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　平成２６年４月１日、桜が美しく咲き、春らしい暖かな日差しの中、
平成２６年度学校法人兵庫医科大学篠山キャンパス入職式が執り行わ
れました。助産師、看護師、介護福祉士などの新入職員１６名一人ひと
りに福田病院長から辞令が交付されました
　引き続き行われたオリエンテーションでは、各部署の責任者から自
部署の業務や役割について説明があり、新入職員も緊張した面持ちで
したが、これから始まる社会人としての新しい生活に大きな期待を膨
らませている姿が見られました。
　オリエンテーションが終わり、夕方からは４月より着任となった医師・異動者を含め、総勢３９名を迎えて
篠山キャンパス全体の歓迎会を行いました。厳粛な入職式とは違った和やかな雰囲気の中、これから一緒に働
く仲間としてキャンパス一同で歓迎し、職員同士の交流を楽しみました。新しい仲間も加わり、職員一同が新
たな気持ちで平成２６年度のスタートを切りました。

　今年度最初の病院玄関ホールを使ったコンサート企画「ひなまつりコンサート」を４月３日に開催しました。
１時間という限られた時間でしたが、病院ボランティアのささやま医療センター支援グループ「ささゆり」の
協力により、大変充実した内容のプログラムとなりました。篠山市内の小学生から高校生による楽器演奏、見
事な歌声を披露してくださった「声楽」、司会者自身によるハワイアンフラダンス、前回のコンサートに引き続
き市内のよさこいソーラングループ「篠恋」による華麗な舞い、さらに新人の看護職員や介護職員も参加した大
合唱が披露されました。最後には会場に詰めかけた入院中の患者さんや老人保健施設の利用者の方や職員も一
つになって「ひなまつりの歌」を合唱し、終始楽しい充実した時間を過ごしました。
　ささやま医療センター玄関ホールコンサートは毎年３～４回程度開催しており、次回は８月に予定しています。

平成２６年度 篠山キャンパス入職式

ひなまつりコンサートを開催しました

ささやま医療センター
ささやま老人保健施設兵庫医科大学病院

平成２５年度兵庫県歯科保健文化功労賞 受賞

　岸本裕充主任教授の推薦を頂き、平成２６年３月２９日に栄誉ある
兵庫県歯科保健文化功労賞を受賞致しました。
　受賞理由としては、HBVに有効な消毒剤が歯科用印象材に及ぼす
影響についての研究成果であり、その内容としてアルジネート印象
材は次亜塩素酸ナトリウムに対して、ラバー印象材はグルタラールア
ルデヒドに対して、シリコン印象材はどちらの消毒剤に対しても有効
であることが判明しました。この結果は今日の歯科技工領域におけ
る感染症対策の基礎となっ ています。また医学教育の一環としてポ
リクリに参画の機会を与えられ、顎義歯・スポーツ障害予防マウスガー
ド・気管内挿管時の歯のプロテクター など、癌治療や医科との関連技

工物について講義し、学生に歯科技工士の職域が歯科
だけでなく医科とのかかわりのある職種であること
を認知させることができたことも評価されたのだと
思います。
　今後、微力ではありますが兵庫医科大学の発展に寄
与していく所存でありますので、ご指導、ご鞭撻の程
よろしくお願い致します。

歯科口腔外科技工室　森 正文

兵庫医大フロンティア医療セミナー
第21回（平成26年5月8日開催）
関節リウマチ・膠原病・アレルギー
疾患に対する生物学的製剤を用いた
治療の現状
コーディネータ
リウマチ・膠原病内科 診療部長 佐野 統
生物学的製剤のオーバービュー 　　　　　　   
リウマチ・膠原病内科 准教授 松井 聖 
関節リウマチの生物学的製剤による治療 
リウマチ・膠原病内科 講師 北野 将康 
膠原病の生物学的製剤による治療法 
リウマチ・膠原病内科 講師 角田 慎一郎  
アレルギー疾患・骨粗鬆症の生物学的製剤に
よる治療法
リウマチ・膠原病内科 講師 東 直人 

第22回（平成26年6月12日開催）
泌尿器科疾患治療の最前線

コーディネータ
泌尿器科 診療部長 山本 新吾
先天性疾患に対する腹腔鏡下尿路再建手術
泌尿器科 准教授  兼松 明弘
前立腺癌に対する小線源療法
泌尿器科 講師  呉 秀賢
手術支援ロボットda Vinci
泌尿器科 講師  鈴木 透
腎移植医療の現状
泌尿器科 教授 野島 道生
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副理事長 就任挨拶 〈４月１日就任〉

中医薬孔子学院長 就任挨拶 〈４月１日就任〉

　本年３月末にて、兵庫医科大学病院の病院長の任期
が満了いたしました。任期中の５年間に、兵庫医科大
学病院では電子カルテを導入し、急性医療総合セン
ターがオープンしました。また、昨年度には年間手術
件数が初めて１万件を超えました。そのような中で、
大きな医療事故や不祥事もなく退任することができ、
病院における経営基盤の安定化についても光明が見
えてきました。これらは、教職員をはじめとする関

　兵庫医療大学薬学部東純一教授の後任として、学校
法人兵庫医科大学中医薬孔子学院の学院長を拝命致
しました。本学院は、中国トップレベルの北京中医薬
大学をパートナーとし、中医薬教育・研究活動をメイ
ンテーマとしています。西洋医学と東洋医学の融合
をめざす拠点として、２０１２年１１月９日本法人
内に設立されました。世界で４００以上の孔子学院
が設立されており、日本でも立命館大学や早稲田大

