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兵庫医科大学と兵庫医療大学は、医学部・薬学部・看護学部・リハビリ
本記事では、今年9月に実施された合同演習および合同チュートリアル

医療総合大学だからこそ

「チーム医療

　平成２６年９月８日から９月１２日の５日間、兵庫医科大学 医学部
の３年生（１２１名）と兵庫医療大学 薬学部・看護学部・リハビリテー
ション学部の４年生（３２５名）、計４４６名が西宮キャンパスに集結
し、「チーム医療演習」を実施しました。
　演習中は、学部混成で６～８名単位のチュートリアルグループ（計
６４組）を構成し、グループごとに、患者さんの症例シナリオなどを
もとに「各職種の立場で介入していくポイント」などについて議論し
ました。メンバーと一緒に文献を調べたり、何度も意見を交わした
りすることで、多職種の知識を組み合わせて医療の質を向上させる

「チーム医療」の醍醐味を体感しました。また、最終日には、成績優秀
者と優秀グループの表彰が行われました。

医学部（3年生）＆薬学部・看護学部・
リハビリテーション学部（4年生）が
力を合わせて症例にチャレンジ！

特別講義

リハビリテーション医学
道免 和久 主任教授

兵庫医科大学病院副院長
山田 明美 看護部長

　平成２６年９月１６日と１７日の２日間、兵庫医科大学と兵庫医
療大学、計４学部の１年生約５００名が神戸キャンパスで「早期臨床
体験実習」を実施しました。１年生の早い段階で学部混成の演習を行
うことで、「チーム医療」についての意識を醸成していきます。
　４学部混成で６０グループに分かれ、テーマとして与えられた症
例の調査・討論を行いました。初めは緊張した面持ちだった学生も
徐々に打ち解け、熱心に議論する様子が見られました。

今年入学した４学部の１年生に
早期からチーム医療の意識を醸成

①ガイダンス

⑤全体発表

①ガイダンス ②グループ討議

演習の狙いや注意点などについて説明を聞く
学生たち

発表に向け、グループメンバーと一緒に一生懸命内容を準備

グループに分かれて熱くディスカッション

⑤発表

自チームが考えた正しい処置方法などを発表 症例講義を行った専門医らとディスカッションを実施

兵庫医療大学 竹田看護学部長、兵庫医科大学病院 木村薬剤部長による特別講義

③特別講義

演習」
可能な4学部合同の

テーション学部を有する医療総合大学として、毎年、4学部合同の「チーム医療演習」を行っています。
の模様をお伝えします。

を実施！

兵庫医科大学×兵庫医療大学

④文献調査•発表準備

③グループ討議

⑥解説講義

⑥全体討議（パネルディスカッション）

④発表準備

②文献調査

グループに分かれて熱くディスカッション
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やや緊張した表情で全体説明を聞く学生たち 症例について真剣にディスカッションを実施

