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　平成２４年１１月に設立された学校法人兵庫医科大学中医薬孔子学院の理事会及び開設記念学術講演会が平
成２５年５月２３日に兵庫医療大学にて開催されました。また、５月２４日には一般市民の皆さんを対象とし
た市民健康講座が開催されました。

学校法人兵庫医科大学中医薬孔子学院
理事会及び開設記念学術講演会

　平成２５年５月２３日に兵庫医療大学に
て開催された理事会では、学校法人兵庫医
科大学側の理事と北京中医薬大学側の理事
がインターネットによるテレビ会議にて、
平成２５年度事業計画・予算、今後の孔子
学院の発展などについて話し合い、活発な
意見交換が行われました。

　兵庫医療大学オクタホールで開催された開設記念講演では、兵庫医療大学教職員・学生や兵庫医科大学教職員、
日本全国の孔子学院関係者などを含む約２３０名が参加し、日本における中医薬の現状や、「現代医学と東洋医学」
の融合などについての講演が行われました。シンポジウム後の質疑応答でも聴講者からの質問が相次ぎ、盛会
裏に終了しました。

　５月２４日、兵庫医科大学総合研修棟７階 多目的室にて開催された
市民健康講座では、７０名という多くの方々に聴講いただきました。

■理事会

■開設記念学術講演会

■市民健康講座

◇基調講演

◇シンポジウム「現代医学と東洋医学の融合」

◇招聘講演

座長：馬場 明道
〔兵庫医療大学
学長〕

座長：西山 信好
〔兵庫医療大学
薬学部 学部長〕

北京中医薬大学附属
東方病院  病院長　
張 允嶺 様

『認知症の診断及び
東洋医学からみた
予防と治療』

座長：野口 光一
〔兵庫医科大学 

解剖学神経科学部門
主任教授〕

中西 憲司
〔兵庫医科大学
学長〕

唐 民科 様
〔北京中医薬大学
薬学部 教授〕

張 允嶺 様
〔北京中医薬大学附属  
東方病院 病院長〕

平馬 直樹 様
〔日本中医学会
会長〕

青木 俊二 
〔兵庫医療大学
薬学部 教授〕

戴 毅
〔兵庫医療大学
薬学部 准教授〕

中村 志郎
〔兵庫医科大学
内科学 下部消化
管科 教授〕

夏秋 優
〔兵庫医科大学
皮膚科学 准教授〕

北京中医薬大学実験
センター  センター長
　 建秋 様

『漢方薬剤型の研究
開発と、体質・病状
に応じた選び方』

No. 項　　目 制定・改正・廃止の趣旨 制定・改正・廃止日

1 西宮キャンパスの職員代表者
選出内規 職員代表の選出方法を変更したため、改正。 平成25年3月15日

2 学校法人兵庫医科大学寄附行為 法人の運営等について広く教職員から意見を求めるため、評議員定数を見直
し、改正。 平成25年5月8日

3 兵庫医科大学における任期を定めて
採用する教員に関する規程

改正労働契約法施行に伴い、就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具
体的細目を明確にすべく、制定。 平成25年4月1日

4 兵庫医科大学任期制教員の再任に
関する申合せ 同上 平成25年4月1日

5 先端医学研究所専任教授設置規程 同上 平成25年4月1日

6 兵庫医科大学非常勤講師に関する規程 同上 平成25年4月1日

7 兵庫医科大学客員教授の委嘱に
関する規程 同上 平成25年4月1日

8 兵庫医科大学特命教授設置規程 同上 平成25年4月1日

9 臨床准教授及び臨床講師にかかる
取扱内規 同上 平成25年4月1日

10 兵庫医科大学特別研究員取扱規程 同上 平成25年4月1日

11 兵庫医科大学リサーチ・アシスタントに関する規程 同上 平成25年4月1日

12 兵庫医科大学ポスト・ドクターに関する規程 同上 平成25年4月1日

13 兵庫医科大学ティーチング・アシスタントに関する規程 同上 平成25年4月1日

14 兵庫医科大学特別招聘教授に関する規程 同上 平成25年4月1日

15 兵庫医科大学特定講座設置に関する規程 同上 平成25年4月1日

16 兵庫医科大学寄附講座設置に関する規程 同上 平成25年4月1日

17 看護職員宿舎貸与規程 現行規程について、「単身」の解釈が明記されておらず、入居対象者が明確と
なっていないので、単身の意味を明記するため、改正。 平成25年5月7日

