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１日目：オリエンテーション
兵庫医科大学病院の概要や、実習中に指導を受ける看護師の業
務などについて看護部長より説明を受けるほか、病院実習にふ
さわしい身だしなみについて確認します。

１日目：オリエンテーション
プログラム内容の紹介、および、実習に際しての心構えや注意事項等について、
兵庫医療大学で事前に説明を受けます。

２日目：病院説明・ガイダンス
兵庫医療大学には薬・看護・リハビリテーションの３学部があるため、この実
習を通して、自らが目指す医療専門職のみならず、将来協働するかもしれない
他の医療専門職についても同時に理解し、チームで働くことの重要性を実感し
ます。病院概要紹介に加え、薬剤部、看護部、リハビリテーション部の施設や業
務等について、各医療専門職者からそれぞれ説明を受けます。

３日目：病棟見学実習
実習にふさわしい身だしなみであるかチェックを受けた後、１グループ４～
５人の３学部混成グループにて各病棟へ。病棟では、看護師の業務について教
えてもらったり、入院患者さんと実際にコミュニケーションを取ったりします。

４日目：グループ別発表会
実習を回ったグループごとに、病院実習の成果を発表。他グループが発表した
ことに対して質疑し、積極的な意見交換も心がけます。

２・３日目：病棟実習
１グループ５～６人ごとで病棟に向かい、検温や与薬、清拭・リ
ネン交換、食事介助、看護記録など、病棟で行われる業務の見学

（一部介助）を行って、看護師の仕事の流れを理解。また、患者さ
んの気持ちや入院生活、看護師と他の医療職者との連携につい
ても学びます。

4日目：グループ別発表会
実習グループに分かれて準備を行い、グループごとに実習の成
果を発表。また、他グループの実習内容や感想を聞き、質問や意
見交換などをしながら成果を共有します。

　病院見学とは別の日程で、２大学４学部が集まり、学部混成のグループに分かれて３日間合同で学びます。
合同授業の流れは、高学年次に行う「チーム医療演習」（P １- ５参照）と同様に、自分と異なる学部生とともに、
グループ試験やグループ内討議、発表準備そして発表に挑むというプログラムです。他学部生と共通の課題に
取り組むことにより、疾患に対する考え方を多角的に理解します。

兵庫医科大学（医学部）体験実習

1年次
４学部合同チュートリアル（TBL形式）

兵庫医療大学（薬学部、看護学部、
リハビリテーション学部）体験実習

実施場所は兵庫医療大学
（神戸キャンパス）！！

授業気になる 兵庫医科大学・兵庫医療大学の
魅力たっぷりの授業をご紹介します！

アイスブレーキング 発表準備

グループ優秀賞表彰

グループ討議

グループ発表

医師になったら見られ

ないであろう視点で

見ることができた。

患者さんとも医療職者とも、
コミュニケーションを取ることが
何よりも重要だと感じた。

医師だけが治療するので
はなく、チームで働くこと
の大切さを理解できた。

ー 両大学・学生の感想（抜粋） ー

実施場所は兵庫医科大学病院！！

実施場所は兵庫医科大学病院！！

1年次

「早期臨床体験実習
」

　早期臨床体験実習（Early Clinical Exposure）は、医学部・薬学部・看護
学部・リハビリテーション学部に入学したばかりの学生が、兵庫医科大学
病院にて実際に医療現場を体験する実習です。この実習を通して、医療人
としての自覚を持ち、医療人への理解をさらに深めてもらうことを目的と
しています。また、4学部合同による演習もこの授業内で実施します。



柔道部が第６７回西医体で女子個人戦 優勝、
男子団体戦 ベスト８に！
平成２７年度 第６７回西日本医科学生総合体育大会が行わ れ 、柔道部が女子個人戦で優勝 、男子団体
戦 決勝トー ナメントで ベスト８と い う好成績を収め ま し た 。

兵庫医科
大学

～西医体 そのほかの結果～
・バスケットボール部（男子団体戦） ベスト８
・陸上競技部（女子８００ｍ） ３位入賞
・ヨット部（スナイプ級） ２位入賞
・ヨット部（総合） ４位入賞