メンバーと調べた内容を全体の前で発表 末廣副学長による解説講義最終日の全体発表に備えてグループメンバー
と一緒に内容を準備

「チーム医療演習」

「早期臨床体験実習
　　　 （合同チュートリアル）」



最近の主な 出来事

1 ■兵庫医科大学病院 看護学生インターンシップ →P17

3 ■兵庫医科大学 第1回兵庫医科大学フォーラム →P07

4 ■学校法人兵庫医科大学 ハラスメント講演会

7
■ささやま医療センター ボランティア七夕コンサート →P18

■兵庫医療大学 保健師ガイダンス（看護学部（全学年）対象）

8 ■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 ■兵庫医療大学 オープンキャンパス →P12

13 ■兵庫医科大学病院 市民健康講座「のどの癌について」

14・15 ■兵庫医科大学病院 看護学生インターンシップ →P17

18 ■ささやま医療センター 病院情報システム障害対策訓練 →P19

19 ■兵庫医科大学 オープンキャンパス →P08

20
■ささやま医療センター 中学生夏休み病院体験セミナー →P19

■兵庫医療大学 グループディスカッション対策講座 →P03

23 ■ささやま医療センター ささやま老人保健施設 納涼祭 →P20

23・24 ■兵庫医療大学 オープンキャンパス →P12

29・30 ■兵庫医科大学病院 指導医養成講習会

30
■学校法人兵庫医科大学 リハビリテーション関連施設合同セミナー →P22

■兵庫医療大学 兵庫医科大学病院レジデント説明会
（リハビリテーション学部４年生対象）

3
■兵庫医科大学病院 市民健康講座「病院で入院する前には口

腔のチェックを」

■兵庫医療大学 社会人スキル対策講座
（看護学部３年生対象） →P14

5 ■ささやま医療センター 第1回クリニカルパス大会 →P18

6
■兵庫医科大学病院 兵庫県エイズ診療従事者研修会

■兵庫医科大学病院 他職種協働ワークショップ →P16

8～12
■兵庫医科大学 チーム医療演習（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） →P01
■兵庫医療大学

11 ■兵庫医科大学病院 第24回フロンティア医療セミナー →P17

12 ■兵庫医科大学 大学院前期入学試験

16～19 ■ささやま老人保健施設 敬老会 →P04

16～18
■兵庫医科大学 早期臨床体験実習

(合同チュートリアル)(4学部1年) →P01
■兵庫医療大学

17 ■兵庫医科大学病院 市民健康講座「うつ病支援と自殺予防
－つながる・支える・いのちと心 －」

18 ■兵庫医科大学 男女共同参画FD講演会

18～24 ■兵庫医科大学病院 クリーンハンドキャンペーン →P16

20 ■兵庫医療大学 秋季学位授与式 →P04

24 ■学校法人兵庫医科大学 臨床研究支援センター説明会 →P03

25～29 ■学校法人兵庫医科大学 学校法人兵庫医科大学中医薬孔子学院
「孔子学院の日」 →P21

26 ■兵庫医科大学病院 防災訓練 →P17

27 ■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）

28 ■ささやま医療センター 環境整備

8 August月

9 September月

　企業や保健師を志望する学生を対象に、グループディス
カッション対策講座を実施しました。
　当日は株式会社マイナビよりお招きした講師による講義
と、各グループに分かれて模擬ディスカッションが行われ、
１３名の学生が参加しました。講師からは「発言内容だけで
なく、参加態度や身だしなみも評価対象であることを意識
してほしい」という説明があり、学生は熱心に聞き入ってい
ました。
　終了後には学生から「自分の現状や、異なる観点からの意
見を知ることができてよかった」といった声が聞かれました。

■兵庫医療大学8/20 グループディスカッション対策講座

　ささやま老人保健施設において敬老会を開催し、当日は
富山保育園３４名の園児達に、歌とお遊戯でお祝いしてい
ただきました。４歳、５歳の園児たちが歌を披露してくれ
た後は、手をつないだり、一緒に手をたたいたりして遊ぶ
ことができ、利用者の方々は笑顔で喜んでおられました。
　歌とお遊戯終了後は、園児達とのお別れを惜しみ、いつ
までも手を振っていました。
　午後からは米寿６名、卒寿５名、１００歳以上５名の方
に記念品と賞状の授与式を催しました。当施設最高齢の
１０５歳の女性の方も元気に賞状を受け取っておられま
した。

■ささやま老人保健施設9/17 敬老会

　兵庫医療大学オクタホールにおいて、「平成２６年度 兵庫
医療大学秋季学位授与式」が執り行われました。薬学部医療
薬学科３９名が卒業の日を迎え、これから社会人としてそ
れぞれに活躍していく卒業生に、馬場学長よりエールが送
られました。そして多くの教員が見守る中、西山薬学部長
より一人ひとりの名前が読み上げられ、学位記が手渡され
ました。

■兵庫医療大学9/20 平成２６年度秋季学位授与式

　３号館４階の３−３講義室にて、平成２６年８月１日に設
置された臨床研究支援センターの外部機関向け説明会を開催
しました。中西学長（研究推進戦略本部長）からの挨拶の後、
西口臨床研究支援センター長より、センターの概要などにつ
いて説明があり、続いて、森本副センター長より、センター
における医学教育・研究について、脳神経外科の吉村主任教
授より、研究者の立場からセンターに求めることについて説
明を行いました。当日は、臨床研究（治験）に関わる製薬会社
等外部機関１０６社から計２２４名もの参加があり、臨床研
究支援センターに対する関心と期待の大きさが窺えました。