18 兵庫医科大学病院病院幹部会議規程
兵庫医科大学病院における管理運営に係る事項を審議する院長副院長会議
と病院運営会議は、多くの構成員が重複しており、審議内容もほぼ同様であ
るから、この２つの会議体を病院幹部会議として再編成するため、制定。

平成25年4月1日

19 院長・副院長会議規程 兵庫医科大学病院病院幹部会議規程制定に伴い、廃止。 平成25年4月1日

20 病院運営会議規程 同上 平成25年4月1日

21 医療廃棄物管理規程 感染性廃棄物の容器の変更及び条文の文言を見直すため、改正。 平成25年4月1日

22 廃棄物適正管理委員会規程 廃棄物適正管理委員会設置に伴い、制定。 平成25年4月1日

23 兵庫医科大学ささやま医療センター給与規程
看護職員不足を補填し、看護師の離職防止及び夜間看護体制の充実への対策
の一環として、看護補助者の雇用の促進を図るべく、改正。 平成24年10月1日

24 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 同上 平成24年10月1日

25 兵庫医療大学客員教授の委嘱に関する規程
兵庫医療大学の教育・研究を通じ、兵庫医療大学の運営、発展に貢献できる
学識経験者を広く登用することを目的として、制定。 平成25年6月1日

26 兵庫医療大学貸与奨学金規程
貸与学生の卒業後の奨学金返還猶予の条件の１つの「大学又は大学院に在籍
するとき」を「本学大学院および兵庫医科大学大学院に在籍するとき」に変更
するため、改正。

平成25年4月1日

27 兵庫医療大学学生委員会規程 委員の追加及び条文の文言の見直しのため、改正。 平成25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
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平成２４年度決算について
　平成２４年度は、予算編成方針として事業計画との整合性を保ちつつ、
①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、西宮キャンパスの再開発（急性医療総
合センター建設及び施設設備に係る西宮キャンパスグランドデザインの着手）、電子カルテを含む病院情報システム整備
など、多額の財源を必要とする事業を着実に推進する。

②急性医療総合センター完成後、西宮キャンパスグランドデザインの実行と財政基盤との整合性を図るためには、積極的な
経営資源の獲得と徹底した経費削減及び合理的な資源配分が必要との認識のもと、健全な資金収支差額及び帰属収支差額
を確保する。

という大きな目標が掲げられ、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２０億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
２３．１億円の予算案を決定しました。
　このような方針の下、今年度は、診療報酬改定効果に加え、西宮本院の入院患者数・診療単価が増加したこと、経費面の圧
縮を更に進めたこともあり、ささやま医療センターの収支悪化を吸収し、決算は帰属収支差額が３１億円のプラスと、兵庫
医科大学開学４０周年の節目の年に予算目標を達成することが出来ました。また、急性医療総合センターに係る補助金を除
いても帰属収支差額２０億円以上と、安定的かつ健全な財政基盤確立のための目処としている水準を確保し、消費収支差額
も１１．５億円と３期連続でプラスとなりました。これも、教職員の皆様の予算目標達成に向けた努力の結果です。

