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平成30年度　新入生オリエンテーション

川崎学園　入学時合同研修
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　平成30年４月４日（水）入学式の翌日、1,000名を超える新入
生が爽やかな表情で川﨑祐宣記念講堂に集合し、川崎医療福
祉大学の一員としてこれからの大学生活を円滑に始めるための
オリエンテーションに参加しました。
　最初に、種村副学長から「子供のころの夢は真の夢とは言え
ない。今こそ夢の実現に向けて実動する時である。」といった励ま
しのお話がありました。その後、宮川教務部長による｢学修上の
注意」、学生課による｢学籍登録の説明｣、古我学生部長による

「快適な学生生活を送るための留意点」についてのお話がありま

した。また、学友会、代議員会、
体育会・文化会、学園祭実行委
員会の紹介と参加の呼びかけが
あり、新入生の中に和やかな雰
囲気が広がりました。その後も、
水曜日４、５限がオリエンテーショ
ンに当てられ、４月11日（水）に

は、教員による「生活上の注意」、「国際交流と海外研修」、「消
費者トラブル」について、４月18日（水）には、倉敷警察署による

「インターネットトラブル｣と日本年金機構推進員による「国民年
金」について、４月25日（水）には、図書館職員による「図書館オリ
エンテーション｣と学生部による「安全な学生生活」について、５月
９日（水）には、健康管理センター長による「血液検査結果説明」
と学生相談室及び健康管理センター長による「心と体の健康管
理」についての講義が行われました。いずれも新入生の入学後の
不安を解消し、スムーズに本学の学修や生活につないでいくため
の有効な時間となったと思います。そして、ここから多くの「良き
医療福祉人」が育っていくことを期待しています。

学、川崎リハビリテーション学院と、４施設合同（新入生約
1,450人）での研修が行われました。
　現在の医療福祉現場では多職種連携を遂行できる能力が
求められています。本研修は、一人の患者さんに複数のメディ
カルスタッフ（医療専門職）が連携して治療やケアに当たる実
践力とコミュニケーション能力を身に付けた真のスペシャリスト
養成の導入プログラムとして位置付けられています。
　新入生たちは、川崎学園創設の理念、実現目標（ビジョン）
を聞き、川崎学園が医療・医療福祉人の育成に包括的に取り
組む施設であること、そして医療福祉が多様な専門的職種の
連携によって成立するといったことを理解する貴重な機会を得
ることができました。
　さらに、講義・実習や海外留学、学園祭等の紹介を受けたこ
とは、これからの学生生活のモチベーション向上につながった
ようです。そしてなにより、この研修は、今春、大学生活をスタ
ートさせた新入生たちにとって、これから多くの仲間とともに学
び歩んでゆくことを感じる機会となったようです。

　この建学の理念のもと、未来の医療・医療福祉を担う若者
の育成に努めるべく、創設者の川﨑祐宣先生は、1970（昭
和45）年に川崎医科大学、1973（昭和48）年に川崎医療
短期大学、1974（昭和49）年に川崎リハビリテーション学
院、そして、「医療と福祉は一体でなければならない」という医
療福祉の理念につながる信念により、1991（平成3）年には
川崎医療福祉大学を開設しました。現在、各施設には、毎年、
将来の医療福祉現場を担う多くの若者がその門を叩きます。
　本学では、新入生を対象としたオリエンテーションや初年次
教育として位置付けた授業を通して、建学の理念や医療福祉
の概念について理解を深める取り組みを実施していますが、
今年度も昨年に引き続き、川崎医科大学、川崎医療短期大

「人間（ひと）をつくる」
「体をつくる」

「医学をきわめる」

平成30年4月14日（土）



第29回　新入生歓迎レクリエーション大会 

　平成30年6月9日（土）に第29回新入生歓迎レクリエー
ション大会を行いました。これは毎年、学友会代議員会の2
年生が中心となって行っている行事で、新入生同士の親睦
を深めることを目的とし、企画・運営をしています。
　毎週土曜日には競技のシミュレーションを行い、競技がう
まくいくように試行錯誤し、当日1年生にどれだけ楽しんでも
らえるか2年生同士で話し合いを何度も行いました。今年
は、去年と違ってサブグラウンドと体育館で行うことになり、
わからないこともたくさんあった中、協力して当日を迎えまし
た。この体験を通して競技の準備をしてくれた2年生は大い
に成長したことに思います。また、競技はドッヂビーやしっぽ

