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　平成２５年 本学産婦人科にご入院されご逝去された女性の方からのご
遺志にてご寄附いただいた浄財で購入したマイクロバス（チーター号）につ
いては、平成２５年１２月から、職員の送迎用として朝・夕に運行してき
ましたが、ご寄附いただいたご遺志は、患者さんのためにとのことでした
ので、購入時より患者さんの送迎に利活用できないか検討してきました。
　検討にあたっては、マイクロバスを保有され、患者さんの送迎用に利
用されている病院の例を参考にするため、全国の私立医科大学附属の
８２病院へアンケートを実施したところ、５病院で運用されていました。
その５病院は、いずれも病院と最寄り駅との間を無料で往復していると
のことでした。関係各機関との協議等を経て、今般、平成２７年３月２日
から患者さん送迎用に、ＪＲ篠山口駅東口～医療センター間の無料運行
をスタートしました。
　当センターは、最寄りのＪＲ篠山口駅からバスで約１５分と離れてお
り、最寄りのバス停から病院まで徒歩（５分）でお越しいただく必要もあっ
てご不便をおかけしていたところですが、チーター号の運用により、患
者さんの利便性は向上し、歓迎いただけるものと期待しています。
　また、将来的には、篠山地域の病院間の連携を強化するための利活用
についても、検討する課題と考えているところです。

平成２７年１月３０日、今年度２回目となるクリニカルパス大会を実施し、５３名が参加しました。

患者さん送迎用無料バスの運行を開始

第２回クリニカルパス大会開催
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時刻表（運行は休診日を除く月～金）

特任教授就任

機能再生医療学
池田 義和

〈４月１日就任〉

昭和57年	
昭和61年	
	
昭和62年	
昭和63年	
平成3年	
平成5年	
平成7年	
	
平成9年	
平成14年	
平成20年	
平成21年	
	

平成23年

3月
3月
4月
1月
7月
1月
4月
4月

10月
4月
11月
2月
4月

4月

兵庫医科大学医学部	卒業	
兵庫医科大学大学院医学研究科修了	 	 	 	
兵庫医科大学病院産科婦人科医員		 	 	 	
兵庫医科大学産科婦人科学講座	助手	 	 	 	
明和病院	産科婦人科医員	 	 	 	 	
兵庫医科大学産科婦人科学講座	助手	 	 	 	
兵庫医科大学産科婦人科学講座	学内講師	 	 	 	
国立篠山病院産婦人科	医長	 	 	 	 	
兵庫医科大学産科婦人科学講座	非常勤講師	 	 	 	
兵庫医科大学篠山病院	講師	産婦人科医長	 	 	 	
兵庫医科大学篠山病院	助教授	産婦人科医長	 	 	 	
兵庫医科大学篠山病院	地域総合医療学准教授	 	 	
兵庫医科大学篠山病院	副院長	兼任	 	 	 	
兵庫医科大学篠山病院	診療支援部長	兼任	 	 	 	
	 	 	産科婦人科部長	兼任	
兵庫医科大学ささやま医療センター	副院長	 	 	 	
地域総合医療学准教授、産科婦人科診療科部長

略歴

　平成２７年２月３日、毎年恒例の院内保育所節分会を開催しました。
　子どもたちは、紙コップを使って福豆入れを作り、その中に新聞紙の福豆を
入れて豆まきを行いました。とても大きな鬼さんに、怖くて動けない小さい
お友達もいましたが、大きいお友達は、怖いながらも大きな声で「鬼は外！！ 
福は内！！」の掛け声と共に何度も何度も福豆を投げ、あまりの元気良さに、大
きな鬼さんもとうとう降参してしまいました。
　みんなで今年１年が良い年になるようお祈りし、とても賑やかなひと時を
過ごすことができました。

院内保育所節分会を開催

看護部長就任挨拶 〈４月１日就任〉

　平成２７年４月１日に看護部長に就任いたしました。
　ささやま医療センター は 、丹波・篠山地域に必
要なプライマリケアと高度医療を行うことで 、地
域に貢献し 、地域に信頼される病院づくりに努め
ています。丹波圏域は 、総人口が減少傾向にある
にも関わらず後期高齢者の割合が大きく伸びてい
ます。他方、県内で最も一般病棟入院率が低いと
いう医療上の問題も抱えています。

　太城病院長の経営方針である地域包括システム
に則った早期社会復帰と在宅療養支援に並行し、一
般病棟の入院率を上げるための急性期医療提供体
制の充実、断らない救急医療体制の強化に向けて、
看護部の役割が果たせるように努める所存です。
　本院看護部次長としての５年間の管理経験を
活かし 、本院看護部との紐帯を強化し 、人材交流
や交換留学を推進することにより 、急性期看護の
実践力向上を図る計画です。看護部のキャッチフ
レーズ「看護ささやまホッ とステーション」を堅
持し 、看護職はもちろん 、患者・家族・他職種に
とっ てもほっ とする看護部の実現に努めます。さ
らに 、職員の一人ひとりが 、認められ 、求められ
る人材であると感じることができる働きやすい
職場づくりにも勤しみたいと思っております。
　今後ともよろしくお願いします。

