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総合病院から介護予防の道へ
理学療法士の新たな活躍の場を拓く

サンシティタワー神戸
理学療法士

PROFILE

MOENO KUBOTA

理学療法士。大学では呼吸器ゼミに所属し、呼吸筋のトレーニングに
ついての研究を行う。卒業後は5年間総合病院で勤務。一般病棟での
勤務の傍ら、週1回排便機能障害外来に携わった経験を持つ。現在は
介護付有料老人ホーム サンシティタワー神戸にて、集団体操や個別相
談を通じて入居者の体力維持・フレイル予防などに取り組んでいる。

ダンスサークルZEALに所
属し、学内だけでなく他大
学のイベントにも参加して
いました。
かけがえのない友人と出
会えたため、卒業して7年
以上経った今もサークル
の仲間とは連絡を取り、親
しくしています。

MY HISTORY

私と医療大

理学療法士の知識を予防分野に生かす
　ケガや病気をした方に対し、運動療法や物理療法を用い

て基本動作能力の回復や維持を支援する理学療法士。一般

的にその活躍の場は病院と思われているが、窪田氏が主に携

わるのは介護付有料老人ホームでのフレイル予防だ。

　しかし、最初からこの道を選んだわけではない。卒業後は

総合病院に5年間勤務し、急性期のリハビリテーションを担

当。その病院で、1年目から排便機能障害外来に携わったこと

が、彼女のその後のキャリアに大きく影響した。

　排便機能障害には主に便秘と便失禁があり、例えば大腸

がんの手術後や出産後に肛門括約筋に損傷があった方は、

便失禁が起こりやすい。排便機能を回復させるにはトレーニ

ングはもちろん、正しい体の使い方を身につけることが重要に

なるという。「体の動かし方や筋肉の使い方のアドバイスは、理

学療法士にしかできないこと。それによって失禁回数や排便

回数が改善されるなど、少しずつですが効果が目に見えて表

れることにやりがいを感じたんです」。そして同時に、元気な時

から体の使い方を知っておけば、ケガや病気をしたときだけで

なく、加齢などで体が変化しても、症状を軽くし、ひいてはフレ

イル状態に陥ることを防ぐことができる。そう考え、現在の職

場に移ることを決めたという。

その人らしい暮らしを支える仕事
　病院での勤務は、決まった担当患者に対し、退院に向けた短

期間のリハビリテーションを指導することが多い。それに比べて

介護付有料老人ホームでの業務

は、入居者の生活に寄り添い、長期

的にサポートすることでフレイルを

予防するのが仕事だ。「患者」に対

する指導ではなく、あくまでも自立し

て生活をしている方が対象のため、

本人の希望に合わせてアドバイスを

していくことが重要になる。

　「現在の職場では、週に数回の集団体操や、個別の相談など

で入居者の体力向上・フォローを行っています。もちろん入居者

全員が参加しているわけではなく、私たちのサポートを必要として

いない人もいます。あくまでも本人がその人らしく暮らせることが

一番ですから、そういった方にこちらから無理にアドバイスをする

ようなことはしません」。一方で、自分が体力的に弱っているとい

う自覚がない人や、言い出しにくい人がいるのも事実。そういった

方に対しては、フレイル状態に陥ることがないよう、体力測定や

普段の生活の様子を見ながら、ちょっとした関わりを持つことで

相談してもらいやすい雰囲気を作るようにしているという。

広がる活躍の場。必要なのは考える力と繋がり
　理学療法士の活躍の場は、年々広がってきている。「私が

前の職場で携わっていた排便機能障害外来など、専門外来に

理学療法士が関わることもありますし、ここのような介護付有

料老人ホームや、一般の病院以外でも理学療法士が必要とさ

れる職場は増えてきていますね」。そういった、一般の病院と

は違う職場で働くうえで、大切なことは何だろうか。

「私の場合、呼吸器ゼミで研究した経験が今に活きていると思

います。様々な研究論文を読み、試行錯誤しながら研究をした

ことが、今の職場でのフレイル予防にも役立っていますね」。

どちらの分野も携わる理学療法士が少なく、情報も多いとは

言えない。そのような環境で働くことで、研究で培った自分で

考えて行動することの大切さを実感しているという。同時に、

大学時代の繋がりにも助けられていると語る窪田氏。「兵庫医

療大学は先生と学生の繋がりが深く、ゼミはもちろん、ゼミに

入る前にも勉強のことや将来のことなど、気軽に先生に相談で

きる環境が整っています。また卒業後にもゼミの先生とは連絡

を取り合っていて、仕事上のアドバイスをもらうこともあります

ね。今学んでいる方も、そういった繋がりを大切にし、うまく活

用してほしいです」。

学祭に向けて
みんなで練習に励んだダンス
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加齢黄斑変性とは、失明に陥る病気の中でトップ5に入るような疾患で、
早期発見・治療が重要であるにも関わらず、初期症状が分かりにくいという特徴がある。
この病気を専門とする五味主任教授について特筆すべきは、
何といっても異分野の研究者と協力する姿勢だ。
眼科学の専門家でありながら、脳内ストレスについての共同研究や、
理工学部との共同研究も行う。その理由は何なのだろうか。