取り、障害物クイズリレーを行いました。当日は大いに盛り上
がり、1年生からも「楽しかった」という声をいただきました。
　学友会は今後も様々な行事を通して学生の学校生活をよ
り良いものにしていきたいと考えています。学生の皆様は
学友会主催の行事等に奮ってご参加いただければと思いま
す。また、今回のレクリエーション大会にご支援ご協力いた
だいた皆様にはお礼を申し上げるとともに、来年度のレクリ
エーション大会を今年より良いものにできるよう、ご支援・ご
鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

代議委員委員長　感覚矯正学科　3年　中
な か

村
む ら

　和
わ

子
こ

私たちの部・サークル紹介

感覚矯正学科　２年　渡
わ た

部
な べ

 美
み

緒
お

臨床検査学科　２年　中
な か

島
し ま

 結
ゆ

衣
い

アクリエイト研究会 ウインドオーケストラ ハートフルウインズ

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」

　私たち「アクリエイト研究会」はサブカルチャー好きの集いで
す。創作活動やボランティアを通して、学内外での交流をはか
っています。活動は月１回から３回程度で、好きな漫画やアニ
メ、音楽を仲間に広めることを楽しんでいます。見学も可能です
ので、是非お気軽にお越しください！

　ウインドオーケストラ ハートフルウインズは現在４年生９人、３年生
３人、２年生14人、１年生11人の計37人で活動しています。練
習は月、火、木、土曜日の週4日です。学年関係なく全員が仲良
く、やる時はやる、楽しむ時は楽しむというけじめのある部活です。
　主な活動は、コンクール、定期演奏会、訪問演奏、学内での
演奏です。コンクールでは毎年「全国大会金賞」を目標に日々練習
に励んでいます。コンクール以外にも様々なイベントなどで演奏させ
ていただく機会があり、毎回貴重な体験をすることができます。活
動の様子は Twitter、Facebook、Instagramを通して見ることが
できます。相談や質問があれば気軽に DMで聞いてください。ハー
トフルウインズは一緒に演奏をしてくれる部員を大募集中です。初
心者でも経験者でも大歓迎なので、少しでも興味があれば是非体
験に来てください！私達と一緒に音楽をしてみませんか？

ブログ→http://blog.livedoor.jp/acreatekumw/
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研究室訪問　　医療福祉デザイン学科
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　昨年は、東京を中心に医学系出版社、医療系メーカー、医療系デザイン会社など11
社へ就職先開拓を行いました。企業が求めている人材・スキルを調査し、授業に反映さ
せています。昨年夏、光学医療機器メーカーのオリンパスでのインターンシップが実現
しました。また、インターンシップ先の医療系デザイン会社がきっかけで、この春、医学
系出版社に採用がかないました。今後の可能性を強く感じています。

【教員プロフィール】
1960年埼玉県生まれ。武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業後、広告系デザイン会社を経てフリーのイラストレ
ーターとして26年間活動。2012年に川崎医療福祉大学医療福祉デザイン学科での日本初のメディカルイラストレー
ション教育のためにコンピューターグラフィクス（CG）指導者として単身赴任で入職しました。日本メディカルイラスト
レーション学会教育担当役員。ニューヨークイラストレーターズソサエティ会員。臨床美術学会会員。

　メディカルイラストレーションは医学・医療の情報を正確にわかりやすく伝える使命があり
ます。そのためにも、人体の構造を立体的に把握しておく必要があります。そこで、3DCG
を使っての教育が有効であると判断し、PCの中で立体的に臓器を作りながら形や部位を学
ぶ授業を行っています。さらに、川崎医科大学で解剖実習見学とメディカルミュージアムの
臓器標本スケッチを、実物を知る重要な学びとしています。
　最近では、CTや MRIから撮像された DICOM データを使い、生体臓器を3DCG向けの
データに変換して編集し、3Dプリンターでプリントする指導も行っています。立体物なので
手で触れることができ、インフォームドコンセントなどに有効な表現法です。
　国が地域包括ケアを推進する中、ヘルスリテラシーが低いと言われる日本においては、
一般の人によりわかりやすく医療情報を伝えることでの健康管理意識の啓発が必要です。
メディカルコミュニケーターとして視覚的伝達のニーズは高まるはずです。表現のテクノロ
ジーが進化する今、ターゲットに応じた表現バリエーションスキル（CG）をもった人材教育
が必須だと考え指導をしています。これは、病院事務職としてデザインで医療に寄与する
ホスピタルデザイナーの価値を高めることにもなっています。

