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化学療法とチーム医療で未来を築く
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医師・医学博士。兵庫医科大学医学部を卒業後、八尾徳洲会総合病院
初期研修医、神戸市立医療センター中央市民病院後期研修医、国立が
ん研究センター東病院消化管内科レジデント、神戸市立医療センター
中央市民病院腫瘍内科副医長を経て、2018年より関西医科大学附属
病院がんセンター 学長特命准教授。がんセンターでがん治療マネジメン
トを担当する他、関西医科大学での講義も行う。

ラグビー部の仲間とは現
在も交流があり、年に一度
は集まっています。国立が
ん研究センター東病院へ
入職したのも先輩に相談
したからですし、この縁な
くして今の自分はありませ
ん。学生時代に色んなつな
がりを作っておくことは大
事ですね。

MY HISTORY

私と医科大

研修先で一から学んだ化学療法が転機に
　関西医科大学附属病院がんセンターで、手術、化学療法、

放射線治療、緩和ケアを用いた治療マネジメントを行い、日々

がん治療に向き合う佐竹氏。化学療法を専門としており、国立

がん研究センター東病院、神戸市立医療センター中央市民病

院腫瘍内科を経て現在に至る。来歴を見ると、その歩みは一本

道のように思えるが、意外にも方向性が定まったのは卒業後だ

という。

　「学生時代は高校・大学とラグビー部に入っていて、整形など

の外科系に進みたいと思っていました。ただ、卒業した2004年

に新しい臨床研修制度がスタートしたので、スーパーローテー

ションの実施施設だった八尾徳洲会総合病院で2年間初期研

修を行ったんです。そのうちに、すぐに専門を決めてしまうよりも

ジェネラルに幅広く研修したいという気持ちが生まれ、神戸中央

市民病院の救急部と消化器内科で後期研修を行いました」。

　その後、ラグビー部の先輩が所属していた国立がん研究セ

ンター東病院へ。「先の消化器内科での経験から、“早期の消

化管がんなら内視鏡で治せる”というところに興味があって、内

視鏡手術を学びたいと考えていました。東病院は当時、消化管

がんの診療で内視鏡手術と併せて抗がん剤治療も行っていた

ので、どうせなら一緒にやりたいと思ってこちらに決めたんです

が、右も左もわからない中、基礎から教えていただき、化学療

法の可能性に目覚めるきっかけになりましたね」。

進化する抗がん剤治療とチームでの取り組み
　今、がんの化学療法は大きな変

わり目にある。佐竹氏が国立がん

センターに就任した当時は、従来

の殺細胞性抗がん剤に加え、特

定の分子を狙い撃ちして機能を抑

える分子標的治療薬が登場した

頃だった。現在は、薬そのものが腫瘍に作用するそれらとは

また別の、免疫細胞に働きかけて抗腫瘍効果を発揮する、

免疫チェックポイント阻害剤などの免疫療法が主流になりつ

つある。さらに昨年からはがんゲノム医療が始まり、がん遺伝

子パネル検査で遺伝子変異を明らかにして、患者さん一人ひ

とりに合わせた治療や、早期発見・効果予測につなげることも

可能になってきた。

　がん種横断的な治療法も増え、ますます各医局間の連携、

チーム医療が重要になってきている。

　「がんセンターでは、各専門の先生方とコミュニケーション

を取りながら、患者さんにとってベストな治療法を提案してい

ます。日本の大学のカリキュラムは臓器ごとに分かれているの

で、臓器横断的に行う授業はなかなか確立されていません

が、チームで協力して問題解決に当たる経験はどの仕事にお

いても大切です。私の場合は、１チームの構成人数が多いラ

グビー部でチームプレイをしていたことが、意外に今の環境

に生きているのではないかと思うのですが（笑）、授業でも課

外でも、学生時代にそういった機会があれば、積極的に取り

組んでいってほしいですね」。

化学療法の先にめざすもの
　現在、佐竹氏は、薬剤を組み合わせたより治療効果の高

い新規薬物療法の開発を進めている。また最近、働く世代

でがんになる人が増え、徐々に若年化している現状を鑑み、

原因を究明したいという思いが出てきた。

　「今、化学療法でがんを根治させることはできませんが、

