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■学校法人兵庫医科大学

　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 リテーション学部を有する『医療総合大学』として、その特徴を生かして４学部合同のチーム医療演習を行っています。
低学年〜専門課程に渡る幅の広い学生間の交流を通じて人間性の醸成、 チーム医療を実践する医療人の育成を図ります。

両大学合同で学ぶ

チーム医療
兵庫医科大学・兵庫医療大学

　9月9日から13日の5日間にわたり、兵庫医科大学において兵庫医科
大学医学部3年生119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4年生286名にて、合同チーム医療演習が行われました。
　学部混成で8名単位のチュートリアルグループ（計64組）を構成し、
全体をA組、B組に2分し、患者さんの症例シナリオをもとにして、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。議論の
内容は、チュートリアルグループごとにまとめ、発表を行いました。
　2日目には特別講義が行われ、兵庫医科大学リハビリテーション医学 
道免主任教授と兵庫医科大学病院副院長 山田看護部長に講演いただき
ました。

　9月17日・18日の2日間にわたり、兵庫医療大学において兵庫医科
大学、兵庫医療大学4学部1年生の授業が行われました。1年生の早い
段階で4学部合同の授業を実施することで、チーム医療の意識をかん
養しています。
　全体ガイダンスでの説明の後、4学部混成で作られた7～8名のグルー
プ（全60グループ）に分かれ、例示された症例について文献調査、ディ
スカッションボードを用いたグループ討論、発表準備を行いました。
昼食もグループごとで、グループメンバー間の交流を深めました。2
日目は、グループで話し合った結果をまとめて発表しました。

1日目　ガイダンス／症例の発表／グループ討論
2日目　グループ討論・発表準備／特別講義
3日目　グループ討論・発表準備
4日目　チュートリアル発表会
5日目　症例講義／全体討議／試験・試験解説講義／全体講評・まとめ

1日目　ガイダンス／文献調査／グループ討議・発表準備
2日目　グループ発表／解説講義／試験・レポート作成

医学部・薬学部・看護学部・リハビリテーショ ン学部 4学部の専門課程の学生が合同で症例に取り組むチーム医療演習

１年生次から4学部合同で課題に取り組む合同 チュートリアル

ガイダンス

ガイダンス 発表準備

特別講義

グループ討議

文献調査

グループ発表グループ討議

全体討議

解説講義

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
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最近の主な 出来事

1 ■兵庫医科大学病院 小児患者さん対象イベント →P12

1・2 ■兵庫医科大学病院 看護学生インターンシップ →P13

2 ■兵庫医科大学 オープンキャンパス →P6

3 ■兵庫医科大学病院 サマーコンサート →P12

5 ■学校法人兵庫医科大学 認定看護教育課程(手術看護分野) 入学試験 →P3

6 ■ささやま医療センター 中学生夏休み病院体験セミナー →P14

5～10 ■兵庫医療大学 早期臨床体験実習（1年） →P11

10・11 ■兵庫医療大学 オープンキャンパス →P6

14 ■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・15 ■兵庫医科大学病院 看護学生インターンシップ →P13

19 ■学校法人兵庫医科大学 認定看護教育課程(手術看護分野) 合格発表

20 ■兵庫医科大学 オープンキャンパス →P9

23 ■学校法人兵庫医科大学 平成24年度決算等についての事務職対
象説明・研修会 →P4

24 ■ささやま老人保健施設 納涼祭 →P15

24・25 ■兵庫医療大学 オープンキャンパス →P9

31

■学校法人兵庫医科大学 中医薬孔子学院市民健康講座 →P16

■学校法人兵庫医科大学 第4回リハビリテーション関連施設合同
セミナー →P16

4 ■兵庫医科大学病院 市民健康講座「高齢者の脊椎疾患」

5 ■兵庫医科大学 平成24年度 ベストティーチャー賞授与式 →P5

10・11 ■ささやま医療センター 病院機能評価訪問審査 →P14

12 ■兵庫医科大学病院 第13回フロンティア医療セミナー →P13

9～13
■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）

→P1
■兵庫医療大学

13 ■兵庫医科大学 大学院前期入学試験

17・18
■兵庫医科大学

4学部1年合同チュートリアル →P1
■兵庫医療大学

18 ■兵庫医科大学 リ エ カ 大 学 留 学 生 フェア ウェル パー
ティー

18 ■ささやま老人保健施設 ささやま老人保健施設 敬老会 →P15

20 ■兵庫医療大学 看護学部３年生向け社会人スキル対策講
座（マナー講座） →P4

21 ■学校法人兵庫医科大学 中医薬孔子学院市民健康講座 →P16

25 ■兵庫医科大学病院 市民健康講座「前立腺癌の早期発見
－ 前立腺癌根治的治療の最前線 －」

27
■兵庫医科大学

トリアージ・防災訓練 →P12
■兵庫医科大学病院

28 ■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 ）

29 ■兵庫医療大学 第7回保護者懇談会 →P11

30 ■兵庫医療大学 平成25年度秋季学位授与式 →P3

8 August月

9 September月

　兵庫医科大学３- ３講義室にて、第１回の認定看護教育課
程（手術看護分野）の入学試験が行われ、４５名が受験しま
した。受験生は関西を中心に北海道から九州まで広く全国
におよびました。合格発表は８月１９日に行われ、３０名
の合格者は１０月からの教育課程に臨みます。