係各位のご協力のお陰と心から感謝いたしております。
　４月からは法人の副理事長を拝命し、兵庫医科大学
病院だけでなく、ささやま医療センターや同老人保健
施設、５月２９日に地鎮祭を行った健康医学クリニッ
クなど、一体的かつ協調的な運営を推進する病院事業
管理者の役割を担うことになりました。元より、各々
の施設ではすでに病院長やセンター長が個々の課題
に取り組んでいらっしゃいますので、私はそれをサ
ポートする形で、全体が同じ方向を向いて学校法人兵
庫医科大学のブランド力を高めることができるよう
に調整したいと思っています。特に、ささやま医療セ
ンターにおける経営基盤の安定化と総合診療医の養
成は喫緊の課題であり、精力的に取り組まねばなりま
せん。
　法人教職員や関係各位のさらなるご理解、ご協力、
ご指導をお願いいたします。

学など十を越える学院が設立されています。しかし
ながら、中医薬に特化した文化・学術活動を目的とし
たものは世界でも本学院が３つ目と特色があり、兵
庫医科大学と兵庫医療大学の研究者と北京中医薬大
学の研究者による学術／教育交流活動を進めており
ます。既に共同シンポジウムを日本と北京で２回成功
裏に開催しており、中医薬をメインテーマに相当科
学的にレベルの高い講演や議論が繰り広げられまし
た。
　今後は共同研究の枠組作りを進め、若手研究者の交
流を通じて、成果をあげていきたいと考えておりま
す。中医薬の研究は、免疫学、内分泌学、薬理学、薬物
学、創薬学、神経精神科学等、多くの基礎分野と関連
が深く、それを介して広く臨床分野で研究が展開でき
ると予想されます。皆様のご理解とご協力をお願い
申し上げます。

太城 力良

解剖学神経科学部門
野口 光一

平成２６年度 学校法人兵庫医科大学 常勤理事の業務分担
職名 担当 担当

理事長 新家 荘平 総括

副理事長 波田 壽一 理事長補佐、情報、西宮キャンパス整備計画及び施設（1、8、10号館）の整備改修、
危機管理、施設利用調整、◎人材マネジメント

副理事長(病院事業管理者) 太城 力良 理事長補佐、病院事業の統括、◎診療

常務理事(事務局長)(経営企画室長) 坂元 譲次 事務局運営、総務（コンプライアンス、男女共同参画を含む）、人事、経営企画、
財務、新健診センター、◎経営管理・財務、○人材マネジメント

理事(兵庫医科大学長) 中西 憲司 兵庫医科大学の運営、新教育研究棟、渉外（父兄、卒業生）
理事(兵庫医療大学長) 馬場 明道 兵庫医療大学の運営、渉外（企業、父兄、卒業生）
理事(兵庫医科大学病院長) 難波 光義 大学病院の運営、渉外(連携病院)、○診療
理事(ささやま医療センター病院長) 福田 能啓 ささやま医療センター等の運営、渉外(地元行政、医師会等)
理事(中医薬孔子学院長) 野口 光一 兵庫医科大学研究、入試、孔子学院、◎研究
理事(兵庫医科大学副学長)(広報室長) 三村 治 広報・募金（基金、40周年）、○情報共有・広報
理事(兵庫医科大学副学長、医療人育成センター長) 鈴木 敬一郎 医学教育、二大学間連携、認定看護師養成、◎教育
理事(兵庫医療大学副学長) 末廣 謙 兵庫医療大学教育、入試、○教育、○研究
理事(常勤理事) 森田 泰夫 物流センター、特命事項、◎情報共有・広報、○経営管理・財務

理事・評議員の異動

理事
兵庫医科大学教授・兵庫医科大学病院 病院長 難波 光義再任

平成２６年６月1日付で理事・評議員の異動がありました。

評議員
神戸市保健福祉局健康部長

兵庫医科大学教授・副学長 三村 治

兵庫医科大学病院 看護部長・副院長 山田 明美

神戸市交通局次長 宮本 一郎
人事異動に伴う
辞任(3月31日付)

新任

再任

平成26年3月31日で定年退職された方（管理職位）は次の通りです。

　今夏についても一層の節電を図るため、昨年度に引き続き省エネルギー対策の
一環として、教職員のクールビズの取り組みを実施しています。
　期間中はノーネクタイ・ノージャケットに加え、条件を付してポロシャツなど
の着用も可とし、部署により暑い時は半袖カッターを着用するなど軽装勤務を実
施します。また、軽装勤務実施に伴い、臨床現場以外での室内の冷房温度は２８℃
とします。
　皆様のご理解とご協力をお願い致します。

クールビズの実施について

５月１日～１０月３１日（６月１日からはスーパークールビズの実施）クールビズ期間

平成２５年度 定年退職者(管理職位)一覧

氏名 所属名

懲戒処分について
兵庫医科大学教員が就業規則第２５条（服務規律）に違反したので懲戒処分を行った。（平成２６年５月）

※担当業務は、中期事業計画の領域担当（◎主担当、○副担当）を示す。
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平成２５年度決算について
　平成２５年度は、事業計画との整合性を保ちつつ、兵庫医科大学、兵庫医療大学の教育・研究の充実、病院診療体制充実の
目標に加え、西宮キャンパスグランドデザイン実施に向け、学校法人全体の持続的投資を可能とする適正な収支差額を確保
した予算編成とすることを基本方針としました。既存予算の見直しと効率化等により財源の捻出を図ることで、
① 急性医療総合センター建設に続く西宮キャンパスグランドデザイン新教育棟の設計着手
② 急性医療総合センターの運営計画の着実な実行
③ 兵庫医療大学全学部完成後の徹底した評価、自己点検の実施とそれに基づく更なる教育・研究の適正化、