柔道部

ヨット部 バスケットボール部
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女子バスケットボール部が全日本薬学生
バスケットボール選手権大会で3位に！

CLUB 課外活動紹介

兵庫医療
大学

　兵庫医療大学のキャンパスを訪れたことがある方は、きっと目にしたことのあ
る「ふくろう」。なぜ「ふくろう」がシンボルであるのか、皆さんはご存じですか？
　ふくろうは、ギリシャ神話で“学問・知恵の女神 アテナ”の象徴であるとさ
れ、ヨーロッパでは“学問の神様”と崇められることもある動物です。兵庫医
療大学に集う学生が、学問と真摯に向き合い、多くのことを学び、確かな医療
技術を身に付けることができるようにとの願いを込めて、開学時からふく
ろうをシンボル化しました。
　学内には、P棟北館のステンドグラスや噴水など、ふくろうを模したアー
トがあるほか、大学祭の名称“海梟祭”にもその文字が使われています。

噴水 “梟のいずみ”
キャンパスの中央に在る噴水 “梟のいずみ”。
中心には、ポーズも向きも異なる３羽のふくろうが並び、
学校法人 兵庫医科大学の建学の精神を表現しています。

・「人間への幅広い科学的理解」の必要性に　“気づく”　　
・「人間への深い愛」を師や学友との交流を通じて　“学ぶ”
・「社会の福祉への奉仕」を標榜し、実践の場へ　“羽ばたく”

学校法人兵庫医科大学の“すごい”や“隠れた魅力”をご紹介します！

知
ってる？兵庫医療大学

ステンドグラスのデザイン・
制作は、業界でも著名な三浦啓子
先生によるもの。
新家荘平理事長のご友人であ
るというご縁から､ 制作を依
頼することになったそう！

兵庫医療大学のシンボル
「ふくろう」に

込められた想い

～こころと身体をつなぐ～　
兵庫医科大学病院 精神科リエゾンチーム
兵庫医科大学病院では、医療の向上を図るため8つの医療チームが活動中です。
今回は、その中から１チームをご紹介します！

　「リエゾン」とは、フランス語で“つなぐ”を意味します。人のこころと身体はバラバラ
ではなく、身体の調子が悪くなれば、こころは落ち込んだりイライラしたりします。また、こころが良
い状態であると、身体の治療もスムーズに進むことが少なくありません。
　しかし、専門家が専門領域の診断・治療を行うことが多い現代の医学は、「身体とこころのつながりに
配慮した対応」をすることは、幾分か苦手だといわれています。
　そこで兵庫医科大学病院では、救急病棟や内科病棟での精
神的な問題に対応するため、精神科神経科の医師、リエゾン
専門看護師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、作業療法士と
いったさまざまな職種で構成された「精神科リエゾンチーム」
を平成24年10月に発足させました。
　病棟の看護スタッフや主治医とカンファレンスを持ち、患
者さんの身体とこころにどう対応すればいいか、薬物療法や
リハビリ、退院後のサポート等について話し合い、必要なと
きには直接診察や心理療法などの各種療法、面談を行います。
患者さんを取り巻くさまざまな問題をつなぎ、良い方向に向
かっていくことがチームの目標です。

チーム

力の

構成メンバー
精神科医師４名
リエゾン精神看護専門看護師１名
臨床心理士１名
作業療法士１名

西医体 柔道部 女子個人戦 優勝者コメント
3 年次 熊本 友子さ ん

「 ご多忙の中来て下さっ た先生や OB の方々
の応援の元 、優勝で き て一安心で す 。関西圏柔道部は
仲 が よ く 、他 大 学 の 方 か ら も 応 援 を も ら い 選 手 冥 利
に 尽 き る 一 日 で し た 。来 年 の 西 医 体 で は 兼 部 し て い
る ゴルフ部と の ダブル入賞が目標で す」 

平成２７年 8 月 12 日か ら 15 日ま で 、平成 27 年度全日本薬学生バスケ ッ トボ ー ル選手権大会が新潟
県で行わ れ 、本学 女子バスケッ トボー ル部が 3 位と い う好成績を収め ま し た 。