看護部
平川 弘美

教授就任

地域総合医療学
奥田 真珠美

〈２月１日就任〉

昭和62年	
昭和62年	
平成元年	
平成2年	
平成4年	
平成7年	
	
平成10年	
平成21年	 	
	
平成22年

3月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月

和歌山県立医科大学医学部	卒業	
和歌山県立医科大学　臨床研修医	
社会保険紀南総合病院小児科	医員
恩賜財団済生会有田病院小児科	医員
社会保険紀南総合病院小児科	医員
労働者健康福祉機構和歌山労災病院小児科		副部長	 	
和歌山県立医科大学小児科	非常勤講師	 	
労働者健康福祉機構和歌山労災病院小児科	第三部長心得
労働者健康福祉機構和歌山労災病院小児科	嘱託
兵庫医科大学地域総合医療学	非常勤講師
兵庫医科大学地域総合医療学	准教授

略歴

「鼠径ヘルニア根治術について」
演者：外科 堀尾 勇規 病院助手

「鼠径ヘルニア根治術クリニカルパス
の改善に関する一考察について」
演者：４階病棟 宇野 夏季 看護師・
　　　　　　　藤原 有里 看護師

「鼠径ヘルニア手術症例の
入院日数と請求金額について」
演者：内藤 泰 事務部長
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平成２７年度 学校法人兵庫医科大学 予算
　平成２７年度予算は、平成２７年３月２７日に開催された理事会において次のとおり決定されましたのでお知らせします。

１．平成２７年度予算編成にあたって
　　本法人の収支は、平成２１年度以降「収入に見合う支出」を基本的な考え方とする支出抑制策の実行、平成２２・２４年

度の診療報酬改定の追い風等により順調に推移してきました。しかし、平成２５年度には西宮本院の入院患者数、外来
患者数、診療単価のアップ等があったものの経費の増加を補えず収支差額は前年度対比で減少に転じました。

　　平成２７年度においても人件費や各部門における情報システムの導入及び大型施設・設備投資による保守費・減価償
却額の増加、さらには公共料金の値上げに伴うエネルギーコストの増加等により固定費は上昇傾向にあります。そのため、
将来の既存施設・設備等の拡充や更新を確実に実施するためには、一層の財務基盤の健全化が求められます。

　　このような状況のもと、平成２７年度予算は限られた財源の中で、新たに組織化し強化された事業を推し進めつつ、
新教育研究棟の建設・健康医学クリニック開設等の整備事業の展開やその他の各種計画を着実に実行できる財務基盤を
確立し、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を行いました。

２．平成２７年度消費収支予算の概要
　　帰属収入予算合計は５０，５２７百万円で前年度予算比＋８６７百万円、消費支出予算合計は４９，２２４百万円で

前年度予算比＋５７６百万円を予算計上しています。
　　その結果、平成２７年度帰属収支差額は、１，３０２百万円を確保する予算としています。

収入について
　・学生納付金：　兵庫医科大学と、兵庫医療大学の２大学４学部４大学院研究科合計で７，５７３百万円（前年度予算比

▲９１百万円）を予算計上しています。
　 ・寄　付　金：　兵庫医科大学開学４０周年記念事業支援のための募金、寄附講座、研究助成寄付金等により、合計

７３９百万円を予算計上しています。しかし、企業の寄付金に対する考え方が、社会的背景の影響も
あって見直されたこともあり研究助成寄付金が大きく減少し、前年度予算比で▲２５９百万円となっ
ています。

　・補　助　金：　私立大学等経常費補助金の一般補助及び特別補助の採択を視野に入れて合計２，５８９百万
円を予算計上しています。新教育研究棟建設前の設備投資を極力抑え 、今年度は私立大学等
研究設備整備費補助金の申請を計画しませんでしたので 、前年度予算比では▲２３６百万円
となっています。

　・事 業 収 入：　兵庫医科大学病院では、ＥＩＣＵ／ＣＣＵの増床、査定額を減少させる対応、入院単価のアップ等により
３３，０１５百万円の医療収入を見込んでいます（前年度予算比＋３２３百万円）。また、ささやま医療セ
ンターでは、回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケア病床の設置等により２，７０８百万円（前
年度予算比＋１９４百万円）、ささやま老人保健施設では、６３８百万円（前年度予算費＋７百万円）、さら
に今年度からは新たに健康医学クリニック開院により６９６百万円をそれぞれ医療収入として見込んで
います。その結果、法人全体では医療収入３７，０５８百万円（前年度予算比＋１，２２１百万円）、補助活
動・受託事業収入１，４２０百万円（前年度予算比＋８６百万円）を予算計上しています。

支出について
　・人　件　費：　看護師等コメディカルの計画的人員増、ささやま医療センターの回復期リハビリテーション病棟

及び地域包括ケア病床の設置に係る人員増、健康医学クリニック開院に伴う人員増等により、合計
２２，９５８百万円（前年度予算比＋６２２百万円）を予算計上しています。

　・教育研究経費：　兵庫医科大学では、平成２６年度から開始した兵庫医科大学特別研究促進事業「大型プロジェクト構
築支援」の実施を継続し、新たにトランスレーショナルリサーチ促進のための研究費助成、カンファ
レンス共有化に取り組みながらもその他の経費で支出抑制を行い２，１１９百万円（前年度予算比▲
１４２百万円）を予算計上しています。兵庫医療大学では、薬学部の学外実習費の負担増及び良質な学
生の確保と育成のための奨学費増額等により、１，２５９百万円（前年度予算比＋３８百万円）を予算計
上しています。