　収入面で、学生納付金は、兵庫医療大学が開学６年目（薬学部完成年度）をむかえ、かつ、兵庫医科大学の定員増加（２１年
度～）で学生数が増加した影響により全体で７５．８億円と、対前年度比４．３億円増でした。医療収入に関しては、本院では、
外来収入が１．６億円、入院収入が７．７億円増加しました。その結果、医療収入全体は３２８．３億円で前年度比７．９億円
の増です。その他としては、寄付金収入は１０．４億円、補助金収入は３５．２億円で、帰属収入全体では４７３．６億円でした。
　支出面では、人件費が２１２．６億円、教育研究経費が４５．１億円、薬品費、医療材料費等の医療経費が１６４．２億円等で、
消費支出合計は、４４２．６億円となり、帰属収入から消費支出を差し引く帰属収支差額は、３１億円でした。また、帰属収
入から控除する基本金組入額は１９．５億円で、その結果、消費収入の部合計では	 ４５４．１億円となり、消費収支差額が
１１．５億円と３期連続で消費収入超過となりました。

	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１７２．１億円でしたが、次年度への繰越資金は、
１４２．５億円となりました。これは急性医療総合センター建設及び機器購入で多額の資金需要が発生しましたが、帰属収
支差額が好調に推移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６２５．６億円で、前年度対比６９．５億円増
です。これは、急性医療総合センター建設に伴い、建物及び機器備品の増加が主な要因です。流動資産は、現金預金が
１４２．５億円、短期有価証券が３５億円等で、２５３．６億円です。
　負債のうち固定負債は、２４年度中に急性医療総合センター建設及び機器購入資金の一部を新規で借入れ実施した影
響で、退職給与引当金を含め１６０．９億円と前年度比３９．５億円増となりました。流動負債は、急性医療総合センター
機器購入に伴う未払金増加要因で１２７．７億円となり総負債は、２８８．６億円です。
	基本金は、当年度に１９．５億円の組入れ増加要因があり、基本金の部合計額は、９５８．５億円となりました。

※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２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで

平成２５年３月３１日

消費収入の部
科目 予算 決算 差異

学生納付金 7,578,720,000 7,580,670,000 △ 1,950,000

手数料 298,250,000 249,805,260 48,444,740

寄付金 1,140,122,000 1,035,439,526 104,682,474

補助金 3,053,659,000 3,517,489,555 △ 463,830,555

　国庫補助金 1,981,667,000 2,388,826,062 △ 407,159,062

　地方公共団体補助金 1,071,992,000 1,128,663,493 △ 56,671,493

資産運用収入 49,154,000 63,821,993 △ 14,667,993

資産売却差額 0 121,370,234 △ 121,370,234

事業収入 34,376,791,000 34,265,452,736 111,338,264

　事業収入 1,286,606,000 1,440,341,295 △ 153,735,295

　医療収入 33,090,185,000 32,825,111,441 265,073,559

雑収入 504,451,000 523,377,839 △ 18,926,839

帰属収入合計 47,001,147,000 47,357,427,143 △ 356,280,143

基本金組入額合計 △ 7,068,749,000 △ 1,953,121,271 △ 5,115,627,729

消費収入の部合計 39,932,398,000 45,404,305,872 △ 5,471,907,872

収入の部
科目 予算 決算 差異

学生納付金収入 7,578,720,000 7,580,670,000 △ 1,950,000

手数料収入 298,250,000 249,805,260 48,444,740

寄付金収入 1,095,122,000 986,756,618 108,365,382

補助金収入 3,053,659,000 3,517,489,555 △ 463,830,555

　国庫補助金収入 1,981,667,000 2,388,826,062 △ 407,159,062

　地方公共団体補助金収入 1,071,992,000 1,128,663,493 △ 56,671,493

資産運用収入 49,154,000 63,821,993 △ 14,667,993

資産売却収入 2,090,680,000 2,212,050,234 △ 121,370,234

事業収入 34,376,791,000 34,265,452,736 111,338,264

　事業収入 1,286,606,000 1,440,341,295 △ 153,735,295

　医療収入 33,090,185,000 32,825,111,441 265,073,559

雑収入 504,451,000 523,359,330 △ 18,908,330

借入金等収入 1,606,694,000 5,592,682,508 △ 3,985,988,508

前受金収入 1,054,423,500 1,074,628,500 △ 20,205,000

その他の収入 3,629,125,128 3,642,280,638 △ 13,155,510

資金収入調整勘定 △ 7,518,249,474 △ 8,307,544,406 789,294,932

前年度繰越支払資金 17,206,211,447 17,206,211,447 0

収入の部合計 65,025,031,601 68,607,664,413 △ 3,582,632,812消費収支計算書

平成２４年度決算構成比率

資金収支計算書

貸借対照表　

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

※注記 減価償却額の累計額
基本金未組入額

43,294,727,541円
10,716,330,487円

（単位：円）

（単位：円） （単位：円）

消費支出の部
科目 予算 決算 差異

人件費 20,281,983,000 21,259,588,322 △ 977,605,322

　教職員等人件費 19,678,548,000 20,383,681,772 △ 705,133,772

　退職給与引当金繰入額 543,535,000 775,951,500 △ 232,416,500

　退職金 59,900,000 99,955,050 △ 40,055,050

教育研究経費 4,756,562,000 4,513,498,631 243,063,369

医療経費 17,049,083,000 16,417,854,067 631,228,933

管理経費 2,023,992,000 1,905,631,127 118,360,873

借入金等利息 63,217,000 68,190,564 △ 4,973,564

資産処分差額 80,000,000 78,110,835 1,889,165

徴収不能額 13,791,000 3,630,803 10,160,197

徴収不能引当金繰入額 15,923,000 7,800,278 8,122,722

［　予　備　費　］　 406,482,000 406,482,000

消費支出の部合計 44,691,033,000 44,254,304,627 436,728,373

当年度消費収入超過額 1,150,001,245

当年度消費支出超過額 4,758,635,000

前年度繰越消費支出超過額 37,937,808,891 37,937,808,891

翌年度繰越消費支出超過額 42,696,443,891 36,787,807,646

資産の部
科目 本年度末 前年度末 増減

固定資産 62,563,021,854 55,609,146,782 6,953,875,072

　有形固定資産 60,138,908,387 53,781,037,423 6,357,870,964

　　土地 15,765,231,332 15,455,231,332 310,000,000

　　建物・構築物 31,965,089,508 28,801,936,375 3,163,153,133

　　教育研究用機器備品 11,167,785,641 7,327,937,984 3,839,847,657

　　図書 908,738,673 934,428,738 △ 25,690,065

　　建設仮勘定 27,300,000 1,016,509,400 △ 989,209,400

　　その他 304,763,233 244,993,594 59,769,639

　その他の固定資産 2,424,113,467 1,828,109,359 596,004,108

　　有価証券 200,000,000 0 200,000,000

　　教育施設設備等引当特定資産 158,108,333 158,108,333 0

　　退職給与引当特定資産 599,814,667 399,783,556 200,031,111

　　その他 1,466,190,467 1,270,217,470 195,972,997

流動資産 25,361,874,418 21,246,891,042 4,114,983,376

　　現金預金 14,253,696,188 17,206,211,447 △ 2,952,515,259

　　有価証券 3,500,000,000 90,680,000 3,409,320,000

　　その他 7,608,178,230 3,949,999,595 3,658,178,635

資産の部合計 87,924,896,272 76,856,037,824 11,068,858,448

負債の部
科目 本年度末 前年度末 増減

固定負債 16,089,601,272 12,144,127,762 3,945,473,510

　長期借入金 8,939,730,000 5,422,780,000 3,516,950,000

　学校債 20,000,000 70,000,000 △ 50,000,000

　退職給与引当金 6,258,182,574 6,021,104,124 237,078,450

　長期未払金 871,688,698 630,243,638 241,445,060

流動負債 12,770,291,251 8,750,028,829 4,020,262,422

　短期借入金 2,075,732,508 1,543,335,026 532,397,482

　学校債 60,000,000 75,000,000 △ 15,000,000

　前受金 1,074,628,500 1,077,728,500 △ 3,100,000

　その他 9,559,930,243 6,053,965,303 3,505,964,940

負債の部合計 28,859,892,523 20,894,156,591 7,965,735,932

　基本金の部
科目 本年度末 前年度末 増減

第1号基本金 92,742,811,395 90,789,690,124 1,953,121,271

第4号基本金 3,110,000,000 3,110,000,000 0

基本金の部合計 95,852,811,395 93,899,690,124 1,953,121,271

　　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 36,787,807,646 37,937,808,891 △ 1,150,001,245