その他の団体も活躍しています！
8/11～8/15
第69回関西薬学生バドミントン大会　女子団体　3位

8/24～8/26
第69回関西薬学生卓球大会　寺池 巧真さん　優勝

「準決勝でこの大会の優勝校に惜しくも3点差で敗れましたが、次の3位決定戦をしっかりと勝つことができて良かったです。結果はもちろん、5日間の遠征となったことで長期間メンバーが一緒に過ごすことができ、団結がさらに深まった気がします。春の石神杯で優勝し、この大会も優勝を狙っていたので残念ですが、来年こそは優勝できるよう、学業と両立させながら練習を頑張っていきたいと思います」※兵庫医療大学ホームページのキャンパスブログでもインタビュー内容を詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください！

女子バスケットボール部 インタビュー

PICK UP
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　学校法人兵庫医科大学中医薬孔子学院初代副学院長の後任として、協定を結ぶ北京中医
薬大学から孔子学院本部を通じて派遣されました。「中医薬」に特化した本学院で活躍で
きますことをとても光栄に存じます。
　中日文化交流の長い歴史の中で、両国民はお互いに学び合い、共に発展してきました。
中国後漢時代の名医張仲景が考案した漢方処方は、今でも日本国民の健康を守り、日本の
医療保険に応用されています。また、中国医学の多くの書物は日本で保存され、伝統医学
伝承の役割を果たしています。
　本学院が、中日両国の文化・中医学交流の懸け橋となるだけではなく、東方文化を伝播
し、さらに素晴らしい功績を構築できるよう、私は全力を尽くしたいと考えております。
　本学院のますますの発展と中日両国民の健康福祉に貢献できるよう、一緒に努力いた
しましょう。

中国側学院長
（副学院長）

梁
りょう

 永
え い せ ん

宣

中医薬孔子学院 中国側学院長（副学院長）就任挨拶

次の通り理事・評議員の異動がありました。
評議員
選任（Ｈ２７.０８.０１）一般社団法人 兵庫県理学療法士会 会長 岩井 信彦
人事異動に伴う辞任 一般社団法人 兵庫県理学療法士会 前会長 棏平 司

理事・評議員の異動

■ 兵庫医療大学
日本地域看護学会「奨励論文賞」
受賞者：看護学部 土井 有羽子 准教授
受賞研究：「生活機能評価を受診した女性高齢者における自宅内転倒者の実態とその要因」
■ 兵庫医科大学病院
一般社団法人 日本運動器科学会「学会奨励賞」
受賞者：リハビリテーション部 理学療法士 瀬戸川 啓

兵庫医療大学 看護学部 教授就任（10月1日）挨拶

看護学部 教授
西村 明子

　このたび、母性看護学の教授を拝命いたしました。私は、兵庫医療大学が開学した年に
着任し、学生と教職員が一緒になって新しい大学をつくる経験をさせていただきました。
一期生も社会人５年目となり、今後は、卒業生のキャリアアップにもつながる魅力ある
大学づくりに貢献したいと考えております。
　母性看護学は、周産期を中心に女性の生涯の健康を支える学問領域ですが、私は父親に
注目し、約１割の父親が産後うつ状態であり、夫婦関係の悪さと関連があることを発見
しました。今後も夫婦を一単位として母性看護学領域の研究に取り組み、教育に活かし
て参りますので、皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

おめでとうございます ―表彰および受賞紹介―

兵庫医科大学 平成２６年度
ベストティーチャー賞・教員学術賞・大学院生学術賞 授与

各賞受賞

　平成２７年９月３日の教授会にて「平成２６年度ベストティーチャー賞」「教員学術賞」「大学院生学
術賞」の表彰が行われ、受賞者には、中西学長から賞状（盾）と副賞などが手渡されました。

●ベストティーチャー賞
　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２６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。
　第１学年次　大門 貴志 教授〔医療統計学〕
　第２学年次　内山 良介 講師〔病原微生物学〕
　第３学年次　松永 寿人 主任教授〔精神科神経科学〕
　第４学年次　小谷 穣治 主任教授〔救急・災害医学〕
　第５学年次（臨床実習）
　　　　　　クリクラ部門　総合内科
　　　　　　ポリクリ部門　小児科

