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　平成２５年６月２８日１０号館３階の第３会議室にて、事務局管理職会
議が開かれました。
　坂元常務理事の開会の辞で始まり、学校法人立命館大学顧問の川本八郎
氏による基調講演「大学事務職員に求められること」が行われ、大学事務
職員の課題と、大学事務職員が大学の計画・政策に重要な役割を果たすた
めにどう行動すべきかなどについて熱く語っていただきました。こののち、
事務局各部署から所管事務、本年度事業計画概要、現状の部及び課の課題、
問題点などについてプレゼンテーションが行われました。
　管理職が一堂に会し全体の情報を共有することで、今後の業務推進にお
いても、各キャンパス間や部門間での連携が図られることが期待されます。

　兵庫医科大学５号館の正門横に、２本のアオノリュウゼツランの花が開花しました。
　リュウゼツランは４０年～５０年に１度しか咲かず、生涯に１度しか花を咲かせないといい、開花が見られ
るのは大変珍しいことだということです。このリュウゼツランは兵庫医科大学の創設者森村茂樹先生のご自
宅に植えられていたもので、開学から約１０年後の昭和５７年頃に、現在の５号館の正門横に移植されました。
　５月の下旬から茎が伸び始め１週間で約４０ｃｍも背を伸ばす時期もありました。７月初旬には大きな蕾を
つけ、７月下旬、ついに開花を迎えました。

　病院内の診療にかかる外来、病棟、各検査室などでは患者さんの体調管理を優先するため、節電対策として
の空調調整は行いませんが、ご家庭等での節電支援、啓発の1つとして、ご自由にご利用いただける『うちわ』
を昨年に引き続き作製し、初診受付・1号館および10号館入院会計・総合案内・採血待合・地域医療総合相談セ
ンター及びささやま医療センターにて配布しました。

　平成２５年６月１日（一部７月１日）付で理事・評議員の異動がありました。

事務局管理職会議　開催 アオノリュウゼツランが開花しました

学校法人兵庫医科大学「うちわ」を作製・配布しました

理事・評議員の異動

平成２５年度　学校法人兵庫医科大学常勤理事の業務担当

常務理事
就任（６月１日付） 常務理事 坂元　譲次

理　　事
再任（６月１日付） 兵庫医科大学教授 野口　光一

事務局長 坂元　譲次

評議員
再任（７月１日付） 上ヶ原病院院長 大江　与喜子

再任（６月１日付） 細見医院院長 細見　基信
医療法人明和病院理事長・病院長 山中　若樹

就任（６月１日付） 兵庫県健康福祉部健康局医務課長 藪本　訓弘
人事異動に伴う辞任

（５月３１日付） 兵庫県健康福祉部健康局長 野原　秀晃

職　名 担　当
理事長 総括 新家　荘平
副理事長 理事長補佐、情報、施設整備計画（１、８、１０号館改修）、危機管理担当 波田　寿一

理　事

兵庫医科大学の運営、新教育研究棟、渉外（父兄、卒業生） 中西　憲司
兵庫医療大学の運営、渉外（企業） 馬場　明道
大学病院の運営、渉外（連携病院） 太城　力良
ささやま医療センター等の運営 福田　能啓
経営企画担当 難波　光義
兵庫医科大学研究、入試担当 野口　光一
広報・募金（基金、４０周年）担当 三村　治
医学教育、二大学間連携担当 鈴木　敬一郎
兵庫医療大学教育、入試担当 末廣　謙
財務、物流、特命事項担当 森田　泰夫
事務局運営、総務（コンプライアンスを含む）、人事、孔子学院担当 坂元　譲次
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　平成２５年５月２２日、一般財団法人　近畿健康管理センター
様より４０周年記念事業募金にご寄付を賜り、理事長の木村隆様
より中西学長に目録が手渡されました。
　この度のご寄付に御礼申し上げます。

４０周年記念事業募金へのご寄付に際して

目録贈呈(左：中西学長　右：木村様)

