦戦中です。

3年　田
た

中
なか

　万
ま

喜
き

　仲良く楽しいゼミです。須藤ゼミでは簿記に
ついて細かい指導を受け、簿記のより深い原
理を学びたいと思っています。

3年　山
やま

崎
ざき

　みどり
　主に資格取得に関連した科目に力を入れて
勉強しています。ゼミでは病院を取り巻く種々
の問題について学んでいます。

3年　菅
すが

野
の

　莉
り

加
か

　現代の病院運営の実態を学び、疑問点があ
れば、それを更に詳しく勉強していきたいと思っ
ています。

3年　大
だい

天
てん

　典
のり

子
こ

　須藤先生のもと、医療・病院についての制
度の基本を学び、自分が興味の持てる卒論の
テーマに出合えたらいいなと思っています。

3年　原
はら

田
だ

　麻
ま

未
み

　須藤ゼミでは医療の基本的な仕組みから教
えてくださるので、毎回の授業で充実感を得る
ことができます。とても良い雰囲気のゼミなので
楽しいです。

　医療費の抑制と医療格差の是正、医療の質の向上と効率性の向上、この一見すると
二律背反するような施策が行政レベルで進行し、さまざまな医療制度改革が行われつつ
あります。
　個々の病院においては限られた医療財源というパイをいかにして有効・効率的に活用
するか、という問題に直面しています。そのためには病院全体をマネジメントできる人材が
　　必要となります。病院の医療ライン（広義）は医師・看護師、コ・メディカルであり、そのアウトカム
　　は病院の真価として評価されます。このような職種を支えるのが医事スタッフです。医事スタッフは医療ライ
　　ン職がその業務に専心できるような環境を整える（マネジメント）必要があります。現在、病院の構造改革
　　　が急速に進んでいます。そこでは高いマネジメント能力を有した人材が必要となります。その役割を期待さ
　　　れているのが医事スタッフなのです。医療秘書の業務の範囲が広まったと言えましょう。
　　　　　須藤ゼミでは医療制度改革と現場の対応という問いを学生に投げかけ、議論する過程で、医事スタ
　　　　ッフとしての能力を高めていくことをゼミのテーマとしています。



企画特集　数字でみる医福大
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私たちの部・サークル紹介
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これらは一体何の数でしょう？川崎医療福祉大学にまつわる数を通じて本学を紹介します。毎日通
学していても、意外と知らないこともあるかもしれません。かわふっくーと一緒に見てみましょう。

居合道同好会　感覚矯正学科　3年　田
た

山
やま

　久
ひさ

志
し

写 真 部　リハビリテーション学科　３年　酒
さけ

嶋
しま

　香
か

奈
な

子
こ

居合道同好会みんで～

　居合道同好会は毎週木曜日17：30〜19：30の2時間、川
崎学園総合体育館で活動しています。内容は全日本居合道刀
法および無双直伝英信流居合兵法の技前練習で、年2回の
昇段審査会に向けて稽古しています。
　「居合」と聞くと刀剣を用いて物を斬ることだと思われるかもし
れませんが、実際に行うのは正座姿勢や立位から対敵とのいろ
いろな関係を想定したうえで、抜刀から納刀までを作法に合わせ
て行う技・形の練習です。
　昨年11月には岡山県古武道祭にも参加しました。そこでは
実際に演武を行ったほか、居合他流派やほかのいろいろな武
道の演武を見ることで、日本文化と触れ合う貴重な経験を得ま
した。
　素晴らしい体験ができる機会を少しでも多くの人に持ってもら
いたく、昨年度、
同好会を立ち上
げました。これか
らも「 居 合 道 」
の魅力、日本文
化の奥深さを感
じながら活動して
いきたいと思って
います。