 運営の効率化推進および財源確保策の徹底
④ ささやま医療センターの経営改善ロードマップの策定と実行
という重点事項が掲げられ、当初予算がスタートしました。こうした中で、法人が今後計画している諸事業を実行してい
くためには、帰属収支差額を１２億円以上維持することが不可欠という従来からの考え方のもと、最終的に帰属収支差額
１４．９億円の予算案を決定しました。
　 このような方針の下、今年度、西宮本院では、入院・外来の患者数、診療単価および手術件数が増加したものの、急性医療
総合センター立ち上げに伴う減価償却費等の増加と光熱水費の単価上昇影響を受け、前年度比黒字額が大幅減少となりました。
しかし、経費の削減を一層すすめたことと、補助金・資産運用収入の増加策等を実施したこともあり、決算は帰属収支差額
が１１．４億円のプラスとなり、予算未達ながら、ほぼ従来からの目標並み利益水準を確保しました。

 収入面で、学生納付金は、兵庫医療大学が完成年度を過ぎ、法人全体の学生数が横ばい状態になったこともあり全体
で７５．６億円と、対前年度比０．２億円減でした。医療収入に関しては、本院では５．５億円増加しましたが、ささやま
医療センターは、入院収入が診療単価上昇もあり増加したものの、外来収入は薬剤の院外処方を期初から実施したこと
もあり大きく減少しました。その結果、医療収入全体は３３０．５億円で前年度比２．２億円の増です。その他としては、
寄付金収入は１０．５億円、補助金収入は３０．６億円で、帰属収入全体では４７２．９億円でした。
　支出面では、人件費が２１６．８億円、教育研究経費が４７．６億円、薬品費、医療材料費等の医療経費が１７７億円等
で、消費支出合計は、４６１．４億円となり、帰属収入から消費支出を差し引く帰属収支差額は、１１．４億円でした。また、
帰属収入から控除する基本金組入額は１９．３億円で、その結果、消費収入の部合計では４５３．６億円となり、消費収支
差額が７．８億円の消費支出超過となりました。

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで

消費収入の部
科目 予算 決算 差異

学生納付金 7,582,030,000 7,558,350,000 23,680,000

手数料 261,527,000 295,948,700 △ 34,421,700

寄付金 1,070,649,000 1,052,039,457 18,609,543

補助金 2,781,890,000 3,063,250,055 △ 281,360,055

　国庫補助金 2,484,298,000 2,745,714,737 △ 261,416,737

　地方公共団体補助金 297,592,000 317,535,318 △ 19,943,318

資産運用収入 74,056,000 175,741,586 △ 101,685,586

資産売却差額 0 41,900,000 △ 41,900,000

事業収入 36,620,999,000 34,488,289,867 2,132,709,133

　事業収入 1,263,037,000 1,442,664,907 △ 179,627,907

　医療収入 35,357,962,000 33,045,624,960 2,312,337,040

雑収入 652,964,000 612,791,592 40,172,408

帰属収入合計 49,044,115,000 47,288,311,257 1,755,803,743

基本金組入額合計 △ 4,161,241,000 △ 1,924,457,596 △ 2,236,783,404

消費収入の部合計 44,882,874,000 45,363,853,661 △ 480,979,661

消費収支計算書

平成２５年度決算構成比率

（単位：円）（単位：円）

消費支出の部
科目 予算 決算 差異

人件費 21,346,675,000 21,678,135,419 △ 331,460,419

　教職員等人件費 20,628,802,000 20,765,473,063 △ 136,671,063

　退職給与引当金繰入額 593,547,000 844,823,566 △ 251,276,566

　退職金 124,326,000 67,838,790 56,487,210

教育研究経費 4,769,148,000 4,762,201,387 6,946,613

医療経費 18,772,278,000 17,704,186,829 1,068,091,171

管理経費 1,709,053,000 1,692,716,474 16,336,526

借入金等利息 121,552,000 87,507,155 34,044,845

資産処分差額 406,996,000 182,726,398 224,269,602

徴収不能額 13,755,000 2,726,840 11,028,160

徴収不能引当金繰入額 15,923,000 33,391,410 △ 17,468,410

［　予　備　費　］　 400,000,000 400,000,000

消費支出の部合計 47,555,380,000 46,143,591,912 1,411,788,088

当年度消費収入超過額
当年度消費支出超過額 2,672,506,000 779,738,251

前年度繰越消費支出超過額 36,787,807,646 36,787,807,646

翌年度繰越消費支出超過額 39,460,313,646 37,567,545,897

帰属収入の部 消費支出の部 その他：0.6％

寄付金：2.2％

学生納付金：
16.0％

その他：
2.4％

補助金：6.5％

事業収入：3.0％

管理経費3.7％

人件費：
47.0％

医療経費：
38.4％

医療収入：
69.9％

教育研究経費：
10.3％

　資金収支計算書については、前年度より繰り越した資金（現金預金）が１４２．５億円でしたが、次年度への繰越資金は、
９７．７億円となりました。これは有価証券の運用を増加させたことと、急性医療総合センター建設及び機器購入で多
額の資金支出が発生したことによるものです。

　資産のうち固定資産は、有形固定資産及びその他の固定資産合わせて６１６．２億円で、前年度対比９．４億円減です。
これは、設備投資額を減価償却額以下に抑えたことが主な要因です。流動資産は、現金預金が９７．７億円、短期有価証
券が５５億円等で、２２２．６億円です。
　負債のうち固定負債は、新規の借入金が無かったことで返済がすすみ、退職給与引当金を含め１４１．４億円と前年度
比１９．５億円減となりました。流動負債は、前年度計上の急性医療総合センター建設及び機器購入に伴う未払金減少要
因で９５．３億円となり総負債は、２３６．７億円です。
　基本金は、当年度に１９．３億円の組入れ増加要因があり、基本金の部合計額は、９７７．８億円となりました。

　※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企画部
　　総務課において、開示請求を受付けております。