将来的には“薬でがんが治る時代”がやってくると信じてい

ます」。AIを取り入れたがん診療についてもすでに動き出し

ているそうで、未来はすぐそこまで来ている印象だ。

　次代を担う学生たちへの期待もいっそう高まっている。
大学入学当初、ラグビー部の先輩方と
（写真中央奥、長髪の男性が佐竹先生）
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痛みを感じている時、身体の中ではどんなことが起きているのか。
そんな痛みをはじめとする神経のメカニズムを研究しているのが、古江教授だ。
古江教授は「パッチクランプ法」と呼ばれる
ノーベル生理学・医学賞受賞者が開発した研究手法を応用し、
In vivo（＝生体内）で行うことに世界にさきがけ成功させた。
この実験手法のアップデートで、新たに何が分かるようになったのだろうか。

研 究 紹 介

世界に先駆け開発した研究手法で
痛みのメカニズムを探る
兵庫医科大学　生理学講座　神経生理部門
教授　古江 秀昌

ふるえ  　  ひでまさ

生理学講座では、機能分
子が生理作用メカニズム
にどのように関与するか、
神経回路などの機能的
ネットワークがどのよう
に生体機能の恒常性を
保っているかなど、細胞
生理から人体生理まで幅
広いテーマの研究を行っ
ている。

痛みの伝達とその抑制機構については、未だ
不明の部分が多い。古江教授は、世界に先
駆けて開発した In vivo パッチクランプ法に
光遺伝学の手法を組合せ、痛みをはじめとす
る神経伝達のメカニズム解明という難題に取
り組んでいる。今後、神経障害性疼痛など発
症メカニズムが不明な疾患の解明にも繋がる
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。

ノーベル賞の実験手法をIn vivoで
　細胞膜の単一イオンチャネルの活動について解析する「パッ

チクランプ法」を開発したネーアー氏とザクマン氏は、1991年に

ノーベル生理学・医学賞を受賞した。二人の功績を簡単に説明

すると、よりミクロなレベルで細胞の活動、イオンチャネルの実

態・機能を証明・解析できるようにしたということだ。

　この手法は、古江教授の専門である神経生理学領域にお

いて、現在でも有効な手法として位置づけられているが、ミク

ロの視点だけに終始することには課題を感じていたという。

「シャーレの上に神経細胞を取り出してパッチクランプをした

ら、たしかに“細胞としての活動”についてはたくさんのことが

分かります。でも、その神経細胞（の活動）が、全体として個

体の中でどのような役割を果たすかは分かりませんでした。

例えば、カメラはたくさんのミクロな部品が組み合わさって出

来ていますよね。その部品（＝ミクロ）が、カメラという全体

（＝マクロ）として、どのように機能しているのか？そこに興味

がありました」

　そんな課題意識から、古江教授が世界に先駆け発明したの

が「In vivoパッチクランプ法」である。従来のパッチクランプ

法は、In vitro（＝試験管やシャーレ内）で行われていたが、そ

れをIn vivo（＝生体内）でするということが、文字通り一番の

違いである。In vivoパッチクランプ法では、生きているマウス

の脊髄や脳幹の神経細胞へ直接ガラス電極を近づけること

で、刺激に対する反応を“リアルタイム”で記録できる。

　「マウスの皮膚を感覚刺激すると、脊髄が痛みや触覚にそれ

ぞれ固有の応答を示します。その生理的な応答をミクロのレベ

ルでリアルタイムに記録できるようになったことが画期的でし

た。これは、当然ながら細胞だけを取り出してきたIn vitroでは

できません。皮膚から末梢神経、中枢神経までがつながってい

る状態で実験してはじめて記録できること。細胞だけ、ではなく

生体全体を用いた実験だからこそ記録できるものです」

　このように、皮膚から脳というシナプス伝達の流れ（＝マク

ロ）の中において、神経細胞（＝ミクロ）がどのような挙動をし

ているのかを「In vivoパッチクランプ法」によって解明でき

るというわけだ。
古江 In: 最新パッチクランプ実験法(吉岡書店): Furue In: Patch Clamp Techniques 
(Springer-Verlag)