　私たち写真部「みんで〜」は、写真の好きな人が自由に写真
を撮ることを楽しもうというスタンスで活動しています。
　主な活動としては、福文祭や学園祭での写真展や撮影会、
撮影旅行をしています。写真展は、テーマに合わせて部員それ
ぞれが作品を展示しています。自分の写真を見てもらい、人の
写真を見ることで、いい刺激を受けることができます。撮影会は
不定期ですが、春には倉敷の美観地区へ行きました。撮影旅
行は、主に長期休暇に企画しており、GWは毎年直島へ行って
います。一緒にさまざまな景色を見て、思い出を写真という形に
残していくことができます。
　写真に関してまったく知識がなく、デジカメや携帯電話のカメ
ラしか持ってないという人でも、写真が好きという気持ちがあれ
ば大歓迎です。興味のある方は、ぜひ写真展などの機会に作
品を見に来てください。

入部は
いつでも
大歓迎！

本誌マスコットキャラクター
「かわふっくー」
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患者様を第一に考える臨床家の養成
　感覚矯正学科では、視覚、聴覚、言語および嚥下の機能の病態や病状を科学的に分析し、ハビリテーション・リハビリ
テーションの理念を備えた視能訓練士・言語聴覚士を養成しています。
　本学科は、1991年日本で初めて視能訓練士、言語聴覚士の養成科として創設され長い歴史を持っています。そんな
感覚矯正学科の特徴をいくつかご紹介致します。

　視能矯正専攻では、視機能検査技術および斜視・弱視などの訓
練法を習得させ、眼科医療現場において即戦力となる人材の育成
を目指しています。
　眼科医療の進歩に応じた教育および設備を充実させています。
眼疾患や生活習慣病に伴う低視覚者（ロービジョン者）の支援な
ど、様々な眼科領域の中で活躍できる思考力と探究心を兼ね備え
た視能訓練士を養成します。

　言語聴覚専攻では、言語障害、聴覚障害、摂食・嚥下障害、発
達障害などの患者様への評価と治療方法を習得させ、医療現場、
療育現場で活躍できる人材育成を行っています。

　口腔や、咽喉頭の内
部を非侵襲的に検査す
る方法です。嚥下（飲み
込み）時や、構音（言葉
を話す）時の舌の動きを
観察します。

　患者の聴力（聴こえ
の程度、状態）に合わせ
て補聴器の特性を調整
する方法を学びます。

　飲み込みの状態を判定する方法（反
復唾液嚥下テスト）を学びます。
　病院での食事場面、飲み込みの検査
場面などあらゆる場面で、簡単に嚥下機
能を評価するスクリーニング検査です。

　眼鏡では矯正できない不正
乱視成分を解析します。

　白内障手術の術前検査として行わ
れ、術後のQuality of Vision を高める
ために精度の高い測定が必要です。

　立体視は、両眼の視覚情
報が脳で分析され、奥行き情
報として知覚される機能です。

　網膜および視神経疾患、
高血圧や糖尿病による眼底
変化を早期発見します。

超音波診断法

補聴器特性検査

摂食・嚥下機能評価

波面センサー

超音波眼軸長測定

立体視機能検査

眼底写真撮影

視能矯正専攻
視機能評価、視覚障害をサポートするスペシャリスト

言語聴覚専攻
話す、聞く、食べるのスペシャリスト

感覚矯正学科の就職情報

視能矯正専攻　　186件　　100%
言語聴覚専攻　　815件　　100%

求人件数　　　　 就職率
（平成23年度）

視能検査学実習

臨床視能学実習

話す

聞く

食べる



就職活動コーナー
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　リハビリテーション学科は、学科開設以来、就職希望者の就職
率100％を持続しており、卒業生は医療・福祉分野の臨床現場や
理学・作業療法養成校の教員など、日本全国で幅広く活躍してい
ます。その卒業生の活躍のおかげで、全国から毎年多数の求人票
をいただいております。
　当学科の就職活動支援は、附属病院での1年次からの臨床現
場の見学やOB・OGを講師として招いて毎年開催される「就職の
ための業務説明会」などを通して、早い時期から就職に対する高
い意識を持ってもらうような支援をしている点が特徴として挙げられ
ます。特にこの「業務説明会」は、臨床現場で働く理学療法士、
作業療法士の生の声を聞くことができ、その後の学習意欲の向上
にもつながっています。そして、4年次には学科教員や就職支援セ
ンターの職員による履歴書や小論文、面接の指導など、就職活動
に対する綿密な支援を行っています。
　以上のような支援を学科では行っていますが、結局のところ、学
生本人の努力に勝る
ものはなく、その結果
が前述の就職率につ
ながっていると感じて
おります。その努力が
実を結ぶよう、これか
らもあらゆる側面から
の支援をさせていただ
きます。