研 究 紹 介

異分野とのコラボレーションで
まだ見ぬ領域を切り拓く
兵庫医科大学　眼科学
主任教授　五味 文

ごみ　　 ふみ

眼科学では、当科伝統の
神経眼科・斜視弱視治療
から、３Ｄ映像モニタを
用いた硝子体手術、角膜
パーツ移植や、難治性緑
内障に対するインプラン
ト手術まで、幅広い治療
を実施。臨床経験から得
られた知見をもとに、新
規の診断・治療法の確立
のための研究や、多施設
研究などを行っている。

加齢黄斑変性症は、発症メカニズムが不明
な部分が多く、医療ニーズが高い疾患の一つ
である。五味主任教授は、「ストレス」と「異
分野融合」という切り口から、発症の予防や
患者の見え方の再現化といった患者に寄り
添った研究に取り組んでいる。今後、加齢黄
斑変性症の診断など実用化に繋がることが期
待される。

URA（University Research Administrator）と
は、研究者とともに研究活動の企画やマネジメント等
を担い、研究活動の活性化に寄与する職種です。現
在、本法人には2名のURAが在籍しています。

他人事ではない加齢黄斑変性
　加齢黄斑変性とは、加齢と名の付くとおり高齢者に多くみら

れ、網膜の中心部にある黄斑が変性してしまうことで、視力が悪

化する病気だ。ものが歪んで見えたり、黒くつぶれたように見えた

りし最悪の場合は失明に陥ることもある。この病気の厄介な点

は、いまだに病気のメカニズムが解明されておらず、現在の医療

では、完治が困難であることだ。また昨今は、40～50代の患者も

増えてきているという。

　｢技術の進歩によって、さまざまな黄斑の病気が手術で治せる

ようになりました。ただ加齢黄斑変性は、網膜の裏側の脈絡膜に

要因があります。手術治療が及ばない領域です」。五味教授は、

こうした壁があるからこそ、やりがいを持って長らく研究にあたっ

てきた。近年の長寿化のため、一旦病気を発症すると見えにくい

状態で長い年月を過ごさなくてはいけなくなってしまう。そんな状

況を変えたい思いで、早期発見や早期治療、治療法の開発に取り

組んできた。

　五味教授は、眼科学という自分のフィールドに閉じこもること

なく、異分野の研究者と協働してきた。その例の一つに本学の

全学横断的な研究プロジェクト事業HIC（Hyogo Innovative 

Challenge）がある。内科学、生理学など分野を横断して「脳内

ストレス」という一つの研究テーマに共同で取り組むプロジェクト

である。眼科学なのに、脳内ストレス？と思うかもしれないが、当

然そこには理由がある。「加齢黄斑変性の前段階の病気として中

心性漿液性網膜脈絡膜症というものがあります。この病気は、働き

盛りの30代など若い人でもなるような病気で、発症の要因として脳

内ストレスが背景にあると言われています。脳内ストレスと関わるこ

の病気を明らかにすることで、将来的な加齢黄斑変性の発症リス

クの予測などに応用できるのではないかと思ったのです」。今は

種々の検査を通じてこの病気になりやすい素因を研究している。

　一方で眼科の画像診断の可能性にも期待しているという。「網

膜は神経でできています。今は光干渉断層計(OCT)と呼ばれる検

査装置を用いると、非常に細かい網膜の構造が分かります。この

検査は外来で１～２分で行うことができますが、検査結果を通

じて、同じ神経である脳の変化を検出できる指標がないか探し

ています」。脳内ストレスを眼科の検査から捉えることができな

いか、というわけだ。

目の前の一人の患者の向こうには多くの患者がいる
　研究者であり、眼科医としても働く五味教授は、患者に対する

接し方において心がけていることがある。「患者さんが何に困って

いるかをいつも気にかけ、それを克服するにはどうすればよいの

かを考えるようにしています。普通に眼科医をしていれば、ただ悪

いところを治せばいいと思いがちですが、患者さんにもっと喜んで

いただけるための方法をさがすのが、医師の行う研究です」。や

やもすると目の前の患者を研究のための1サンプルとして見てしま

いそうだが、まずは患者の気持ちに寄り添うことを忘れない。一人

ひとりに真摯に向き合うからこそ、より多くの人を救うことができる

といえるのかもしれない。「目の前の一人の患者さんの向こうに

もっと多くの患者さんがいます。その多くの患者さんを助けるため

に、目の前の患者さんからヒントをもらわないといけないので

す」。若い医師たちにも、よくこのことを伝えているのだそうだ。

理工学部との共同研究が将来成しえること
　そんな五味教授は、今後の研究をどのように進めていくのだろう

か。「新しい研究テーマとして、提携校である関西学院大学の理

工学部の先生方と共同で、画像診断における異常所見を抽出する

ソフトを作って病状把握に役立てたり、患者さんの見え方を再現

するようなソフトを作ろうとしたりしています」。眼科で患者さんの

見え方を評価する方法としては視力検査が代表的だが、視力を

測定するだけではわからない見え方の異常があるという。例え

ば、ものがダブって見える複視、ゆがんで見える歪視、あるいは視

野狭窄などである。このような複雑な見え方の異常をより正確に

再現できれば、治療にもつなげられるようになると期待している。

　現在共同研究を行っている関西学院大学のチームは、自身で

大学のホームページから研究内容をリサーチし、アプローチをし

たというから驚きだ。未知への挑戦は、これからも続いていく。

【太田 英樹URAより】
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〔教育活動収支〕教育活動収入は、58,081百万円となり、前年度比1,796
百万円の増収となりました。学生納付金が99百万円、経常費等補助金
が239百万円減収となったものの、医療収入はすべての部門で増収に
なったことにより、前年度比2,572百万円増加し44,150百万円となりま
した。特に、西宮本院の医療収入は、入院及び外来の患者数、単価ともに
上昇し前年度比2,485百万円増の40,189百万円となりました。一方、教
育活動支出は、54,336百万円となり、前年度比274百万円の増加となり
ました。人件費は前年度比203百万円減の22,985百万円、教育研究経費
は、修繕費、業務委託費、賃借料が減少し、前年度比986百万円減の4,965