●教員学術賞、大学院生学術賞
　この賞は、教員と大学院生を対象に優れた学術的研究を行った者に対して贈られる賞です。
　　・教員学術賞
　　　近藤 隆 助教〔内科学 消化管科〕
　　　松下 一史 講師〔先端医学研究所 アレルギー疾患研究部門〕
　　・大学院生学術賞
　　　巽 恵美子〔医科学専攻 高次神経制御系 耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学〕
　　　吉川 恭平〔医科学専攻 器官・代謝制御系 口腔科学〕

第1学年次ベストティーチャー賞
大門 教授

受賞した松下講師と近藤助教 受賞した巽先生と吉川先生

■ 兵庫医科大学
第８０回JSICR 第１２回奨励賞（アレルギー疾患研究部門）
受賞者：松下 一史 講師

教
員
学
術
賞

大
学
院
生
学
術
賞

就任関連

緑樹会
緑樹会（兵庫医科大学同窓会）会長は、石藏礼一会長の再任となりました。
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人事情報 人事部より7月～9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。

西宮キャンパス

区分 氏名 これまでの職名等 発令された職名等 発令日

昇任

平松 治彦 講師〔医療情報学〕 准教授〔医療情報学〕 2015.08.01

山本 晴生
財務部次長
財務部経理課長兼任
学務部新教育研究棟担当兼務

経理部長 2015.08.01

香川 清和 総務企画部施設整備課長
総務企画部経営企画課兼務

総務部次長（施設整備担当）
経営企画室経営企画課兼務 2015.08.01

配置
換え・
兼任等

藤原 康宏 准教授〔情報学〕 准教授〔情報学〕
情報センター副センター長兼任 2015.08.01

宮﨑 彩子 准教授〔臨床検査医学〕 准教授〔臨床検査医学〕
臨床遺伝部兼務 2015.07.16

大植 孝治 准教授〔外科学 小児外科〕 准教授〔外科学 小児外科〕
医学教育センター兼務 2015.07.01

増山 理 主任教授〔内科学 循環器内科〕 主任教授〔内科学 循環器内科〕 
先進血管治療学兼務 2015.06.01

多田 宏幸 事務局長 事務局長
経営企画室経営企画課兼務 2015.08.01

大西 正明 財務部長 物流センター担当部長
物流センター副センター長兼任 2015.08.01

中村 高志 物流センター担当次長
物流センター副センタ―長兼任 物流センター担当次長 2015.08.01

阪永 諭 情報センター担当次長 情報センター担当次長
情報センター副センター長兼任 2015.08.01

村上 央展 人事部次長
総務企画部経営企画課兼務

人事部次長
総務企画室経営企画課兼務 2015.08.01

入江 猛
総務企画部次長（広報・経営企画担当）
総務企画部広報課長兼任
総務企画部経営企画課長兼任

経営企画室担当次長
経営企画室広報課長兼任
経営企画室経営企画課長兼任

2015.08.01

採用 藤谷 昌司 准教授〔解剖学 神経科学部門〕 2015.07.01

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

(一社)神緑会 11C標識コリン PET/CTの検査体制の構築および臨床評価 北島 一宏 400

(公財)武田科学振興財団 円口類を用いた、脊椎動物における対鼻化の進化発生学的解析 菅原 文昭 2,000

(公財)武田科学振興財団 光遺伝学的調息による恐怖記憶の消去効果 中村 望 2,000

（単位：千円）

兵庫医科大学開学４０周年記念事業募金
（募金推進課）Ｈ24.7.1～H27.9.15

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 193 1,149,935,000 506 305,685,446 699 1,455,620,446
入　金 192 1,015,715,000 504 271,581,746 696 1,287,296,746

500,000円

30,000,000円
5,000,000円

新村 健 様 

●ご芳名のみ　9名

●ご芳名・金額記載　1名

●ご芳名・金額記載　2名

〔役員・教職員等〕 （17名）〔企業等法人〕 （2社）

ｼｰﾒﾝｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 様
●ご芳名のみ　1社

兵庫医科大学後援会 様
勝田 修弘 様

飯尾 祐加 様
石藏 礼一 様
魚崎 須美 様
垣花 美智子 様
木村 卓 様
戴 毅 様
濵田 真実 様
廣田 省三 様
前田 勝彦 様

皆様からのご協力に感謝し、心より御礼申し上げます。

寄付申込者ご芳名･法人名一覧 Ｈ24.6.16～H27.9.15

（匿名 7名）

（匿名１社）

（匿名2名）

〔緑樹会・後援会・その他個人〕 （4名）

学校法人兵庫医科大学基金 兵医・萌えの会 状況報告
（募金推進課）H21. 7. 1～　H27.9.15

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 288 61,355,000 1,098 84,085,498 1,386 145,440,498
入　金 288 61,355,000 1,091 83,635,498 1,379 144,990,498