　保健看護学科の卒業生は、看護師、保健師、養護教諭として、
また大学院修了後に助産師として、医療施設、行政、福祉施設、
企業、教育委員会などに幅広く就職しています。選択肢が多いた
め、職種選択に迷う学生もいます。そのため、就職担当教員にと
どまらず、全ての教員が学生の進路相談に応じています。
　求人件数が少なく狭き門となっている保健師や養護教諭を目指
す学生には、卒業生を
交えた就職ゼミを開催
し、先輩から就職試験
対策等の細やかなアド
バイスを受けられるよう
に配慮しています。看
護師の求人は多くあり
就職に困ることはありま
せんが、就職先をどこ
にするのかは本人にと
って極めて重要です。
学生は、就職説明会、
病院の見学会、インタ
－ンシップなどへ積極
的に参加し、ゼミ担当
教員のアドバイスを受
けながら就職先を決定
しています。

就職支援体制
　本学科では1年次の基礎ゼミや3年次のOB・OG講演会で、先
輩たちの就職活動の具体例や現在の仕事、後輩へのアドバイスな
どを話してもらう機会を設けています。その中では、学生時代には
自分の可能性を広げるよう努力することの必要性が強調されていま
す。幅広く社会や職業（業界、職種等）に対する興味を持ち、1
年次からしっかりと積み上げておきましょう。
　また、ゼミ指導教員、就職委員が個別にサポートを行っています。

一般企業の就職希望者へ
　迅速な行動が必要です。他大学の学生に遅れを取ることのない
よう積極的な情報収集と活動を行いましょう。

医療・福祉系の就職希望者へ
　これらの職場へも
他大学の学生の受
験が増えています。そ
のような中では、高い
専門性が強力な武器
になります。一朝一夕
には身に付きませんか
ら、時間を有効に使
ってください。

　4学科の就職委員の先生方に、各学科における
学生への就職活動支援についてお聞きしました。

就職に対する早期からの
意識向上と学生の努力

学生の希望が叶えられるよう
支援します

自分の可能性を広げよう

就職への支援

リハビリテーション学科　講師　小
こ

原
ばら

　謙
けん

一
いち

保健看護学科　准教授　塚
つか

原
はら

　貴
たか

子
こ

医療秘書学科　准教授　田
た

中
なか

　伸
のぶ

代
よ

臨床栄養学科　教授　寺
てら

本
もと

　房
ふさ

子
こ

2011年　OB・OG講演会より就職のための業務説明会

川崎医科大学附属川崎病院の就職説明会 卒業生による就職ガイダンス

保健師を目指す学生と先輩・教員でのゼミ風景

　臨床栄養学科では、病院や福祉施設へ管理栄養士としての就
職者が約70%です。従って、大半の学生が4年生になってから就
活開始となります。卒業時には、毎年ほぼ全員就職先が決まります
が、6月〜7月ごろまでに進路が決まるよう支援しています。卒業生
による活動報告（4月中旬）や全教員で分担して個人面接（5月
上旬、6月中旬）を行いアドバイスします。夏休みには、就活の一
環として、毎年約半数の学生が自主的に実習に行きますが、その
時も全教員が手分けして実習先へお礼の訪問をして、求人等につ
いての情報収集も行います。しかし、就職は何といっても本人のや
る気です。まずは、卒業後何をしたいか、管理栄養士として何がで
きるのか、就職してから悩むことのないよう自分自身をよく研究してお
くことが大切です。



