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川崎医科大学附属病院

川 崎 誠 治

は じ め に

岡山医学会会員 の皆様 には ます ます ご清栄の こ と

とお慶 び申し上 げ ます.こ のたび,歴 史 ある岡 山医

学会誌 にわれわれの病院 を紹介 させ ていただ くこ と

にな り光栄に思い ます.

学校 法人川 崎学園

昭和14年,川 崎祐 宣初代理事長(岡 山医大S 6年

卒)は,岡 山市 中山下に外科 川崎病院 を開院,昭 和

35年 に総合病院川崎病 院(470床)を 開設 した.昭 和

45年,学 校法人川崎学園 を設立 し,「 人間をつ くる.

体 をつ くる.医 学 をきわめ る.」とい う建学の理念の

もと,戦 後初の私立医科大 学であ る川崎 医科大学 を

設置す るとともに,昭 和48年,川 崎医科大学附属病

院 を開設 した.現 在,川 崎医科大 学(学 長　勝村達

喜:岡 大 医S 31年 卒),川 崎医療 短期大学(学 長　守

田哲朗:岡 大 医S 29卒),川 崎 医療福 祉大 学(学 長

江草安彦:岡 大医S 25年 卒),お よび川崎 医科大学附

属病院は,岡 山市 と倉敷市の境にあ る倉敷市松 島の

地 で,緑 豊か な環境の 中,医 療 ・福祉 の教育 ・診療

を担 っている.

川崎医科大学附属病 院の現況

1)　診 療 体 制

外来診療部 門は,総 合的かつ多彩 な33の 専 門診療

科 目を有す る ともに,高 度救命救 急セン ター,リ ハ

ビ リテー シ ョンセ ンター,健 康 診断セン ター等, 5

つ の併設部 門 と,中 央手術 室,腎 セ ンター,内 視 鏡

セン ター,未 熟児セ ンター等, 13の 中央協 力部 門を

設置 している.看 護部 門はプ ライマ リーナー シング

体制 を採用 して20病 棟 を運用 してい る.こ れ ら各部

門部署 は緊密 に連携 し合 い,「医療 は患者の ために あ

る」 とい う病院精神の も と,患 者中心の,高 度医療

の提供 に努め ている.

2)　臨床教育施設 としての側 面

当院は,臨 床教育の場 を提供す る教育施設 としての

重要な責務 を担っている.臨 床研修 においては,開 院

当初か らレジデン ト教育制度 を採用 し,我 が国ではユ

ニー クな卒後教育 を実施 している.特 に,研 修医の時期

にはロー テイ ト研修 を実施 し,内 科系,外 科系 を含め

て最低3診 療科 以上 を各科2ヶ 月以上にわたって修練

する.平 成11年 度までの27年 間で998人 の研修医認定者

と, 389人 の レジデン ト修 了者を全国に送 り出している.

3)　救 急医療体制の強化

当院は従来か ら,高 度救命救急セ ンター と して地

域 の救 急医療 に積極的 に取 り組んで きたが,更 なる

救急医療体制 の充実 を目指 し,平 成11年6月,各 科

専 門医の協 力の もと,当 直体 制の再 整備 を行 った.

同年10月 か らは,厚 生省の委託事 業 として ドクター

リ試行 的事業 を実施 した. 1年 半の問に278件 の出

動があ り,救 命率 の向上 等の評価 を得 てい る.な お,

当該事業 は平成13年4月 以降 も日本 で最初 の本格 的

事 業 として運営 されてい る.