消費収支差額の部合計 △ 36,787,807,646 △ 37,937,808,891 1,150,001,245

負債の部、基本金の部
及び消費収支差額の部合計 87,924,896,272 76,856,037,824 11,068,858,448

支出の部
科目 予算 決算 差異

人件費支出 20,347,077,000 21,022,509,872 △ 675,432,872

　教職員等人件費支出 19,678,548,000 20,383,681,772 △ 705,133,772

　退職金支出 668,529,000 638,828,100 29,700,900

教育研究経費支出 3,429,163,000 3,195,631,095 233,531,905

医療経費支出 15,138,546,000 14,515,958,739 622,587,261

管理経費支出 1,932,467,000 1,819,303,230 113,163,770

借入金等利息支出 63,217,000 68,190,564 △ 4,973,564

借入金等返済支出 1,615,244,000 1,608,335,026 6,908,974

施設関係支出 4,150,716,000 4,243,343,900 △ 92,627,900

設備関係支出 4,669,483,000 5,442,172,650 △ 772,689,650

資産運用支出 2,200,000,000 5,900,031,111 △ 3,700,031,111

その他の支出 6,229,890,142 6,142,665,485 87,224,657

［　予　備　費　］　 406,482,000 406,482,000

資金支出調整勘定 △ 6,566,414,597 △ 9,604,173,447 3,037,758,850

次年度繰越支払資金 11,409,161,056 14,253,696,188 △ 2,844,535,132

支出の部合計 65,025,031,601 68,607,664,413 △ 3,582,632,812

帰属収入の部 消費支出の部 その他：0.4％

寄付金：2.2％

学生納付金：
16.0％

その他：
2.0％

補助金：7.4％

事業収入：3.1％

管理経費：4.3％

人件費：
48.0％

医療経費：
37.1％

医療収入：
69.3％

教育研究経費：
10.2％



27 広報 vol.221

学校法人兵庫医科大学

28広報 vol.221

学校法人兵庫医科大学

兵庫医科大学開学４０周年記念事業募金状況報告 学校法人兵庫医科大学基金　状況報告
　｢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･名誉教授、退職
者の方々をはじめ、後援会(保護者)､ 同窓会緑樹会、企業等法人･関連病院は言うに及ばず幅広い方々から、温
かいご寄付を賜り、誠に有り難く、厚く御礼申し上げます。
　本学校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広報誌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。

　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。

（募金推進室）H24.7.1～25.4.30 （募金推進室）H21.1.1～25.4.30

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 142件 593,500,000円 340件 239,060,000円 482件 832,560,000円
入　金 139件 568,160,000円 330件 106,504,319円 469件 674,664,319円

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 223件 40,555,000円 512件 31,587,498円 735件 72,142,498円
入　金 221件 40,455,000円 508件 31,357,498円 729件 71,812,498円

寄付申込者ご芳名･法人名一覧
H25.3.1～25.4.30

寄付申込者ご芳名･法人名一覧
H25.3.1～25.4.30

●企業名・金額記載　1社 ●企業名・金額記載　2社●関連病院名・金額記載　2社

●ご芳名のみ記載　7名

●ご芳名のみ記載　15社

3,000,000円 500,000円
300,000円  

●ご芳名のみ記載　1名
渡辺　幸光様

匿名　1名

1,000,000円 
1,000,000円

●ご芳名のみ記載　21名
中西　和子様
髙尾　和良様
髙尾　素子様
木村　千代子様 
大黒　貴様
大黒　幸子様
熊谷　裕美様
平川　敬様 
瀬尾　多嘉子様
天王寺谷　貴様
天王寺谷　裕子様
駒澤　勲様 