キャンパスインフォメーション
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　本年度の学会総会と第42回研究集会が、6月13日（水）
13時30分から本学10階大会議室で開催されました。総会
では昨年度の事業報告をはじめとする審議事項がすべて承認
されました。総会終了後引き続いて、第42回研究集会が開
かれました。保健看護学科 松本啓子先生が「研究の中で追
いかけた安寧な老い―Successful Agingと認知症高齢者
のご家族の思い―」と題して講演されました。その後、臨床
工学科 竹内雅貴先生による「Evo-Devo：進化発生生物学
〜形態進化を個体発生システムの変化として理解する〜」、
医療福祉デザイン学科　吉本一夫先生による「ハレの日の
マーケティングデザイン」、医療福祉学科　新井宏先生による

「改正障害者自立支援法と新法・障害者総合支援法案」、
医療福祉学科 大田晋先生による「今般の介護保険制度の
改正について」の4題の情報提供をしていただきました。

管理栄養士 H24.3.18㈰ H24.5.7㈪ 54
試　験 試験日 合格発表日 受験者数

51
合格者数

94.4
（76.5）

（昨年度）（昨年度）
合格率（％）

91.6
（82.1）

全国平均（％）

診療情報管理士

健康運動指導士

H24.　2.12㈰
H23.11.23㈬
H24.　3.20㈫

H24.　3.22㈭
H23.12.23㈰
H24.　4.20㈮

64
15
　3

試　験 試験日 合格発表日 受験者数
21
　8
　2

合格者数
32.8

53.3

66.7

（33.3）

（57.1）

（66.6）

合格率（％）

51.0

49.0

54.4

（51.6）

（45.0）

（47.9）

全国平均（％）

国家
試験

認
定
試
験

（昨年度）（昨年度）

2012　第1回オープンキャンパス開催

平成24年度　川崎医療福祉学会総会及び第42回研究集会（講演会・情報提供）開催

平成23年度　国家試験合格状況

　6月17日（日）に今年度第１回目のオープンキャンパスを開催しました。
　当日は前日までの雨もあがり天候に恵まれ、受付開始午前9時30分前から来られる方 も々おられ、県内・中四国を中心に昨年度より12
名増えた748名と大変多くの方々が参加されました。
　午前10時から川﨑祐宣記念講堂で開会行事が行われ、岡田学長は挨拶の中で、時代が刻 と々大きく変わっていく中、本学で学ぶ意義を
説かれ、「これから先の時代を担う若い人たちに期待している」と参加者に熱いメッセージを送りました。引き続き、松本副学長から「2013年
度の入試概要」についてスライドを用いた分かりやすい解説があり、参加者は真剣な表情で聴き入っていました。
　学科・専攻ごとで2回開催の「ミニ講義」も多くの方々が聴講し、専門分野に関する講義に、一足先に大学生気分を味わっていました。「学
科説明・実習室見学」では、教員や先輩に勉強の内容や学生生活の様子を聞いたり、専門的な器具・用具が整っている実習室を見学した
りと、充実した時間を過ごした様子でした。
　毎年好評の川崎医科大学附属病院見学ツアーも、昨年度を上回る189名の方々の参加があり、附属病院各部署のスタッフの全面的な
ご協力で、日頃は見ることのできない病院内の施設設備を丁寧な説明付きで見学することができ、参加者の皆さんには大変満足してもらうこと
ができました。
　「学食体験（無料）」では、学生食堂またはベーカリーカフェのどちらか一方で、自慢のメニューを賞味してもらいました。「学内施設･設備
見学ツアー」、「入試、就職、編入学等相談コーナー」にも多くの方々の参加がありました。
　第2回目は8月5日（日）に開催します。参加された方々に十分満足していただけるオープンキャンパスとなるよう、一層の内容の充実に努
めたいと思っておりますので、ぜひご参加ください。

医療秘書学科説明 受付風景実習室見学（感覚矯正学科） 実習室見学（臨床工学科）
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講座名：『日米の文化・習慣を比べてみましょう』