■学校法人兵庫医科大学9/24 臨床研究支援センター説明会

TOPICS

平成26年10月12日（日）

　「夢奏―夢を奏でよう―」をテーマとして開催された今年度の
大学祭も、学生が中心となり、様々なステージイベントや、サー
クルによる模擬店、リサイクルマーケットなど盛りだくさんの
内容で、多くの方々にお越しいただきました。なお、開催を予定
していた１０月１３日は台風により残念ながら中止となりました。

兵庫医療大学 大学祭
「海梟祭」を開催しました

平成26年11月15日（土）・16日（日）

　新教育研究棟の建設に伴い、今年度が5号館前の中庭で開催
される最後の大学祭となります。中庭でのステージイベントの
他、医学講演会や医学研究展示など楽しい企画が予定されてい
ますので、ぜひお越しください。

兵庫医科大学 大学祭
「醫聖祭」を開催します

※写真は昨年度の様子です
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兵庫医科大学 兵庫医科大学

主任教授就任挨拶 〈８月１日就任〉

　この度、内科学講座冠疾患科の主任教授を拝命いた
しました。私はこれまで急性心筋梗塞を中心とする
循環器急性医療の第一線で診療に従事し、前任地の国

立循環器病研究センター冠疾患科部長を経て、このた
び兵庫医科大学に着任いたしました。
　冠疾患科では狭心症や急性心筋梗塞などの冠動脈
疾患に加え、重症下肢動脈硬化症などの疾患を対象と
しています。本学では昨年、ＩＶＲセンターとＣＣＵ
をもつ急性医療総合センターが開設され、このよう
な設備の整った素晴らしい環境で、熱意あふれる若
手スタッフとともに診療できることを楽しみにして
おります。今後は兵庫医科大学と循環器病学の発展
のため、冠疾患科は循環器内科と一体となり、診療、
研究、教育に取り組んで参りますので、ご支援賜りま
すようよろしくお願い申し上げます。

内科学冠疾患科
石原 正治

　平成２６年７月１４日から８月８日の４週間、中国汕頭大学医学院から３名の学生を受け入れました。３名はそ
れぞれ、病理学（分子病理部門）と小児科、内科（消化管科）と産科婦人科、生化学と外科（上部消化管外科）にて２週
間ずつ実習を行いました。
　また、平成２６年８月２５日から９月１９日には、クロアチア共和国リエカ大学より３名の留学生を受け入れま
した。３名はそれぞれ、血液内科、脳神経外科、小児科にて実習を行いました。
　両大学の学生ともに、日本の医療についてのみならず、在校生や医局員などとも交流を深めて日本文化も学び、「充
実した日を過ごすことができた」と感想を述べていました。

汕頭大学医学院留学生、リエカ大学留学生 受け入れ

汕頭大学医学院留学生 リエカ大学留学生

　「平成２５年度学生が選ぶベストティーチャー賞」の授与式が、平成２６年９月４日の教授会において行われ、
受賞者には、中西学長から賞状（盾）と副賞（目録）が手渡されました。
　この賞は、学生の無記名アンケートによって決定されるもので、各年度の年間カリキュラム終了後に実施し
ています。第1〜第4学年次は授業担当教員別に、第5学年次は臨床実習の科別にアンケートを行います。平成
２５年度は次の評価上位者の４名と２部門が選ばれました。
　今年度もより良い教育を提供できるよう、教職員一同、気持ちを新たに取り組んで参ります。

八木 秀司 准教授
解剖学 神経科学部門 

1学年次

善本 知広 主任教授
免疫学・医動物学

2学年次

夏秋 優 准教授
皮膚科学

3学年次

三上 浩司 助教
内科学 呼吸器・RCU科

4学年次

内科 糖尿病科グループ

５学年次 クリクラ部門

平成２５年度 学生が選ぶベストティーチャー賞授与

心臓血管外科グループ

5学年次 ポリクリ部門

呼吸器外科グループ

　平成２６年９月４日の教授会の席において、平成２５年度兵庫医科大学教員学術賞及び大学院生学術賞の授
与式が行われ、教員学術賞については表彰状と副賞が、大学院生学術賞については表彰状と記念品が中西学長
より贈られました。
　受賞された方は以下の２名です。