　兵庫医科大学９- １講義室にて、事務職員を対象とした決
算等の説明・研修会が開催されました。今回の説明・研修会
は、事務職員が知っておくべき決算結果等、本法人の財政状
況を理解するために開催されたもので、約１１０名の参加
者がありました。坂元常務理事からの開会挨拶に引き続き、
平成２４年度の決算結果については大西財務部長より、超
過勤務については山口人事部長より説明頂きました。

■学校法人兵庫医科大学 ■学校法人兵庫医科大学
8/5 8/23認定看護教育課程（手術看護分野）　入学試験 平成２４年度決算等についての事務職員対象説明・研修会

　兵庫医療大学Ｍ４８７会議室において、「平成２５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１９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名前を読み上げられ、学位記が手渡さ
れました。

■兵庫医療大学
9/30 平成２５年度秋季学位授与式

TOPICS

平成２５年１０月１２日(土)・１３日(日)

　「抱夢(ホーム)〜HOME〜」をテーマにした今年度の大学祭
も、学生が一丸となって取り組んだ様々なステージ企画や、学
部イベント、模擬店やお笑いライブなど盛りだくさんな内容で、
たくさんの方にお越し頂きました。

兵庫医療大学
大学祭「海梟祭」を開催しました

　看護学部３年次生対象に後期から始まる長期臨床実習の際
に必要となる接遇マナーなどを学ぶため、社会人スキル対策
講座を開催しました。
　研究・講演ネットワークＷＩＬＬより講師をお招きし、患
者接遇における基本五原則の「挨拶」「表情」「身嗜み」「言葉遣
い」「態度」について、敬語の使い方や、電話対応など、分かり
やすく丁寧にご説明いただきました。
　学生からは、「ご自身の体験を踏まえながら、分かりやすく
患者さんの目線でお話ししてくださったので、印象深く頭に
残りました」「医療現場に合った具体的な接遇マナーを教えて
いただき、これからの実習や、人生で活用できると思いまし
た」など、大変参考になったとの感想が多く寄せられ、これか
ら始まる長期臨床実習にすぐに役立つ講座となりました。

■兵庫医療大学
9/20 看護学部３年生向け社会人スキル対策講座

平成２５年１１月１６日（土）、１７日（日）

　医学講演会や医学研究展示、ステージイベント、芸人ライブ
など楽しい企画がたくさん予定されています。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！

※写真は昨年度のものです※詳細は次号の広報224号で掲載します。
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兵庫医科大学 兵庫医科大学

主任教授就任挨拶 〈９月１日就任〉

　この度、９月１日より本学の脳神経外科学講座主任
教授を務めることとなりました。当科のこれまでの
伝統をさらに発展させるべくスタッフとともに全力
で取り組んで参りたいと思います。どうぞよろしく
お願い申し上げます。

　さて、当科では脳血管障害、脳腫瘍、脊髄疾患など
ほぼ全ての脳外科的疾患の診療が可能ですが、今回は
私が得意とする脳血管障害の治療を紹介いたします。
　脳血管障害はひとたび発症すると後遺症が残りや
すいため、予防治療が重要です。手術法として外科手
術と血管内手術がありますが、私はその両方を行う
「二刀流」で、患者さんの状態にあわせて手術法を選
択・併用しています。本学には三次元血管撮影装置を
有するハイブリッド手術室が整備されておりますの
で、これを積極的に利用し、さらなる治療成績の向上
を目指すとともに人材の育成にも尽力していきたい
と考えています。皆様のご指導とご協力をよろしく
お願い申し上げます。

脳神経外科学
吉村 紳一

　「平成２４年度 学生が選ぶベストティーチャー賞」の授与式が、平成２５年９月５日の教授会において行われ
ました。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、学生のアンケートによって決定されるもので、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２４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。

野口 光一 主任教授
解剖学 神経科学部門 

1学年次

辻村 亨 主任教授
病理学 分子病理部門

2学年次

藤井 健一 講師
内科学 循環器内科

3学年次

羽尾 裕之 准教授
病院病理部

4学年次

クリクラ部門  内科 神経・脳卒中科

5学年次

平成２４年度 学生が選ぶベストティーチャー賞授与

　平成２５年８月２日及び２０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、
６３０名の方にご参加いただきました。
　８月２日は中西学長より、兵庫医科大学の歴史や魅力など大学
についての説明が行われ、救急・災害医学講座 小谷主任教授によ
る「命を救うこと、命を送ることー救急・災害医療の現場からー」
と題した模擬講義を実施しました。８月２０日は予備校進学アド
バイザーより医学部入試動向についてお話しいただき、内科学 
上部消化管科 三輪主任教授による「ピロリ菌と胃の病気」と題し
た模擬講義を実施しました。また、両日共に関入試センター長から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。