医療福祉デザイン学科  准教授  横田ヒロミツ

就 拓先職 開

指 方導 針

学生課題制作物 学生課題制作物

椎骨3DCG素材

DICOMデータから3Dプリント

1700点もの臓器標本に向き合ってスケッチ

全国紙アエラの巻頭特集イラストを制作（左下の臓器3Dイラストは学生作）3DCG表現（横田）2DCG表現（横田）

椎骨3DCGモデル学生作

横田ゼミ
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　私はメディカルイラストレーションコースを専
攻していることに加え、3DCGに興味があった
ので、それを扱う機会の多いこのゼミを選択し

ました。研究では、「現代病」をテーマにその危険性を啓発するた
めのツール制作を行っています。固すぎない雰囲気の中で、お互
い切磋琢磨して研究に取り組めるゼミです。

4年ゼミ生　野
の

々
の

上
うえ

  僚
とも

江
え

4年ゼミ生　浅
あさ

野
の

  有
ゆう

紀
き

3年 Miコース専攻学生　岩
いわ

城
き

  健
けん

太
た

4年ゼミ生　岸
きし

本
もと

  双
ふた

葉
ば

3年 Miコース専攻学生　難
なん

波
ば

  咲
さく

良
ら

卒業生　岡
おか

部
べ

  颯
そう

太
た

　僕は形を作ることが好きなので、造形テクノロ
ジーである3DCGが学べる横田ゼミを希望しまし
た。横田先生は生徒が自主的に学んでいく上で

大切な内容を熱心に教えて下さる先生です。３DCGは分からない事
が山積みですが、授業以外でも教えて下さるのでとても分かりやす
いです。卒業制作では日々造形に励んでいます。

　川崎医科大学リベラルアーツでもメディカルイラストレーション
の授業を担当しています。他にメディカルイラストレーションの授業
を行っている大学は、金沢医科大学くらいです。

　好きなことだけやって生きていけるほど人生はあまくないけれど、
できる限り自分の得意なこと、好きなことを生かしてやったことが、人
に喜ばれると幸福感も一

ひと

入
しお

です。仕事の中に自分の得意なことをどう
生かせるか常に考えるようにしましょう。社会人としてのかけがえのな
い個性につながると思います。私の場合も、イラストレーターをやって
いたころの作品を、もう描くことは無いと思っていましたが、病院など
に展示して、ヒーリングアートとして喜ばれた時は至福の体験でした。

自分の得意な事で人の役に立てたり喜んでもらえると、
とても幸せを感じます。

　授業ではパソコンを使ってデジタルで着色する
技術を習得しています。先生が指導の際に手本
の動画を作ってくださったおかげで、どうやって

描けばいいのかとてもわかりやすく、勉強になっています。

　3Dと卒業制作に対して適切な指導が得られ
ると思ったので横田ゼミを選びました。「高齢出
産における死産および流産の割合やリスク」に

ついて研究制作をしています。横田先生の外見は恐そうなのです
が、接していくうちに中身はウサギみたいな先生です。1聞いたら
10も20も教えてくれる先生です。

　通常循環と胎児循環の仕組みを描いて、とても
学ぶことが多かったと感じました。私達医療を勉
強している人からすればわかることでも、一般の

人にはわからないことが多く、どうすればわかってもらえるのか、伝わ
るのかと言うことを重点に考えました。今回の課題だけでなく、今後も
この事を頭に置いて制作していけたらと思います。

　在学中、横田ゼミでは3DCGを利用してわか
りやすい冊子の制作を行いました。「光を失わ
ないために」をテーマに、目の構造や病気を知
ってもらい、眼病予防のための冊子を目指しま
した。今はメジカルビュー社という医学系の出
版社で、学会などで展示される新刊案内のパネ

ルや新刊の帯などをCGを使って制作しています。

　川崎医科大学２年次の「医学研究
への扉」という授業で、毎年２名の医
大生を１ヶ月間、メディカルイラストレ
ーション研究として指導しています。
　昨年は学生が最優秀賞を受賞して
くれました。医科大学でのメディカル
イラストレーション周知が期待されま
す。本学科の学生と医大生の交流も
魅力です。