化学 講師
江嵜 啓祥

平成２５年度 兵庫医科大学 教員および大学院生学術賞 授与

疼痛神経科学
神田 浩里

大学院生学術賞教員学術賞

リエカ大学留学生 修了式・送別会

主任教授就任挨拶 〈9月１日就任〉

　このたび、化学の主任教授を拝命いたしました。教
養科目を担当しますので、医学部一年生に対して初
年次教育を行うことになりますが、単なる知識の詰
め込みではなく、知識のつながりや生命科学への応

用を意識した教育を行いたいと思います。
　化学はさまざまな物質の性質や反応を、原子や分
子の相互作用によって理解する学問領域ですが、最
近はフラスコ内で起こる反応だけではなく、生命科
学の領域でも多くの現象が分子レベルの相互作用に
よって説明されるようになってきており、重要性は
以前よりも増しています。化学的な考え方で生命科
学を説明できるようになるためには、生命科学への
応用を意識しながらも基本原理をしっかり理解する
必要があります。多くの学生が、化学的な用語や概念
を駆使して生命現象についてのディスカッションを
行えるようになることを目指して、教育に取り組み
たいと思います。

化学
福島 和明
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　平成２６年８月３日および１９日に、オープンキャンパスを実施しま
した。両日とも暑さが厳しい中での開催となりましたが、７７１名の方
にご参加いただきました。
　８月３日は中西学長より、兵庫医科大学の歴史や魅力についてなどの
大学説明が行われ、その後、ホームカミングデイと同日開催の記念講演
が行われました。８月１９日は小児科学 服部教授より「健康維持の予防
医学とは」と題した模擬講義を実施しました。また、両日ともに入試概
要が説明されました。
　その後、キャンパス見学や体験コーナー、個別相談、在学生との交流
コーナーなどに自由にご参加いただき、兵庫医科大学について、また医
学部の教育内容について理解を深めていただける機会となりました。

在学生による講演

パネル展示

服部教授による模擬講義ドクターカーの展示

キャンパス見学会

学長挨拶

・新教育研究棟の完成が楽しみです。体験コーナーの採血体験が印象に残りました。
・学長から学校の詳しい歴史をお話しいただき、大変よく学校の様子を知ることができました。
・現役の医師のお話はとてもよかったです。
・ｉＰａｄを使って行う授業では教授と生徒が相互に関わることができるのでよいと思いました。
・模擬講義は分かりやすく大変素晴らしい内容でした。
・８／３のオープンキャンパスにも行けばよかったと思いました。
　解剖実習室の見学がとてもよかったです。
・在校生のお話を聞けて医学生の生活がより分かったのでよかったです。
・とても分かりやすく説明していただきありがたかったです。模擬講義は興味深いお話でした。
　８／３も参加させていただいたのですが、また違う面も見ることができてよかったです。

参加者の 声

副学長挨拶

シミュレーター体験コーナー

オープンキャンパス

　平成２６年８月３日に開催致しました「第１回 兵庫医科大学フォーラム」は、「第１回ホームカミングデイ」
と「オープンキャンパス」の同日開催で、当日は台風１２号が迫り小雨の降る中にもかかわらず、総勢５００名
を超える皆様にご参加いただきました。

第１回兵庫医科大学フォーラム開催
（ホームカミングデイとオープンキャンパス同日開催）

ホームカミングデイ
　ホームカミングデイは、「大学や病院内の施設見学会」「記念講演会」「ウェルカムパーティー」という３部構
成で開催しました。
　まず施設見学会では、難波病院長から病院の現況について、鈴木副学長から教育の現状についてそれぞれ説明
があり、緑樹会の石藏礼一会長からご挨拶をいただいた後、参加者全員で急性医療総合センターを見学しました。

　続いて、平成記念会館に場所を移して開かれた講演会では、外科学 上部消化管外科 笹子三津留主任教授から
「『外科医として生きる』とは」　、脳神経外科学 吉村紳一主任教授から「脳を救え！脳卒中治療の最前線」、本学
卒業生で作家・医師である椹

ふ し の
野道

み ち る
流氏から「道を選ぶとき」と題した講演を行いました。

　そして、講演会終了後に開かれたウェルカムパーティーでは、懐かしいご友人や教員と旧交を温めていただ
く場をご用意させていただき、会場には終始明るい笑い声が響いていました。今回、同窓生やご家族など、多
数の皆様にご参加いただいたことを感謝申し上げます。次年度以降も継続して開催します。卒業生の皆さんの
ご参加お待ちしています。