平成２５年度 兵庫医科大学オープンキャンパスを開催

診察シミュレータ体験

超音波検査体験

内視鏡シミュレーター体験採血体験

心臓マッサージ体験

《入試概要説明》

・色々な研究施設を見ることができ、勉強のモチベーションがあがりました。
・解剖室や内視鏡などとても興味があることばかりで、医学部に進みたいと思いました。
・色々なシミュレーションができ、とても充実したオープンキャンパスでした。
・三輪先生の模擬講義はとても分かりやすく、楽しく聞くことができました。
・部活体験がしてみたいです。
・共同利用研究施設で様々な顕微鏡を実際に体験することができたのが良かったです。
・実際に来てみて、よりよく大学のことが分かりました。
・小谷先生のお話が素晴らしかったです。多くの生徒さんが救急を意識されたと思います。

参加者の 声

ポリクリ部門  精神科神経科

5学年次

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 Long Interspersed Element 1 の中枢神経機能への影響と薬物依存との関連性 奥平　准之 2,000

（公財）日本対がん協会
がん医療水準均てん化推進事業（研究成果等普及啓発事業・専門分野研究者研修会）
研修テーマ：「早期中皮腫の診断法」
　　　　　　「胸膜切除/肺剥皮術の手術手技標準化」 

中野　孝司 650

（単位：千円）

財団法人等各種団体による研究助成金等の交付状況



クラブ名 種目・部門 順位 学生
硬式庭球部 男子団体戦 2 回戦敗退

軟式テニス部

男子団体戦
女子団体戦
男子個人戦ダブルス

1 回戦敗退
1 回戦敗退
ベスト 32

ベスト 32

（6 年）佐藤 博和
（6 年）松岡 基行
（5 年）赤木 直紀
（5 年）黒田 一毅

サッカー部 男子団体戦 1 回戦敗退

準硬式野球部 男子団体戦 ベスト 16

バスケットボール部
男子団体戦 2 回戦敗退

女子団体戦 1 回戦敗退

バレーボール部
男子団体戦 1 回戦敗退

女子団体戦 ベスト 8

バドミントン部
男子団体戦
女子団体戦
男子個人戦シングルス

2 回戦敗退
1 回戦敗退
ベスト 32 （6 年）田中 大貴

柔道部
男子団体戦
女子個人戦

１回戦敗退
優勝
8 位

（1 年）熊本 友子
（6 年）内田 啓子

卓球部

男子団体戦
女子団体戦
男子個人戦シングルス

男子個人戦ダブルス

女子個人戦シングルス
女子個人戦ダブルス

1 回戦敗退
1 回戦敗退
ベスト 64
4 回戦敗退
ベスト 64

3 回戦敗退

ベスト 32
ベスト 32

（6 年）河端 悠介
（6 年）許勢 文誠
（6 年）許勢 文誠
（3 年）杉山 昇平
（4 年）中山 栗太
（1 年）光丸 誠紘
（3 年）野口 知洋
（3 年）野口 知洋
（3 年）藤原 史奈子

陸上競技部

男子 100m

男子 200m

男子 400m
男子 800m
男子 1500m

男子 5000m

予選敗退

予選敗退

予選敗退
予選敗退
予選敗退

予選敗退

（4 年）片山 篤志
（3 年）李 紘一郎
（4 年）片山 篤志
（3 年）佐藤 秀紀
（3 年）李 紘一郎
（3 年）佐藤 秀紀
（4 年）廣瀬 智紀
（4 年）廣瀬 智紀
（3 年）片平 龍太郎
（3 年）杉山 昇平
（3 年）幡 高次郎
（3 年）片平 龍太郎
（3 年）幡 高次郎

ヨット部

スナイプ級

470 級

11 位

10 位

総合 10 位

（5 年）松本 学
（5 年）谷口 マリア
（3 年）森尾 太志
（5 年）加藤 優
（2 年）西垣 圭祐

水泳部
男子 50m 自由形

男子 200m 自由形
男子 400m 自由形

56 位
70 位
12 位
11 位

（3 年）小野 雅敬
（2 年）鈴木 貴友
（4 年）大野 博章
（4 年）大野 博章

合気道部 団体の部
個人・段外の部

順位なし
順位なし

剣道部

男子個人戦

女子個人戦

男子団体戦
女子団体戦

2 回戦敗退
1 回戦敗退

ベスト 16
1 回戦敗退

予選敗退
予選敗退

（3 年）白國 智也
（4 年）松崎 三徳
（2 年）浅田 侑樹
（2 年）村田 雅昭
（2 年）横山 雄樹
（4 年）田邉 文
（5 年）藤田 文香
（4 年）三根 実穂子

