
１．大学連携

（ア） 大学コンソーシアム岡山
（イ） 岡山オルガノン
（ウ） 倉敷市大学連携講座

２．産学官連携

（ア） 国：産学官連携推進会議

（イ） 医学系大学産学連携ネットワーク（東京医科歯科大学）

（ウ） 岡山県
① 岡山県産学官連携推進会議

(全体会議，産業戦略本部，産業戦略プロジェクト委員会）
（ア） 岡山TLO

② ものづくり重点４分野における産業クラスター形成に向けた取組
1.精密生産技術 （ア）ミクロものづくり岡山推進協議会
2.医療・福祉・健康 （ア）メディカルテクノおかやま

（イ）ハートフルビジネスおかやま
3.環境 （ア）中四国環境ビジネスネット
4.バイオ （ア）セルロース系バイオマス超微粉砕技術研究会

（イ）おかやまバイオマスプラスチック研究会
（ウ）おかやま食料産業クラスター協議会 43



伊東 香織 倉敷市長

所謂
「公約」
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2009.5.21. 倉敷市より学園に「倉敷市内の大学連携によ
る生涯学習事業（案）について依頼。

2009.11.5. 第1回 大学連携事業検討委員会
2010.1.21. 第2回
2010.3.25. 第3回
2010.4.22. 第4回

2010年度前期 実施

2010.8.6. 第5回
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市内10大学の紹介
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7/23に実施
ア･ラ･カルトということで
救急（ドクターヘリ），脳卒中，小児科医療，産科医療，生活習慣病（慢性
腎臓病），臨床腫瘍・・・・それぞれの先生から頂戴したスライドを説明さ
せてたいだきました。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
川崎医科大学　現代医学教育博物館の古川です。これから、見学者増加を目指した体験教室の開催について報告します。



メリット（吉備創生カレッジと比較して）
・無料である（吉備創生は３回連続講座で￥2,200必要）
・「ライフパークくらしき」が学習講座として定着，かつ駐車場も完備
・広報くらしき でのPR効果が絶大！

（ライフパークでは10年くらい年間100を超える生涯学習講座を設けてい
るが今回は新規受講者が多かった）

総
計
８
回
で
受
講
者

３
１
３
人
（
延
）
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◆もっともっと聞きたいと思った。またこのようなものをシリーズで聞きたい。
◆アラカルトの全般紹介が中心であり、小児科での緊急医療のコンビニ化等参考にはなったが、
次回、または来年の講座を期待している。 ◆十分役立ちました。

◆知らない医療が少しわかった様に思います。 ◆成人病、がんの予防についての話をして欲しかった。
◆詳しく知りたい事項については川崎医大ホームページを参照するなど、手がかりを教えて欲しい。
◆わかりやすい説明をありがとう。今後の大学連携講座の発展を期待します。
◆先生のお話をまた別の機会で伺いたい。
◆参考になった。今後の講座、アラカルトでなく複数回で1つのテーマをやる形は賛成です。
◆お医者さんの立場のジレンマも少し理解しました。マスコミで見る医療の不備は倉敷ではあまり感じず、
ありがたいと思っています。 ◆また勉強しなくてはと思いました。
◆前回バスで来た時、バス停から走ったので自転車で来ましたが遠いです。車を持っていないものには
ラｲフパークはつらいです。市民会館か芸文館か公民館で開催してくださるとすぐに行けます。