　・医 療 経 費 ：　物流センターを中心にした経費抑制策の実行に加え、兵庫医科大学病院では機器及び情報システム
の保守・管理費等を見直し、１４，７９９百万円（前年度予算比▲３１１百万円）を予算計上し、ささや
ま医療センターは９８０百万円（前年度予算比＋１７３百万円）を予算計上しています。今年度は新
たに健康医学クリニック運営に係る経費も加え、法人全体の医療経費としては１６，２５７百万円（前
年度予算比＋１０２百万円）を予算計上しています。

施設関係支出 （単位：百万円）

　新教育研究棟新築工事 ６，０００
　新教育研究棟設計監理費用他 ４１
　急性医療総合センター関連移転跡利用工事他 ９７１
　病児保育室及びその他改修工事 ３０３
　小児科改修関連工事 ９９
　１号館１２階特別病室拡充及びその他改修工事 ５９
　医局・カンファレンス整備工事 ２０
　ささやま老人保健施設給湯配管更新工事他 ２１
　兵庫医療大学グラウンド整備工事 １５
　兵庫医療大学その他改修工事 　　　　　　　　　１２
合計 ７，５４１

設備関係支出 （単位：百万円）

　新教育研究棟関連設備 １３
　兵庫医科大学の教育研究設備等 １５７
　兵庫医科大学病院の一般設備等備品 ６３４
　兵庫医科大学病院情報関連設備 ８３
　急性医療総合センター関連移転跡地利用機器 ８２
　法人部門情報機器・事務系システム等の更新 １６
　ささやま医療センター・老健の医療設備等 ４９
　兵庫医療大学のAV・ネットワークシステム等更新 １８０
　兵庫医療大学の教育研究設備等 １８
　健康医学クリニック関連機器備品 　　　　　　　　８
合計 １，２４３

財務部

消費収支予算

平成２７年度収支予算
資金収支予算（単位：百万円） （単位：百万円）

注） 百万円未満については切捨て表示のため合計表示とは必ずしも一致しません。

収 入 の 部

消
費
収
入

科　　目 平成27年度 平成26年度 増減額
学生納付金 7,573 7,665 ▲ 91
手数料 327 277 50
寄付金 739 999 ▲ 259
補助金 2,589 2,826 ▲ 236
事業収入 38,479 37,171 1,308
受取利息・配当金 227 142 85
雑収入 590 578 11

帰属収入　合計 50,527 49,659 867
基本金組入額 ▲ 1,765 ▲ 3,433 1,667

　消費収入の部　合計 48,761 46,226 2,535

収 入 の 部

資
金
収
入

科　　目 平成27年度 平成26年度 増減額
学生納付金収入 7,573 7,665 ▲ 91
手数料収入 327 277 50
寄付金収入 692 952 ▲ 259
補助金収入　 2,589 2,826 ▲ 236
資産売却収入 500 1,300 ▲ 800
事業収入 38,479 37,171 1,308
受取利息・配当金 227 142 85
雑収入 590 578 11
借入金等収入 4,112 149 3,963
その他の収入 62 89 ▲ 26

　収入の部　合計 55,155 51,151 4,004

支 出 の 部

消
費
支
出

科　　目 平成27年度 平成26年度 増減額
人件費 22,958 22,335 622
教育研究経費 3,527 3,635 ▲ 108
医療経費 16,257 16,155 102
管理経費 1,632 1,645 ▲ 12
減価償却額 4,120 4,042 78
借入金等利息 68 78 ▲ 9
資産処分差額 244 325 ▲ 80
徴収不能額 4 13 ▲ 9
徴収不能引当金繰入額 9 15 ▲ 6

予備費 400 400 0
　消費支出の部　合計 49,224 48,647 576

帰属収支差額 1,302 1,011 290

当年度消費収入超過額 ▲ 462 ▲ 2,421 1,958

支 出 の 部

資
金
支
出

科　　目 平成27年度 平成26年度 増減額
人件費支出 22,927 22,356 571
教育研究経費支出 3,527 3,635 ▲ 108
医療経費支出 16,257 16,155 102
管理経費支出 1,632 1,645 ▲ 12
借入金等利息支出 68 78 ▲ 9
借入金等返済支出 1,172 2,200 ▲ 1,027
施設関係支出 7,541 3,083 4,458
設備関係支出 1,243 1,316 ▲ 73
資産運用支出 0 1,000 ▲ 1,000
その他の支出 416 388 27
予備費 400 400 0

　支出の部　合計 55,188 52,259 2,929

　

資金収支の差額 ▲ 32 ▲ 1,108 1,075

注） 百万円未満については切捨て表示のため合計表示とは必ずしも一致しません

　・管 理 経 費 ：　法人・大学・病院部門の運営に係る経常的な管理経費に加え、新たに編成された組織運営に係る経
費及び兵庫医療大学においては、他大学の看護学部増設対応と社会的認知度の更なる向上を目指し
た広報経費等を増額し、合計１，６３２百万円（前年度予算比▲１２百万円）を予算計上しています。