治部　和夫様
津村　由美子様 
津村　智和様
寺田　直子様
小寺　景子様
森川　千代子様
福井　明子様
黑田　脩様 
黑田　正子様

（匿名15名） 

中西　憲司様
山田　明美様
岩崎　寮子様
太城　力良様
香川　清和様
西原　力様 
波田　壽一様

小山株式会社様 全兵庫個人タクシー事業協同組合
株式会社白洋舎ユニフォームレンタル西部事業所様

●ご芳名・金額記載　5名
50,000円
50,000円
50,000円
50,000円
5,000円

森　美樹様 
宮﨑　弘悦様
永沼　不二夫様
谷﨑　加津江様
小原　由企子様

医療法人 明和病院様
医療法人社団吉徳会 あさぎり病院様

100,000円
100,000円
50,000円 
30,000円 

髙橋　澄夫様
盛　隆興様 
荒金　和美様  
梅村　仁様  

500,000円
100,000円

末廣　謙様  
松本　真琴様

竹林　宏記様  
小林　秀彦様  
田岡　信明様  
岡本　祐二様  

多田　宏幸様
田路　勝様
安田　好文様
中山　佐知子様
日野　隆夫様
鈴木　久美様

梶　勝博様   
浜田　邦久様
上田　稔様   
鈴木　明良様
高城　一彦様
(匿名2名)

興和創薬株式会社様
有限会社 クレオ様
株式会社三晃空調様
株式会社　やよい様
株式会社 大塚製薬工場様
アレクシオン　ファーマ合同会社様
サノフィ株式会社様 
味の素製薬株式会社様
八洲薬品株式会社様
中外製薬株式会社様
パナソニックES産機システム株式会社近畿支店様
都築テクノサービス株式会社様
株式会社ロイヤルホテル様
株式会社ティエムケイ様
株式会社ジャパンビバレッジウエスト様
(匿名7社)

●ご芳名のみ記載　4社
アイホン株式会社大阪支店様    
サンベビー株式会社様     
ヤンマーエネルギーシステム株式会社様   
鹿島建設株式会社関西支店様

●ご芳名のみ記載　3社
櫻根皮フ科様     
医療法人　藤田会様     
医療法人社団一葉会佐用共立病院様

●ご芳名・金額記載　4名

●ご芳名・金額記載　2名

●ご芳名のみ記載　4名

●ご芳名のみ記載　11名

〔企業等法人〕 （23社） 〔企業等法人〕 （6法人）

〔後援会〕 （1名）

〔その他個人〕 （1名）

〔関連病院等〕（5法人） 〔その他個人〕 （41名）

〔教職員〕（7名）
〔同窓会緑樹会〕（ 8名）

〔教職員〕（15名）

　省エネルギー推進のため、平成２５年５月１日から１０月３１日の期間において、教
職員のクールビズを実施しています。（平成２５年６月１日からはスーパークールビズ
を実施。）

 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、部署により暑いときは半袖カッターを着用するなど軽装勤務を実施し、臨床
現場以外での冷房中室温は２８℃を下回らないように取り組みます。
　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

クールビズの実施について

［お詫び］前号220号にて、一部敬称に記載漏れがございましたことをお詫びいたします。
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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/guide/public/tvinfo.html
新聞等掲載記事一覧   　　　　http://www.corp.hyo-med.ac.jp/guide/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

