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　 1972 年、「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」を建学の精神として設立した兵庫医科大学お
よび同病院は、人間性豊かな良医の育成の場として、世界に通じる医学研究の拠点として、また、高度先進医療を担う特定機能病院
として、着実な発展を遂げてきた。現在では年間約 30 万人の入院患者さん（うち手術数 8000 件超）および約 60 万人の外来患者さ
んの診療を行っている。34の診療部と、救命救急センター、がんセンター、肝疾患センター、PETセンター、健診センター、IBD（炎
症性腸疾患）センターなど 26の中央診療施設に細分化してきめ細かな診療体制を築き、標準的な治療はもちろん、高度で先進的な医
療も提供している。
　災害拠点病院、地域がん診療連携拠点病院や肝疾患診療連携拠点病院など国や兵庫県から数々の指定を受け、阪神・西宮地域の
医療の中心的役割を担い、大学病院として将来の医師を育てる兵庫医科大学と同病院のトップに、地域における大学および病院の役割
や、地域連携について話を聞いた。

兵庫医科大学病院　病院長
太城　力良（たしろ　ちから）

昭和２２年、栃木県生まれ、大阪大学医学部卒業。大阪大学医学部
助教授を経て、平成６年兵庫医科大学教授 ( 麻酔学 )､ 平成１６年兵庫
医科大学病院副院長､ 平成２１年から現職。

兵庫医科大学篠山病院　病院長
福田　能啓（ふくだ　よしひろ）

昭和２４年、東京都生まれ、弘前大学医学部卒業。兵庫医科大学助教
授を経て、平成１８年兵庫医科大学病院臨床栄養部部長・臨床教授､ 平
成２０年から兵庫医科大学地域総合医療学教授・現職。

学校法人兵庫医科大学　理事長
新家　荘平（しんか　そうへい）

昭和５年、大阪府生まれ、大阪大学医学部卒業。大阪大学医学部助教
授を経て、昭和５１年兵庫医科大学教授（免疫学・医動物学）、平成６
年学長、平成１３年副理事長、平成１５年から現職。

兵庫医科大学　学長
波田　壽一（はだ　としかず）

昭和１６年、島根県生まれ、大阪大学医学部卒業。兵庫医科大学助教
授を経て、平成９年臨床教授、平成１１年教授（総合内科学）、平成１６
年から現職。
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人間ドックを行っています

予約方法〈予約制〉
●受付時間：月～金曜日　午後1時～午後4時
　受診を希望される方は、まず下記へお電話をお願いします。
　予約には受診者の住所、名前、生年月日、電話番号が必要です。
　TEL：0798-45-6132（直通）
　直接来院の上、予約される場合は、人間ドック予約受付係（1号館3階、採血室内）で
受付させていただきます。

■人間ドックのお申し込み

●健診日：月曜日・木曜日
●健診時間：午前8時15分～午後2時頃（終了時間は若干異なることがあります）
●健診場所：健診センター1号館13階（1号館正面玄関中央エレベーターにお乗り下さい）

■健診日・時間・場所

身体計測、眼科・耳鼻咽喉科検査、便・尿検査、血液一般、肝機能、脂質代謝、糖代謝、尿酸・膵酸素、
腎機能、血清反応、呼吸器系検査、循環器系検査、消化器系検査など（オプション検査もあります）

■検査項目

基本料金　49,350 円（税込み 2009 年 8月 1日現在）■料金

ボランティア募集中病院ボラン
ティアを

してみませ
んか？

当院では、地域に開かれた病院の実現を目指して「病院ボランティア」を募集しています。病院ボラン
ティアに関心があり、優しさと何事にも前向きに取り組む姿勢のある方、ご連絡をお待ちしています。

兵庫医科大学では、健診センターを開設し、がん検診と生活習慣病（糖尿病・脂質異常など）の健診を組
み合わせた人間ドックを行っています。大学病院ならではの健診を皆さんの健康維持に役立ててください。

毎週月～金曜日　９：００～１１：００
初めて来院された外来患者さんへ受付の補助をしていただきます。

毎週水曜日　９：００～１１：００
10号館７、８、９階病棟のリネン（シーツ）の交換をしていただきます。

第２・４火曜日、第３水曜日　９：００～１１：００
外来診療で使用する材料（ガーゼたたみ等）を作成していただきます。

お問合せ先：兵庫医科大学病院  地域医療・総合相談センター  （1 号館附属棟  1 階 ）
TEL 0798-45-6001

毎週月曜日　９：００～１１：３０

初診手続きの補助

ガーゼたたみ等

入院案内
リネン（シーツ）交換
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住所地 病院名 住所地 病院名 住所地 病院名 住所地 病院名