ラグビー部 男子団体戦 ベスト 8

ゴルフ部

男子　個人の部

男子　団体の部

44 位
58 位
113 位
130 位
160 位
22 位 /33 大学

（6 年）松岡 文弥
（6 年）住吉 倫卓
（4 年）宮下 翔平
（2 年）大井 勝博
（5 年）湯口 祐基

女子　個人の部

女子　団体の部

49 位
66 位
68 位
18 位 /18 大学

（4 年）世一 友子
（4 年）西岡 裕子
（4 年）朴 淳姫

競技スキー部

男子総合
男子大回転

男子スーパー大回転
男子回転
男子新人戦
男子クロスカントリー新人戦
縦走リレー競技

6 位
7 位
8 位
15 位
14 位
4 位
4 位
4 位

（6 年）玉川 慎二郎
（4 年）釜谷 佳幸
（4 年）釜谷 佳幸
（5 年）山際 元
（2 年）波多野 克
（2 年）波多野 克
（6 年）立花 章太郎
（5 年）飯沼 亮太
（5 年）山際 元
（4 年）釜谷 佳幸

平成２５年度課外活動結果報告
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　汕頭大学医学院とは平成１１年に学術交流に関する協定を結び、本学の学生が汕頭大学医学院で研修を行うなど
交流を続けてきましたが、平成２５年７月１６日〜８月９日の約４週間、本学で初めて汕頭大学医学院生２名を受
け入れました。
　汕頭大学医学院の学生は、病原微生物学での基礎実習および肝・胆・膵外科での臨床実習をそれぞれ２週間ずつ
行い、充実したプログラムに感謝の言葉を述べていました。

　リエカ大学とは平成１９年に学術協定を締結し、平成２０年から
交換留学を続けています。本年度は、リエカ大学からの留学生３名
を８月２６日〜９月２０日までの約４週間受け入れ、それぞれ小児
外科、歯科口腔外科、救命救急センターにて実習を行いました。

　今回の研修に私が応募した理由は、日本とは異なる文化のなかでアメリカでは患者さんと
どのように向き合っているのか興味があったからです。１週間という短い期間のなか、チャ
プラン制度、終末期医療、遺伝子診断、人工透析や小児にまつわる生命倫理について触れるこ
とができました。
　それに加え今年度は、アメリカの新たな医療制度であるＯｂａｍａＣａｒｅについての講

義も聞くことができました。このＯｂａｍａＣａｒｅではこれまでは加入希望者が
保険に入ればよかったものが、国民全員が加入することになります。徐々にＯｂａ
ｍａＣａｒｅを採用する州は増えると予想されており、大きな医療改革後の患者の
健康意識や医療者の考えがどう変化していくのか興味をそそられました。
　日本では感じられない世界観に触れ、将来私達が出会うであろう患者との向き合
い方に対して新たなアイディアを得ることができました。この経験を活かし、残り
の学生生活を自分の理想とする医師像に近づけるよう日々努めたいと思います。

なお、汕頭大学医学院およびリエカ大学留学生受け入れについては、医療法人協和会様からのご寄付による「兵庫医科大学協和会国際
交流基金」より、留学生に対し奨学金を支給しております。また、ワシントン大学医学部見学研修については、社会福祉法人枚方療育園
様からご支援をいただき実施しております。