　・資産処分差額：  西宮キャンパス６号館取り壊し等に伴い資産処分差額合計２４４百万円（前年度予算比▲８０百万  
円）を予算計上しています。

３．平成２７年度施設・設備関係支出について

　消費収支・資金収支共通科目に加え、上記施設・設備関係支出の合計８，７８４百万円、借入金等返済支出１，１７２百万
円及びその他の支出（奨学貸付金他）４１６百万円を合せた資金支出の合計は５５，１８８百万円となります。
　この結果、平成２７年度の資金収支差額は３２百万円の支出超過予算となっています。
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平成２７年度の主な取り組み
第２次中期事業計画（２０１３～２０１７）を実現するため、平成２７年度は以下の通り事業を実行していきます。

１.第２次中期事業計画を実行するための事業計画

２.将来計画及び大型プロジェクト

人材マネジメント領域

経営管理・財務領域

情報共有・広報領域

教育領域

研究領域

診療領域

西宮キャンパスグランドデザイン

①教職員のモチベーション向上に向けた取り組み
②教職員の健康管理の推進
③人材活用のための男女共同参画推進事業の実施

法人
法人
法人

法人
医科大
医科大
医療大

医療大

医科大病院
医科大病院
医科大病院

法人
ささやま

健康医学クリニック

④物流改革による業務効率化及び経費の削減
⑤更なる募金活動の強化のための新たな資金調達手段の開拓

法人
法人

法人
法人・医科大病院

法人

法人

⑥ステイクホルダーに対する戦略的な情報収集・情報発信の実現と、
　それに向けたチーム広報活動の推進

⑪共同研究、トランスレーショナルリサーチへの支援等の研究活性化策の推進
⑫臨床研究中核病院承認取得に向けた準備及び申請

⑲エネルギーセンター構想を含む西宮キャンパスグランドデザインの見直し 

⑦チーム医療教育の推進による社会への貢献
⑧建学の精神に基づく社会性・倫理観、社会活動への積極性を高める教育の充実 
⑨研究医育成のための研究コースの運営
⑩−１履修支援を主とした学生へのフォローアップ体制及び次代に向けた
　　　教学ビジョンの策定（HUHS vision １０）
⑩−２「兵庫医療大学 社学連携推進機構」の設置による地域社会との連携推進

⑬手術件数の増加
⑭がん診療の充実
⑮内視鏡センターの移転・拡充
⑯ささやま医療センターにおける西宮本院と一体化した戦略的人材マネジメントの実施
⑰バランスト・スコアカード（ＢＳＣ）に基づいた目標・行動計画の策定と実践
⑱健康医学クリニックの着実な運営に向けた取組みの実施
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　平成２７年２月２１日平成記念会館において、災害医療シンポジウムを開催しました。このシンポジウムは、
災害医療元年となった阪神・淡路大震災をもう一度振り返り、この２０年間で教訓が生かされてきた過程を検
証し、また、今後起こり得る大震災対策の展望を考察することを目的に開催し、本学のみならず、行政や消防、
自衛隊などの方々にもご講演いただきました。
　当日は学内外から３００人を超える方々に聴講いただき、会場では、「様々な機関の講演を聴くことができ、また現場
の第一線で活躍されている方々の臨場感あふれる講演は非常に勉強になった」との声が聞かれ、盛会の内に終了しました。

「阪神・淡路大震災後２０年 災害医療シンポジウム」を開催

第1部 基調講演
座長　兵庫医科大学救急・災害医学講座 講師 久保山 一敏
　　　・学校法人兵庫医科大学 副理事長 太城 力良　
　　　・兵庫医科大学 救急・災害医学講座 主任教授 小谷 穣治　　
　　　・陸上自衛隊 第36普通科連隊 隊長 近藤 力也　

第2部 シンポジウム：「災害医療事例の教訓を想定外大災害へ応用させる方法」
座長　神戸大学 災害・救急医学講座 特命教授 西山 隆
　　　兵庫医科大学 救急・災害医学講座 臨床准教授 中尾 博之
　　　・内閣府 政策統括官（防災担当）付 企画官（災害緊急事態対処担当） 藤條 聡
　　　・文部科学省 高等教育局医学教育課 大学病院支援室 室長 手島 英雄
　　　・厚生労働省 医政局地域医療計画課 救急・周産期医療等対策室 室長 西嶋 康浩
　　　・総務省 消防庁消防・救急課救急企画室 救急専門官 寺谷 俊康
　　　・東京大学 大学院情報学環 総合防災情報研究センター センター長 田中 淳
　　　・神戸赤十字病院 院長 小澤 修一
　　　・兵庫県医師会 会長 川島 龍一

　平成２７年４月１日、平成記念会館にて「平成２７年度入職式」が執り行われ、新規入職者のうち、看護師や研
修医、その他メディカルスタッフ・事務職員等の計３０７名が出席しました。
　また、続いて行われた「新入職員向けオリエンテーション」では、本法人の組織や規則などの基礎知識につい
て説明。さらに、配属後に本法人の一員として恥ずかしくない行動が取れるよう、良い印象を与える姿勢や表情、
言葉遣い、電話応対の基本などを学ぶ「接遇・マナー研修」も行われました。

「入職式」と「新入職員向けオリエンテーション」を開催
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　人事考課優秀賞は、平成２５年度人事考課における考課結果をもとに、最優秀職員・優秀職員を選出するもの
で、最優秀職員に対しては理事長室にて授与式が行われました。
　最優秀職員は以下の方々となります。