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで

平成２６年３月３１日

収入の部
科目 予算 決算 差異

学生納付金収入 7,582,030,000 7,558,350,000 23,680,000

手数料収入 261,527,000 295,948,700 △ 34,421,700

寄付金収入 1,022,649,000 976,588,312 46,060,688

補助金収入 2,781,890,000 3,063,250,055 △ 281,360,055

　国庫補助金収入 2,484,298,000 2,745,714,737 △ 261,416,737

　地方公共団体補助金収入 297,592,000 317,535,318 △ 19,943,318

資産運用収入 74,056,000 175,741,586 △ 101,685,586

資産売却収入 2,500,000,000 3,500,000,000 △ 1,000,000,000

事業収入 36,620,999,000 34,488,289,867 2,132,709,133

　事業収入 1,263,037,000 1,442,664,907 △ 179,627,907

　医療収入 35,357,962,000 33,045,624,960 2,312,337,040

雑収入 652,964,000 612,542,492 40,421,508

借入金等収入 104,785,000 112,782,973 △ 7,997,973

前受金収入 1,096,098,500 1,143,367,332 △ 47,268,832

その他の収入 7,175,531,708 7,714,766,577 △ 539,234,869

資金収入調整勘定 △ 7,273,196,769 △ 7,744,687,632 471,490,863

前年度繰越支払資金 14,253,696,188 14,253,696,188 0

収入の部合計 66,853,029,627 66,150,636,450 702,393,177

資金収支計算書

貸借対照表　

（単位：円）

※注記 減価償却額の累計額
基本金未組入額

45,534,104,472円
9,911,665,529円

（単位：円）

（単位：円） （単位：円）

資産の部
科目 本年度末 前年度末 増減

固定資産 61,619,742,816 62,563,021,854 △ 943,279,038

　有形固定資産 59,018,696,385 60,138,908,387 △ 1,120,212,002

　　土地 15,765,231,332 15,765,231,332 0

　　建物・構築物 31,001,561,945 31,965,089,508 △ 963,527,563

　　教育研究用機器備品 10,861,884,319 11,167,785,641 △ 305,901,322

　　図書 889,868,252 908,738,673 △ 18,870,421

　　建設仮勘定 138,285,000 27,300,000 110,985,000

　　その他 361,865,537 304,763,233 57,102,304

　その他の固定資産 2,601,046,431 2,424,113,467 176,932,964

　　有価証券 0 200,000,000 △ 200,000,000

　　教育施設設備等引当特定資産 199,818,000 158,108,333 41,709,667

　　退職給与引当特定資産 799,991,111 599,814,667 200,176,444

　　その他 1,601,237,320 1,466,190,467 135,046,853

流動資産 22,256,710,021 25,361,874,418 △ 3,105,164,397

　　現金預金 9,767,436,959 14,253,696,188 △ 4,486,259,229

　　有価証券 5,500,000,000 3,500,000,000 2,000,000,000

　　その他 6,989,273,062 7,608,178,230 △ 618,905,168

資産の部合計 83,876,452,837 87,924,896,272 △ 4,048,443,435

負債の部
科目 本年度末 前年度末 増減

固定負債 14,137,686,091 16,089,601,272 △ 1,951,915,181

　長期借入金 6,894,190,000 8,939,730,000 △ 2,045,540,000

　学校債 15,000,000 20,000,000 △ 5,000,000

　退職給与引当金 6,402,867,730 6,258,182,574 144,685,156

　長期未払金 825,628,361 871,688,698 △ 46,060,337

流動負債 9,529,043,652 12,770,291,251 △ 3,241,247,599

　短期借入金 2,158,322,973 2,075,732,508 82,590,465

　学校債 15,000,000 60,000,000 △ 45,000,000

　前受金 1,143,367,332 1,074,628,500 68,738,832

　その他 6,212,353,347 9,559,930,243 △ 3,347,576,896

負債の部合計 23,666,729,743 28,859,892,523 △ 5,193,162,780

　基本金の部
科目 本年度末 前年度末 増減

第1号基本金 94,667,268,991 92,742,811,395 1,924,457,596

第4号基本金 3,110,000,000 3,110,000,000 0

基本金の部合計 97,777,268,991 95,852,811,395 1,924,457,596

　　消費収支差額の部
科目 本年度末 前年度末 増減

翌年度繰越消費支出超過額 37,567,545,897 36,787,807,646 779,738,251

消費収支差額の部合計 △ 37,567,545,897 △ 36,787,807,646 △ 779,738,251

負債の部、基本金の部
及び消費収支差額の部合計 83,876,452,837 87,924,896,272 △ 4,048,443,435

支出の部
科目 予算 決算 差異

人件費支出 21,397,060,000 21,533,450,263 △ 136,390,263

　教職員等人件費支出 20,628,802,000 20,765,473,063 △ 136,671,063

　退職金支出 768,258,000 767,977,200 280,800

教育研究経費支出 3,491,105,000 3,441,459,017 49,645,983

医療経費支出 16,216,880,000 15,045,235,053 1,171,644,947

管理経費支出 1,619,923,000 1,606,909,426 13,013,574

借入金等利息支出 121,552,000 87,507,155 34,044,845

借入金等返済支出 2,080,835,000 2,125,732,508 △ 44,897,508

施設関係支出 3,566,545,000 1,155,491,300 2,411,053,700

設備関係支出 1,627,626,000 1,888,884,918 △ 261,258,918

資産運用支出 2,500,000,000 5,800,000,000 △ 3,300,000,000

その他の支出 9,711,591,812 9,648,429,902 63,161,910

［　予　備　費　］　 400,000,000 400,000,000

資金支出調整勘定 △ 5,108,880,620 △ 5,949,900,051 841,019,431

次年度繰越支払資金 9,228,792,435 9,767,436,959 △ 538,644,524

支出の部合計 66,853,029,627 66,150,636,450 702,393,177
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兵庫医科大学開学４０周年記念事業募金
　「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、教職員をはじめ、後援
会（保護者）等は言うに及ばず幅広い方々から、温かいお申し込みを賜り、誠に有り難く、厚く御礼申し上げます。
　本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大学広報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的努力を重ねてまいり
ますが、関係の皆様におかれても更なるご支援、お力添えを賜りますよう、よろしくお願いいたします。　