笹子 三津留 主任教授 吉村 紳一 主任教授 椹野 道流氏



平成２６年度課外活動結果報告

○…学生部長賞（個人）

( 学年は 26 年度で統一）
クラブ名 区分 種目・部門 順位 学生 参加人数

硬式庭球部 西医体 男子団体戦
女子団体戦

2 回戦敗退
ベスト 16

約 1900 名
（44 校）

軟式テニス部 西医体
男子団体戦
男子個人戦ダブルス

女子団体戦

1 回戦敗退
ベスト 32

2 回戦敗退

（6 年）赤木 直紀
（6 年）黒田 一毅 約 1200 名

サッカー部 西医体 男子団体戦 1 回戦敗退 44 校

準硬式野球部 西医体 男子団体戦 1 回戦敗退 44 校

バスケット
ボール部 西医体 男子団体戦

女子団体戦
1 回戦敗退
1 回戦敗退

44 校
32 校

バレーボール部 西医体 男子団体戦
女子団体戦

1 回戦敗退
ベスト 16

25 校
32 校

バドミントン部 西医体

男子団体戦
男子個人戦シングルス
男子個人戦ダブルス

女子団体戦
女子個人戦シングルス

女子個人戦ダブルス

ベスト 16
ベスト 128
ベスト 32

ベスト 16
ベスト 64

ベスト 16

（6 年）城戸 龍樹
（2 年）岩谷 太史
（2 年）西村 裕貴

（6 年）奥田 有香
（3 年）大垣 優佳子
（4 年）長谷川 佳奈
（1 年）村上 綾香

約 1500 名
（44 校）

柔道部 西医体
男子団体戦（決勝リーグ）
女子個人戦

１回戦敗退
優勝
3位

（2 年）熊本 友子◦
（3 年）真殿 茉莉◦

約 240 名
（27 校）

卓球部 西医体
男子個人戦シングルス

女子個人戦シングルス

35 位
ベスト 64
ベスト 64

（2 年）新海 貴士
（4 年）杉山 昇平
（1 年）清水 由貴

約 1000 名
（42 校）

陸上競技部 西医体

男子 5000m

女子 800m
女子 1500m

11 位
21 位
23 位
24 位
2位
2位

（5 年）岡村 政道
（2 年）晴木 健人
（2 年）大石 章朝
（4 年）幡 高次郎
（1 年）新宅 由佳◦
（1 年）新宅 由佳

約 650 名
（41 校）

ヨット部 西医体 470 級
スナイプ級

9 位
10 位

約 80 名
（18 校）

水泳部 西医体

400m メドレーリレー
200m 自由形リレー
800m 自由形リレー
50m 自由形
100m 自由形

200m 自由形

27 位
34 位
27 位
3位
14 位
18 位
9 位

（1 年）濱田 芳輔◦
（5 年）大野 博章
（1 年）濱田 芳輔
（5 年）大野 博章

約 1000 名
（44 校）

合気道部 西医体

団体の部

個人・段外の部（ペア）

順位なし

優秀演武賞
（2位）

（3 年）松本 瞳
（2 年）橋本 雅史
（1 年）津田 悠
（1 年）和田 健一郎
（3 年）松本 瞳◦
（2 年）橋本 雅史◦

約 250 名
（15 校）

剣道部 西医体

男子団体戦
女子団体戦

（決勝トーナメント）
男子個人戦

女子個人戦

予選敗退
1 回戦敗退

3 回戦敗退
2 回戦敗退
2 回戦敗退

（4 年）白國 智也
（2 年）大谷 翔一
（5 年）田辺 文

44 校

ラグビー部 西医体
男子団体戦 1 回戦

引き分け
（抽選負け）

約 600 名
（30 校）

ゴルフ部 西医体

男子団体戦
男子個人戦

30 位
56 位
114 位
130 位
135 位
170 位

（3 年）大井 勝博
（4 年）田邊 皓
（3 位）岸本 和樹
（5 年）宮下 翔平
（3 年）鶴田 晋也

173 名
（35 校）

競技スキー部 西医体 
冬季大会

男子スーパー大回転

男子大回転

男子回転

新人戦 男子回転
女子スーパー大回転
女子回転
新人戦 女子回転

17 位
35 位
25 位
28 位
14 位
24 位
27 位
31 位
39 位
5 位
15 位
17 位
7 位

（5 年）釜谷 佳幸
（卒業生）玉川 慎二郎
（1 年）長谷川 智一
（5 年）釜谷 佳幸
（6 年）山際 元
（5 年）釜谷 佳幸
（卒業生）玉川 慎二郎
（3 年）波多野 克
（1 年）長谷川 智一
（1 年）長谷川 智一
（5 年）松本 侑香
（5 年）松本 侑香
（2 年）清水 美沙