百万円となりました。医療経費は、患者数増による薬品費や医療材料費の増加などにより、前年度比1,581百万円増の25,043百万円となり、医療収入
を上回る伸び率となりました。この結果、教育活動収支差額は、前年度比1,522百万円増加し3,744百万円となりました。
〔教育活動外収支〕受取利息・配当金収入が減少したため、前年度比60百万円減の18百万円となりました。
〔特別収支〕資産処分差額が前年度比655百万円減少したこと、過年度損益修正が121百万円発生したことなどにより、前年度より787百万円改善し
▲358百万円となりました。

事業活動収支計算書　2019年4月1日から2020年3月31日まで   

資金収支計算書　2019年4月1日から2020年3月31日まで   

貸借対照表　2020年3月 31日    

2019年度決算構成比率

(単位：百万円)

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

科　目 予　算 決　算 差　異
学生納付金 7,550 7,572 △ 22
手数料 257 226 31
寄付金 1,807 1,492 316
経常費等補助金 2,274 2,397 △ 122
　国庫補助金 1,953 2,092 △ 138
　地方公共団体補助金 321 305 16
付随事業収入 44,943 45,823 △ 880
　事業収入 1,452 1,673 △ 221
　医療収入 43,492 44,150 △ 659
雑収入 580 570 9
教育活動収入計 57,413 58,081 △ 668

事
業
活
動
支
出
の
部

人件費 23,144 22,985 158
　教職員等人件費 22,361 22,114 247
　退職給与引当金繰入額 722 809 △ 87
　退職金 62 63 △ 1
教育研究経費 5,466 4,965 501
医療経費 24,381 25,043 △ 662
管理経費 1,559 1,335 224
徴収不能額等 0 8 △ 8
教育活動支出計 54,549 54,336 213

教育活動収支差額 2,863 3,744 △ 881

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

受取利息・配当金 80 56 24
その他の教育活動外収入 0 0 0
教育活動外収入計 80 56 24

事
業
活
動

支
出
の
部

借入金等利息 41 38 3
その他の教育活動外支出 0 0 0
教育活動外支出計 41 38 3

教育活動外収支差額 39 18 21
経常収支差額 2,902 3,762 △ 860

(単位：百万円)

収入の部
科　目 予　算 決　算 差　異

学生納付金収入 7,550 7,572 △ 22
手数料収入 257 226 31
寄付金収入 779 736 43
補助金収入 2,340 2,403 △ 62
　国庫補助金収入 2,019 2,098 △ 78
　地方公共団体補助金収入 321 305 16
資産売却収入 0 1,597 △ 1,597
付随事業・収益事業収入 44,943 45,823 △ 880
　事業収入 1,452 1,673 △ 221
　医療収入 43,492 44,150 △ 659
受取利息・配当金収入 80 56 24
雑収入 580 568 11
借入金等収入 128 231 △ 103
前受金収入 1,163 2,385 △ 1,221
その他の収入 9,187 8,982 205
資金収入調整勘定 △ 8,801 △ 10,332 1,532
前年度繰越支払資金 14,222 14,222
収入の部合計 72,429 74,470 △ 2,040

(単位：百万円)

資産の部
科　目 本年度末 前年度末 増　減

固定資産 74,959 71,440 3,519
　有形固定資産 61,530 61,849 △ 319
　　土地 15,585 15,754 △ 169
　　建物・構築物 35,481 37,335 △ 1,855
　　教育研究用機器備品 8,323 8,091 231
　　管理用機器備品 223 234 △ 11
　　図書 356 356 0
　　建設仮勘定 1,544 53 1,491
　　その他 19 25 △ 6
特定資産 3,973 2,732 1,241
　退職給与引当特定資産 1,015 1,015 0
　教育施設設備等引当特定資産 200 200 0
　第2号基本金引当特定資産 1,000 500 500
　第3号基本金引当特定資産 1,758 1,017 741
その他の固定資産 9,457 6,860 2,597
その他 9,457 6,860 2,597
流動資産 23,536 24,213 △ 677
　現金預金 13,036 14,222 △ 1,185
　有価証券 699 545 153
　その他 9,801 9,446 355
資産の部合計 98,495 95,653 2,842

(単位：百万円)

特
別
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

科　目 予　算 決　算 差　異
資産売却差額 0 23 △ 23
その他の特別収入 117 158 △ 41
特別収入計 117 181 △ 64

事
業
活
動

支
出
の
部

資産処分差額 116 539 △ 422
その他の特別支出 0 0 0
特別支出計 116 539 △ 422

特別収支差額 0 △ 358 358
〔予　備　費〕 200 200
基本金組入前当年度収支差額 2,703 3,404 △ 701
基本金組入額合計 △ 6,196 △ 4,446 △ 1,750
当年度収支差額 △ 3,493 △ 1,042 △ 2,452
前年度繰越収支差額 △ 43,419 △ 43,419 0
基本金取崩額 0 0 0
翌年度繰越収支差額 △ 46,912 △ 44,460 △ 2,452
(参考)
事業活動収入計 57,610 58,318 △708 
事業活動支出計 54,907 54,913 △6 