兵庫医科大学開学４０周年記念事業募金状況報告
　｢兵庫医科大学開学40周年記念事業｣のための募金活動を平成24年7月に開始し、教職員･名誉教授、退職者
の方々をはじめ、後援会(保護者)､ 同窓会緑樹会、企業等法人･関連病院は言うに及ばず幅広い方々から、温か
いご寄付を賜り、誠に有り難く、厚く御礼申し上げます。
　本学校法人といたしましては、ご協力賜りました方々のご芳名を広報誌に掲載させていただき、改めて感謝
の意を表したいと存じます。
　皆様からご寄付いただきました寄付金については、兵庫医科大学の教育研究施設等充実のために利用させて
いただきます。
　本学は、これからも全力で大学の合理化推進等により、必要資金確保に向けての自主努力を重ねてまいりま
すが、関係の皆様におかれましても更なるご支援、お力添えを賜りますよう、よろしくお願いいたします。

（募金推進室）H24.7.1～H25.6.30

区　分
受配者指定寄付金 特定公益増進法人 合　　計

件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額
申　込 152件 601,395,000円 354件 262,007,151円 506件 863,402,151円
入　金 148件 580,145,000円 351件 132,743,904円 499件 712,888,904円

寄付申込者ご芳名･法人名一覧
H25.5.1 ～H25.6.30

●ご芳名のみ　4社

●ご芳名・金額記載　2名

100,000円
20,487,151円

菊池　英彰	様
中山　冨久栄様	 	

500,000円 三輪　洋人様
1,000,000円
30,000円	

寺嶋　万里様
西脇　学様

奥田　恵子様
森田　博子	様
杉本　貴昭様
鈴木　温様
鈴木　敏之様

（匿名　1名）

坂本　清様
網島　ひづる様

（匿名　2名）

一般財団法人近畿健康管理センター
シーメンス・ジャパン株式会社	 	 	 	
清水建設株式会社神戸支店	 	 	 	
因幡電機産業株式会社

（匿名　2	社）

●ご芳名のみ　1社
医療法人社団正名会　

●ご芳名・金額記載　2名

●ご芳名・金額記載　1名

●ご芳名のみ記載　5名 ●ご芳名のみ記載　2名

〔企業等法人〕	（6社）

〔同窓会緑樹会〕	（8名）

〔関連病院等〕（1法人）

〔その他個人〕（2名）

〔教職員〕（5名）

報道機関への出演・掲載
　本学の取り組みや医療関連業務、医師等に対する取材、報道機関への出演・掲載情報をお知らせします。

本学ホームページにも最新情報を掲載しています！
テレビ・ラジオ放送情報一覧   http://www.corp.hyo-med.ac.jp/guide/public/tvinfo.html
新聞等掲載記事一覧   　　　　http://www.corp.hyo-med.ac.jp/guide/public/newspaper.html

検索兵庫医大　広報　新聞掲載検索兵庫医大　広報　テレビ放送

放送局 番組 掲載日 関連者 概要
関西テレビ 「FNN　スピーク」 6月17日 小児科 服部 益治教授 「風疹大流行を考える」というテーマの特集にて、風疹による妊婦への影

響などについて解説した様子が放送されました。

サンテレビ 「NEWS PORT」 6月17日 兵庫医療大学 2013年6月6日、兵庫医療大学で行われた第1回学術講演会「来る南海ト
ラフ巨大地震という『国難』と対策」の様子が放送されました。

サンテレビ 「NEWS PORT」 6月19日
放射線医療センター
放射線治療部　
冨士原 将之助教

「小児がん」の特集にて、治療による障害の恐れなどについて解説した様
子が放送されました。

朝日放送 「おはよう朝日です！」 6月20日 小児科 服部 益治教授 「かくれ脱水とは」というテーマの特集にて、脱水症の症状、見分け方、
対策などについて解説した様子が放送されました。