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 176件 827,135,000円 428件 287,135,068円 604件 1,114,270,068円
入　金 175件 775,095,000円 424件 185,453,991円 599件 960,548,991円

寄付申込者ご芳名･法人名一覧
H26.3.1～H26.4.30

募金推進課　H24.7.1～H26.4.30

●ご芳名のみ記載　2社
株式会社グッドプランニング様
コヴィディエングループ　ジャパン株式会社様
（匿名1社）

●ご芳名のみ記載　1社
医療法人一高会野村海浜病院様

●ご芳名のみ記載
武田　隆男様
（匿名1名）

500,000円
100,000円
（匿名1名）

吉永　和正様	 	
吉田　智子様

●ご芳名・金額記載　2名

1,000,000円 （株）MAY･MANAGEMENT様
●ご芳名・金額記載　1社

その他個人　（2名）

関連病院等　（1法人）

教職員　（3名）

企業等法人　（4社）

学校法人兵庫医科大学基金兵医・萌えの会　状況報告
　本学校法人は、平成21年4月1日に学校法人兵庫医科大学基金を創設し、継続的な募金活動を開始するとと
もに、基金の活動を支援する組織として学校法人兵庫医科大学基金兵医・萌えの会を設け、その会員の皆様か
ら会費を寄付金のかたちで募り、基金の運営に寄与することとしております。
　寄付活動を開始して以来、患者様をはじめ、後援会会員、緑樹会会員、名誉教授、退職者等は言うに及ばず、協
力医療機関や関連企業等の幅広い方々から、温かいお申し込みを賜り、厚く御礼申し上げます。
　皆様方からご寄付いただきました貴重な浄財は、教育・研究環境の整備や学生への奨学金等の支援を通じて、
社会への貢献・還元のために使用させていただきます。
　今後とも引き続きご協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

募金推進課　H21. 1. 1～H26.4.30

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 246件 44,905,000円 704件 51,645,498円 950件 96,550,498円
入　金 246件 44,905,000円 698件 50,495,498円 944件 95,400,498円

企業等法人　（5社） その他個人　（37名）

●企業名・金額記載　1社 ●ご芳名・金額記載　6名

●ご芳名のみ記載　1社

300,000円	 50,000円
50,000円
500,000円
50,000円
15,000円
50,000円

株式会社白洋舎ユニフォームレンタル西部事業所様 本多　明子	様	
森　　美樹	様
福光　美草	様	
永沼　不二夫	様
富尾　信彦	様
津田　擴	様	
	

教職員　（4名）
●ご芳名のみ記載　14名
川谷　芳範	様
西田　正樹	様
西原　力	様
寺田　直子	様
松村　哲	様
松村　和子	様
駒澤　勲	様
（匿名　17名）

宮﨑　弘悦	様
中西　和子	様
大本　雅章	様
上村　幹子	様
岡　　哲夫	様
田中　節子	様
天王寺谷　裕子	様

阪神消毒サービス	様
（匿名　3社）	

●ご芳名のみ記載　4名
山田　明美	様
北村　威士	様
中西　憲司	様
波田　壽一	様

寄付申込者ご芳名･法人名一覧
H26.3.1～H26.4.30

　平成２６年５月３０日～６月１日の２泊３日、スペースアルファ神戸にて第１回幹部教員ＦＤを実施しまし
た。今回のＦＤは医療系総合大学としてボーダレスな４学部連携を図ることを目的に学校法人兵庫医科大学連
携協議会にて企画され、今年度は兵庫医科大学９名、兵庫医療大学１１名の参加となりました。
　近年、医療者教育改革、認証制度の開始、国家試験の難関化、受験生や入試の変化など医療者教育を取り巻く
環境は大きく変化しています。ＦＤでは建学の精神、両大学・病院の現状、中期事業計画から学生教育、研究の
連携推進、環境変化への対応などについて理解を深め、両大学が合同で実施することにより双方の教員の交流
と親睦を図ることができました。

ＦＤ事務局：学務部、神戸キャンパスオフィス総務グループ

　平成２６年５月２４日～２８日、北京中医薬大学にて学校法人兵庫
医科大学中医薬孔子学院シンポジウムおよび理事会が開催されまし
た。本法人からは、理事として新家理事長、馬場兵庫医療大学長、野
口主任教授（中医薬孔子学院長）、坂元常務理事が参加され、その他に
招聘シンポジストとして岡村特任教授、教育関係者として岩崎兵庫
医療大学保健管理センター長、玉木兵庫医療大学リハビリテーショ
ン学部理学療法学科長及び学院関係者が参加しました。
　現地では日中両研

究者によるシンポジウムや北京中医薬大学付属病院見学など
が実施され、様々な文化交流が行われました。理事会では今年
度の活動予定などについて審議されました。

　また、５月２５日～２８日にはインドネシアのジャカルタにて、アジア諸国の
孔子学院関係者が集まる「２０１４年アジア孔子学院合同会議」が開催され、太城
副理事長、包殿国 中医薬孔子学院教員（兵庫医科大学非常勤講師）が出席しました。
　会議では、太城副理事長から本法人中医薬孔子学院の紹介なども行われ、アジ
ア各国の孔子学院関係者との今年度の活動などについてグループディスカッショ
ンなどが行われました。

アジア大会

北京参加者集合写真

兵庫医科大学・兵庫医療大学 第１回 幹部教員ＦＤの実施

学校法人兵庫医科大学中医薬孔子学院 シンポジウム・理事会の開催
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No. 項　　目 制定・改正・廃止の趣旨 制定・改正・廃止日