痛みを感じなくなるときの仕組み
　さらに痛みの本質を探っていくために、古江教授の関心

は、新たな次元へと向かっている。そのひとつが「緊急時には

なぜ痛みが消えるのか」という問題だ。

　「人間ないし動物は、過度な緊張によって覚醒度が高まる

と、痛みを感じなくなります」。

　「これは仮説ですが・・・」と前置きしつつ、古江教授はつ

づける。「例えば、ある動物が天敵に足を噛まれたとして、そ

こでいちいち『痛い』とうずくまっていたら、容赦なく食べられ

てしまいます。生存戦略のためには、痛みを感じなくなった方

が都合が良いんです。こうした本能的なシステム（下行性痛

覚抑制系）が我々にも残っています」。

　痛みを感じなくなるとき、身体の中で一体どんなことが起

きているのか？古江教授は、そこを解明しようとしている。た

だ、実験動物に対し緊張状態をつくるには無理がある。そこ

で、光ファイバーで脳幹の青斑核に刺激を与えることで、人

工的に興奮状態をつくる手法を採用している。「普通は電気

刺激で神経を活性化させるのですが、光を当てることによっ

ても活性化させることができるんです。電気だと、電極の近く

の神経線維が刺激を受けてしまい、どの神経核を刺激した

のかが分からなくなることがあります。対して、光は、遺伝子

の設計によって特定神経核をピンポイントで選択できる。だ

からこの手法は、光遺伝学と呼ばれ、神経科学の世界で急速

に広がりつつある実験手法です」。この下行性抑制を明らか

にできれば、何に生かすことができるのだろうか？「元来生体

の持つ機能を利用した新規鎮痛法の開発に応用できるで

しょう。特に慢性的な痛みを抱えている患者さんのためにな

るよう、これからも研究をつづけていきます」。

【太田 英樹URAより】
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　　   資金収入計

　　   資金支出計

資金収支差額

収入の部

支出の部

◆2020 年度 学校法人 兵庫医科大学 事業計画・予算
2020年3月26日開催の理事会において、学校法人兵庫医科大学の2020年度事業計画および予算を
決定いたしました。

■事業計画≪重点施策≫
法人
・兵庫医科大学 開学50周年記念事業の実施
・新病院建設計画にかかる基本設計業務の実施および工事発注（実施設計）の準備
・事務局を中心とした業務改革意識の醸成

兵庫医科大学
・競争的資金の組織的獲得推進ならびに新たな研究費助成制度の実施

兵庫医療大学
・受験生の安定的確保と学生の学習支援の充実

兵庫医科大学病院
・病院収支の改善に向けた効率的な運営施策の実施
・がん診療機能充実に向けた体制強化

健康医学クリニック
・健康医学クリニック全体の黒字化

ささやま医療センター・ささやま老人保健施設・ささやま居宅サービスセンター
・外来診療体制の充実による患者数の増加策の実施
・分娩休止後の周産期等医療体制の整備

▼2020年度事業計画の詳細については法人ホームページからご覧いただけます

　法人WEB「法人案内＞事業計画・事業報告」
　https://www.corp.hyo-med.ac.jp/guide/vision/objective.html

■予算
１．予算編成にあたって
　本法人では2025年度の新病院棟竣工という大きな目標を達成すべく、経営基盤安定のため、第3次中期事業計画との整
合性も図りつつ、持続的投資を可能とする収支差額の確保をめざした予算編成を行いました。

２．事業活動収支予算の概要
　事業活動収入については、大学病院における病床稼働率の向上をはじめとする効率的な運営に向けた具体的計画に基づ
く改善策の実施、ささやま医療センターにおけるシームレスな医療・介護の連携を可能とする地域連携体制の強化およびそ
の土台となる診療体制･介護事業の充実を図ることにより、法人全体で59,068百万円（前年度予算比＋1,458百万円）を計
上しています。
　事業活動支出については、大学病院における高額機器の計画的更新や業務委託内容の見直しにより経費の増加抑制に
努めるものの、一部収入増に比例し増加する支出を抑えることは困難です。他部門では軒並み前年度を下回る支出額となり
ましたが、全体では前年度を上回り、法人全体で55,857百万円(前年度予算比＋950百万円)を計上しています。
　その結果とし、2020年度基本金組入前当年度収支差額は、3,211百万円（前年度予算比+508百万円）を確保する予算
となりました。