(単位：百万円)

支出の部
科　目 予　算 決　算 差　異

人件費支出 23,016 22,762 254
　教職員等人件費支出 22,361 22,114 247
　退職金支出 655 648 7
教育研究経費支出 2,863 3,178 △ 315
医療経費支出 20,779 22,526 △ 1,747
管理経費支出 3,461 1,258 2,203
借入金等利息支出 41 38 3
借入金等返済支出 1,003 1,048 △ 45
施設関係支出 2,266 1,937 329
設備関係支出 3,098 2,513 585
資産運用支出 500 4,793 △ 4,293
その他の支出 8,638 8,407 232
[　予　備　費　] 200 200
資金支出調整勘定 △ 7,067 △ 7,025 △ 42
翌年度繰越支払資金 13,632 13,036 596
支出の部合計 72,429 74,470 △ 2,040

(単位：百万円)

負債の部
科　目 本年度末 前年度末 増　減

固定負債 18,326 18,056 270
　 長期借入金 9,689 10,880 △ 1,191
　 退職給与引当金 6,908 6,684 224
　 長期未払金 468 492 △ 24
 　長期前受金 1,261 0 1,261
流動負債 9,840 10,672 △ 832
　 短期借入金 1,422 1,048 374
　 1年以内償還予定学校債 10 10 0
　 未払金 6,994 8,222 △ 1,227
 　前受金 1,124 1,096 28
　 その他 290 296 △ 6
負債の部合計 28,165 28,728 △ 563

純資産の部
科　目 本年度末 前年度末 増　減

基本金 114,790 110,344 4,446
　第1号基本金 108,261 105,056 3,205
　第2号基本金 1,000 500 500
　第3号基本金 1,758 1,017 741
　第4号基本金 3,771 3,771 0
繰越収支差額 △ 44,460 △ 43,419 △ 1,042
　翌年度繰越収支差額 △ 44,460 △ 43,419 △ 1,042
純資産の部合計 70,330 66,925 3,405
負債及び純資産の部合計 98,495 95,653 2,843

2019年度は、新病院棟建設などに向けて経営基盤を一段と強化するため、持続的投資が可能となる基本金組入前当年度収支差額2,703百万円を期
初予算として計上し、業務運営の改善及び効率化、経費コントロールの強化などに取り組んだ結果、基本金組入前当年度収支差額は、期初予算比701
百万円増、前年度比2,249百万円増の3,404百万円の黒字決算となりました。

資金収支については、前年度より収入が増加したものの、余剰資金を運用に回したため、翌年度繰越支払資金（現金預金）は、2018年度末14,222
百万円より1,186百万円減少し、13,036百万円となりました。

2019年度末の貸借対照表の純資産（資産の部－負債の部）は、資産の部の増加、負債の部の減少により、前年度末比3,405百万円増の70,330百万円と
なりました。資産の部は、収入増に伴う総保有資金（現金預金、有価証券等）及び未収入金の増加、現物寄付金の受入れなどにより増加した一方、減価償
却費の計上、固定資産の売却等により減少した結果、2,842百万円増加し98,495百万円となりました。負債の部は、退職給与引当金、立体駐車場運営権
対価に係る長期前受金の計上により増加した一方、借入金、未払金が減少した結果、563百万円減少し28,165百万円となりました。なお、2019年度末
の支払資金の保有残高は、前年度比1,771百万円増の22,250百万円となりました。  

※財産目録や財務比率等含めた事業報告書は、本法人の情報公開規程に従い、西宮キャンパス総務部総務課において、開示請求を受けつけております。

■開示請求に関する連絡先　学校法人兵庫医科大学 総務部 総務課　TEL 0798-45-6532

❖2019年度（令和元年度）決算について

　　　　　　　　※注記　減価償却額の累計額　58,471百万円
 基本金未組入額　12,041百万円
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法人からのお知らせ

　2020年度は応募総数が257件あり、昨年度（213件）と比べて多くの教員から応募がありました。一部未
発表分はありますが、現時点で採択件数、金額は昨年度とほぼ同じであり、応募数の増加がすぐに採択件数
の増加に結びつくことはありませんでした。
　昨年度から大学では科研費など外部資金の獲得増加をめざして研究推進ワーキンググループが活動して
おり、応募初心者への指導やサポート、審査結果の分析等の仕事を行っています。もちろん、医科大学におい
ては診療や教育に専念している教員が存在することも大事な事実ですが、できるだけ多くの教員が科学研究
費獲得に向けて努力することは、国公私立を問わずすべての医科大学・医学部が共通にめざしていることで
あります。
　今後ともサポート体制の充実を図り、教員一丸となって取り組んでいきます。

兵庫医科大学 
学長  野口 光一

　2020年度の科学研究費助成事業について、申請件数は例年並みでしたが、交付件数および総額については、
昨年度と比較すると若干減少しました。
　本学は若手の教員も多いので、公正研究推進小委員会と研究支援課が、科研費をはじめとする研究助成を獲
得するための支援制度の再構築に取り組んでいます。
　科研費助成事業に係る研修会の実施だけでなく、今年度からは、科研費申請予定者が過去に本学で採択され
た研究計画を研究者の承諾を得たうえで守秘義務を遵守して閲覧できる制度、科研費採択経験者のノウハウを
公開する制度、不採択であった研究計画調書についてレビューを受けて次年度の申請の際に申請書の質を向上
させる制度などを実施しています。
　引き続き、大学全体で研究助成の採択が増えるように取り組んでいきます。