約 400 名
（20 校）

【平成25年度（H25.10.1～H26.3.31)西医体以外の大会等の結果】

クラブ名 区分 種目・部門 順位 学生 参加人数

合気道部
第 23 回
全日本総合武道連盟
総合武道演武祭

（H26.9.14）

団体演武 京都新聞
社賞

（5 年）杉澤 孝彰
（4 年）門田 美由香
（4 年）舟津 えり子
（3 年）松本 瞳
（2 年）橋本 雅史
（1 年）津田 悠

50 団体
約 250 名

卓球部
春季近畿医科学生
卓球大会

（H26.5.4 ～ 6）

男子個人戦 
シングルス
男子個人戦 
ダブルス

11 位

14 位

（4 年）杉山 昇平

（4 年）杉山 昇平
（2 年）光丸 誠紘

約 480 名

柔道部
近畿八医科大学親善
柔道大会

（H26.7.5）

男子団体戦

男子新人戦
女子個人戦

2位

3位
優勝
2位

（6 年）野口 和照
（4 年）奥村 哲也
（4 年）津山 恒
（2 年）相澤 良
（2 年）児島 偉人
（2 年）阪本 知瞭
（2 年）村上 慶次郎
（2 年）児島 偉人
（2 年）熊本 友子
（4 年）藤田 真理

8 校
約 100 名

バレーボール部 第 47 回近畿医学生大会
（H26.5.31）

女子 ベスト 4 約 120 名

軟式テニス部
第 60 回関西医歯薬
ソフトテニス大会

（H26.5.31）

男子個人戦 
ダブルス

2位 （6 年）赤木 直紀
（6 年）黒田 一毅 約 700 名

陸上競技部

第 29 回関西医科学生
対校陸上競技選手権大会

（H26.6.29）

女子 400m
女子 800m
女子 3000m

2位
2位
13 位

（1 年）新宅 由佳
（1 年）新宅 由佳
（5 年）濱田 実貴子

約 30 校
約 500 名

第 71 回全日本医歯
薬獣医大学対抗
陸上競技選手権大会

（H26.8.19 ～ 20）

女子 800m
女子 1500m

男子 200m

3位
1位

8 位

（1 年）新宅 由佳
（1 年）新宅 由佳

（4 年）李 紘一郎

42 校
約 400 名

アーチェリー部

第 7 回西日本医科学生
アーチェリー競技大会

（H26.5.4 ～ 5）

団体

男子総合

女子総合

女子フィールド
男子 30m 距離賞
女子 30m 距離賞
男子 50m 距離賞
女子 50m 距離賞

優勝

優勝
3位
4 位
優勝
2位
4 位
5 位
優勝

（5 年）小田 渉
（4 年）國元 亮
（3 年）籠重 大輔
（5 年）小田 渉
（4 年）國元 亮
（3 年）籠重 大輔
（5 年）山田 佳那
（6 年）山上 真祐子
（3 年）小田 はるか
（2 年）白江 倫子
（5 年）山田 佳那
（5 年）小田 渉
（5 年）山田 佳那
（5 年）小田 渉
（5 年）山田 佳那

約 80 名

第 29 回全日本医科学生
アーチェリー競技大会

（H26.8.2 ～ 3）

男子団体戦

女子団体戦

男子シングル
ラウンド

女子シングル
ラウンド

男子ハーフ
ラウンド
女子ハーフ
ラウンド

男子グリーン
ラウンド
女子グリーン
ラウンド

2位

3位

4 位
7 位

4 位
5 位

優勝

優勝
2位

3位

優勝
3位

（5 年）小田 渉
（3 年）籠重 大輔
（1 年）香西 英孝
（3 年）小田 はるか
（3 年）白波瀬 明子
（2 年）白江 倫子
（5 年）小田 渉
（3 年）籠重 大輔