中国 汕頭大学医学院留学生受け入れ

クロアチア リエカ大学
留学生受け入れ

アメリカ ワシントン大学医学部見学研修を終えて
第５学年　 京田 尚子

◆平成25年度 第65回 西日本医科学生総合体育大会結果報告 ◆平成24・25年度 課外活動結果報告（H24.10.1～H25.9.30)
クラブ活動

【平成24年度（H24.10.1～H25.3.31)西医体以外の大会等の結果】

個人活動

【平成25年度（H25.4.1～H25.9.30)西医体以外の大会等の結果】

総合成績　40位/44大学

○…学生部長賞（個人）
●…学生部長賞（団体）

(学年は25年度で統一）

クラブ名 大会名 種目・部門 順位 学生

アーチェ
リー部

第 33 回神戸杯秋季
アーチェリー競技大会

（H24.10.7）

30m-30m RC 男子
チャンピオンフライト
30m-30m RC 女子
チャンピオンフライト

30 ｍ金賞

3 位
5 位

3 位

（2 年）籠重 大輔
（2 年）松室 孝英

（2 年）小田 はるか

（4 年）小田 渉

卓球部
秋季近畿医科学生
卓球大会

（H24.10.6 ～ 8）

男子　団体戦 BCDE リーグ
男子個人戦　ダブルス

ベスト 8
ベスト 16 （H24 卒業生）貴志 豪俊

（6 年）許勢 文誠

軟式
テニス部

第 54 回近畿医科学生
ソフトテニス大会

（H24.10.6 ～ 8）

男子団体戦
男子個人戦　ダブルス

6 位
優勝

3 位

（5 年）赤木 直紀
（5 年）黒田 一毅
（6 年）佐藤 博和
（6 年）松岡 基行

準硬式
野球部

関西医歯薬秋季リーグ戦
（H24.9.15 ～ 11.10）

2 部リーグ 4 位

競技
スキー部

第 21 回関西医学部対抗
スキー選手権大会

（H25.1.2 ～ 3）

総合
男子大回転
男子新人戦

4 位
2 位 /75 人
2 位 /30 人

（6 年）玉川 慎二郎
（2 年）波多野 克

個人氏名 活動内容
第 5 学年次
竹内　真理子
藤田　理奈

ベトナム　タイニン省地域　リハビリテーション支援活動
（京都民医連：ベトナムハウドゥック村での在宅訪問、健診、リハビリ）

第 5 学年次
竹内　真理子 第 13 回ユニセフチャリティー弓道大会 参加（H25.5.3　福井県立武道館）

第 4 学年次
大野 博章

水泳大会 １２大会出場（優勝成績）
（北大阪 A：AA 級大会　H25.4.14　100 ｍ自由形、50 ｍ自由形）
（第 10 回冬季高槻市民水泳大会　H24.12.9　100 ｍ背泳ぎ）
（第 31 回夏季高槻市民水泳大会 　H24.9.12　100 ｍ背泳ぎ、50 ｍ背泳ぎ）
（なみはやマスターズ水泳選手権短水路大会　H24.8.25　200 ｍ自由形）

クラブ名 大会名 種目・部門 順位 学生
準硬式
野球部

関西医歯薬春季リーグ戦
（H25.3.17 ～ 5.18）

2 部リーグ 優勝

卓球部

平成 25 年度
春季近畿医科学生
卓球大会

（H25.5.4 ～ 6）

男子個人戦　ダブルス ベスト 32

ベスト 32

ベスト 32

（6 年）許勢 文誠
（3 年）杉山 昇平
（6 年）河端 悠介
（3 年）桜井 光
（4 年）中山 栗太
（1 年）光丸 誠紘

秋期近畿医科学生卓球大会
（H25.9.21 ～ 23）

男子個人戦　シングルス 24 位 （3 年）杉山 昇平

柔道部

近畿八医科大学
柔道親善大会

（H25.6.23）

女子個人戦 優勝
ベスト 4
ベスト 8

（1 年）熊本 友子
（6 年）内田 啓子
（3 年）堀 有里

第 61 回関西医歯薬学生
柔道大会

（H25.9.28）

男子新人戦
女子個人戦
女子団体戦

ベスト 16
優勝
優勝

（1 年）児島 偉人
（1 年）熊本 友子

水泳部
第 27 回近畿医科学生
水泳選手権大会

（H25.7.6）

200m 自由形
100m 背泳ぎ

優勝
2 位

（4 年）大野 博章
（4 年）大野 博章

陸上
競技部

第 28 回関西医科学生対校
陸上競技選手権大会

（H25.7.7）

800 ｍ 10 位 （4 年）廣瀬 智紀

アーチェ
リー部

第 6 回西日本医科学生
アーチェリー競技大会

（H25.5.4 ～ 5）

団体

男子総合

女子総合

男子距離賞 30m
男子距離賞 50m
男子フィールド賞
女子フィールド賞

優勝

優勝
2 位
3 位
2 位
3 位
4 位

優勝
優勝

（4 年）小田 渉
（4 年）関谷 友宏
（2 年）籠重 大輔
（4 年）小田 渉
（2 年）籠重 大輔
（4 年）関谷 友宏
（4 年）山田 佳那
（5 年）山上 真祐子
（4 年）金本 佑子
（4 年）小田 渉
（4 年）小田 渉
（4 年）小田 渉
（4 年）山田 佳那

第 28 回全日本医科学生
アーチェリー競技大会

（H25.8.8 ～ 9）

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
女子 50・30M ラウンド
男子 30M W ラウンド
女子 30M W ラウンド

男子 70M 距離賞
30 金賞

準優勝

準優勝

優勝
3 位
優勝
4 位
2 位
4 位

（４年）小田 渉
（４年）関谷 知宏
（2 年）籠重 大輔
（5 年）山上 真祐子
（4 年）山田 佳那
（3 年）中谷 鈴香
（4 年）小田 渉
（5 年）山上 真祐子
（2 年）白波瀬 明子
（1 年）岡野 裕紀
（1 年）白江 典子
（1 年）古川 彩帆
（4 年）小田 渉
（4 年）小田 渉

第 34 回神戸杯秋季
アーチェリー競技大会

（H25.9.29）

男子団体戦

30m-30mRC 男子ゴールドフライト
敢闘賞

会長賞

3 位

2 位

（４年）小田 渉
（４年）関谷 知宏
（2 年）籠重 大輔
（1 年）大岡 裕紀
（1 年）岡野 裕紀
（1 年）松並 尚幸
（1 年）白江 典子
（2 年）城 暁大

○

○
○

○

○

○

●
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◆ミニ講義　薬学部の講義を受けてみよう！
・講義①「薬学部で学ぶこと、薬剤師のお仕事」（臨床薬剤学：天野教授）
　薬学部での学びについて、大学でどのような勉強や実習・実験をするのか、また将来
的に薬剤師の国家資格をとった後の働き方など、具体的な職種を紹介しながら高校生に
イメージしてもらえるよう分かりやすく講義していただきました。