◆お医者さんのウラ話はとてもおもしろかったです。興味津々、ぜひ次が聞きたいです。脳の栄養になり
ます。
◆とても興味がある話で有意義な時間を過ごせました。また秋にも参加したいです。楽しみにしています。
◆講師の大槻Ｄｒの話し方がとても親しみやすく、解りやすかった。
◆大変有用で楽しいくらいでした。講座の入り口として”アラカルト”良かったのでは。
◆良かったので、また次も参加したい。5年、10年、20年先を見て、人間の体をつくる上での医学をき
わめておられる心・気持ちがくわしくわかり感動しました。感謝。
◆環境問題、まちづくり（大学連携講座で取り組んでほしいテーマ？）
◆医療者の立場、患者の立場で伝える事の大変さもあると思います。患者の立場もわがままにならないよ
う、心がけたいと思います。 ◆手元資料（レジュメ）が欲しかった。
◆いくつかの項目について、もう少し詳しく説明してもらったらBest。専門外の領域（と言われました
が）を判り易く説明して頂いた。2時間の熱弁ありがとうございました。
◆一度だけでなく、定期的にお願いします。2時間の間に休憩を入れてほしい。秋の講座にも是非参加し
たい。
◆第2回目も楽しみにしております。
◆大変よい勉強になりました。

ご意見・ご感想
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◆地域の川崎医大をさらに身近に感じました。
自分自身の健康維持の考え方に役立てたいと思います。専門医にかかった時は疑問点も聞けるように。

◆ちょっと早口で聞き取りにくいところがあった。ガンについてもっとくわしく話がききたい。
◆中休けいもなく、2時間かっちりの講演でしたが、興味深く聞くことができました。
◆今後はテーマを決めて、「一般対象」として解りやすい講義をお願いしたい。
◆たいへん興味深く、刺激を受ける話ばかりでした。次は大槻先生の専門分野の話も聞いてみたいです。
今後の希望です。お話の中にもありましたが、長期（何回か）に渡って、それぞれの専門医のもう少

し詳しい話も聞いてみたいです。受講者の年齢層が高かったので、もっと若い人（特に今日の話は妊婦さ
んや子育て中のお母さんなど）にも聞いてほしいと思いました。今日、子どもを預けて来たので、子ども
を見てもらえるシステムがあればうれしいですね。 ◆最初、エアコンがききすぎて寒かったです。
◆まだまだたくさんの分野があるのでしょう。次回も期待しております。先生のあたたかいお人柄がうか
がえ好感がもてました。
◆今後、個別の講座があるとうれしい。
◆今後の展開に期待。
◆良い勉強になりました。なかなかこういう機会がないので、次回（秋頃の分）も参加したいです。
◆どの先生もお話上手でわかりやすいいい講座でした。ありがとうございました。
（私も川大にはお世話になりました。）

◆高齢者が多くなります。そういう観点での研修講座を望みます。
◆大変良いお話を有難うございました。今後も是非参加したく思っています。
◆次回も受けたいと思いますので、実現することを期待しています。
◆室内の温度が上がったり下がったりして気がちりました。2時間ぶっつづけ聞くのは少し長いので、
休けいをいれながらするようにしていただけたら。若くないので。

◆後ろの席になるとスライドが（下の方が）見にくいので、少し上に上げていただけるとありがたいです。
◆全内容、興味津々で聞きました。川大の夏の体験、私も参加してみたいと思いました！！
◆医学医療の最先端の話がなかったような気がします。講座名にアラカルトを謳っている意味がわかりま
したが、幅広い内容よりも1つ2つに特化していただいた方が満足できると思うし、講座を選ぶ際に判断
しやすいと思いました。先生のコトバはわかりやすく、よかったです。

ご意見・ご感想
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今後の展開

・ 2010年度 後期講座 （秋）
川崎医科大学担当

川崎医大発 医学・医療の最前線 ア･ラ･カルト ～２～

１回目に紹介させていただいた以外の教室にご依頼します。
何卒よろしくご協力お願いいたします。」

次年度以降

なんらかのテーマを決めて，複数大学講師による連続講座！

秋以降に協議されると思います。

種々のテーマによって，特に臨床の先生方にはご協力を依頼することが生
じると思いますが，何卒よろしくお願い申し上げます。

54

市民公開講座などがあれば，四半期に一度の広報くらしきでのPR，ならびにラ

イフパークの大学情報コーナーへのチラシの設置など，協力して下さるそうで
す。大槻あるいは庶務係（川西）までご連絡ください。
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