（2 年）白江 倫子
（3 年）小田 はるか

（2 年）小林 潤一

（2 年）増田 奈穂美
（2 年）古川 彩帆

（1 年）武田 謙太朗

（1 年）村上 美沙
（1 年）上殿 伶奈

約 160 名

【平成26年度（H26.4.1～H26.9.30)西医体以外の大会等の結果】

クラブ名 区分 種目・部門 順位 学生 参加人数

準硬式野球部 関西医歯薬秋季リーグ戦
（H25.9 月～ 10 月）

1 部リーグ 8 位 8 校
約 150 名

軟式テニス部
第 55 回近畿医科学生
ソフトテニス大会

（H25.10.12 ～ 14）

男子個人戦
ダブルス

ベスト 8

ベスト 16

（6 年）赤木 直紀
（6 年）黒田 一毅
（卒業生）佐藤 和
（卒業生）松岡 基行

608 名

競技スキー部
第 22 回関西医学部対抗
スキー選手権大会

（H26.1.2 ～ 3）

男子大回転
男子回転

女子大回転
女子回転

5 位
2位
8 位
7 位
2位

（5 年）釜谷 佳幸
（5 年）釜谷 佳幸
（5 年）大久保 友貴
（5 年）松本 侑香
（5 年）松本 侑香

9 校
約 150 名

剣道部
第 18 回京阪神女子学生
剣道大会

（H26.3.16）

女子個人戦 ベスト 8 （5 年）田邉 文 9 校
約 70 名
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財団法人等各種団体による研究助成金等の交付状況    
助成団体名 研究課題名 研究者 交付額

（公財）武田科学振興財団 Fasシグナルを介した新たな細菌感染防御機構の解明 内山 良介 2,000
（公財）武田科学振興財団 気道組織への抗原曝露による抗原特異的IgE産生誘導機構の解明 松下 一史 2,000
（一社）日本言語聴覚士協会 嚥下障害患者における最大舌圧値と嚥下動態との関連 齋藤 翔太 280

（単位：千円）

学位授与 

報告番号 氏　　名 専攻系 博　士　論　文　名 授与年月日

甲第664号 奥
お く の

野 真
ま き こ

起子
医科学専攻

高次神経制御系
整形外科学

Meniscus Regeneration by Syngeneic, Minor Mismatched, and Major 
Mismatched Transplantation of Synovial Mesenchymal Stem Cells in a 
Rat Model

（ラットモデルにおける滑膜由来間葉系幹細胞の自家、主不適合、副不適合移植による半月板再生）

H26.9.4

報告番号 氏　　名 博　士　論　文　名 授与年月日

乙第367号 持
も ち だ

田 菜
な ほ こ

穂子
Live births from isolated primary/early secondary follicles following a multistep 
culture without organ culture in mice

（マルチステップ培養法によるマウス1次および初期2次卵胞からの産仔の誕生）
H26.9.4

乙第368号 海
か い だ

田 勝
か つ じ

仁
Soluble interleukin-2 receptor level on day 7 as a predictor of graft-versus- host 
disease after HLA-haploidentical stem cell transplantation using reduced- intensity 
conditioning

（HLA半合致移植後の移植片対宿主病の発症予測因子としての可溶性sIL-2R）

H26.9.4

学位記（甲）

学位記（乙）

　「学生の声にじかに耳を傾けたい」という中西学長の提案で、８月から５年生の学生とのランチミーティン
グが実施されています。４〜５名の少人数の学生グループと中西学長でお昼ご飯を囲み、勉強のこと、部活
動のこと、兵庫医科大学への要望など、ざっくばらんに会話し交流を行っています。
　学生たちははじめこそ緊張した面持ちでしたが、中西学長からの質問に答えるうちに打ち解け、時には笑
顔を見せながら学長との会話を楽しんでいるようでした。
　この取り組みは５年生全員と交流ができるよう、１２月まで随時開催される予定です。

中西学長と５年生学生によるランチミーティングを実施
◆平成26年度 第66回 西日本医科学生総合体育大会結果報告 ◆平成２５・26年度 課外活動結果報告（H25.10.1～H26.9.30)