３．施設・設備関係支出について

４．収支予算

施設関係支出 (単位：百万円） 設備関係支出 (単位：百万円）

事業活動収支予算 (単位：百万円） 資金収支予算 (単位：百万円）

注）四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

西宮キャンパス

教育研究棟関連費  

新病院棟関連費  

新立体駐車場･デッキ棟建設費  

9号館移設関連費  

施設改修費  

宿舎建替費  

施設改修費  

施設改修費  

合計

15

151

1,317

146

169

56

10

20

1,884

(法人)機器備品・情報システム  

(大学)機器備品・情報システム・図書  

(病院)機器備品・情報システム

(篠山)機器備品・情報システム 

(老健)機器備品・情報システム  

機器備品･図書  

 合計

6

157

1,858

103

20

52

2,195

▲ 53

▲ 4

▲ 354

240

1,725

▲ 12

1,541

▲ 11

▲ 11

▲ 72

▲ 72

1,458

▲ 59

▲ 96

967

22

138

0

973

▲ 7

▲ 7

▲ 16

▲ 16

0

950

508

7,550

257

1,807

2,274

44,943

580

57,413

80

80

117

117

57,610

23,144

3,814

21,798

1,491

4,303

0

54,549

41

41

116

116

200

54,907

2,703

7,497

253

1,454

2,514

46,668

568

58,954

70

70

45

45

59,068

23,085

3,717

22,765

1,513

4,441

0

55,522

35

35

101

101

200

55,857

3,211

▲ 53

▲ 4

▲ 76

179

0

1,725

▲ 11

▲ 12

45

147

464

2,404

増減額

▲ 67

▲ 96

967

22

▲ 7

360

▲ 382

▲ 903

500

0

395

2,009

7,550

257

779

2,340

0

44,943

80

580

128

1,163

93

57,914

2019年度

23,016

3,814

21,798

1,491

41

1,003

2,266

3,098

500

200

57,227

688

7,497

253

703

2,520

0

46,668

70

568

172

1,311

557

60,319

22,949

3,717

22,765

1,513

35

1,363

1,884

2,195

1,000

200

57,622

2,697

篠山キャンパス 
 
 
 
 

神戸キャンパス

西宮キャンパス

篠山キャンパス 
 
 
 
 

神戸キャンパス 
 
 
 
 

科目

収入の部

学生生徒等納付金 

手数料 

寄付金 

経常費等補助金 

事業収入 

雑収入

受取利息･配当金 

その他の特別収入  

学生生徒等納付金収入 

手数料収入 

寄付金収入 

補助金収入　 

資産売却収入 

事業収入 

受取利息・配当金 

雑収入 

借入金等収入

前受金収入

その他の収入 

人件費 

教育研究経費 

医療経費 

管理経費 

減価償却額 

徴収不能額等 

借入金等利息 

 

資産処分差額 

支出の部

増減額2019年度2020年度 科目 2019年度2020年度

科目 増減額2019年度2020年度

増減額

人件費支出 

教育研究経費支出 

医療経費支出 

管理経費支出 

借入金等利息支出 

借入金等返済支出 

施設関係支出 

設備関係支出 

資産運用支出 

予備費 

科目 2020年度

教育活動収入計  

教育活動外収入計  

特別収入計  

　　  事業活動収入計  

教育活動支出計  

教育活動外支出計  

特別支出計  

予備費  

　　  事業活動支出計

基本金組入前当年度収支差額  
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法人からのお知らせ

◆人事情報 各組織における副学長、副院長の業務所掌についてお知らせいたします

このたび、藤岡学長の下、二度目となる共通教育センター長を拝命しま
した。1986年より医科大学で19年間、2007年からは医療大学で13年
間、両大学の発展のために取り組んで参りました。その集大成とし、連
携強化の要である共通教育センターを取りまとめ、2年後に計画されて
いる二大学統合の下地作りに貢献いたします。

兵庫医療大学 教授

伊東 久男 共通教育センター長
 

このたび、伝統ある当科の診療部長を拝命致しました。炎症性腸疾患
は近年非常に注目されており、本院は国内屈指で、最後の砦の施設と
して認知されております。炎症性腸疾患外科の池内教授、両科の先生
方としっかり協力し、診療と研究を発展させて参ります。何卒、宜しくお
願いいたします。