NHK放送 「ゆうどきネットワーク」 6月21日 小児科 服部 益治教授 「熱中症とかくれ脱水のサイン」というテーマの特集にて、熱中症の症状、
見分け方、対策などについて解説した様子が放送されました。

NHK放送 「ニュース」 7月1日 小児科 服部 益治教授 埼玉県熊谷市で行われた熱中症予防講演会にて、熱中症のメカニズムや
対策などについて解説した様子が放送されました。

関西テレビ 「スーパーニュース　アンカー」 7月12日 ささやま医療センター
小児科 奥田 真珠美准教授

ピロリ菌の感染時期や幼児が感染しない方法などについてコメントし
た内容が放送されました。

読売テレビ 「ウェークアップ！ぷらす」 7月13日 小児科 服部 益治教授 熱中症予防の方法や予防食、熱中症になった時の対処法などについてコ
メントした内容が放送されました。

読売テレビ 「かんさい情報ネットten」 7月16日 皮膚科 夏秋 優准教授 トコジラミに刺された際の症状や治療方法などについてコメントした
内容が放送されました。

関西テレビ 「スーパーニュース　アンカー」 7月17日 学校法人兵庫医科大学 兵庫医科大学5号館正門前のアオノリュウゼツランの開花状況が放送さ
れました。

関西テレビ 「スーパーニュース　アンカー」 7月18日
産科婦人科
澤井 英明准教授
守井 見奈カウンセラー

新型出生前診断について診断を行う上でのカウンセリング内容や、診断
のメリット・デメリットについてコメントをした内容が放送されました。

NHK
テレビ大阪

「夕刊7チャンネル」
「ニュース神戸発」 7月18日 兵庫医療大学 アフリカの助産師が兵庫医療大学を訪れ、助産についての研修を行う様

子が放送されました。

テレビ東京 「話題の医学」 7月21日 上部消化管科
三輪 洋人主任教授 胃酸と腹部症状の最近の考えについて解説した様子が放送されました。

NHK
テレビ大阪
朝日放送
毎日放送

「ニューステラス関西」
「夕刊7チャンネル」
「キャスト」「VOICE」

7月25日
7月26日 小児科 服部 益治教授

服部益治教授が委員長を務める、「教えて！『かくれ脱水』委員会」の医師
たちが大阪梅田で熱中症の予防方法などを呼びかけるイベントの様子
や熱中症の症状、対策などについて解説した内容が放送されました。

NHK 「首都圏ネットワーク」
「情報まるごと」

7月25日
7月31日 皮膚科 夏秋 優准教授 蚊による皮膚炎の症状・対処法などを解説した様子が放送されました。

NHK 「あさイチ」 7月30日 皮膚科 夏秋 優准教授 アオバアリガタハネカクシ（やけど虫）による皮膚炎の対処法などを解
説した様子が放送されました。

毎日放送 「VOICE」 7月31日 小児科 服部 益治教授 「車中の熱中症対策」と題されたコーナーにて、熱中症の症状などにつ
いて解説された内容が放送。

NHK 「ニュースウオッチ9」 7月31日 公衆衛生学
島 正之主任教授

PM2.5の濃度上昇による健康被害などについてコメントした内容が放
映されました。

テレビ ・ラジオ出演情報　6 月から 7 月

　
掲載媒体 掲載日 関連者 概要

朝日新聞（朝刊） 6月2日 上部消化管科 三輪 洋人主任教授 「患者を生きる」のコーナーにおいて、『食事という苦行』と題された記事の中で、機
能性ディスペプシアについてコメントした内容などが掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 6月4日 兵庫医療大学 看護学部 
土井 有羽子准教授 

「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーの『聴覚障害者とのコミュニケー
ション』と題された記事にて、手話での会話について寄稿された内容が掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 6月11日 兵庫医療大学 看護学部
竹田 千佐子教授

「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーの『学生がデンマークで学んだ
こと』と題された記事にて、主体性のある学生の育成について寄稿された内容が掲
載されました。