・講義②「放射線や放射能って何？」（薬物動態学：藤野講師）
　福島の原子力発電所事故以来、放射線や放射能といった言葉をよく耳にするようにな
り身近にはなりました。今回は、この放射線と放射能の違いをはじめ、薬学や医学の分野
でこれらがどのようなところで利用されているのかなどを易しく解説していただきま
した。

　午前のミニ講義の終了後、体験実習のためのグループ分
けが行われ、各自に白衣が渡されました。昼食は、レスト
ランにて各グループに分かれ、高校生と在学生スタッフ、
教員が一緒になってランチを楽しんでいただきました。

◆体験実習　８つの研究室グループに分かれて実験実習をやってみよう！
　担当の教員をはじめ数名の在学生スタッフとともに実験を一緒になって行いました。参加
した高校生は、普段見慣れない実験器具に触れながら興味深く実験に取り組んでいました。

　体験実習終了後、参加していただいた高校生へ修了証の授与
を行い、薬学部１日体験入学は終了しました。参加していただ
いた高校生からは下記のような感想が寄せられ、来年も有意義
なイベントとなるよう引き続き実施していく予定です。

【参加者の感想（一部）】
・  普段体験できない実験をしたり、薬剤師についての説明を聞くことができて、将来に役立てることができると思いました。
・  以前から興味を持っていた薬学ですが、知らなかったことがたくさんわかって嬉しかったです。
・  実際の研究室で実験することができ、また初めての器具を見たり使ったりすることができとてもよい経験になりました。
　 ますます薬学についての興味が深まりました。

　８月１１日オープンキャンパスの開催と並行して、例年実施している薬学部１日体験入学を開催しました。
事前申込制（定員４０名の高校生対象）で募集を行ったところ、定員の２倍以上の方々からお申込みがあり、薬
学に対して興味のある高校生が大勢いることを実感しました。

平成２５年度 薬学部１日体験入学
― 薬学部生になりきって大学の“リアル”な研究室で実験してみよう！―

10：30
10：35

11：45
12：30

14：30
15：00

はじめに
ミニ講座：薬学部の講義を聞いてみよう！
　その1：「薬学部で学ぶこと、薬剤師のお仕事」
　その2：「放射線や放射能って何？」
昼食
体験実習（以下8つの研究室グループに分かれて実験）

総括、修了証授与
プログラム終了

①染色体を見てみよう！（毒科学）
②光る細胞の不思議～GFP・癌細胞・蛍光イメージング～（生体防御学）
③アルコール耐性を予見しよう（臨床ゲノム薬理学）
④美白効果を確かめてみる!-植物に含まれている成分、知っていますか-（天然薬物学）
⑤簡易懸濁法を体験しよう（臨床薬学）
⑥抗生物質の抗菌パワーを調べてみよう！（衛生物学）
⑦目で見るDNA（生化学）
⑧学校薬剤師を体験してみよう!（衛生科学）

当日のプログラム

　平成２５年８月１０、１１、２４、２５日の計４回開催されたオープ
ンキャンパスは、前半の２日間は猛暑、後半の２日間はあいにくの天候
で大雨洪水警報が発令されるほどでしたが、高校生をはじめとする多
くの方々が来場され、４日間で過去最多の来場者数（高校生：１，８３９
人、同伴者：１，２２９人）となりました。
　今年は、高校生に本学のことをより知ってもらいたいとの思いから、
午前に各日特別プログラムを実施しました。

＜大学紹介・入試説明会＆保護者ガイダンス＞
　オクタホールにて、大学の概要や入試説明、学生生活に関すること、就職サポートなどについて１時間ガイ
ダンスを実施しました。各日ともに４６０ある座席はほぼ満席になり、なかには熱心にメモを取られる保護者
もおられました。

○8/10…

○8/11…

○8/24…

○8/25…

オープニングイベント[Special Live]（11：30～12：15）
噴水前にて軽音楽部、JAZZバンド部の学生による演奏
薬学部特別イベント[1日体験入学］（10：30～15：00）
例年実施のもので、午前はミニ講義、午後は各研究室に分かれて体験実習
医療人サキドリ！チーム医療特別講義（11：00～11：50）
オクタホールにて、これからの医療人にとって必要な「チーム医療」につ
いて特別講義を実施
卒業生Presents［兵庫医療、そして今］（11：00～11：50）
オクタホールにて各学科卒業生4人が本学での学びや今の仕事について
パネルトーク

平成２５年度 兵庫医療大学 オープンキャンパスを開催

　レストランの１階部分を使い、共通教育センターのことや大学の授業
風景を写真で紹介したり、人体の解剖模型などを展示して、在学生スタッ
フが来場者に付き添いながら説明していました。
　また、３Ｄプラネタリウムでは、太陽系の惑星をはじめ、銀河系、天
の川等について、星・銀河のサイズや向き
を変えながら教員が解説していました。
　同フロアでは入試個別相談コーナーも設
け、受験を控えた高校生や保護者の方が相
談に訪れていました。