4)　病 診連携 の推進

開院以来,地 域の病院 ・診療所等 との連携 を深め る

努 力を重ねているが,今 後 も,地 域 の医療機関 との連

携 システムの確立 を目指す.現 在,当 院へ の紹介患者

に関 しては,地 域 医療連携係 で受診予約な どの相談 に

応 じてい る. (TEL & FAX 086-464-1166直 通)

電話:086-464-1164(病 院 庶 務課) FAX: 086-462-7897(病 院

庶務 課)

E-mail:hsyomu@med.kawasaki-m.ac.jp
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川崎医科大学附属病院の新たな取 り組み

1)　病院の増改築 工事

平成12年10月 か ら本館棟 の西 の地 に,地 上16階 建

て,延 べ 床面積約33,000m2の 新館棟 の増築工事 を着

工 した. 2年 後の竣工 後には,本 館棟 の機能 を新館

棟 へ移 設,移 動 しつつ,本 館棟 を改修す る.

新館棟 の階構成 は, 2～4階 に栄養部,検 査部,

病 院管理部 門, 5～6階 に手術室, ICU, CCU,サ

プ ライセ ンター等, 9～15階 に病棟(350床)を 配置

し,屋 上 にはヘ リポー トを新設す る.

本館棟 は, 9～15階 を病棟 として全面的に改修す

る.完 成後 は新館棟 と合 わせ て,各 階 ごとに臓器 ・

機能別 の病棟編成 とし,急 性期 と亜急性期,慢 性期

に分 け,高 度医療 を提供 で きる機能的 な環境整備 に

努め る.病 室 はこれ までの大部屋 を解消 し,ゆ とり

ある4人 部屋 と個室 で構成 し,患 者のプ ライバ シー

に配慮 した居住 性の高い空間 を設計中である.

2)　 オーダーエ ン トリー ・システムの導入

患者サー ビスの向上,医 療 の質の向上,医 療事務業

務の効率化,お よび病院運営上の情報の有効活用等 を

目途 として,平 成13年1月 か ら外来診療 に係 るオー ダ

ーエン トリー ・システム と予約制 を導入 した
.今 年度

中には,入 院診療 ・入退院業務 も統括す るフル ・オー

ダーエ ン トリー ・システムを完成 させ る予定である.

お わ り に

医療 を とりま く環境が ます ます厳 し くな る今,「近

代医学の粋 と,温 か い愛情 と,快 適 な設備 を完備 し

て,患 者の皆様 の信頼に応 えたい」 とい う開設当初

の志に立 ち返 り,更 なる研鑚 を積 んでい きたい と思

います.会 員 の諸先生方には これか らもご指導,ご

鞭撻のほ ど,よ ろ しくお願 い 申し上 げ ます.

学校法人川崎学園　 副理事長

川崎 医科大学附属病 院　 副院長　 川崎誠治
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川崎医科大学附属病院の概要

【設置者】　学校 法人川崎学 園　 理事 長　 川崎明徳(岡 大 医S 33年 卒)

【所在地】　岡 山県倉敷市松 島577番 地　 〒701-0192 Tel086-462-1111(代)

【病院長】　山下貢司(大 阪医大S 28年 卒)

【副院長】　田中啓幹(岡 大医S 37年 卒),角 田 司(長 大医S 43年 卒),川 崎誠治(岡 大医S 61年 卒)

【許可病床数】　1,178床(一 般病床1,154床,精 神病床24床)

【診 療 科 名】　内科(血 液,神 経,消 化器 Ⅰ,消 化器 Ⅱ,循 環器,呼 吸器,腎 臓 ・リウマチ,糖

尿病 ・内分泌),総 合診療部,公 衆衛生部,放 射線科(診 断,治 療,核 医学診療),

小 児科,皮 膚科,心 療科,外 科(消 化器,胸 部心臓血管,乳 腺 甲状腺,小 児),脳

神経外科,整 形外科,形 成外科,泌 尿器科,産 婦人科,眼 科,耳 鼻咽喉科,リ ハ

ビ リテー ション科,救 急部,口 腔外科,矯 正歯科,健 康 診断セ ンター,麻 酔 ・集

中治療部

【指定 ・認可】　特定機能病 院,高 度救命救急セ ンター,災 害拠点病院(地 域 災害 医療 センター),

エ イズ治療 拠点病院,等