神戸新聞（朝刊） 6月11日 公衆衛生学 島 正之主任教授 「青空の行方」のコーナーにおいて、『尼崎公害訴訟』と題された記事の中で、浮遊粒
子状物質（SPM）についてコメントした内容などが掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 6月13日 兵庫医療大学 馬場 明道学長
「キャンパスNOW」のコーナーにおいて、『次代担う医療人の育成』と題された記事
の中で、大学設立の経緯、大学の特色、チーム医療、今後の展望などについてコメン
トした内容などが掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 6月18日 兵庫医療大学 看護学部 
網島 ひづる教授

「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーの『重要性増す看護師間の連携』
と題された記事にて、「周手術期看護」について寄稿された内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 6月20日 健康スポーツ科学 辻田 純三講師 「熱中症予防をし夏を乗り切りたい」と題された記事にて、脱水症状を改善する方
法などについて解説した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 6月24日 総合診療科 森本 剛教授
作間 未織講師

研究グループが行った、小児患者の薬による健康被害についての調査内容などが
掲載されました。

毎日新聞折込み（奥様メモ・カレンダー） 6月25日 整形外科 吉矢 晋一主任教授 「保存版 健康質問箱」のコーナーにて「日常の気になる症状セルフケア vol.7【こむ
ら返り】」と題された監修記事が掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 6月26日 皮膚科 夏秋 優准教授 夏の虫刺されの記事にて、刺された際の症状や対処法についてコメントした内容
などが掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 6月28日 心臓血管外科 宮本 裕治主任教授 植え込み型補助人工心臓手術について、兵庫県で初めて行われた補助人工心臓手
術の内容などが掲載されました。

読売新聞（朝刊） 6月29日 兵庫医療大学 馬場 明道学長 大学関西フォーラム 第12回シンポジウムの記事にて、教員のプロとしての役割な
どについてコメントした内容などが掲載されました。

新聞・雑誌等 掲載情報　6 月から 7 月



4日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「高齢者の脊椎疾患」

10日～11日 ささやま老人保健施設 病院機能評価訪問審査

12日 兵庫医科大学病院 第13回フロンティア医療セミナー

9日～13日
兵庫医科大学 チーム医療論演習（チュートリアル）

（兵庫医科大学 3年、兵庫医療大学3学部4年）兵庫医療大学

13日 兵庫医科大学 大学院前期入学試験

17日～18日
兵庫医科大学

第1学年次4学部合同チュートリアル
兵庫医療大学

18日 兵庫医科大学 リエカ大学留学生フェアウェルパーティー

20日 兵庫医療大学 看護学部３年生向け社会人スキル対策講座（マナー講座）

21日 学校法人兵庫医科大学 孔子学院市民健康講座

25日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「前立腺癌の早期発見－ 前立腺癌根治的治療の最前線 －」

27日
兵庫医科大学

トリアージ・防災訓練
兵庫医科大学病院

28日 兵庫医療大学 大学院入学試験（薬学研究科・看護学研究科・医療科学研究科 ）

29日 兵庫医療大学 保護者懇談会

日未定 ささやま老人保健施設 ささやま老人保健施設 敬老会

9月

4日 兵庫医科大学 大学院前期入学試験合格発表

5日 兵庫医科大学病院 第10回病診・病病連携の会

10日 兵庫医科大学病院 第14回フロンティア医療セミナー

12日～13日 兵庫医療大学 海梟祭（大学祭）

12日 兵庫医療大学 ホームカミングデイ

13日 兵庫医療大学 職業体験イベント

15日 学校法人兵庫医科大学 認定看護師教育課程 入学式

15日 兵庫医科大学 篤志解剖体慰霊祭

下旬 兵庫医療大学 仕事研究セミナー

日未定 ささやま老人保健施設 ささやま老人保健施設 運動会

10月

平成２５年９月～１０月 行 事 予 定主な

※日程など、今後変更になる可能性がありますのでご了承ください。

　本誌ではみなさんのご意見・ご感想をもとに、
親しみのもてる誌面づくりを目指しています。

誌面のご感想や、ご要望、企画の提案、取材対
象者のご紹介など、ぜひみなさんの声をお聞
かせください。

【お問合せ先】
学校法人 兵庫医科大学　総務企画部 広報課

〒663-8501
兵庫県西宮市武庫川町1-1
TEL 0798-45-6655　
FAX 0798-45-6219
Email　kouhou@hyo-med.ac.jp