人事考課優秀賞授与式

　平成２６年１２月１０日、本学法人所属
の勤続４０年の方々に対する表彰が行わ
れました。対象となったのは４名の方々
で、長きにわたり兵庫医科大学を支えて
いただいた皆さんに、新家理事長からお
礼の言葉が述べられ、表彰状と記念品の置
時計が贈呈されました。

４０年勤続表彰

平成２６年度 定年退職者（管理職位）一覧
平成２７年３月３１日付で定年退職された方（管理職位）は次の通りです。
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区分 規定人数 所属部署
（平成２５年度考課時点） 氏名

看護部職員（西宮） 看護部門 ８名以内

看護部（９階東病棟） 吉本 優子
看護部（１０階西病棟） 中井 衣利香
看護部（１０－４病棟） 髙﨑 史江
看護部（１０－５病棟） 藤木 博子
看護部（１２階病棟） 長谷川 智子
看護部（１０－８病棟） 松本 伸子

コメディカル職員
（西宮）

コメディカル部門
３名以内

臨床検査技術部 西村 純子
薬剤部 辰己 純代
リハビリテーション部 笹沼 直樹

事務職員等（全キャンパス） 事務部門 ３名以内 情報課 村上 裕一

体組成計で初めて自分の身体を
チェックした後には、驚きの声も

大柳名誉教授の講演内容に聴き入る参加者

　平成２７年３月１６日、甲子園駅前にあるタイガース
フィットネスクラブ ラフィットにて「阪神沿線健康講座」
を開催しました。このイベントは兵庫医科大学が、阪神沿
線の活性化を推進している阪神電気鉄道や、地域の健康増
進に取り組むウエルネス阪神（阪神電気鉄道の１００％子
会社）と連携し、地域住民の健康増進を図る目的で企画した
ものです。
　イベント当日は、まず健康医学クリニックの大柳光正名
誉教授が「肥満に対する運動効果」について講演を行い、最
近話題のロコモティブシンドローム（運動器症候群）の話も
交えながら、健康維持のために必要な運動メニューなどに
ついて紹介。その後は、参加者がフィットネスクラブ内にあ
る体組成計や血圧計などを用いて、楽しみながら自身のヘ
ルスチェックを行うなど、健康に対する関心を高めました。
　今回は初の開催でしたが、新聞やケーブルテレビでも紹
介されるなど注目度も高く、参加者からも大変ご好評をい
ただくことができましたので、今後は本イベントの継続的
な開催や、阪神電鉄グループと連携した他の地域活性化施
策などについても検討していく予定です。

　平成２７年３月２０日、３ー３講義室において平成２６年度学校法人兵庫医科大学 医療人育成センター認定看
護師教育課程（手術看護分野）修了式が執り行われ、全国から集まった研修生２９名が無事に修了しました。
　式では、鈴木医療人育成センター長より第２期生となる２９名一人ひとりに修了証書が授与されました。　
　また、鈴木医療人育成センター長による式辞では、今後それぞれの病院に戻って活躍をする修了生の皆さんに
激励の言葉が贈られ、次いで、学校法人兵庫医科大学新家理事長祝辞、兵庫県看護協会安部常務理事（同協会 中野
会長代理）祝辞、日本手術看護学会平野副理事長（同学会 石橋理事長代理）祝辞、祝電の披露が行われました。そ
の後修了生代表からの謝辞では、教職員や研修期間を共にした仲間に感謝の言葉が述べられました。
　また式終了後には、出席者全員での写真撮影も行われました。

地域の皆さんをもっと健康に！阪神電鉄グループと
タッグを組んだ「健康イベント」を初開催

第２回 認定看護師教育課程修了式

タブレット端末で撮影することで
体に歪みがないかをチェック

yoshida
長方形

yoshida
タイプライターテキスト
人事情報につきましてはWEB上では割愛させていただきます

yoshida
タイプライターテキスト

yoshida
タイプライターテキスト

yoshida
タイプライターテキスト
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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）人事情報
１２月～３月に公表された、次長相当以上の役職者の人事情報を掲載しています。

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事業計画規程 平成26年8月の組織変更等に伴い、個別事業の策定・実施部門単位及び策定・達成責任者を追加す
るため、改正 平成26年9月17日

2 学校法人兵庫医科大学事務組織規程 篠山事務部の組織再編のため、改正 平成26年11月1日

3 学校法人兵庫医科大学監事監査規程 「教学監査」の文言を明確に挿入するため、改正 平成26年4月1日

4 学校法人兵庫医科大学公的研究費取扱規程 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」の公布に伴い、改正 平成27年4月1日

5 兵庫医科大学大学院学則 授業科目の名称を「輸血学」から「輸血・細胞治療学」に変更するため、改正 平成27年4月1日

6 兵庫医科大学就業細則 現行の看護師・看護助手等の勤務時間等を実態と合わせるため、改正 平成26年11月27日

7 兵庫医科大学期間契約雇用職員就業細則 同上 平成26年11月27日

8 兵庫医科大学無期契約雇用職員就業規則 優秀な期間雇用職員の流出を防ぎ、安定した雇用を行い業務の安定化を図るため、制定 平成27年4月1日

9 兵庫医科大学無期契約雇用職員就業細則 同上 平成27年4月1日

10 兵庫医科大学無期契約雇用職員給与規程 同上 平成27年4月1日

11 兵庫医科大学学則 「臨床検査医学」の臨床医学系講座への変更及び「医学統計学」「臨床疫学」の新設に伴い、改正 平成26年12月1日

12 入学試験及び課程を経ない者の学位申請に係
る外国語試験に対する手当支給に関する内規 学内作問に関して入学試験手当を加算するため、改正 平成27年1月9日

13 兵庫医科大学公的研究費管理・運営ワーキン
ググループ内規

公的研究費管理体制の強化を図るとともに、研究者及び事務職員が互いに公的研究費を
効率的に執行・管理するための改善策を提言・実践するため、制定 平成27年1月21日