寄付申込者ご芳名･法人名一覧 H27. 6.16～　H27. 9.15

50,000 円
500,000 円
500,000 円
50,000 円
50,000 円
50,000 円

500,000 円
50,000 円
50,000 円

飯田 美奈子 様
泉 政和 様
大浦 明子 様
大西 誠 様
角井 義夫 様
佐々木 宏 様
佐藤 加津子 様
中田 明子 様
中村 仁 様

●ご芳名・金額記載　9名

●ご芳名のみ　21名

株式会社ｴｲﾁ･ｱｲ 様
株式会社ﾏﾙﾀﾏﾌｰｽﾞ 様
有限会社ｴｲﾁ･ｱｲ･ｻｰﾋﾞｽ 様

〔企業等法人〕 （7社）

500,000 円
500,000 円
100,000 円

●ご芳名のみ　2社

〔緑樹会・後援会・その他個人〕 （51名）

〔役員・教職員等〕 （2名）

●ご芳名・金額記載　3社

ｱﾙﾌﾚｯｻ株式会社 様
鹿島建物総合管理株式会社関西支社 様

石田 園治 様
石田 二三子 様
日下部 管子 様
日下部 昇 様
黒田 順 様
黒田 佳治 様
小松 健男 様
坂本 惠美子 様
辰巳 藏之助 様
玉木 明美 様
玉木 桜子 様

玉木 真澄 様
利川 在賢 様
福谷 和明 様
藤井 揚子 様
古川 孝行 様
古川 真佐子 様
松田 昂大 様
松本 洋子 様
柳 孝代 様
吉岡 紀雄 様

（匿名 2社）

●ご芳名のみ　2名
松本 順司 様
森田 泰夫 様

（匿名 21名）

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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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！ 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 放送日 関連者 概要

朝日放送
たけしの
健康エンターテイメント！
みんなの家庭の医学

7月7日 消化管内科
三輪 洋人 主任教授

胃痛に関する特集にて、昆布の成分「アルギン酸」と胃痛予
防の関係や、自律神経の乱れによる胃痛「機能性ディスペプ
シア」のための、「自律神経を整える呼吸法」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。

NHK総合 ニュース神戸発 7月21日 小児科
服部 益治 教授

熱中症に関する特集にて、高齢者でも簡単にできる熱中症
対策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 かんさい情報ネットten 7月21日 皮膚科
夏秋 優 准教授

虫刺されに関する特集にて、蚊に刺された時の症状や、刺され
ないための対策などについて解説した内容が放送されました。

朝日放送 おはよう朝日です 7月21日 皮膚科
夏秋 優 准教授

虫刺されに関する特集にて、皮膚炎の原因となる虫、デング
熱の症状、マダニやブユの生息地などについて解説した内
容が放送されました。

朝日放送 キャスト 8月5日 小児科
服部 益治 教授

怖さを感じると寒くなる原理について解説した内容が放送
されました。

毎日放送 ニュース 8月5日
兵庫医科大学
免疫学
善本 知広 主任教授

PM2.5と鼻炎悪化の関係について発表した内容が放送され
ました。

テレビ朝日 スーパーJチャンネル 8月10日 小児科
服部 益治 教授

帰省シーズンの車内の脱水症と熱中症について解説した内
容が放送されました。

朝日放送 おはよう朝日です 8月11日 小児科
服部 益治 教授

熱中症の危険や対策についてスタジオで解説した内容が放
送されました。

日本テレビ news every 8月12日 小児科
服部 益治 教授

帰省の渋滞中の車中の過ごし方に関して、脱水症の注意点
などについて解説した内容が放送されました。

ABC
ラジオ 健やかライフ 8月31日

～9月4日
冠疾患科
石原 正治 主任教授 脂質異常症について解説した内容が放送されました。

サンテレビ 「ニュース」 9月18日 兵庫医科大学病院 兵庫医科大学病院で行った防災訓練の様子が放送されま
した。

ＮＨＫ 
Eテレ・総合 「きょうの健康」 9月22日 眼科

三村 治 主任教授
眼けん下垂についてスタジオで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」 9月25日 小児科
服部 益治 教授