学生・卒業生の声

医大生

学生作品を日本メディカルイラストレーション学会でも発表しています。

（本学科学生と医大生との交流も図っています）

「色使いのきれいさにハッ
と目が止まりました。一瞬、
病気を忘れて見入ってまし
た。とても素晴らしい絵で
した。毎日見て過ごせた
ら、どんなにか安らぐでし
ょうね。」

患者さんからの声

教 のか ッ ー員 メら セ ジ

日本癌治療学会学術集会にてヒーリングアート個展

学生作品 指導加筆プロセス動画

学生が水彩絵の具で描いた作品を、
修正ポイントを指導した後、具体的
に CG で加筆し、そのプロセス動画
を学生が繰り返し見ながら学べるよ
うにしています。



子ども医療福祉学科　２年　中
なか
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健康体育学科　助教　田
た

中
なか

  真
ま

秀
ほ

7階東ウィングは、私たちのホーム

　私たち、子ども医療福祉学科の学生が過ごす7
階東ウィングでは、授業で制作した個性溢れる壁
面装飾パネルや工作物が展示され、温かく親しみ
やすい空間づくりがなされており、一目で「子ど
も医療福祉学科に来たな」と意識できます。また、
2018年4月に開園した幼保連携型認定こども園か
わさきこども園が窓から見えます。実際に園庭を元
気に自由に遊ぶ子ども達の様子を見ることができ、
可愛い子ども達の姿に、私たちのモチベーションも
上がります。活動環境だけでなく、先生方も親しみ
やすい方ばかりで、親身になって話を聞いてくださ
ったり、冗談を言い合えたりと、話しやすくアットホ

ームな雰囲気です。学生も元気で個性的で、毎日楽しい学園生活を送っています。教員学生全員で、川崎一明るく
元気な学科を目指しています。オープンキャンパス等、機会があれば気軽に足を運んでください。

私の好きな川崎医療福祉大学

　私が̒ 自分の居場所 を̓確認するときに注目するのは、
①一緒に学び合える仲間（同僚）の有無、②居心地の良
い空間、そして③「トイレ」であります。①と②はなんとなく
理解してもらえそうなので、今回は特に「トイレ」に着目し
ていきたいと思います。
　私は「教育学」の専門家として、様々な小学校・中学校・
高等学校を訪問することがあります。その時に注目するの
が「トイレ」です。「トイレ」の良し悪しを見ると、その場が
ʻステキな所 か̓確認することができます。「トイレ」に清
潔感があると比較的落ち着いている学校、「トイレ」が荒れ
ていると何かしらの問題を抱えている場合が多くあります。
　さて、川崎医療福祉大学のトイレはどうでしょうか。ど
この「トイレ」に入っても綺麗で清潔感があります。便座の個数や配置は異なりますが、共通して「落ち着ける空間」
となっています。おすすめは、8階中央西ウイング（右）と5階東２ウイング（左）のトイレです。皆さんも落ち着
ける「トイレ」を探してみてください。
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リハビリテーション学科　3年　當
とう

田
だ

  光
ひかる

医療情報学科　講師　三
み

田
た

  岳
たけ

彦
ひこ

屋上で過ごす特別な時間

北ウイングからみる夕日

　5時限目の講義を終えほっと一息、本館棟北ウ
イングのラウンジから外を眺めてみる。
　右手に見える高鳥居山は、岡山を象徴するよう
に四季を通じてぼんやりと色を変え、ゆったりなだ
らかな曲線を描いている。延長線上には山陽自動
車道が西へ西へと伸び、その下を走る国道には家
路を急ぐ車のライトが目立ち始めている。総合グ
ランドには放課後汗を流す運動部の学生たち。
　あたりまえにそこにあるのに普段は忘れてしまっ
ている。夕日を眺めてふとおもう。
　今日も一日おつかれさま。晩飯なんだろう。味
噌汁飲みたい。
　明日もまた素晴らしい一日でありますように。