14
兵庫医科大学病院看護助手及び病棟事務員の
無期契約雇用準職員及び無期契約雇用嘱託職
員採用に係る取扱要領

優秀な期間雇用職員の流出を防ぎ、安定した雇用を行い業務の安定化を図るため、制定 平成27年4月1日

15 病院組織計画委員会規程 入退院管理室を設置したことにより、病棟編成を削除すること等の必要が生じたため、改正 平成26年10月21日

16 感染対策委員会規程 保健管理センターの設置に伴い、円滑に情報共有を行い院内感染対策を行うために委員会の構成員を
見直す必要が生じたため、改正 平成26年10月21日

17 地域医療・総合相談センター規程 空床管理を入退院管理室へ業務移管したことにより、改正 平成26年10月21日

18 地域医療・総合相談センター運営委員会内規 空床管理について、入退院管理室へ業務移管したことにより委員会構成員の一部見直しを行った
ため、改正 平成26年10月21日

19 医療ガス安全・管理委員会規程 医療ガス安全・管理委員会の業務を明確にすること及び委員会構成員の一部変更に伴い、改正 平成27年1月7日

20 非常勤医師取扱内規
本学以外に本務を有し、かつ本学に身分を持たない非常勤医師が宿日直を行う場合の手当てについ
て、当該診療科（部）の宿日直業務負荷状況等を勘案し、理事長の判断により期限を定めたうえ宿日
直手当額を変更することができるようにするため、改正

平成26年12月18日

21 兵庫医科大学病院後期研修管理委員会規程 後期臨床研修体制を適正かつ円滑に行うため、制定 平成27年1月20日

22 兵庫医科大学病院前期研修管理委員会規程 兵庫医科大学病院後期研修管理委員会の創設に伴い、従来の兵庫医科大学病院研修管理委員会が前
期研修の管理を行う機関であることを明示するため、改正 平成27年4月1日

23 感染対策委員会規程 入院基本料の施設基準に合わせて委員会の構成員を変更するため、改正 平成27年1月26日

24 レジデント取扱内規 採用手続の事務処理の効率化、指定部署での研修の自由選択化及びレジデント修了判定の明文化を
行うため、改正

平成27年1月15日
（ただし、第10条は

平成27年4月1日から施行）

25 歯科レジデント取扱内規 歯科医師後期臨床研修制度を創設し、歯科レジデントを３年制に変更するため、改正 平成27年4月1日

26 兵庫医科大学病院医薬品等臨床研究受託に関
する規程 治験センターを廃止し、臨床研究支援センター・学術研究支援部を設置したことに伴い、改正 平成27年2月12日

27 兵庫医科大学病院臨床研究審査委員会規程 臨床研究審査委員会の審議において、臨床研究支援センター関係者を除外することにより透明性
を確保すること及び規程の記載整備のため、改正 平成27年3月1日

28 病院規程 健康医学クリニック開設による健診センター業務の移行に伴い、改正 平成27年4月1日

29 医局長病棟医長外来医長合同会議内規（医局
長会内規から変更） 内規の名称・構成員の変更及び診療部長会の廃止に伴い、改正 平成27年2月18日

30 兵庫医科大学ささやま医療センターへの常勤
医師派遣に関する規程

兵庫医科大学病院からの計画的な派遣を通じてセンターの経営健全化を図るとともに、派遣され
た医師が丹波地域において地域医療に従事しその意義を理解するため、制定 平成26年12月1日

31 ささやま医療センターへの常勤医師派遣要項「兵庫医科大学ささやま医療センターへの常勤医師派遣に関する規程」の設置に伴い、廃止 平成26年12月1日

32 兵庫医科大学ささやま医療センター期間契約
雇用職員給与規程 高速道路利用料金の加算額引き上げ及び現行支給している手当を盛り込むため、改正 平成26年12月1日

33 兵庫医科大学ささやま医療センター給与規程 同上 平成26年12月1日

34 兵庫医科大学ささやま医療センター褥瘡対策
委員会規程 篠山事務部の組織改変及び病院長の交代に伴う委員会の構成員変更のため、改正 平成26年12月1日

35 兵庫医科大学ささやま医療センター臨床教育
委員会規程 同上 平成26年12月1日

36 兵庫医科大学ささやま医療センター教育・研
修委員会規程 同上 平成26年12月1日

37 兵庫医科大学ささやま医療センター感染対策
委員会規程 同上 平成26年12月1日

38 兵庫医科大学ささやま医療センター勤務医及
び看護職員の負担軽減対策委員会設置要領 同上 平成26年12月1日

39 兵庫医科大学ささやま医療センター情報倫理
委員会規程 同上 平成26年12月1日

40 廃棄物適正管理委員会規程 同上 平成26年12月1日

41 兵庫医科大学篠山キャンパス防火・防災対策
委員会規程 同上 平成26年12月1日

42 兵庫医科大学ささやま医療センター臨床検査
委員会規程 同上 平成26年12月1日

43 兵庫医科大学ささやま医療センターワークラ
イフバランス推進委員会規程 同上 平成26年12月1日

44 兵庫医科大学ささやま医療センター地域連携・
総合相談室運営委員会規程 同上 平成26年12月1日

yoshida
長方形

yoshida
タイプライターテキスト
人事情報につきましてはWEB上では割愛させていただきます
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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
　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　　　　　H ２１. １. １～H ２７. ３. １５