兵庫医療大学
学長 藤岡 宏幸

研究事業名 研究課題名 研究代表者

難治性疾患政策 指定難病と小児慢性特定疾病に関連した先天性骨系統疾患の適切な診断の
実施と医療水準およびＱＯＬの向上をめざした研究 臨床遺伝部 教授 澤井 英明 14,950,000

計（1件） 14,950,000

（単位：円）
2020年度 厚生労働科研費交付状況一覧

交付総額

事業名 研究開発課題名 研究代表者

自己免疫制御を機序とする新規シェーグレン症候群治療薬の探索 病理学 病理診断部門
助教 西浦 弘志 14,999,600

創薬支援推進事業
創薬総合支援事業
研究公正高度化
モデル開発支援事業

臨床研究トレーニングに組み入れ可能な能動的研究倫理学習プログラムの
開発

Injectable cell scaffoldを用いた革新的血管新生療法の探索的医師主導治験

臨床疫学 教授 森本 剛

免疫制御を機序としたNASH創薬標的の検証 遺伝学 教授 大村谷 昌樹 1,669,800

29,900,000

38,298,000

94,832,036計（5件）

（単位：円）
2020年度 日本医療研究開発機構研究費 配分状況一覧

交付総額

脳梗塞後の神経機能回復を目指した再生医療の探索 先端医学研究所 神経再生研究部門
研究所教授 中込 隆之

先端医学研究所 医薬開発研究部門
准教授 山原 研一

9,964,636

創薬支援推進事業
創薬総合支援事業

創薬支援推進事業
創薬総合支援事業

医療機器開発推進研究事業

2020年度 科学研究助成事業130件 
総額2億1,273万円が交付されました。
なお、昨年度の採択件数は129件、総
額2億1,619万円でした。
(注)2018年度公募分より若手研究（A）は新規応
募廃止、若手研究（B）は「若手研究」となりました。

兵庫医科大学 2020年度 科学研究費助成事業交付状況一覧（2020年9月30日現在）

研究種目 新規（単位：件） 継続（単位：件） 交付総額
新学術領域研究
基盤研究(S)
基盤研究(A)
基盤研究(B)
基盤研究(C)
挑戦的研究(開拓)
挑戦的研究(萌芽)
研究活動ｽﾀｰﾄ支援
国際共同研究強化（B）
若手研究
奨励研究
合計

0
0
0
4
23
0
0
1

未発表
12
2
42

0
0
0
7
54
0
3
1
1
22

88

交付件数（単位：件）
0
0
0
11
77
0
3
2
1
34
2

130

0
0
0

50,050,000
99,190,000

0
6,110,000
2,860,000
4,030,000
49,530,000
960,000

212,730,000

（単位：件）

2020年度科学研究助成事業39件 総額4,810万円が交
付されました。なお、昨年度の採択件数は45件、総額は
5,837万円でした。
（注）2018年度公募分より若手研究（A）は新規応募廃止、若手研究（B）
は「若手研究」となりました。

2020年度 科学研究費助成事業交付一覧兵庫医療大学

研究種目 新規採択 継続 合計
基盤研究（B）
基盤研究（C）
若手研究
研究活動スタート支援
合計

0
8
4
0
12

1
14
11
1
27

研究事業名 研究代表者研究課題名

環境研究総合推進費（ERCA）

学術研究振興資金（私学事業団）

大気粒子中化学成分が小児のアレルギー及び
生活習慣病の発症に及ぼす影響の解明

細菌叢変化による潰瘍性大腸炎発症機構の解明

公衆衛生学 教授 島 正之

病原微生物学 教授 石戸 聡

戦略的創造研究推進事業
さきがけ（JST）

吸入性微細粒子による免疫活性化機構の解明 免疫学 教授 黒田 悦史

交付総額

39,070,000

3,100,000

56,470,000

14,300,000

計（3件）

2020年度 その他競争的研究費 配分状況一覧

事業名 研究課題名

2020年度日本医療研究開発機構委託費交付一覧
（単位：円）

研究代表者 交付総額

創薬支援推進事業 創薬総合支援事業   薬学部 教授 田中 明人 14,210,000

計（1件） 14,210,000

薬剤耐性株にも効果を示す赤血球期マラリア原虫を
標的とした新規マラリア治療薬の探索

1
22
15
1
39

（単位：円） （単位：円）
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　この度、物理学教室の教
授を拝命致しました。私は
2002年に京都大学大学院

理学研究科物理学・宇宙物理学専攻博士課程修
了後、理化学研究所、京都大学・低温物質科学研
究センターを経て、2008年に本学に着任致しまし
た。低温・半導体物理学を専門としており、高移動
度GaAsやInSb、グラフェン、Si等を対象にマイク
ロ波や量子輸送測定を用いて研究を行っておりま
す。教育では、物理学の考え方を通して、医師とし
て生きていくために必要不可欠な論理的思考を身
に付けてもらえるよう精進して参ります。教育・研
究・大学運営業務に努めて参りますので、今後とも
御支援・御協力の程宜しくお願い申し上げます。