　講義棟の4階から外に出た階段の先には屋上があります。医福大の学生
なら一度はその屋上を見たことがあるはずなのに、行ったことがない人は意
外と多いのではないでしょうか。
　私は、これまでの学生生活の中で、学校の屋上というものに上がったこ
とはありませんでした。そのため、講義棟の屋上に上がれると知ったとき、
行ってみたいという気持ちが強く湧き、私にとって屋上が魅力を感じる場所
になりました。今では、講義棟で授業がある日のお昼休憩には、友達とお
弁当を持って行き、ピクニック気分でお昼ごはんを食べることもあります。
青空の下、風を感じながら食べるお弁当はいつもより美味しく感じられま
す。また、川崎医療福祉大学を一望できるスポットでもあり、いつも私達を
温かく迎えてくれる校舎を改めて眺めていると、気持ちが落ち着くようにさ
え感じます。
　友達と楽しい時間を共有したいときや、一人でゆったりとした時間を過ご
したいときなどにぴったりの場所だと思います。みなさんもぜひ屋上で、い
つもと一味違ったお昼休憩や空きコマの時間を過ごしてみてください。
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　医福大の中で、あなたがいちばん好きな場所・落ち着く場所
はどこですか？ 学生・教職員の皆さんに、とっておきのおす
すめスポットを紹介してもらいました。

企画特集　わたしのおすすめ！医福大　　 とスポット

ホッとスポ
ット❸

ホッとスポ
ット❹
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就職活動コーナー

職業人人生を左右する
はじめての就職

臨床検査学科　講師

　有
あり

安
やす

　早
さ

苗
なえ

　私は、これまで二度の転職を経験し、現在に至っています。初め
て就職したときには、自分が二度も転職することになるとは全く考え
ていませんでした。予想外の転職のなかで感じた、最初の就職先
の重要性をお話しします。
　私の場合、はじめての就職先である川崎医大附属病院での経
験が、その後の職業人人生を決めたといっても過言ではありませ
ん。日々の臨床業務に追われる中、日常業務・学術活動・教育が
仕事の３本柱と教えられました。ともすると日常業務の波に呑まれそ
うになるなか、学ぶことの重要性をここで叩き込まれました。幸い、
つぎの職場も学術活動への理解が深く、社会人学生として学位取
得のチャンスに恵まれました。教職者としての現在は、学ぶことの
重要性を教えられた、川崎医大における数年間の経験の上に成り
立つものと思っています。
　就職してからの数年は、職業人として生きていくための基礎を作
る重要な期間です。この時期をどのように過ごすかが、将来を大き
く左右します。就職先を選ぶとき、求人票に書かれている給与や福
利厚生などはもちろん大切な条件ですが、それだけでなく、自分の
思い描く数年後の〝なりたい自分＂に近づくための要素があるかも
考えてみてください。若いあなたたちの可能性は無限です。

今だからできる
今しかできないことがある

臨床工学科　助教

　福
ふく

原
はら

　真
しん

一
いち

　今から十数年前のことですが、私が大学院を修了した頃は就職
氷河期の時期で自分の希望する企業への就職が難しい時代でし
た。そこで私は人生の進路を変え、臨床工学技士を目指しました。
これまでの経験から、これから就職活動に臨む皆さんへアドバイス
があります。１つ目は何かの分岐点に立ったときは悩みに悩んで悩
みきってください。悩みきった末に結論を出したのであれば後悔はな
いはずです。２つ目は一度しかない人生を大いに楽しむということで
す。大学院を修了するまで心臓の構造すら知らなかった私が、今こ
うして臨床工学科の教員となっていることがにわかには信じられませ
ん。しかし、今に至るまで、歓喜や苦悩を含め、何が起こるか分か
らない人生の各種イベントを満喫してきたことは確かです。
　日々の悩みや苦労、喜びは目標達成への一過程だと思います。
表題の言葉は黒田クロさんの著書の一説です。若いからこそでき
る、学生の皆さんが羨ましくもあります。