寄付申込者ご芳名･法人名一覧
H ２６. １１. １～H ２７. ３. １５

10,000円
50,000円
50,000円
10,000円
50,000円
50,000円
50,000円
10,000円

500,000円
5,000円

10,000円
50,000円

100,000円
50,000円
10,000円
50,000円
10,000円
50,000円
5,000円

500,000円
50,000円
50,000円
10,000円

●ご芳名・金額記載　（ 4社 ）

●ご芳名・金額記載　（ 4名 ）

●ご芳名・金額記載　（ 23名 ）

〔企業等法人〕 （ 15社 ）

役員・教職員等　（ 10名 ）

緑樹会・その他個人　（ 115 名 ）

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 274 57,705,000 948 71,835,498 1,222 129,540,498
入　金 273 57,655,000 936 71,325,498 1,209 128,980,498

株式会社ｵｰｴﾝｽ 様 
小山株式会社 様
ﾌｼﾞﾃｯｸ株式会社 様
八洲薬品株式会社 様

今中 利昭 様
新家 荘平 様 
長谷川 誠実 様 
森田 峰広 様

500,000円
300,000円
500,000円
50,000円

50,000円
50,000円
10,000円
50,000円

●ご芳名のみ　（ 6社 ）
　鹿島建設株式会社関西支店 様
　株式会社共英ﾒｿﾅ 様
　くるみ薬局武庫川店 様
　ﾎｰﾁｷ株式会社 様
　武庫川医療ｻｰﾋﾞｽ株式会社 様
　和研薬株式会社 様

（ 匿名5社 ） 

●ご芳名のみ　（ 4名 ）
　岡本 茂登 様 
　島田 稔也 様 
　太城 力良 様 
　山田 繁代 様 

（ 匿名2名 ） 

赤木 稔 様
赤木 由子 様
荒岡 義久 様
岡本 洋子 様
川﨑 祥子 様
川﨑 恒彦 様
熊谷 裕美 様
倉橋 裕 様
兒玉 善子 様
兒玉 喜徳 様
阪口 春男 様
阪口 昌子 様
澤田 雅好 様
大黒 幸子 様

大黒 貴 様
髙尾 和良 様
髙尾 素子 様
谷 修 様
寺田 朱緒 様
寺田 正人 様
寺田 友記子 様
道満 隆 様
土橋 昌子 様
土橋 芳邦 様
富尾 信彦 様
長澤 進 様
中嶋 二三代 様
永野 克幸 様

中野 武士 様
野﨑 歩 様
原 梨帆 様
福井 明子 様
松本 圭子 様
松本 ふくゑ 様
安村 勝枝 様
山中 健次 様
山本 悦也 様
山本 純子 様
山本 洋子 様
四塚 久雄 様

（ 匿名52名 ）

今中 久美子 様
岡 哲夫 様
河本 五月 様
河本 里奈 様
岸上 涼子 様
久我 一郎 様
酒井 京子 様
田中 直美 様
田中 米治 様
土井 進 様
土井畑 公昭 様
土井畑 雅代 様

中井 久夫 様
並 昇 様
福田 恵里華 様
福田 八郎 様
福田 晴美 様
本多 明子 様
松井 なりみ 様
松井 啓光 様
村口 和夫 様
森 美樹 様
山地 宣子 様

●ご芳名のみ　（ 40名 ）

次の通り評議員の異動がありました。

理事・評議員・監事の異動

理事
定年退職（3月31日付）兵庫医科大学教授・ささやま老人保健施設長・ささやま居宅介護支援事業所長 福田 能啓
新任（4月1日付） 兵庫医科大学病院看護部長・副院長 山田 明美
評議員

定年退職（3月31日付）兵庫医科大学教授・ささやま老人保健施設長・ささやま居宅介護支援事業所長 福田 能啓
兵庫医科大学教授・入試センター長 関 真

新任（4月1日付)
兵庫医科大学教授・副院長 宮本 裕治
事務局長 多田 宏幸
総務企画部長 古川 信衛

監事
辞任（3月31日付） 公認会計士 岡本 茂登
新任（4月1日付） 公認会計士 中西 清

45 兵庫医科大学ささやま医療センター病院情報
システム管理運営委員会規程 篠山事務部の組織改変及び病院長の交代に伴う委員会の構成員変更のため、改正 平成26年12月1日