インフルエンザ予防のための新型ワクチンについて、
スタジオで解説した内容が放送されました。

テレビ ・ラジオ出演情報　7 月から 9 月

掲載媒体 掲載日 関連者 概要

毎日新聞（朝刊） 7月7日
兵庫医療大学 
リハビリテーション学部
森沢 知之 講師

「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーにて、『身体活動量』と題し、地域全体での
健康寿命の延伸などについて寄稿した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 7月11日 整形外科
吉矢 晋一 主任教授

「ひょうごの医療」コーナーにて、変形性膝関節症の症状や治療法について解説した内容が掲
載されました。また、同科の奥野 真起子病院助手のコメントも掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 7月14日
兵庫医療大学 
リハビリテーション学部
宮本 俊朗 講師

「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーにて、『なぜ筋肉が重要か』と題し、筋肉
の衰えによる身体への影響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） 7月15日 小児科
服部 益治 教授 熱中症に関する記事にて、高齢者の暑さ対策などについて解説した内容が掲載されました。

産経新聞（夕刊） 7月24日 総合診療内科
新村 健 主任教授

カロリー制限に関する記事にて、年齢や健康状態との関係などについて解説した内容が掲
載されました。

毎日新聞（朝刊） 7月28日
兵庫医療大学 
リハビリテーション学部
松井 徳造 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、『職場のうつ病』と題し、職場復帰
に向けたうつ病の復職支援などについて寄稿した内容が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 8月2日 兵庫医科大学病院 「病院の実力」(看護外来)において治療実績(2014年)が掲載されました。

毎日新聞（朝刊）・神戸新
聞（朝刊）・丹波新聞（朝刊）

8月3日・
9日・10日 ささやま医療センター 丹波地域で初めて「回復期リハビリテーション病棟」を設置した病院として紹介されました。

毎日新聞（朝刊） 8月4日
兵庫医療大学 
リハビリテーション学部
有吉 正則 講師

「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーにて、『障がい児童の支援』と題し、教員
と作業療法士の連携の重要性などについて寄稿した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊）・毎日新
聞（朝刊）・読売新聞（朝刊）

8月6日・
9日

兵庫医科大学
免疫学
善本 知広 主任教授

PM2.5とアレルギー性鼻炎悪化の関係について発表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） 8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」のコーナーにて監修を行った「健康診断を終えたら、はじめどき！診断
結果から考えるからだ改善計画！vol.9【尿酸値が高い】」と題された記事が掲載されました。

日本産業新聞 8月26日 兵庫医科大学病院 兵庫医科大学病院 脳神経外科に導入した遠隔医療ロボットが紹介されました。

丹波新聞 8月27日 ささやま老人保健施設 ささやま老人保健施設で開催された「第16回納涼祭」について掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 8月31日 上部消化管外科
笹子 三津留 主任教授 胃がんの検査や治療について解説した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊）・毎日新
聞（朝刊）・読売新聞（朝
刊）・産経新聞（朝刊）・朝
日新聞（朝刊）

9月1日・
2日・15日

兵庫医科大学 
生理学 生体機能部門
越久 仁敬 主任教授

脳卒中などが原因で起こる嚥下障害に対する新たな治療法ついて発表した内容が掲載され
ました。

茨城新聞（朝刊） 9月2日 救命救急センター
久保山 一敏 講師

茨城県で行われた広域搬送訓練について、航空搬送拠点臨時医療施設(SCU)の本部長とし
て参加してコメントした内容が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 9月6日 兵庫医科大学病院 「病院の実力」(がん診療連携拠点病院の年間実績）において、治療実績(2013年)が掲載され
ました。