『理想の将来像』を思い描く

診療放射線技術学科　助教

　五
ご

反
たん

田
だ

　留
る

見
み

　私は『理想の将来像』を思い描き、これまで進学・転職をして
きました。医療の現場で人の役に立ちたいと診療放射線技師に
なり、病院で働いて数年が経った頃、自分が目指す『理想の診
療放射線技師』になるためには、圧倒的に知識と経験が不足し
ていることに気づきました。理想と現実は違うと諦めることは簡単
でしたが、諦めた後の10年20年後の自分を想像したとき、私は
その将来像を受け入れることができませんでした。人生は一度きり
しかないのだから、後悔しないように『理想の将来像』に向かって
出来る限りの努力をしていこうと決意した瞬間でもありました。
　皆さんは今、『理想の将来像』に向かって頑張っていますか？
理想と現実は違うと諦めていませんか？何かを始めるのに遅すぎる
ということは絶対にありません。今までの経験から、『努力は（いつ
かどこかで）必ず報われる』と私は知っているし、信じています。
　自分の目指す『理想の将来像』に向かって、一歩ずつ頑張っ
ていきましょう。

幸運を引き寄せるための
努力を日ごろから

保健看護学科　講師

　西
にし

田
だ

　洋
よう

子
こ

　私は大学卒後から本学赴任まで、行政保健師をしていました。
私が卒業した年は、いわゆる“就職氷河期”の真っただ中でした。
そして、その頃は今よりずっと行政保健師の募集は少なく、就職は

“運”という部分もありました。私の就職活動がさぞ難航したので
はと、みなさん思われるでしょう。しかしながら、私は就職活動をほと
んどすることなく、しかも同級生たちの中でも早くに就職先が決まり
ました。不思議なことです。
　今振り返ると、積極的な情報収集がこの幸運を引き寄せたのだ
ろうと思います。私の場合、就職支援センターに足繁く通い、こま
めに募集情報を確認していたことが、職員の方から「いいところが
あるよ」と個別に声をかけていただいたことにつながり、さらに行政
保健師へとつながりました。
　小さなことでもいいと思います。自分にあった方法で、早くから積
極的に就職活動に取り組み、幸運を引き寄せてください。

　現場などへの就職経験がある先生方に、就職活動の体験
談・苦労話、またそれが現在どのように役立っているかなどを
お伺いしました。



社会連携センターだより
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平成30年度　第1回公開講座を開催

中国・上海健康医学院からの訪問団来学

　5月12日（土）に「子どもの空想や体験世界とこころの発達～
映画や漫画を題材にして～」というテーマで、第1回公開講座を開
催しました。今回は臨床心理学科　藤森旭人講師が担当し、地
域の方々48名が参加してくださいました。
　藤森講師は、子どものこころの発達について、映画『千と千尋
の神隠し』などを例に、精神分析理論を用いてわかりやすく説明しま

　5月30日（水）、上海健康医学院教職員4名が本学を訪問し、本
学教職員による熱烈歓迎の後、役職者との接見を行いました。
　はじめに、椿原学長が歓迎の挨拶を行い、今後も協力し合って
良い関係を続けていきたい旨をお話しました。
　次に、上海健康医学院の鄭瀋芳校務委員会主任から、本学園
で留学生を受入れていることに対する謝辞と、今回の温かい接待
への感謝が述べられました。
　続いて、川崎医療短期大学の小池学長が、上海健康職業技
術学院の頃から続く友好について触れ、歓迎の挨拶を行いました。
　鄭校務委員会主任から、留学生に対する評価をたずねられると、
医療短期大学の名木田副学長と看護科の新見教授（学生部長）
が、皆大変優秀で、よい学生を派遣していただいていることに対し
感謝を述べました。また、日本の友達もできた様子で、留学生の
存在が相互にとってよい刺激になっている旨をお話しました。

した。また、ASD児の体験世界について様 な々実例を挙げ、ASD
児の体験を共有することが支援に繋がると話しました。
　今年度は年間テーマを「医療福祉“彩”発見！」と定めています。
今年度も本学の専門知識を生かした情報の発信を行いますので、
どうぞご期待ください。

　また、お互いの大学のカリキュラムや単位互換、共同研究など
について、活発な意見交換がおこなわれました。
　飯田副学長補佐（社会連携）からは、昨年8月に行われた上海
研修に参加した学生が、後輩に研修でのよい経験について伝えて
いるため、今年度の上海研修希望者が昨年度の3倍にのぼってお
り、上海健康医学院訪問を皆とても楽しみにしているとのお話があ
りました。鄭校務委員会主任も歓迎する旨を話され、学生交流に
ついて可能な限り本学の希望にこたえたいと述べられました。
　意見交換会の最後に皆で記念撮影をし、その後川﨑祐宣記念
講堂を見学されました。川﨑祐宣メモリアルギャラリーで、川﨑祐宣
先生が岡山県訪中文化使節団として中国を訪問された際の、毛沢
東国家主席との接見時の写真などを熱心にご覧になったのち、本
学をあとにされました。