46 兵庫医科大学篠山キャンパス患者及び利用者
サービス向上推進委員会規程 同上 平成26年12月1日

47 兵庫医科大学ささやま医療センター外来運営
委員会規程 同上 平成26年12月1日

48 兵庫医科大学ささやま医療センター救急医療
委員会設置要領 同上 平成26年12月1日

49 兵庫医科大学ささやま医療センター診療録管
理委員会規程 同上 平成26年12月1日

50 兵庫医科大学ささやま医療センタークリニカ
ルパス推進委員会規程 同上 平成26年12月1日

51 兵庫医科大学ささやま医療センター院内保険
医療委員会規程 同上 平成26年12月1日

52 兵庫医科大学ささやま医療センター部長会議
規程 同上 平成26年12月1日

53 兵庫医科大学ささやま医療センター薬事委員
会規程 同上 平成26年12月1日

54 兵庫医科大学ささやま医療センター医療ガス
安全・管理委員会規程 同上 平成26年12月1日

55 兵庫医科大学ささやま医療センター手術室運
営委員会規程 同上 平成26年12月1日

56 兵庫医科大学ささやま医療センターエックス
線障害予防委員会規程 同上 平成26年12月1日

57 兵庫医科大学ささやま医療センター輸血療法
委員会規程 同上 平成26年12月1日

58 兵庫医科大学ささやま医療センター栄養委員
会規程 同上 平成26年12月1日

59 兵庫医科大学ささやま医療センター衛生委員
会規程 同上 平成26年12月1日

60 兵庫医科大学ささやま医療センター医療安全
対策委員会規程 同上 平成26年12月1日

61 兵庫医科大学ささやま医療センター経営企画
会議内規

ささやま医療センターの今後の運営方針等を協議するために幹部職員による経営企画会議を設置
したことに伴い、制定

平成26年11月17日
（時限内規）

62 兵庫医科大学ささやま医療センター登録医取
扱要領

地域の医師がささやま医療センターの登録医として診療及び行事等に参加する場合の取扱いにつ
いて定めるため、制定 平成27年1月5日

63 兵庫医科大学ささやま医療センター病院長懇
話会内規 「兵庫医科大学ささやま医療センター経営企画会議内規」の制定に伴い、廃止 平成26年11月17日

64 兵庫医科大学ささやま医療センター経営企画
会議内規 企画会議の構成員を一部変更するため、改正 平成27年4月1日

65 兵庫医科大学ささやま居宅介護支援事業所が
行う指定居宅介護支援事業に関する運営規程 平成26年11月5日の病院長交代に伴い、事業所長・副所長の設置要件を変更するため、改正 平成26年11月5日

66 兵庫医科大学ささやま居宅介護支援事業所が
行う指定特定相談支援事業に関する運営規程 同上 平成26年11月5日

67 兵庫医科大学ささやま老人保健施設給与規程 高速道路利用料金の加算額引き上げ及び現行支給している手当を盛り込むため、改正 平成26年12月1日

68 兵庫医科大学ささやま老人保健施設期間契約
雇用職員給与規程 同上 平成26年12月1日

69 兵庫医療大学図書管理規程 閲覧の利用実態に合わせ効率よくサービスを提供すること及び西宮キャンパス図書館の
管理運営に合わせるため、改正 平成26年4月1日

70 兵庫医療大学図書閲覧規程 同上 平成26年4月1日

71 兵庫医療大学動物実験センター規程 文言の整備、改廃規程の追記及び学術研究支援部の立上げによる所掌事務組織の名称の
変更に伴い、改正 平成27年2月3日

72 兵庫医療大学動物実験センター運営委員会規程 同上 平成27年2月3日

73 兵庫医療大学先端医薬研究センター使用内規 兵庫医療大学先端医薬研究センター規程第１６条に基づき、研究センター内の研究室の
使用手続等に関する事項を定めるため、制定 平成27年2月1日

74 兵庫医療大学副学長に関する規程 副学長の人数を増やし学長補佐機能を強化すること及び副学長の任期を明確にするため、改正 平成26年12月1日

75 兵庫医療大学社学連携推進機構運営規程 社学連携推進機構の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、制定 平成27年4月1日

76 兵庫医療大学社学連携推進機構運営委員会規程 社学連携推進機構運営規程第６条第２項に基づき、運営委員会を設置し必要事項を定めるため、
制定 平成27年4月1日

77 兵庫医療大学大学院看護学研究科科目等履修
生規程 看護学研究科の科目等履修生に関して必要な事項を定めるため、制定 平成27年4月1日

78 兵庫医療大学自己点検・評価委員会規程 大学基準協会による大学認証評価の実績を踏まえ、また、来年度からの副学長４人による担当副学
長体制を考慮し、より合理的で実質的な兵庫医療大学の自己点検・評価を遂行するため、改正 平成27年3月1日

79 兵庫医療大学教員役職者選考規程 学校教育法の改正に伴い、各々の役職者選考規程を統合するため、制定 平成27年2月1日

80 兵庫医療大学学生部長選考規程 兵庫医療大学教員役職者選考規程の制定に伴い、廃止 平成27年2月1日

81 兵庫医療大学教務部長選考規程 同上 平成27年2月1日

82 兵庫医療大学図書館長選考規程 同上 平成27年2月1日

83 兵庫医療大学地域連携実践センター長選考規程 同上 平成27年2月1日

84 兵庫医療大学入試センター長選考規程 同上 平成27年2月1日

85 兵庫医療大学キャリアデザインセンター長選
考規程　　　　　　　 同上 平成27年2月1日

86 兵庫医療大学学長及び学部長の任期並びに主
要役職者の選考に関する暫定規程 同上 平成27年2月1日

■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