兵庫医科大学病院
IBDセンター

渡辺 憲治 炎症性腸疾患内科
                診療部長

このたび、学長補佐（臨床研究支援推進担当） を拝命致しました。兵
庫医科大学における臨床研究支援が主業務となります。当学におけ
る臨床研究推進が円滑に行えるように、過去の経験を最大限生かし
て、野口学長の補佐を全力で努めて参る所存です。ご協力・ご支援の
ほどよろしくお願い申し上げます。

兵庫医科大学
循環器・腎透析内科学 教授

朝倉 正紀 学長補佐
                     （臨床研究支援推進担当）

このたび、副院長（医療安全・危機管理・がん診療担当）を拝命しました。
患者さんとのコミュニケーションを大切にし相互理解を深めることで、信
頼される質の高い安全な医療を提供するとともに、がんゲノム医療拠点病
院として患者さんに安心して最先端のがん診療を受けていただけるよう
努力して参ります。

兵庫医科大学
呼吸器・血液内科学 主任教授

木島 貴志 副院長

このたび、内科学 血液内科講座は呼吸器内科と合併し、主任教授は呼
吸器内科の木島貴志先生となりますが、血液内科の診療部長は、私が
担当することになりました。これまで通り、あらゆる血液疾患に幅広く対
応できるよう頑張りたいと思いますので、ご協力を宜しくお願い申し上
げます。

兵庫医科大学病院

日笠 聡 血液内科 診療部長

このたび、居宅サービスセンター長を拝命致しました。これまで訪問診
療を通して介護関連職種と協働してきました。今後は、医療用SNSなど
ITを活用しアナログとデジタルを組み合わせて医師とケアマネジャー、
訪問看護、訪問介護スタッフが気軽に連携できる組織作りを進めてい
きます。ご指導のほどお願い申し上げます。

兵庫医科大学
地域総合医療学　講師

和田 陽介 ささやま居宅サービス
                センター長

このたび、認知症疾患医療センター長※、および脳神経内科の診療部
長を拝命しました。認知症疾患医療センターは認知症の鑑別診断、地
域の医療機関への紹介などを行っています。脳神経内科では地域に
密着した診療を心がけ医局員一同頑張っています。今後も、質の高い
診療・教育・研究の実践に努める所存です。

兵庫医科大学病院

武田 正中 脳神経内科 診療部長
               認知症疾患医療センター長　　　　   

このたび、皮膚科学の診療部長を拝命いたしました。安全、安心で質
の高い皮膚科医療を実践するべく、医局員一丸となって診療に当た
る所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

兵庫医科大学病院

夏秋 優 皮膚科 診療部長

このたび、耳鼻咽喉科・頭頸部外科診療部長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、現在は鼻
副鼻腔疾患の診療に従事しております。みなさまとともに教育・診療・研
究に努めて参る所存です。今後ともよろしくお願い申し上げます。

兵庫医科大学病院

都築 建三 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
                診療部長

兵庫医科大学 2020年度 副学長の業務所掌
　鈴木 敬一郎副学長（学部教育・内部質保証担当）
　池内 浩基副学長（臨床教育・交友連携担当）
　小山 英則副学長（大学院・医学研究担当）
　三輪 洋人副学長（組織改革・国際交流・広報担当）
　阪上 雅史副学長（診療・病院組織担当）

兵庫医科大学病院 2020年度 副院長の業務所掌
　三輪 洋人副院長（内科部門長・広報担当）
　西 信一副院長（診療体制・新病院棟建設・
                       急性医療総合センター・情報システム担当）
　長谷川 誠紀副院長（外科部門長担当）
　池内 浩基副院長（地域連携・教育研究体制・新専門医制度担当）
　木島 貴志副院長（医療安全・危機管理・がん診療担当）
　丸山 美津子副院長（療養環境・患者サービス・病床管理担当）

兵庫医療大学 2020年度 副学長の業務所掌
　西山 信好副学長（教育・内部質保証担当）
　前田 初男副学長（研究・社学・産学連携担当）
　山﨑 せつ子副学長（総務・入試・広報担当）
　鈴木 志津枝副学長（学生支援・就職・キャリア教育担当）