1 学校法人兵庫医科大学病院助手・
レジデント短時間勤務取扱規程 平成26年度から新たな後期臨床研修制度が実施されることに伴い、改正。 平成26年4月1日

2 学校法人兵庫医科大学短時間勤務
正職員取扱規程 同上 平成26年4月1日

3 慶弔見舞金規程 災害見舞金を贈る対象を明確にするため、改正。 平成25年11月29日

4 学校法人兵庫医科大学旅費規程 外国出張に関する規定と運用について齟齬が生じているため、改正。 平成26年4月1日

5 学校法人兵庫医科大学任期制教員
就業規則 「専門業務型裁量労働制」を導入するため、改正。 平成26年4月1日

6 健康医学クリニックの開設準備
に係る委員会の設置に関する規程

健康医学クリニック開設準備に係る委員会を正式な会議として承認するた
め、制定。 平成26年4月15日

7 兵庫医科大学情報メディア委員会規程 学術情報基盤について幅広く検討するため、制定。 平成26年2月1日

8 視聴覚教育委員会規程 兵庫医科大学情報メディア委員会規程制定に伴い、廃止。 平成26年2月1日

9 兵庫医科大学副学長に関する規程 副学長の員数及び任期等を改めるため、改正。 平成26年4月1日

10 副学長に関する規程の運用にか
かる申合せ 兵庫医科大学副学長に関する規程に本申合せの内容を盛り込んだため、廃止。 平成26年4月1日

11 兵庫医科大学就業規則 「専門業務型裁量労働制」を導入するため、改正。 平成26年4月1日

12 課程による者の学位論文審査等
に関する申合せ

文部科学省の通知により、学位授与に係る論文の全文を公表することとなっ
たため、改正。 平成26年4月1日

13 課程を経ない者の学位論文審査等
に関する申合せ 学位申請時の必要書類が追加されたため、改正。 平成26年4月1日

14 兵庫医科大学大学院学位規程 学位論文の公表及び論文要旨等の公表に関する条文を変更、追加したため、改正。 平成25年12月11日

15 兵庫医科大学大学院学則 大学院授業科目に地域包括ケア学及び炎症性腸疾患学を追加するため、改正。 平成26年4月1日

16 兵庫医科大学入試運営委員会規程 入試運営委員が欠席した場合の委任状の取扱いを追記したため、改正。 平成26年4月1日

17 教務に関する規程 再試験の成績と再履修科目の成績との整合性を図るため、改正。 平成26年4月1日

18 総合診療センター運営規程 兵庫医科大学病院の中央診療施設に総合診療センターを設置するため、制定。 平成26年4月1日

19 脳卒中センター運営規程 阪神地区における脳卒中医療の拠点となることを目指し、脳卒中センター
を設置するため、制定。 平成26年4月1日

20 放射線技術部長候補者選考内規 診療放射線技師職から技術部長を選考するため、制定。 平成26年3月4日

21 臨床検査技術部長候補者選考内規 臨床検査技術部の部長職の職制を医師から臨床検査技師に委ねるため、制定。 平成26年3月4日

22 兵庫医科大学病院放射線障害予防
規程

放射線障害予防法が改正され、放射線発生装置から生じる放射化物が規制
対象となったため、改正。 平成26年3月1日

23 入退院管理室運営規程 入退院管理室の構成員等の変更、電子カルテの稼働による規程文言の一部を
見直したため、改正。 平成26年4月1日

24 病院規程 中央診療施設に総合診療センター、脳卒中センターを追加するとともに、
CCUを救命救急センターに包含することとしたため、改正。 平成26年4月1日

25 篠山キャンパス職員宿舎貸与規程 新看護師宿舎完成に伴う条文の整理及び名称の変更のため、改正。 平成26年4月1日

26 篠山キャンパス新看護師宿舎に
係る取扱要領 新看護師宿舎の完成に伴い、その取扱いを定めるため、制定。 平成26年4月1日

27 兵庫医科大学ささやま医療センター
病院長懇話会内規 今後の病院運営等を検討するため、制定。（現病院長在任期間の時限内規） 平成26年3月31日

28 兵庫医科大学ささやま医療センター
幹部会議規程 各種会議体整理のため、廃止。 平成26年3月31日

29 兵庫医科大学ささやま医療センター
医療の質・安全・感染管理委員会規程 同上 平成26年3月31日

30 兵庫医科大学ささやま医療センター
看護師確保・定着委員会運営内規 同上 平成26年3月31日

31 兵庫医科大学ささやま医療センター
病床管理運営委員会規程 同上 平成26年3月31日

32 兵庫医療大学紀要委員会規程 紀要の編集・発行業務を遂行するため、制定。 平成25年7月1日

33 兵庫医療大学先端医薬研究センター規程 新たな研究プロジェクトを募集し、兵庫医療大学の研究の活性化を図るため、改正。 平成26年4月1日

34 兵庫医療大学先端医薬研究センター
運営委員会規程 同上 平成26年4月1日

35 兵庫医療大学先端医薬研究センター
研究プロジェクト選考委員会規程 募集、選考等の手続きの明確化等のため、制定。 平成26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

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/public/tvinfo.html
新聞等掲載記事一覧   　　　　http://www.corp.hyo-med.ac.jp/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
朝日放送 「みんなの家庭の医学」 4月1日 循環器内科 増山理主任教授 危険な動悸の見分け方や心房細動と脳梗塞の関連などについて、スタジオで解説した内

容が放送されました。
朝日放送 「キャスト」 4月4日 産科婦人科 澤井英明准教授 母体血を用いた新型出生前診断について、診察を行う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」 4月7日 遺伝学 玉置知子主任教授 遺伝子検査ビジネスの現状などについて、解説した内容が放送されました。