産経新聞（朝刊） 9月13日
兵庫医療大学
看護学部
神﨑 初美 教授

9月12日に兵庫医療大学で開催した「急病・災害時に自助共助でご近所の底力を発揮するた
めのノウハウ」と題した公開講座の様子と、看護学部の神﨑初美教授のコメントが掲載され
ました。

神戸新聞（朝刊） 9月17日 総合診療科
新村 健 主任教授

兵庫医科大学、兵庫医療大学、ささやま医療センターのグループが行っている、要介護状態
になる前の「フレイル」に関する研究について紹介した内容が掲載されました。

朝日新聞（朝刊） 9月22日 消化管内科
三輪 洋人 主任教授

胃食道逆流症の症状や治療などについて、兵庫医科大学病院 消化管内科の三輪洋人主任教
授が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） 9月25日 整形外科

圓尾 圭史 助教
「保存版 健康質問箱」のコーナーにて、圓尾助教が監修を行った「健康診断を終えたら、はじ
めどき！診断結果から考えるからだ改善計画！vol.10【骨密度の低下】」と題された記事が
掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 9月29日 兵庫医療大学 看護学部
岡田 公江 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、『低栄養 胎児に悪影響』と題し、
母体の栄養状態と胎児の成長の関係などについて寄稿した内容が掲載されました。

新聞・雑誌等 出演情報　7 月から 9 月

報道機関への出演・掲載

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広報課へご連絡ください。

個人情報の紛失について（お詫び）
　平成27年9月24日付で報道発表させていただきましたとおり、平成27年4月1日から6月30日までの間に糖尿病・内分泌・代謝内科を受診されました患
者さまの個人情報が入ったＵＳＢメモリー（電子記録媒体）１個を紛失いたしました。
　兵庫医科大学病院では、患者さまからのご意見等を厳粛に受け止め、今後のさらなる管理体制強化に向けて、下記のとおり職員教育を中心に取組むことと
いたしました。これに伴い、先ず個人情報の取扱いについて、10月9日（金）、病院職員を対象に、病院長が再発防止に向けて、より厳格な指導を行いました。
このたびの個人情報の紛失に関連して、ご心配、ご迷惑をおかけいたしました患者さま並びに関係各位には、改めまして心よりお詫び申し上げます。

記
■管理体制強化に向けての主な取り組み
　①ＵＳＢメモリー等の電子記録媒体に個人情報を記録する場合、第三者には個人情報が特定できないようにする。（データファイルの暗号化）
　②個人情報が記録された電子記録媒体については、各部署で決められた場所に保管するよう周知徹底する。その他、本学の個人情報保護規程に定められた
　　内容を併せて周知徹底する。
　③個人情報が記録された電子記録媒体の使用については、使用、返却等の記録（台帳管理）を必ず行う。
　④個人情報に関する管理体制組織図（各部署の管理担当者等の氏名とその役割を明記）を作成し、同組織図は各部署の職員の目につきやすい場所に常時掲
　　示する。
　⑤個人情報に関する管理体制については、学校法人の個人情報監査役による月1回の点検を実施する。
　⑥個人情報の取扱いに関してさらに職員教育を徹底するため、毎年4月の新入職者に対する教育に加えて、今後、次のことを行う。
　　1）全教職員を対象にした個人情報に関する講演会を、年1回以上実施する。本年は、11月9日（月）に外部講師を招聘して行う。
　　2）職員教育の一環として、「個人情報取扱チェックシート」を作成し、各部署に定期的（4月と10月の年2回）に配布し、職員の個人情報の取扱いに関する
　　　認識の維持・強化を図る。

なお、当該紛失者および上司に対しては、懲戒処分を行いました。
以上
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学校法人　兵庫医科大学　事業法人	

���
会社�
有限
会社�

エ  イ  チ  ・  ア  イ�
エイチ・アイ・サービス�

各種斡旋  ：不不動産、家電製品、引越業者紹介、�����
保険設計  ：  団体扱⾃自動⾞車車・⽕火災保険、「学⽣生総合補償制度度」  �
 　 　 　 　 　 　 　 　⽣生命保険「何でも相談」等々・・・�
 　 　 　 　 　 　 　 　お気軽にお問い合わせください。�
　　　　　　　　	