（1）「MR  imaging  動きと流れに関する研究」
川崎医療福祉大学 医療技術学部 診療放射線技術学科 教授

田淵  昭彦

（2）「局所脳血流量測定における簡便法の精度向上に関する研究」
川崎医療福祉大学 医療技術学部 診療放射線技術学科 教授

三村  浩朗

（3）「コーパスを活用したテキスト校訂・解釈の研究」
　　川崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科 准教授

　橋本  美香

（4）「あきらめない意志力に関係する神経活動」
川崎医療福祉大学 医療技術学部 感覚矯正学科 准教授

細川  貴之

（5）「子ども虐待と育児支援」
　　川崎医療福祉大学 医療福祉学部 保健看護学科 准教授

谷野  宏美

（6）「高齢者のフレイルに関する研究」 
川崎医療福祉大学 医療技術学部 健康体育学科 准教授

石本  恭子

（7）「チェンマイ在住日本人高齢者の
メンタルヘルスに関する調査」 

　  川崎医療福祉大学 医療技術学部 健康体育学科 准教授
依田  健志

平成30年度 川崎医療福祉学会総会及び第54回研究集会（講演会）開催

『平成30年度 第２回 川崎学園市民公開講座』

　川崎医療福祉学会第54回研究集会が、6月20日（水）午後1時30分か
ら本学10階大会議室で開催されました。椿原彰夫学会長の開会挨拶に続い
て、総会では昨年度の事業報告等の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、研究集会（講演会）を行いました。今回は今年度の新
任教員7名による、自己紹介を兼ねたご自身の研究内容についての発表があり
ました。

　５月19日（土）14時から、くらしき健康福祉プラザにおいて、医療福祉大学の椿原彰夫
学長を座長として、「健康寿命―100歳まで介護されない健康なからだ―」をテーマに、平
成30年度第２回川崎学園市民公開講座が開催されました。座長である椿原学長の開会
挨拶に始まり、リハビリテーション学科の大坂裕講師、臨床栄養学科の武政睦子教授、健
康体育学科の西本哲也准教授、医療福祉学科の竹中麻由美准教授の４名の講師により、

「健康寿命を知っていますか？」「簡単につくる、美味しく食べる」「《笑顔・運動》長寿健
康の道しるべ」「地域で元気に生きるために」というテーマの講演が行われ、一般市民をはじ

めとする280名の参加者が真剣に耳を傾けていました。アンケートでも、「とてもわかりやすく、楽しかった」「このような企画を、今後
も継続してほしい」「次回もぜひ参加したい」といった回答が多く、参加者の健康への関心の高さがうかがえました。
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キャンパスインフォメーション



　6月17日（日）に、今年度第1回目となる「3校合同オープンキャンパス2018」を開催しました。　
　当日は、梅雨にもかかわらず好天に恵まれ、昨年度の同時期から400名以上増え、1,655名の高校生、保護者の皆さんが、県
内はもとより、県外からも多く来場くださいました。
　開会行事である、椿原学長挨拶、3校全ての学科の在学生による「１分間PR」から始まり、それぞれの学科による「ミニ講義」、

「入試・編入学相談コーナー」「附属病院見学ツアー」、「ドクターヘリ見学」等、また、4月に開園したばかりの「かわさきこども
園」の施設見学も開催しました。こども園の見学には、45名の皆さんが参加してくださいま
した。こども園のスタッフのご協力もあり、新しい保育室、遊戯室などを見学することができ、
大変満足してもらうことが出来ました。
　次回は、7月22日（日）に開催します。参加された高校生の皆さん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、一層内容の充実に努めたいと思っておりますので、ご協
力お願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　（川崎学園アドミッションセンター）

3 校 合 同 オ ー プ ン キ ャン パ ス 2 0 1 8
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新入生歓迎レクリエーショ
ン大会（2018.6.9）