読売テレビ「おはようドクター」 4月6日、
13日

糖尿病・内分泌・代謝内科
宮川潤一郎 教授

下記のテーマについて解説した様子が放映されました。
「新しい治療へ！糖尿病の最新情報」「糖尿病の最新治療、進化する薬物療法」

読売テレビ「ウェークアップ!ぷらす」 4月12日 公衆衛生学 島正之主任教授 PM2.5の健康への影響について解説した内容が放映されました。

NHK 「プロフェッショナル 仕事の流儀」 4月14日 上部消化管外科
笹子三津留主任教授 診療や手術の様子などが取材された、密着ドキュメントが放映されました。

朝日放送 「おはよう朝日です」 4月16日 肝・胆・膵内科
西口修平主任教授

脂肪肝に関する特集で、健康な肝臓と脂肪肝の違い、脂肪肝の自覚症状や女性ホルモン
と脂肪肝の関係について、解説した内容が放送されました。

毎日放送 「ちちんぷいぷい」 4月17日 小児科 服部益治教授 はしか（麻疹）の流行注意の呼びかけや予防について、またインフルエンザの予防や体調
管理のコツなどについて解説した内容が放送されました。

NHK 「チョイス」 4月19日 兵庫医科大学
山本徹也名誉教授

痛風について、足が痛む原因や、痛風が男性に多く発症する理由などについて、スタジ
オで解説した内容が放送されました。

朝日放送 「みんなの家庭の医学」 4月22日 消化管内科
三輪洋人主任教授

胃がんの原因についてや、健康な胃かどうかを調べる検査方法などについて、解説した
様子が放送されました。

読売テレビ「おはようドクター」 4月20日、
27日

上部消化管外科
笹子三津留主任教授

下記のテーマについて解説した様子が放映されました。
「どこまで知っていますか？胃がんの最新情報」「胃がんの最新治療と進化する手術」

NHK 「クローズアップ現代」 4月28日 産科婦人科 澤井英明准教授 新型出生前診断に関する特集で、妊婦さんの出生前診断に対する認識についてや、産む
か産まないかの判断などについて、解説した様子が放送されました。

BS朝日 「鳥越俊太郎 医療の現場」 5月25日 公衆衛生学 島正之主任教授 PM2.5に含まれる有害物質やPM2.5と病気との関係などについて、スタジオで解説した
様子が放送されました。

毎日放送 「ちちんぷいぷい」 5月30日 小児科 服部益治教授 熱中症に関する特集で、5月・6月の危険性や、対策方法などについて解説した内容が放
送されました。

テレビ ・ラジオ出演情報　４月から５月

　
掲載媒体 掲載日 関連者 概要

読売新聞（朝刊） 4月6日 兵庫医科大学病院 「病院の実力」（心臓と血管の病気）において、兵庫医科大学病院の治療実績(2013年)が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 4月7日 上部消化管外科 笹子三津留主任教授 「第7回ひょうごがんシンポジウム」にて、胃がん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） 4月10日 学校法人 兵庫医科大学 2015年4月に開設予定の「兵庫医科大学 健康医学クリニック」についての内容が掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 4月15日 兵庫医科大学病院 兵庫医科大学病院が刊行した医療ガイドブック「兵庫医科大学病院 医療最前線」についての内容が掲載さ
れました。

神戸新聞（朝刊） 4月23日 心臓血管外科学 宇都宮明美非常勤講師 「悲しみと生きる 尼崎JR脱線事故9年」と題された記事にて、事故当時、看護師として患者対応を行った際
に感じた「惨事ストレス」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） 4月24日 兵庫医科大学病院 兵庫医科大学病院が刊行した医療ガイドブック「兵庫医科大学病院 医療最前線」についての内容が掲載さ
れました。

毎日新聞折込み
（奥様メモ・カレンダー） 4月25日 糖尿病・内分泌・代謝内科 森脇優司教授 「保存版 健康質問箱」のコーナーにて、「昔ながらの体の常識ウソ？ホント？ vol.5【睡眠時間と健康】と題

された監修記事が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 5月3日 先端医学研究所アレルギー
疾患研究部門 善本知広主任教授

「ひょうごの医療」コーナーにて、アレルギー疾患の要因や発生の仕組み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） 5月4日 兵庫医科大学病院 「病院の実力」(甲状腺の病気)において、兵庫医科大学病院の治療実績(2013年)が掲載されました。

産経新聞（朝刊） 5月6日 小児科 服部益治教授 「夜尿症」に関する記事にて、おねしょと夜尿症の違いや診療について、また夜尿症の子どもに対する家族
の接し方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） 5月8日 上部消化管外科 笹子三津留主任教授 「第7回ひょうごがんシンポジウム」にて、胃がんについて解説した内容などが掲載されました。

朝日ファミリー 5月9日 兵庫医科大学病院 兵庫医科大学病院が刊行した医療ガイドブック「兵庫医科大学病院 医療最前線」についての内容が掲載さ
れました。

co-op
ステーション６月号 5月10日 歯科口腔外科 岸本裕充主任教授、

高岡一樹講師
「歯と口の健康」に関する記事にて、歯のしくみや歯周病の治療法、予防法などについて岸本裕充主任教授
が解説した内容が掲載されました。また、歯を失った際の治療法やインプラント治療などについて、高岡一
樹講師が解説した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 5月10日 救急・災害医学 吉永和正非常勤講師 「JR脱線事故 教訓に」と題された記事にて、災害と事故での対応の違いの調査について、コメントした内容
が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 5月10日 皮膚科学 山西清文主任教授 「ひょうごの医療」コーナーにて、アトピー性皮膚炎の症状緩和に使用される免疫抑制剤「シクロスポリン」
について解説した内容などが掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 5月13日 兵庫医療大学 看護学部 齋藤雅子准教授 「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーにて、『親子相互作用とこころの発達』と題し、人のここ
ろが発達するための支援法や支援技法などについて、寄稿した内容が掲載されました。