兵庫医科大学
物理学

福田 昭 教授
（2020年10月1日就任）

　2001年に京都大学教育学研究科博士後期
課程終了後、日本大学文理学部、近畿福祉大学
社会福祉学部、群馬大学教育学部を経て、
2008年に本学に赴任し、心理学担当教員とし
て、これまで教育と研究を行なって参りました。
　今後とも、本学において自分にできることを考
えながら、一層、教育と研究に邁進していきたい
と思っております。ご指導、ご鞭撻のほど、どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

兵庫医科大学
心理学

室井 みや 教授
（2020年10月1日就任）

　皆さま、はじめまして、麻酔科学・疼痛制御科
学講座の狩谷伸享と申します。
麻酔はとっつきにくい分野ですが、やりがいのあ
る分野でもあります。
　教室の伝統のシナリオシミュレーションを通じ
て、兵庫医大の学生と若手医師のみなさまに、楽
しい麻酔科学をお伝えしていきたいと思います。
若い先生方が麻酔に興味をもって取り組んでく
ださることは、きっと患者さんの安全にもつなが
ると信じています。

兵庫医科大学
麻酔科学・疼痛制御科学

狩谷 伸享 教授
（2020年5月1日就任）

◆人事情報

法人からのお知らせ

理事・評議員の異動 次の通り理事・評議員の異動がありました
新任（9月1日） 弁護士 木内 道祥 退任（5月18日） 弁護士 畑 守人

������������ ～「新病院棟」完成への道～

　2025年の竣工をめざす新病院棟は、現在の9号館・立体駐車場跡地に

建設を予定していますが、そのためにはまず、新たな立体駐車場の建設など

が必要になります。そこで学校法人兵庫医科大学では、まず2020年1月より

「立体駐車場」と「デッキ棟」の建設工事を開始しました。

　立体駐車場は、駐車台数を従来よりも100台以上増やす（480台→591

台）ことで、周辺道路の混雑を緩和するとともに、津波避難ビルとしての役割

も担うことで地域に貢献します。また、デッキ棟は患者さんの利便性を高める

ため、2階に「保険調剤薬局」をオープン予定。さらに、デッキ棟が竣工するこ

とで、2017年11月に竣工した「教育研究棟」の工事がすべて完了し、学生や

教職員が2階玄関からメインフロアに出入りできるようになります。

　現在は建設工事の真っ最中で、竣工は2020年12月、オープンは2021年

4月を予定。2021年度には、9号館の取り壊し工事などにも着手する予定で

す。新病院棟の完成に向けて、一歩一歩着実に歩みを進めながら、西宮キャ

ンパスは変化を続けています。

新病院棟の建設に向けて
「立体駐車場」「デッキ棟」の建設工事を開始

 

建設工事の模様（2020年9月25日撮影）

教育研究棟に隣接する「デッキ棟（左）」「立体駐車場（右）」の
完成イメージ

知ってる？ 篠山キャンパス

1997年に学校法人兵庫医科大学が経営移譲を受け「兵庫医科大
学篠山病院」として開院し、2010年「兵庫医科大学ささやま医療
センター」に改称したよ。

Q1 Q4

Q5

篠山は“しのやま”と読み間違えられることがあったため、福田
能啓第3代病院長が「ひらがなにしよう」と機転を利かせて命名
されたそう。

篠山キャンパスの敷地は、かつて篠山藩主・松平 山城守忠国の御
下(おしも)屋敷（大名の別邸）だったんだって。江戸時代の丹波焼
などが出土したらしいよ。

学生や研修医同士はもちろん、地域住民の方と交流ができる
広めの談話室があるんだって！

Q2

Q3

ささやま医療センターの各病棟名も篠山にちなんだ花の名前になって
いるんだって。

ささやまみらい外観 談話室

　私は、神戸大学を卒業し総合研究大学院大学にて教
育工学の分野で学位を取得しました。岩手県立大学にて
14年間、情報学に関する教育研究に従事したのち、2012

年より本学教養部門情報学の准教授として、主に1年生の教育に携わるととも
に、情報副センター長として大学部門の情報システムを担当してまいりました。
　今後も情報に対する素養をもった医師の育成、本学の発展のために努力して
いく所在ですので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

兵庫医科大学
情報学　

藤原 康宏 教授（2020年10月1日就任）

この度、兵庫医科大学 医学部 英語教室の教授を拝命し
ました。2006年に兵庫医科大学 英語教室に着任して以
来、医学英語教育に携わって参りました。2009年からは

国際交流センター副センター長も務めております。ますますグローバル化が進
む昨今、医療の国際化が期待されます。今後も医学英語教育を通じて、国際的
に活躍できる医療人の育成に貢献できるよう努めて参ります。どうぞよろしくお
願い申し上げます。

兵庫医科大学
医学部  英語

古瀨 明里 教授（2020年10月1日就任）

　この度、消化器外科学（下部消化管外科）講座の主任
教授を拝命いたしました。
　私は平成元年に大阪大学を卒業し、同第二外科教室に

入局。市立堺病院で初期研修を行った後、大阪大学で血管外科の臨床研究・
基礎研究に従事しました。その後2年の米国留学を経て大阪大学に助手として
帰学し、下部消化管外科、とくに大腸癌の低侵襲治療（腹腔鏡手術）と進行直
腸癌や直腸癌骨盤内再発に対する積極的な外科治療を行って参りました。
　兵庫医大では教育・診療・研究のそれぞれの分野においてバランス良く力を
そそぎ、外科学を伝えていきたいと思います。外科は大変と言われております
が、解剖に基づく手術、チーム医療を通して患者様を治療していくことの素晴ら
しさをわかっていただけるよう精進して参りますのでどうかご支援をいただけま
すようお願い申し上げます。