兵庫医科大学ささやま医療センター 
2020年度 副院長の業務所掌
　田中 宏幸副院長（医療安全担当）
　山田 明美副院長（療養環境・患者サービス担当）

評議員の異動 次のとおり評議員の異動がありました

新任（4月1日）

新任（4月1日）

兵庫医科大学 副学長

兵庫医科大学 教務部長

小山 英則

石戸 聡

定年退職（3月31日）

辞任（3月31日）

兵庫医科大学 副学長

兵庫医科大学 教務部長

西口 修平

辻村 亨

このたび、副学長（大学院・医学研究担当）を拝命致しました。大学院
運営、医学研究支援を通じて、本学の学術性をアピールできる体制
づくりに尽力し、野口学長がリーダーシップを発揮できるように全力で
補佐してまいります。みなさまとともに学生をしっかり支援していく所存
ですので、ご協力を宜しくお願い申し上げます。

兵庫医科大学
糖尿病内分泌・免疫内科学 主任教授

小山 英則 副学長

このたび、2つの要職を拝命致しました。ダイバーシティ担当では、性別年齢等
に関係無く職員が能力を発揮できる環境を整備し、キャリアアップの支援を法
人が提供することが必要と考えます。診療部長としましては、同窓会や地域の
先生方と密な連携をとり大学病院として責務を果たせるよう努力致すと共に魅
力ある教室運営をめざします。ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

兵庫医科大学
消化器内科学 教授

飯島 尋子 学長補佐（ダイバーシティ推進担当）
               肝・胆・膵内科 診療部長

主任教授・教授、および役職者の就任挨拶をご紹介します (2020年4月1日就任)

助成団体名 研究課題名 研究者 交付額

(公財)先進医薬研究振興財団 IL-18を中心とした脳内炎症とうつ病の病態解明と治療法開発 山西 恭輔 1,000,000

アクテリオン 
ファーマシューティカルズ ジャパン㈱ フェロトーシスに着目した肺高血圧症の病態解析と新規治療戦略の確立 内藤 由朗

武内 治郎

2,000,000

非公表

グラクソ・スミスクライン㈱ 特発性肺線維症におけるM2マクロファージを標的とした新規抗線維化療法の開発 三上 浩司 2,000,000

財団法人等各種団体による研究助成金等の交付状況
（単位：円）

(公財)先進医薬研究振興財団

（公財）小児医学研究振興財団

ヒト脳梗塞巣から脳傷害時にのみ誘導される幹細胞(injury-induced multipotent stem cells: iSCs)と
Mesenchymal stem cells(MSCs)の特性比較

小児・思春期の入院患者における医療関連有害事象に関してこころの問題領域と身体疾患領域とを比較
した臨床疫学研究

別府 幹也 1,000,000

（公財）中谷医工計測技術振興財団 日本人の標準頭骨顔面骨格３次元モデルの作成 西本 聡 2,990,000

※2019年11月1日 就任
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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WEBサイトをご覧ください。https://ssl.hyo-med.org/   

企業等法人（8法人）
●ご芳名・金額記載（1法人）      
　株式会社オーエンス 様          500,000円 
　 

●ご芳名のみ（6法人）
　株式会社共英メソナ 様    
　株式会社日経サービス 様    
　株式会社ポラリス 様    

　ベガファーマ株式会社くるみ薬局 様    
　武庫川医療サービス株式会社 様    
　八洲薬品株式会社 様    
（匿名1法人）

役員・教職員等（2名）
●ご芳名のみ　(１名)
　阪上 雅史 様 
 （匿名1名） 

2009年7月1日～2020年3月31日

2019年12月1日～2020年3月31日

緑樹会・後援会・その他個人（157名）
●ご芳名・金額記載（17名）

（匿名84名）

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

猪崎 俊一 様  
岡本 弘子 様  
改発 尚三 様  
改発 陽子 様  
金田 敬三 様  
兒玉 善子 様  
兒玉 喜徳 様  
近藤 千尋 様  
杉本 茂樹 様  
田中 直美 様  
檜垣 一恵 様  
福井 健郎 様  

50,000円
20,000円
50,000円
10,000円
50,000円

水野 叡子 様  
森竹 博巳 様  
森竹 ミツ子 様  
柳 安奈 様  
柳 孝代 様  

木村 千賀子 様  
木山 寛 様  
久我 一郎 様  
日下 実 様  
熊谷 裕美 様  
熊谷 政敏 様  
小西 千鶴 様  
小西 みゆき 様
小松 輝雄 様  
鈴木 緑郎 様  
宗 武德 様  
大黒 幸子 様    