朝日新聞（朝刊）、
毎日新聞（朝刊）

5月18日 兵庫医科大学病院 看護部
山田明美看護部長、平川弘美次長

兵庫医科大学病院で初めて開催された、一日「まちの保健室」に関する記事にて、地域の人が血管年齢を測
定する様子や、看護部の山田明美看護部長や平川弘美次長が、「まちの保健室」の開催を決めた理由につい
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） 5月20日 兵庫医療大学 看護学部 松本麻里准教授 「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーにて、『気付きにくいCOPD』と題し、喫煙などによる肺
の生活習慣病の症状などについて寄稿した内容が掲載されました。

信濃毎日新聞（朝刊） 5月20日 産科婦人科 澤井英明准教授 信濃毎日新聞が実施した新型出生前診断のアンケートに関する記事にて、「胎児条項の検討が必要か」とい
う問いに対して、回答した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 5月23日 肝・胆・膵内科 西口修平主任教授 肝がん予防を目的とした広告特集にて、「進化したC型肝炎治療」と題して、C型肝炎の検査や治療について
解説した内容が掲載されました。

毎日新聞折込み
（奥様メモ・カレンダー） 5月26日 眼科 三村治主任教授 「保存版 健康質問箱」のコーナーにて、「昔ながらの体の常識ウソ？ホント？ vol.6【近眼と老眼】と題され

た監修記事が掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 5月27日 兵庫医療大学 看護学部 堀口和子准教授「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーにて、『少子高齢社会の介護』と題し、在宅生活を希望す
る療養者への介護が継続できるような支援のあり方などについて、寄稿された内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 5月29日 兵庫医科大学 中西憲司学長 基礎医学研究医の不足について書かれた記事にて、兵庫医科大学の研究医育成の取り組みについて紹介さ
れ、中西憲司学長がコメントした内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 5月31日 公衆衛生学 島正之主任教授 「たばこなき社会目指す」と題した世界禁煙デーの記事にて、全学的な禁煙への取り組みや喫煙者に対する
禁煙支援などについて、コメントした内容が掲載されました。

新聞・雑誌等 掲載情報　４月から５月

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。



3日･10日
17日･24日 兵庫医療大学 公開講座「女子力アップ講座」（グランフロント大阪）

11日 兵庫医療大学 七夕講演会
16日 兵庫医療大学 仕事研究セミナー 「私の仕事」～がん看護ＣＮＳの役割と活動～
16日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「子どもの虐待の発見と対応－病院で支える家族の絆－」
19日 兵庫医科大学病院 病院就職説明会（看護師向け） 
19日 兵庫医科大学病院 サマーコンサート
25日 兵庫医療大学 地震・津波防災訓練
29日 兵庫医科大学 サテライトオープンキャンパス（福岡）
30日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「ストーマのお話」

7月

1日 兵庫医科大学病院 看護学生インターンシップ
3日 兵庫医科大学 オープンキャンパス・ホームカミングデイ

4日~9日 兵庫医療大学 早期臨床体験実習（ＥＣＥ）
7日 ささやま医療センター ボランティアコンサート
8日 兵庫医療大学 仕事研究セミナー「私の仕事」～卒業生からのメッセージ～

9日・10日 兵庫医療大学 オープンキャンパス
13日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「のどの癌について」

14日・15日 兵庫医科大学病院 看護学生インターンシップ
19日 兵庫医科大学 オープンキャンパス
21日 兵庫医療大学 新任等教員研修
23日 ささやま医療センター 老人保健施設 納涼祭

23日・24日 兵庫医療大学 オープンキャンパス

8月

平成２６年 7月～ 8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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8年目

0120-6123-67（フリーダイヤル）
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【お問い合わせ・連絡先】兵庫医科大学　学務部入試課 TEL 0798-45-6162（直通）FAX 0798-45-6972
　　　　　　　　  　　                                     URL http://www.hyo-med.ac.jp/
 

申込み不要
参加費無料

兵庫医科大学
オープンキャンパス
兵庫医科大学
オープンキャンパス

開催日によりイベント内容が異なります。詳細はHPをご覧ください。

8.3（sun）13:00~16:308.3（sun）13:00~16:30
8.19（tue）13:00~16:308.19（tue）13:00~16:30

イベント内容
▶大学・入試概要説明
▶記念講演（8/3）   『「外科医として生きる」とは』外科学（上部消化管外科）主任教授　笹子  三津留
　　　　　　　　   『脳を救え！脳卒中治療の最前線』脳神経外科学　主任教授　吉村  紳一
　　　　　　　　   『道を選ぶとき』作家・医師　椹野  道流
▶模擬講義（8/19）『健康維持の予防医学とは』小児科学　教授　服部  益治
▶在学生講演（8/19）
▶キャンパス見学
▶体験コーナー
▶個別相談 ▶在学生との交流コーナー ▶ビデオ放映 ▶学生生活ポスター展示



　兵庫医療大学のメイン広場にある噴水から北東を見上
げると、高さ３８メートルの時計塔があります。
　神戸キャンパスのシンボルとしてそびえるこの時計塔
の頂上部からは、キャンパス一帯を見渡すことができ、開
学以来、キャンパスを往来する多くの在学生や教職員を見
守り続けています。

兵庫医療大学　時計塔

探大学 訪

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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〒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

学校法人兵庫医科大学では、創立40周年を記念して医学教育、研究、診療をさらに充実・推進するため、新教育研
究棟の建設を予定しており、そのための寄付金を受け入れております。
詳細は学校法人兵庫医科大学開学40周年記念事業募金ホームページ
（http://www.hyo-med-anniv.com/）か募金推進室（TEL：0120-456-991）までお問い合わせください。