兵庫医科大学
消化器外科学（下部消化管外科）

池田 正孝 主任教授 （2020年8月1日就任）
　この度、脳神経内科学の主任教授および脳神経内科
の診療部長を拝命いたしました。
　私は平成4年に大阪大学を卒業し、神経内科学講座に

入局しました。筋強直性ジストロフィー研究を行い、オーストラリア国立大学への
留学を経て、平成18年当大学に赴任しました。その後、多くの学生、卒業生の方々
と、医学教育の難しさ、面白さ、やりがいなど体験してきました。
　臨床面では筋疾患、神経難病、免疫性神経疾患の診療を大切にして、地域の
患者様、開業医の先生と一緒に多くのことを学んでまいりました。研究面では筋
強直性ジストロフィー脳分子病態、パーキンソン病関連疾患におけるMRIの解
析を行ってきました。これらを生かし、最新の知識を持つと同時に、患者さん目
線で診療を考えられる医師を育てていきたいと考えております。ご支援の程、
何卒よろしくお願い申し上げます。

兵庫医科大学 脳神経内科学
脳神経内科 診療部長

木村 卓 主任教授（2020年8月1日就任）

　この度、皮膚科学主任教授を拝命しました金澤伸雄と
申します。
　私は平成6年に京都大学を卒業し、直ちに皮膚科に入

局しました。大学院では本庶佑先生の教室で樹状細胞からの遺伝子クローニ
ングを行い、以後「免疫と遺伝子」をテーマとしています。京都大学助手時代に
若年発症サルコイドーシスにおけるNOD2変異を同定し、和歌山県立医科大学
講師時代にはプロテアソーム遺伝子異常による中條－西村症候群という疾患
概念を確立し難病登録を果たすなど、本邦における自己炎症性疾患のパイオニ
アの一人として、臨床・研究面において成果を上げてきました。
　兵庫医大では、これらをさらに発展させるとともに、教育においても、皮疹を
丁寧にみると同時に全身に目を配り、全力で患者の病態に迫ることの大切さを
伝えていく所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

兵庫医科大学 皮膚科学
皮膚科 診療部長　

金澤 伸雄 主任教授（2020年10月1日就任）

兵庫医科大学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

 この度、耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座の主任教授を
拝命いたしました。
 私は1996年に本学を卒業して、当教室へ入局させてい

ただき、臨床研修の後、大学院、米国フロリダ大学留学、関連施設への赴任
を経て、2006年度に本学に戻って参りました。本学では主に鼻副鼻腔疾患
の診療に従事し、日々の診療の疑問点を解明すべく臨床研究、学生教育に努
めております。
　本学の卒業生として、各部署の皆様との連携をより一層深めて教室を牽引
させていただく所存です。教室員が教育・研究・診療に邁進でき、本邦を
リードできるような教室運営をめざして参ります。
　これまで本学でご指導、ご支援いただきました皆様に深く感謝申し上げます。
今後ともご支援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

都築 建三 主任教授（2020年10月1日就任）

主任教授・教授の就任挨拶をご紹介します
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◆学校法人兵庫医科大学基金 兵医・萌えの会 状況報告

寄付申込者ご芳名・法人名一覧(50音順）

みなさまからのご協力に感謝し、心より御礼申し上げます。

詳しい活動報告に関しましては、学校法人兵庫医科大学（兵医・萌えの会）のホームページをご覧ください。https://ssl.hyo-med.org/   

企業等法人（11法人）
●ご芳名・金額記載（2法人）      
　株式会社エイチ・アイ 様 500,000円 
　有限会社エイチ・アイ・サービス 様 100,000円 

●ご芳名のみ（5法人）
　株式会社アマミ建築工業 様
　鹿島建物総合管理株式会社関西支社 様
　有限会社宝塚新樹園 様

　阪神消毒サービス 様
　ヤンマーエネルギーシステム株式会社 様
（匿名4法人）

役員・教職員等（1名）
●ご芳名のみ　(１名)
　森田 泰夫 様 

2009年7月1日～2020年8月31日

2020年4月1日～2020年8月31日

緑樹会・後援会・その他個人（215名）
●ご芳名・金額記載（29名） ●ご芳名のみ（60名）

（匿名126名）

50,000円
10,000円
500,000円
10,000円
10,000円
50,000円
200,000円
10,000円
10,000円
10,000円
50,000円
50,000円
50,000円
10,000円
50,000円

飯田 俊一 様
飯田 俊幸 様
飯田 美奈子 様
石田 賢史 様
石田 園美 様
大西 誠 様
木村 靖子 様
小西 晃皓 様
小西 剛皓 様
小西 晴香 様
小西 基皓 様
小山 泰正 様
島田 幸司 様
瀬尾 多嘉子 様
瀬尾 宏郎 様

10,000円
50,000円
5,000円
5,000円
10,000円
50,000円
50,000円
250,000円
500,000円
10,000円
50,000円
10,000円
50,000円
50,000円

瀬尾 恭子 様
武田 三代子 様
田中 幸雄 様
鄭 真佐美 様
年綱 佳洋子 様
永沼 不二夫 様
橋本 由利子 様
藤本 史子 様
藤本 昌巳 様
右田 末由 様
八木 信吾 様
八木 素子 様
籔本 憲靖 様
渡邊 みち子 様