読売テレビ 「サンデー・ドクター」 4月7日 下部消化管科
中村 志郎 教授

『しつこいおなかの悩み解消「過敏性腸症候群」の治療』のテー
マについて 解説された様子が放送されました。

読売テレビ 「関西情報ネットten!」 4月15日 公衆衛生学
島 正之 主任 教授

PM2.5とぜんそくの因果関係についての研究結果などにつ
いてコメントした内容が放映されました。

朝日放送
（テレビ朝日）

「みんなの家庭の医学 
～あなたの県は第何位？ 大発見! 全国都
道府県別 健康長寿の秘密!! 第4弾～」

4月30日 上部消化管科
三輪 洋人 主任教授

沖縄県民には胃炎・胃潰瘍が少ない理由や胃がんのリスクを
下げる食材などについてコメントした内容が放映されました。

読売テレビ 「サンデー・ドクター」 4月28日、
5月5日

内分泌・代謝科
山本 徹也 特別招聘 教授

『あなたの尿酸値は？増える「痛風」予備軍』、『激痛はもうイ
ヤ！「痛風」の予防法と薬物療法 』の2テーマについて解説さ
れた様子が放映されました。

毎日放送 「ちちんぷいぷい」 5月14日 小児科 服部 益治 教授 風疹の流行について解説した様子が放映されました。

ラジオ関西 「みんなの健康相談」 5月25日 小児科 服部 益治 教授 夜尿症の対応などについて解説した様子が放送されました。

FM‐FUJI 「FM‐FUJI　Yes! Morning」 5月27日 小児科 服部 益治 教授 熱中症の対応などについて解説した様子が放送されました。

関西テレビ 「関西情報ネットten!」 5月28日 循環器内科
高橋 敬子 准教授

難病指定されている「肺高血圧症」についての特集にて、疾患
の症状や治療などについて解説した様子が放送されました。

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1日 ささやま医療センター
福田 能啓 病院長

胃がんの発症につながるとされる「ヘリコバクター・ピロリ」の除菌治療について
の記事にて、ピロリ菌と胃がんの因果関係や、慢性胃炎に関しても保険適用が認め
られたこと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7日 下部消化管外科
冨田 尚裕 主任教授

4月6日に開催された大腸がんをテーマとした市民公開講座の記事にて、大腸がん
の治療についてなどコメントした内容などが掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 4月9日 公衆衛生学 島 正之 主任教授 超微粒子状物質PM2.5への対応についてコメントした内容が掲載されました。

朝日新聞（朝刊） 4月19日 総合診療科 森本 剛 教授 小児入院患者の薬による健康被害の実態調査について、調査結果などが掲載され
ました。

読売新聞（朝刊） 4月23日 皮膚科 夏秋 優 准教授 トコジラミの被害の記事にて、イエダニとの区別法や刺された際の対処法につい
て,コメントした内容などが掲載されました。

毎日新聞折込み（奥様メモ・カレンダー） 4月26日 産科婦人科 田中 宏幸 講師 「保存版 健康質問箱」のコーナーにて、田中 宏幸講師監修による「日常の気になる
症状セルフケア vol.5 生理痛（女性）」と題された記事が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 4月29日 ささやま医療センター
福田 能啓 病院長

終末期医療における胃ろうのポイントの記事にて、コメントした内容などが掲載
されました。

神戸新聞（朝刊） 4月29日 下部消化管外科
冨田 尚裕 主任教授

神戸市内で開催された市民公開講座「大腸がんに負けないためには」の特集記事に
て、正しい生活習慣の重要性など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） 4月30日 産科婦人科 澤井 英明 准教授 致死性骨異形成症の記事にて、病名の妥当性について調査した内容などが掲載さ
れました。

神戸新聞（朝刊） 5月4日 超音波センター
飯島 尋子 センター長

肝臓がんの記事にて、従来よりも早期がんを発見しやすい新しい造影剤の有用性
について、コメントした内容などが掲載されました。

読売新聞（朝刊） 5月5日 兵庫医科大学病院 「病院の実力」（神経難病）において、兵庫医科大学病院神経・脳卒中科の治療実績
（2012年）が掲載されました。

朝日新聞（朝刊）、神戸新聞（朝刊）、
産経新聞（朝刊）、日本経済新聞（朝刊）、
毎日新聞（朝刊）、読売新聞（朝刊）

5月8日 兵庫医科大学病院 新型出生前診断の記事にて、兵庫医科大学病院が新たな実施病院として、日本医学
会より認定を受けた内容などが掲載されました。

読売新聞（朝刊） 5月17日 上部消化管科 三輪 洋人 主任教授 「医療ルネサンス」のコーナーにおいて、見えない胃腸病と題された記事の中で過
敏性腸症候群についてコメントした内容などが掲載されました。