　前半と後半で異なるプログラム
を実施。薬剤師体験では、数種類
の薬を混ぜ合わせて軟膏薬を作っ
たり、粒状のチョコレートを薬に
見立てて分包するなどさまざまな
体験をしていただきました。薬学
的漢方では、夏バテ予防に効果が
ある漢方薬成分を含むお茶を数種
類用意し、自分に最適なお茶を試
飲していただきました。

薬学部 医療薬学科イベント
　点滴作業や痰の吸引、聴診器で体内の音を聴いたりするなど、
ユニフォームを着た在学生スタッフと一緒になって看護の体験
実習をしていただきました。

看護学部 看護学科イベント

　片方の手が不自由な状態で料理をしてみるとどれくらい大変
なのか、実際に卵を割ったり、包丁を使ったりしてもらいました。
また、バランス測定では、片足を上げた状態でバランスを維持す
ることの難しさなどを体験してもらいました。

リハビリテーション学部 作業療法学科イベント

共通教育センター展示コーナー

＜主なプログラム＞
○痰の吸引に挑戦してみよう
○手術を受けた患者さんを
　観察してみよう
○点滴の準備をしてみよう
○聴診器を使ってみよう
など

＜主なプログラム＞
○片手でやってみよう！
　-料理を作ろう！-
○模擬感覚障害体験
○自助具体験
○バランス測定
○注意反射性測定

　理学療法学科のガイダンスは、在学生スタッフが中心となって
実施しており、大勢の来場者を前に、物理療法の一種を実演して
紹介したり、来場者からの質問に対して返答するなど、会場内を
和ませながら進行させていました。

リハビリテーション学部 理学療法学科イベント

＜主なプログラム＞
○歩行測定
○バイタル測定
○触診体験
○車いす体験
○物理療法体験
○義足体験

＜主なプログラム＞
○ストレスチェック
○解剖標本に触れてみよう！
○３Ｄプラネタリウムの体験

○薬剤師体験（８／１０，１１）　○薬学的漢方（８／２４，２５）
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　平成２５年８月３日、１号館１階ロビーにてサマーコンサートが開催されました。この催しは、患者サービス
向上委員会が主催となり、昨年のクリスマスコンサートに続いて開催しました。
　バイオリン、エレクトーン、ピアノの演奏に合わせ美しい歌声がロビーに響き渡り、集まった多くの方々の耳を
楽しませました。また、スペシャルゲストとして、耳鼻咽喉科の都築建三講師も参加されるなど、入院・外来患者
さんやそのご家族、関係者など多くの方が集まり楽しいひと時を過ごしました。

　平成２５年８月１日、小児の患者さんを対象としたイベントが開催され、
（株）ユー・エス・ジェイの社会貢献活動の一つ「コミュニティ・プログラム」から
キャラクター達が来てくれました。少し緊張した様子の子どもたちも、ウッディ
―・ウッドペッカーとウィニー・ウッドペッカーが登場すると、すぐに笑顔に
なり歓声をあげていました。ジャグリン
グや、ウッディ― 、ウィニーたちのトー

クショーや記念撮影に、手をたたいたり歓声をあげたりして、笑顔いっ
ぱいのひと時を過ごしました。　
　ショー終了後には、病室を離れることができない子どもたちのため
に小児科病棟を訪問しました。子どもたちの楽しそうな様子に、ご家族
の方も心癒された様子でした。

サマーコンサートを開催しました

小児患者さん対象イベントを開催

　平成２５年９月２７日、防災訓練を実施しました。今回の訓練は電子カルテと急性医療総合センターが稼働後初
めてのもので、12月に実施される全病院規模の防災訓練のプレ訓練として企画され、医師８名、メディカルスタッ
フ３１名、事務１２名、学生４５名が参加しました。　　　
　急性医療総合センター前で、医療者役の学生が治療や搬送の優先順位を決めるトリアージを行い、判定に従って
それぞれ指定されたエリアに模擬職員役の学生が傷病者役を運びこみました。その後病院スタッフが処置や情報
の流れ、エリア設定の妥当性、新しいIT機器の動作などを確認しました。

防災訓練を実施しました

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 所属部局 研究代表者 交付額

公益社団法人日本理学療法士協会 ２型糖尿病患者における骨格筋機能を探る　-NIRSを用いた骨格筋酸素動態の解析- リハビリテー
ション学部 宮本　俊朗 450

計（1件） 450

（単位：千円）

平成２５年度 科学研究費助成事業
（科学研究費補助金）（研究活動スタート支援）交付内定一覧

研究課題名 所属部局 研究代表者
交付内定額

直接経費 間接経費

研究活動スタート支援

骨格筋電気刺激による新たな糖尿病運動療法の確立 リハビリテーション学部 宮本　俊朗 1,100 330
炎症性腸疾患に伴う内臓痛の発症メカニズムにおける免疫調節因子とTRP受容体の相関 薬学部 王　勝蘭 1,100 330
新型出生前診断に直面した女性の自己決定を支える看護：一般女性のニーズからの検討 看護学部 片田　千尋 1,100 330