⼤大学・病院の事業拡⼤大や�
学⽣生・教職員の福利利厚⽣生の充実を、�
全⼒力力でサポートする会社です。�

兵庫医科⼤大学内�
TEL：������������   �   �����
����������������������������
�����������������������������
 　�

10月（10月末）	

新年号	

学校法人　兵庫医科大学　事業法人	

���
会社� エ  イ  チ  ・  ア  イ�
有限
会社� エイチ・アイ・サービス�

⼤大学・病院の事業拡⼤大や�
学⽣生・教職員の福利利厚⽣生の充実を、�
全⼒力力でサポートする会社です。�

各種斡旋  ：不不動産、家電製品、引越業者紹介、�����
保険設計  ：  団体扱⾃自動⾞車車・⽕火災保険、「学⽣生総合補償制度度」  �
 　 　 　 　 　 　 　 　⽣生命保険「何でも相談」等々・・・�
 　 　 　 　 　 　 　 　お気軽にお問い合わせください。�
　　　　　　　　	

兵庫医科⼤大学内�
TEL：������������   �   �����
����������������������������
�����������������������������
 　�

10月19日
～11月17日 兵庫医療大学 ナレッジキャピタル“Ａｃｔｉｖｅ Ｌａｂ”内

「大学都市ＫＯＢＥ！ 発信プロジェクト」ブース展示
1日 兵庫医療大学 推薦入学試験（公募制A日程）

3日 兵庫医療大学 推薦入学試験（専願公募制）

8日 兵庫医療大学

学術講演会「これからの『薬剤師活用法』
～かかりつけ薬剤師の見つけ方～」
神戸大学医学部附属病院 平井みどり先生×
毎日放送アナウンサー 高井美紀さん

9日 兵庫医療大学 仕事研究セミナー（理学療法学科 対象）

15日
兵庫医療大学 入試説明会・相談会（広島）

兵庫医科大学 推薦入学試験（一般公募制・地域指定制）

17日 ささやま医療センター 丹波圏域新型インフルエンザ対策実地訓練

18日 兵庫医科大学 市民健康講座「夜中の尿の悩み ～おねしょで
起きない子供,頻尿で寝られない大人～」

21・22日 兵庫医科大学 大学祭※

22日
学校法人兵庫医科大学 森村先生 生誕100年メモリアル

兵庫医療大学 入試対策講座＆大学見学会

23日 兵庫医療大学 入試説明会・相談会（岡山）

25日 ささやま医療センター 市民ふれあい健康講座

28日 兵庫医療大学 推薦入学試験（公募制B日程）

16・17日 兵庫医療大学 大学入試センター試験
20日 兵庫医科大学 一般入学試験＜第1次試験＞
27日 兵庫医科大学 レクチャーシップ「知の創造」

30・31日 兵庫医科大学 一般入学試験＜第２次試験＞ 
28日 兵庫医療大学 一般入学試験（前期A日程）
29日 兵庫医療大学 一般入学試験（前期B・前期日程）

2日 兵庫医科大学 市民健康講座「逆流性食道炎ってどんな病気 
～最近の外科的治療～」

3・4日 兵庫医科大学 共用試験医学系CBT 本試験（4年次）

5日 兵庫医科大学 推薦入学試験合格者ガイダンス

6日 兵庫医療大学 薬学部４年次生対象薬学共用試験（ＯＳＣＥ）

7日 兵庫医科大学 実験動物慰霊祭

17日 兵庫医療大学 薬学部４年次生対象薬学共用試験（ＣＢＴ）

19日
兵庫医科大学 共用試験医学系OSCE 本試験（4年次）

兵庫医科大学 クリスマスコンサート

1月

12月11月

行 事 予 定主な１１月～１月

※11月21・22日に開催する大学祭（医聖祭）のメイン会場は、
　新教育研究棟の工事関係により「平成記念会館」となります。
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～医療総合大学ならではの、より実践的な授業～～医療総合大学ならではの、より実践的な授業～
４学部合同「チーム医療演習」４学部合同「チーム医療演習」特

集

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

〒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/

〒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）

学校法人兵庫医科大学広報

発行月／2015年10月号・VOL.232

発行日／2015年10月25日

発行／学校法人兵庫医科大学 経営企画室 広報課