東京新聞（朝刊） 5月18日 乳腺・内分泌外科 三好 康雄 教授 遺伝子検査による乳がん予防の記事にて、遺伝子検査に対する日本や欧米の社会
的環境などについて、コメントした内容が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 5月19日 産科婦人科 澤井 英明 准教授 致死性骨異形成症の記事にて、病名の妥当性について調査した内容などが掲載さ
れました。

神戸新聞（奥さま手帳） 5月20日 泌尿器科 樋口 喜英 講師 尿路結石の記事にて、病状の特徴や治療法についての質問に対して回答した内容
などが掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 5月20日 学校法人兵庫医科大学
2012年11月に設立された学校法人兵庫医科大学　中医薬孔子学院の概要などにつ
いての記事と、2013年5月24日に開催される中医薬孔子学院市民健康講座の案内
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27日 下部消化管科 中村 志郎 教授 「保存版 健康質問箱」のコーナーにて、中村志郎教授監修による「日常の気になる症
状セルフケア vol.6 【便秘・下痢】」と題された記事が掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 5月28日 兵庫医療大学 看護学部
西村 明子 准教授

「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーの『産後うつ病』と題された記
事にて、発症原因や子供への影響について、西村明子准教授が寄稿された内容が掲
載されました。

神戸新聞（朝刊） 5月31日 学校法人兵庫医科大学
新家 荘平 理事長

『「たばこなき社会」を目指して』と題した世界禁煙デーの記事にて、たばこによる健康
被害や全学的な禁煙への取組み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。
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8～12日 兵庫医科大学 第1学年次　早期臨床体験実習Ⅰ
10日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「肝硬変と栄養」

20～21日 兵庫医科大学 医学教育　ミニ・ワークショップ
24日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「採血を受けていただくにあたって」
27日 兵庫医科大学病院 平成26年度　臨床研修医採用試験

日未定 ささやま老人保健施設 七夕まつり

7月

1日・2日 兵庫医科大学病院 看護学生インターンシップ
2日 兵庫医科大学 オープンキャンパス
3日 兵庫医科大学病院 サマーコンサート

5～10日 兵庫医療大学 早期臨床体験実習（ECE）
10日・11日 兵庫医療大学 オープンキャンパス

14日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「小児内視鏡外科手術の現況－きずのない手術－」
14日～15日 兵庫医科大学病院 看護学生インターンシップ

20日 兵庫医科大学 オープンキャンパス
24日 ささやま医療センター 納涼祭

24日・25日 兵庫医療大学 オープンキャンパス
31日 学校法人兵庫医科大学 第4回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

8月初旬 兵庫医療大学 リハビリテーション学部対象社会人スキル対策講座
8月中旬 兵庫医療大学 保健師ガイダンス

8月

平成２５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！

TOPICS
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0120-6123-67（フリーダイヤル）

　５号館の正門横にある、リュウゼツランの花の
芽が伸び始めました。
　リュウゼツランの花は40年～50年に1度しか
咲かず、生涯に1度しか花を咲かせないといい、
開花がみられるのは大変貴重だということです。
開花予定は7月頃ということで、開花の様子は次
号お伝えいたします。

リュウゼツランの花の芽が伸び始めました

[2013年6月6日撮影]
※兵庫医科大学のリュウゼツランについて、植えられた当時の

経緯など情報をお持ちの方は、ぜひ広報課までご連絡ください。
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　開学の約２年後となる２００９年３月に完成した体育
館は、兵庫医療大学の正門を通ってすぐにその姿を現し
ます。
　１階には多目的ホール、２階にはバスケットコート（２
面）、バレーコート（２面）などが取れるアリーナがありま
す。多数のクラブ活動が行われ、多目的ホールやミーティ
ングルームは学生たちの憩いの場となっています。

兵庫医療大学　体育館（G棟）

探大学 訪

〒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