●ご芳名のみ（56名）

池元 美幸 様  
石原 關治 様  
井村 敏彦 様  
宇田 壽光 様  
大村 清 様  
岡谷 文子 様  
岡谷 幸一 様  
岡本 茂登 様  
岡本 洋子 様  
尾崎 仁志 様  
尾崎 佳子 様  
金城 陽巳 様  

大黒 貴 様  
髙尾 和良 様  
髙尾 素子 様  
髙木 実太 様  
髙木 美由紀 様  
竹ノ上 勲 様  
竹ノ上 絵美 様  
竹ノ上 春野 様  
竹ノ上 真 様  
溪村 惠司 様  
土谷 正子 様  
戸田 委佐夫 様  

戸田 喜美 様  
土橋 昌子 様  
土橋 芳邦 様  
中澤 正孝 様
西田 正樹 様  
野﨑 歩 様  
福田 仁那 様  
福田 晴美 様  
福本 幸子 様  
藤田 陟 様  
松葉 一惠 様  
松葉 多喜夫 様    

松本 圭子 様  
松本 ふくゑ 様  
山地 宣子 様  
山本 悦也 様  
山本 純子 様  
山本 洋子 様  
湯川 正義 様  
湯川 慶子 様  

区分
受配者指定寄付金

件数 金額 件数 金額 件数 金額
406
406

87,455,000円
87,455,000円

2,878
2,873

184,950,498円
184,790,498円

3,284
3,279

272,405,498円
272,245,498円

特定公益増進法人 合計

申込
入金

◆新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う本法人の対応 （4月20日現在）
このたびの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に罹患されたみなさま、感染拡大により影響を受けられたみなさまに謹んでお見舞い
申しあげ、回復を心からお祈りいたします。
本法人における当該感染症に関する主な対策・対応は下記のとおりです。

面会禁止ポスター
（兵庫医科大学病院）
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12月頃　中国・湖北省武漢市にて原因不明のウイルス性肺炎が発生
1月9日　中国当局が新型コロナウイルスを特定
   16日　日本国内で感染者が発生
   31日　WHOが「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」と宣言
2月1日　新型コロナウイルス感染症が指定感染症に認定
     7日　兵庫県が帰国者・接触者相談センターを設置
   10日
　25日

　26日
   27日
3月2日
　  4日
　  5日
　  9日
　15日
   23日
    25日
    30日
    31日

来院患者への対応訓練を実施

春のオープンキャンパスの中止、
アデレード大学留学の中止を決定

全学生を対象に海外・国内旅行歴調査を実施

老人保健施設の面会制限を開始

面会制限を開始

医療センター（病院）の面会制限開始

「学位授与式」の挙行を中止

電話再診による処方箋の発行を開始

「学位授与式」の挙行を中止

「新型コロナウイルス対策本部」を設置

5・6年次学外実習の全面中止、課外活動の禁止を決定

授業開始日を4月20日に延期することを決定

オリエンテーション以外の登校禁止、
5月2日まで録画講義のWEB 配信を決定

ささやま医療センター

兵 庫 医 療 大 学

兵 庫 医 科 大 学

ささやま医療センター

兵庫医科大学病院

ささやま医療センター

兵 庫 医 科 大 学

兵庫医科大学病院

兵 庫 医 療 大 学

学 校 法 人

兵 庫 医 科 大 学

兵 庫 医 療 大 学

兵 庫 医 科 大 学

4月1日
    2日
    3日
    4日
    5日
    7日　新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が兵庫県を含む7都道府県に発令
            （4月7日～5月6日）

    9日

  13日

  15日

「入職式」の挙行を中止

新入生オリエンテーションを中止

電話再診による処方箋の発行を開始

「入学式」の挙行を中止

「入学式」の挙行を中止

面会禁止および待機手術や一部の外来予定検査の
延期を開始

来院者に対して入口で検温検査を開始

人間ドックの臨時休業を開始

在宅勤務、時差出勤の開始

学 校 法 人

兵 庫 医 療 大 学

ささやま医療センター

兵 庫 医 科 大 学

兵 庫 医 療 大 学

兵庫医科大学病院

ささやま医療センター

健康医学クリニック

学 校 法 人

…学校法人兵庫医科大学

入口での検温検査
（ささやま医療センター）
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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）
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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

と

つ
な
が
る

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