ご意見をお聞かせください！
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学校法人兵庫医科大学

No. 項　　目 制定・改正・廃止の趣旨 制定・改正・廃止日

1 校務印章取扱規程 手術看護認定看護師教育課程の設置申請を行うにあたりセンター長印が必要
であるため、改正。 平成25年6月18日

2 新健診センター整備検討室設置規程 新健診センター整備検討室を新健診センター設置準備室に改組するため、廃止。平成25年6月18日

3 新健診センター設置準備室設置について 新健診センター整備検討室を新健診センター設置準備室に改組するため、制定。平成25年6月18日

4 兵庫医科大学ささやま医療センター幹
部会議規程

センター経営を含めたセンター運営全般にわたって必要かつ重要な事項を
審議することを目的とした「幹部会議」を設置するため、制定。 平成25年6月4日

5 兵庫医科大学ささやま医療センター部
長会議規程 病院機能評価受審に向け、改正。 平成25年6月4日

6 兵庫医療大学教授会運営に関する内規 教授会の運営に関することについて、制定。 平成25年4月1日

7 兵庫医療大学入学前の既修得単位の認
定に関する規程

教務に関する業務の効率化を図るため、入学前の既修得単位認定に関する申
請期間を定めるため、改正。 平成25年4月1日

規程等の制定・改正・廃止 （規程等の全文は学内ネットに掲載）

■学校法人兵庫医科大学　■兵庫医科大学　■兵庫医科大学病院　■兵庫医科大学ささやま医療センター　■兵庫医療大学

掲載媒体 掲載日 関連者 概要
読売新聞（朝刊） 6月30日 兵庫医科大学病院 「病院の実力」(小児泌尿器)において、兵庫医科大学病院泌尿器科の治療実績(2012

年)が掲載されました。

読売新聞（夕刊） 7月5日 小児科 服部 益治教授 「熱中症搬送 倍増4200人」と題された記事にて、熱中症予防対策などについて解説
した内容が掲載されました。

産経新聞（朝刊） 7月6日 学校法人兵庫医科大学 兵庫医科大学5号館正門前のアオノリュウゼツランの開花状況が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 7月9日 兵庫医科大学 「大学の実力」(教育力向上の取り組み)において、兵庫医科大学の総合自己評価など
の調査内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 7月10日 小児科 服部 益治教授 全国での熱中症の発生を伝える記事にて、高齢者の熱中症に対してコメントした
内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 7月12日 小児科 服部 益治教授 高齢者の熱中症の記事にて、服部益治教授が委員長を務める「教えて！『かくれ脱
水』委員会」が調査した内容などが掲載されました。

サンケイリビング 7月13日 学校法人兵庫医科大学 兵庫医科大学、10号館10階にある宝塚ホテル レストラン リビエールの情報が掲
載されました。

週刊朝日 7月16日 小児科 服部 益治教授 熱中症に関する記事にて、熱中症予防方法や対策グッズについて解説した内容な
どが掲載されました。

産経新聞（朝刊）、共同通信
神戸新聞（朝刊）、毎日新聞（朝刊）

7月17日
7月18日
7月19日

学校法人兵庫医科大学 兵庫医科大学5号館正門前のアオノリュウゼツランの開花状況が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 7月18日 臨床遺伝部 千代 豪昭特別招聘教授 新型出生前診断について、検査を受けた夫婦への支援などについてコメントした
内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊）
読売新聞（朝刊）