区分
受配者指定寄付金

件数 金額 件数 金額 件数 金額
420
420

89,655,000円
89,655,000円

3,098
3,093

194,295,498円
194,135,498円

3,518
3,513

283,950,498円
283,790,498円

特定公益増進法人 合計

申込
入金

石本 恭子 様
泉原 鉄男 様
井田 一代 様
戌角 紀代美 様
戌角 幸治 様
今仲 俊彦 様
今仲 智代 様
上田 三路 様
上山 邦子 様
上山 崇 様
大橋 鐵雄 様
岡 哲夫 様
岡田 悦代 様
小川 かおり 様

神谷 佐智子 様
河合 勲 様
川合 邦彦 様
木島 喜世子 様
熊本 茂美 様
小西 和男 様
小西 登代子 様
阪本 治男 様
下村 葉子 様
簀戸 伸之 様
大堂 浩行 様
高田 京子 様
辰己 弘子 様
辰己 善庸 様

田中 節子 様
玉木 明美 様
玉木 琴子 様
玉木 桜子 様
玉木 武士 様
玉木 真澄 様
塚本 政幸 様
寺田 直子 様
利倉 晄央 様
利倉 彩織 様
利倉 幹央 様
中島 育代 様
中西 正治 様
西川 宏子 様

西原 力 様
波田 壽一 様
菱田 正雄 様
菱田 美紗子 様
藤原 公雄 様
前田 春菜 様
斑目 美知子 様
丸尾 和代 様
三宅 威司 様
宮﨑 和夫 様
宮﨑 富美子 様
柳 成桂 様
藪本 和法 様
藪本 久美子 様

横山 和榮 様
山蔭 政幸 様
山根 美佐子 様
横山 和榮 様

※新型コロナウイルス感染症の影響により、各行事が変更となる可能性がございます◆主な行事予定（11月～1月）

11月
12日

21日

22日

28日

日付未定

12月
1日

6日

13日

15日

18日

19日

日付未定

日付未定

1月
16・17日

23日

27日

兵庫医科大学

兵庫医療大学

兵庫医科大学

兵庫医療大学

兵庫医療大学

兵庫医科大学

兵庫医療大学

兵庫医療大学

兵庫医療大学

兵庫医療大学

兵庫医療大学

兵庫医療大学

兵庫医療大学

兵庫医療大学

兵庫医療大学

兵庫医科大学

白衣授与式

学校推薦型選抜入学試験 (専願公募制前期日程、公募制S日程)

学校推薦型選抜入学試験（一般公募制、地域指定制）

学校推薦型選抜入学試験 (公募制A日程)

学生総会 ※開催について検討中

実験動物慰霊祭

薬学部4年次生対象 薬学共用試験(OSCE)

Web入試対策講座(12月13日～2021年1月12日)

薬学部4年次生対象 薬学共用試験(CBT)  

ポーアイ4大学総合防災訓練

学校推薦型選抜入学試験 (専願公募制後期日程、公募制B日程)

薬学部4年次生対象 就職・実務実習説明会

クリスマスイルミネーション点灯式 ※開催について検討中

大学入学共通テスト(第一日程)

大学院入学試験Ⅱ期 (薬学研究科・看護学研究科)

一般選抜入学試験 （A 4科目型、B 高大接続型） 第1次試験

法人からのお知らせ
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【兵庫医科大学 卒業生（緑樹会会員）の方】
　兵庫医科大学 同窓会緑樹会
　　　〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1番1号
　　　　兵庫医科大学 教育研究棟 3階
　　　☎0798-45-6448（平日13:00～17:00）

【兵庫医療大学 卒業生の方】
　兵庫医療大学 キャリアデザインセンター
　　　〒650-8530 兵庫県神戸市中央区港島1丁目3番6
　　　　兵庫医療大学 M棟 1階
　　　☎078-304-3100（平日8:30～17:00）

【兵庫医科大学 保護者の方】
　兵庫医科大学 学務部 教学課
　　　〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1番1号
　　　　兵庫医科大学 教育研究棟 2階
　　　☎0798-45-6159（平日8:30～16:45）

【兵庫医療大学 保護者の方】
　兵庫医療大学 学生支援課
　　　〒650-8530 兵庫県神戸市中央区港島1丁目3番6
　　　　兵庫医療大学 P棟 1階
　　　☎078-304-3007（平日8:30～17:00）

＜広報誌の送付先変更や配送停止に関するお問合せ＞

学校法人 兵庫医科大学 広報誌

兵医広報  vol.251

 2020
AUTUMN

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

兵庫医科大学

健康医学クリニック
〒663-8137 兵庫県西宮市池開町3番24号
☎0120-682-701
https://www.hyo-med-kenshin.com/

兵庫医科大学

ささやま医療センター
〒669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡5番地
☎079-552-1181（代）
https://www.sasayama.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学

ささやま老人保健施設
兵庫医科大学

ささやま居宅サービスセンター
〒669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡36番地
☎079-552-6840（代）
https://www.sasayama.hyo-med.ac.jp/

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

西宮キャンパス

神戸キャンパス

篠山キャンパス

建学の精神

学校法人 兵庫医科大学
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

新型コロナウイルスを特集1

乗り越えるために

学校法人 兵庫医科大学 広報誌
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