（1回目）
　「日米の文化・生活の比較」

（2回目）
　「おもしろすぎる！英語とカタカナの違い」

講　師：本学　健康体育学科　准教授　マイケル・クレメニック
アシスタント：本学　健康体育学科　講師　桃原　司
日　程：平成24年11月10日（土）、17日（土）
　　　　10：30〜12：00　全2回
会　場：川崎医療福祉大学　講義棟4602教室
対　象：一般市民
定　員：なし
主　催：川崎医療福祉大学
受講料：無料
申込方法：事前申し込み不要（当日、受付カードに記入）
お問い合わせ：〒701-0193　倉敷市松島288
　　　　　　 川崎医療福祉大学　公開講座係
　　　　　　　電話　086-464-1021（直通）
　　　　　　　FAX　086-462-1193
　　　　　　　E-mail　kyomuka@mw.kawasaki-m.ac.jp
　　　　　　　http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/

講座名：『思春期のこころと病について
　　　　―“悩み”と“病”の見分け方とその支援―』

講　師：川崎医科大学　精神科学教室　教授　青木　省三
司会・進行：本学　学生部長　長尾　憲樹
コーディネーター：本学　エクステンションセンター長　金光　義弘
日　程：平成24年10月27日（土）　13：00〜15：00
会　場：川崎医療福祉大学　講義棟2601教室
対　象：一般市民
定　員：なし
主　催：川崎医療福祉大学
後援（予定）：岡山県、岡山県教育委員会、倉敷市、倉敷市教育委員会、

　　社会福祉法人岡山県社会福祉協議会、
　　　　　　社会福祉法人倉敷市社会福祉協議会、山陽新聞社
受講料：無料

　申込方法：事前申し込み不要（当日、受付カードに記入）
お問い合わせ：〒701-0193　倉敷市松島288
　　　　　　 川崎医療福祉大学　公開講座係
　　　　　　　電話　086-464-1021（直通）
　　　　　　　FAX　086-462-1193
　　　　　　　E-mail　kyomuka@mw.kawasaki-m.ac.jp
　　　　　　　http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/

学 会 等 開 催（予告）

視 察 往 来（5月14日～7月11日）

7月14日
7月14日

7月21日
7月23日
7月28日
7月30日
7月31日〜8月3日
8月7日〜9日
8月18日〜19日
8月23日〜24日
8月25日
8月25日〜26日
8月25日〜26日
8月26日
8月26日
8月29日
9月1日
9月2日

9月8日
9月22日
9月24日
9月29日
9月29日
10月1日
10月13日
10月14日

10月14日
10月20日
10月20日
10月22日
10月29日
11月5日
11月10日
11月10日
11月10日〜11日
11月12日
11月17日〜18日

5月20日〜21日

5月21日〜25日

障害者スポーツ教室（水泳）
日本病態栄養学会糖尿病透析予防
指導セミナー
倉敷市中高年健康・スポーツ教室
自閉症特別講座
医療事務管理士検定
自閉症特別講座
産業・情報技術等指導者養成研修
免許状更新講習
岡山マンモグラフィ講習会更新講習
中国地区知的障害教育研究大会
自閉症児のための水中運動教室
日本医療秘書実務学会全国大会
言語障害臨床学術研究会
中四国視能訓練士会第19回研究会
心理学検定試験
知的障害児のスイミング指導
自閉症児のための水中運動教室
岡山県言語聴覚士会主催「岡山言語
まつり」
倉敷市中高年健康・スポーツ教室
医療事務管理士検定
自閉症特別講座
倉敷市中高年健康・スポーツ教室
自閉症児のための水中運動教室
自閉症特別講座
自閉症児のための水中運動教室
健康運動実践指導者および健康運
動指導士登録更新講習会
日本運動処方学会大会
倉敷市中高年健康・スポーツ教室
日本消費者学会全国大会
自閉症特別講座
自閉症特別講座
自閉症特別講座
倉敷市中高年健康・スポーツ教室
秘書検定
ACT全国研修会
自閉症特別講座

（社）日本視能訓練士協会生涯教育
制度中四国ブロック新人教育技術日
程・視野検査

ヴィクトリア大学ELC（イングリッシュラ
ンゲージセンター）
ロング＆ショートプログラムディレクター
Ms.Jacqueline　Prowse先生
上海健康職業技術学院一行

平成24年度　川崎医療福祉大学　教養講座

平成24年度　川崎医療福祉大学　大学公開講座
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