7月19日 兵庫医療大学 7月18日兵庫医療大学で行われた、アフリカの助産師に対する日本の助産技術や新
生児の保健指導などを学ぶ研修について掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 7月20日 神経・脳卒中科 梶山 幸司准教授 「ひょうごの医療」のコーナーの多発性硬化症の記事にて再発予防薬などについて
解説した内容が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 7月23日 小児科 服部 益治教授 熱中症に関する記事にて、服部益治教授が委員長を務める、「教えて！『かくれ脱
水』委員会」が調査した内容などが掲載されました。

毎日新聞折込み（奥様メモ・カレンダー） 7月26日 小児科 服部 益治教授 「保存版 健康質問箱」のコーナーにて、「日常の気になる症状セルフケア vol.8【夏バ
テ】」と題された監修記事が掲載されました。

朝日新聞（朝刊） 7月26日 小児科 服部 益治教授 熱中症に関する記事にて、服部益治教授が委員長を務める、「教えて！『かくれ脱
水』委員会」が主催したイベントの内容などが掲載されました。

Newton 7月26日 皮膚科 夏秋 優准教授 虫さされに関する記事にて、虫さされによる症状や治療方法などについて解説し
た内容が掲載されました。

日本経済新聞（朝刊） 7月27日 上部消化管科 三輪 洋人主任教授 逆流性食道炎について、その症状や治療法などについて解説した内容が掲載され
ました。

教職員の皆さんへ 広報課では法人全体の報道機関などへの出演・掲載を把握し、ホームページや広報誌を通して皆様にご案内させていただ
いております。報道機関等から、広報課を介さずに取材依頼や掲載許諾があった場合は総務企画部広報課へご連絡ください。

広報２２１号　訂正について
　広報２２１号P ６、P ７掲載の平成２５年度 科学研究費助成事業交付内定一覧において下記の通り誤りがあ
りました。訂正してお詫び致します。

【正】

【誤】

所　　属 研究代表者 研究課題名 交付内定額
直接経費 間接経費

遺伝学 岡野 善行 グルタメイト脱水素酵素異常症モデルマウスによる病態解明と治療法の開発 1,300 390 
遺伝学 江見 充 環境癌における３ｐ２１領域ゲノム構造異常の詳細解析 2,400 720 

所　　属 研究代表者 研究課題名 交付内定額
直接経費 間接経費

遺伝学 江見 充 グルタメイト脱水素酵素異常症モデルマウスによる病態解明と治療法の開発 1,300 390 
遺伝学 岡野 善行 環境癌における３ｐ２１領域ゲノム構造異常の詳細解析 2,400 720 
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0120-6123-67（フリーダイヤル）



建学の精神
社会の福祉への奉仕
人間への深い愛

人間への幅の広い科学的理解
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印刷・製本／株式会社ゼネラルアサヒ

　５号館の正門前に植えられたアオノリュウゼツランは、
リュウゼツラン科でメキシコ原産の多肉植物です。アロエ
に似た肉厚で尖った葉を竜の舌にたとえたものとして名
付けられました。メキシコの酒「テキーラ」の材料として
も知られています。
　開花するまでに４０年～５０年かかり、生涯で開花は１
度のみで、開花後、親株は枯死します。
　昨年４０周年を迎えた兵庫医科大学と共に成長し、今年
の７月下旬に、４０周年を祝うかのように花を咲かせま
した。

アオノリュウゼツラン（５号館正門前）

探大学 訪

〒663-8501　兵庫県西宮市武庫川町1番1号
TEL:0798-45-6111（代） 
http://www.hyo-med.ac.jp/（大学）
http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/（病院）　
http://www.corp.hyo-med.ac.jp/（法人）

〒650-8530　兵庫県神戸市中央区港島1丁目3番6
TEL:078-304-3000（代）
http://www.huhs.ac.jp/

〒669-2321　兵庫県篠山市黒岡5番地
TEL:079-552-1181（代）
http://www.sasayama.hyo-med.ac.jp/

Hyogo College of Medicine
Medical Center
Sasayama