西宮市 仁明会病院 宝塚市 東宝塚さとう病院 明石市 石井病院 大阪市 大阪船員保険病院

西宮市 西宮協立リハビリテーション病院 川西市 協立病院 高砂市 高砂市民病院 大阪市 大阪厚生年金病院

西宮市 上ヶ原病院 川西市 ベリタス病院 姫路市 姫路赤十字病院 大阪市 千船病院

西宮市 西宮渡辺病院 川西市 市立川西病院 姫路市 姫路第一病院 大阪市 わかこうかい病院

西宮市 西宮渡辺心臓・血管センター 三田市 三田市民病院 赤穂市 赤穂市民病院 大阪市 友愛会病院

西宮市 県立西宮病院 三田市 宝塚三田病院 赤穂市 赤穂中央病院 大阪市 南大阪病院

西宮市 協和マリナホスピタル 三田市 兵庫中央病院 たつの市 たつの市立御津病院 大阪市 行岡病院

西宮市 西宮回生病院 神戸市 パルモア病院 宍粟市 公立宍粟総合病院 大阪市 大阪府済生会中津病院

西宮市 西宮市立中央病院 神戸市 神戸逓信病院 相生市 播磨病院 大阪市 大阪中央病院

西宮市 三好病院 神戸市 有馬温泉病院 佐用町 佐用共立病院 大阪市 緑風会病院

西宮市 明和病院 神戸市 済生会兵庫県病院 篠山市 にしき記念病院 堺市 美原病院

西宮市 谷向病院 神戸市 神戸アドベンチスト病院 丹波市 柏原赤十字病院 吹田市 大阪府済生会千里病院

西宮市 西宮協立脳神経外科病院 神戸市 有馬高原病院 丹波市 香良病院 池田市 市立池田病院

芦屋市 市立芦屋病院 神戸市 白鷺サナトリューム 新温泉町 公立浜坂病院 池田市 池田回生病院

尼崎市 関西労災病院 神戸市 川崎病院 養父市 公立八鹿病院 箕面市 箕面市立病院

尼崎市 田中病院 神戸市 神戸百年記念病院 朝来市 朝来梁瀬医療センター 茨木市 北大阪警察病院

尼崎市 合志病院 神戸市 三菱神戸病院 朝来市 朝来和田山医療センター 枚方市 星ヶ丘厚生年金病院

尼崎市 大隈病院 神戸市 神戸掖済会病院 豊岡市 出石医療センター 枚方市 枚方療育園

尼崎市 樋口胃腸病院 神戸市 神戸海星病院 豊岡市 豊岡病院 東大阪市 石切生喜病院

尼崎市 安藤病院 神戸市 宮地病院 豊岡市 日高医療センター 東大阪市 恵生会病院

尼崎市 岡田病院 西脇市 西脇市立西脇病院 大阪市 桜橋渡辺病院 八尾市 八尾市立病院

尼崎市 立花病院 加東市 加東市民病院 大阪市 住友病院 八尾市 八尾総合病院

尼崎市 尼崎医療生協病院 加東市 加茂病院 大阪市 加納総合病院 藤井寺市 ラポール会青山病院

尼崎市 おおくまリハビリテーション病院 小野市 小野市民病院 大阪市 大阪回生病院 岸和田市 市立岸和田市民病院

尼崎市 尼崎中央病院 小野市 兵庫青野原病院 大阪市 医誠会病院 泉佐野市 りんくう医療センター市立泉佐野病院

伊丹市 みやそう病院 加西市 米田病院 大阪市 大阪医療センター 和泉市 府中病院

伊丹市 市立伊丹病院 三木市 大村病院 大阪市 大手前病院 京都市 音羽病院

伊丹市 近畿中央病院 明石市 明石市立市民病院 大阪市 橋本膠原病センター

宝塚市 宝塚市立病院 明石市 明石医療センター 大阪市 ＮＴＴ西日本大阪病院

宝塚市 宝塚第一病院 明石市 明石土山病院 大阪市 日生病院

　兵庫医科大学連携病院の会は、兵庫医科大学と連携病院が人事
の交流等により相互の活性化を促進し、組織的な連携を強めるこ
と、兵庫医科大学と連携病院に在籍する医師の臨床教育・研修・
研究及び診療技術の向上を図ること、効率的で有効な学生教育に
資することや地域医療の向上に寄与すること等を目的としており
ます。8月1日現在119病院にご入会いただいております。平成21
年6月12日(金)、第1回の連携病院の会を開催し、97病院102名の
先生方にご参加いただきました。

兵庫医科大学連携病院の会発足

( 平成 21 年 8 月1 日現在 119 病院）

第１回兵庫医科大学連携病院の会開催

Vol.2は、2010年2月発行の予定です。

特集予定「生活習慣病に打ち克つために（仮題）」
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※上記の病院様のほかに
　2 病院様にご入会いただいております。

看護職員募集中

兵庫医科大学病院　看護師採用係

フリーダイヤル
0120-456-199