キャンパスインフォメーション

　「健康と福祉に貢献できる職業人」の育成を目標とする責任ある
教育・研究機関である川崎医療福祉大学は、2010（平成22）年
1月30日の「川崎医療福祉大学キャンパス全面禁煙宣言」（本学
ホームページ参照）のもとに「キャンパス全面禁煙」を学生・教職
員一体となって実行しています。
　多くの教職員・学生は「タバコを吸わない」ことを実践しています
が、一方、残念なことですが建物内での喫煙の形跡（吸いがら・臭
い）が最近、相次いで報告されています。
　「タバコを吸わない」ことの意味を再確認するためにこの記事を書
きました。
　「キャンパス全面禁煙」は、大学の中ではタバコを吸ってはいけな
いというのではありません。学園内すべての建物及び敷地内、学園
敷地周辺道路やバス停等すべて禁煙です。その趣旨は教職員・学
生の喫煙者をゼロにすることです。人の健康・福祉・教育に関わる
支援の場にはタバコは無用の存在です。
　ところで最近、煙の出ない、あるいは煙の見えにくい、いわゆる「新
しいタバコ」（※）が次 と々販売され、これらは「健康リスクが少な
い」「受動喫煙の危険がない」タバコと宣伝されています。しかし、
WHO をはじめ国際的な保健機関、日本の厚生労働省などが、これ
らの「新しいタバコ」は紙巻きタバコと同様に依存性があり、発がん
物質を含む有害物質を含んでおり、使用者だけでなく周囲の人々に
も危害を及ぼす可能性が高いと警告を発しています。 
　川崎学園では、いわゆる「新しいタバコ」についても、従来のタ
バコ同様、禁煙の対象としています。詳細については、 “いわゆる「新
しいタバコ」に対する川崎学園の考え方について”（川崎学園イント
ラネット）を参照してください。
　本学は、多くの患者さんが利用される川崎医科大学附属病院とも
隣接しており、喫煙による健康への悪影響に配慮しなければなりませ
ん。安心・安全で快適な職場環境・療養環境・教育環境を確保し、
教職員・学生及びその家族の健康増進を図る責任が、私たち一人
ひとりにあります。

私たち一人ひとりの行動で、無煙キャンパスを
実現しましょう！
※「新しいタバコ」：電子タバコ、非燃焼・加熱式

タバコ、無煙タバコ（嗅ぎタバコ、噛みタバコ）
（衛生委員会）

防煙・卒煙　
―無煙キャンパスを実現しよう！―

学部）補講予備時限（1～2時限）
学部）春学期代替授業日
大学院）春学期代替授業日
学部）補講予備時限（1～2時限）
3校合同オープンキャンパス
学部）補講予備日
学部）春学期授業終了
学部）春学期定期試験（～8/10）
オープンキャンパス
大学院）夏季休業（～9/20）
学部）夏季休業（～9/20）
AO入試前期
協助会役員会
編入学・大学院（修・博1期）入試
学部）履修登録（～9/20）
大学院）履修登録（～10/2）
学部）春学期卒業証書・学位授与式
大学院）春学期末修了学位記授与式
学部）秋学期授業開始
大学院）秋学期授業開始
AO入試後期
学部）秋学期代替授業日
大学院）秋学期代替授業日
学部）秋学期代替授業日
大学院）秋学期代替授業日
学園祭
オープンキャンパス（～21）
2年次生保護者懇談会
推薦入試前期

上海健康医学院　見学受け入れ（教職員4名）

大 学 行 事

国 際 交 流

7月14日
7月17日

7月21日
7月22日
7月25日
7月27日
7月30日
8月5日
8月6日
8月13日
8月25日
9月1日
9月7日
9月14日

9月20日

9月21日

9月29日
10月9日

10月18日

10月20日
10月20日
10月20日
10月27日

5月30日

自閉症特別講座
障害者スポーツ教室
自閉症児のための水中運動教室
日本ソーシャルワーク学会
自閉症特別講座
自閉症特別講座
自閉症特別講座
障害者スポーツ教室
自閉症児のための水中運動教室
自閉症特別講座
自閉症特別講座
自閉症特別講座
自閉症特別講座
自閉症児のための水中運動教室

学 会 等 開 催〔 予 告 〕

7月9日
7月14日
7月21日
7月22日
7月23日
7月30日
10月1日
10月6日
10月13日
10月15日
10月22日
10月29日
11月5日
11月10日

〒701-0193 岡山県倉敷市松島288　TEL.086-462-1111㈹　URL https://w.kawasaki-m.ac.jp/

防煙・禁煙・卒煙→脱タバコ 