計（3件）
3,300 990

4,290

（単位：千円）

　平成２５年８月５日から９日にかけて、１年次生全学部を対象とした早期臨床
体験実習（ECE：Early Clinical Exposure）が、兵庫医科大学病院において実施さ
れました。この実習は、入学後間もない１年次生に対し、実際の医療に直接触れる
ことによって、将来医療従事者になる自覚をもってもらい、これからの勉学に対
するモチベーションを上げてもらうことを目的に行っています。
　実習では、３学部４学科（薬学部、看護学部、リハビリテーション学部の理学療
法学科、作業療法学科）混成の小グループを編成し、それぞれ病棟や薬剤部、リハビ
リテーション部などの病院内各施設の見学や病棟業務を体験実習しました。医療
現場で働く各医療専門職者の役割や連携・協調の必要性、また患者さんとどのよう
に接しているのかなど、現場でしか体験できないことを学ぶことができました。
　実習終了後の８月１０日には、グループごとに今回の実習を通して学んだこと
について発表会が行われ、お互いの成果を報告しました。病院内の様々な現場を
体験し「チーム医療」の重要性やその必要性とともに、医療専門職者となる心構え
を体得し、普段講義形式の座学では学ぶことができない貴重な経験を積むことが
できました。

　平成２５年９月２９日兵庫医療大学において、在学生の保護者を対象とした第７回保護者懇談会が開催されま
した。当日は、約４４０名が出席され、オクタホールで行われた大学全体説明会では会場が満席になり、入りきれ
なかった方々には、Ｍ２０４講義室で同時中継をご覧いただきました。この全体説明会では、当日の保護者懇談
会に先立って行われた第１回保護者会役員連絡会の報告や、大学での教育状況、学生生活、就職に関する取り組み、
防災対策についてそれぞれ説明、報告がありました。その後、各学部に分かれて懇談会及び希望者による個別面
談が実施され、終了後順次レストランでの懇親会へ参加いただき、なごやかな雰囲気の中、学長はじめ各学部の教
員との交流が行われました。

早期臨床体験実習（病院実習・実習グループ発表）

兵庫医療大学 第７回保護者懇談会を開催
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兵庫医大フロンティア医療セミナー
第13回（平成25年9月12日開催） 第14回（平成25年10月10日開催）

■呼吸器・RCU科診療の現状について
コーディネータ
内科 呼吸器・RCU科 准教授 田端 千春
　　　
テーマ：「肺がんの診断と治療」
講　師：内科 呼吸器・RCU科 助教 寺田 貴普 

テーマ：「中皮腫の新たな治療戦略」
講　師：内科 呼吸器・RCU科 講師 田村 邦宣 

テーマ：「間質性肺炎の最近の考え方」
講　師：内科 呼吸器・RCU科 准教授 田端 千春

■周術期の予防的鎮痛と術後回復　　　

コーディネータ
麻酔科 診療部長 廣瀬 宗孝
　
テーマ：「予防的鎮痛（プリベンティブ アナルゲシア）とは」
講　師：麻酔科 診療部長 廣瀬 宗孝

テーマ：「硬膜外麻酔による予防的鎮痛について」
講　師：麻酔科 助教 井谷 基

テーマ：「オピオイドによる予防的鎮痛について」
講　師：麻酔科 病院助手 志伊 宏美

テーマ：「末梢神経ブロックによる予防的鎮痛について」
講　師：麻酔科 助教 藤田 公彦

　看護学生が“将来こんなところで仕事がしたい”という思いを持って、実際に看護を体験する「インターンシッ
プ」を、今年も８月に実施しました。８月１日、２日は１日の看護体験で参加者は１５名、８月１４日〜１５日は２
日間の看護体験で参加者は１１名でした。
　プログラムは、まず病院全体を見学、その後各自希望する部署で看護師についていろいろなことを学んでいた
だきました。最後に、師長や先輩ナースを交えて懇親会を開催、職場の雰囲気や看護師としての働き方、就職に関
することを気兼ねなく聞くことができる交流の場としました。
　参加者からは、「実際の現場を見て、兵庫医科大学病院の職員たちと一緒に働きたいと感じました」、「毎日カンファ
レンスが行われていて、情報の共有の場があることを知りました。ケアの問題点を話し合いながらチームで方法
を見出し、解決方法を明確にしているところが印象的でした」などといった感想をいただき、兵庫医科大学病院
という職場を実感するとともに、看護師という職業をより深く知ってもらう良い機会となりました。

　兵庫医科大学 西宮教職員共済会 献血会の長年にわたる献血運動の功労に対
し、平成２５年８月２２日、兵庫県公館にて行われた「平成２５年度 献血功労
感謝のつどい」にて日本赤十字社より感謝状が贈呈されました。

平成２５年度看護学生インターンシップ

平成２５年度兵庫県献血功労感謝表彰

ささやま医療センター
ささやま老人保健施設

　９月１０日及び１１日の２日間、本年４月から施行されている新バージョン
の公益財団法人 日本医療機能評価機構による病院機能評価を受審し、３名のサー
ベイヤー（診療管理・看護管理・事務管理）による訪問審査が行われました。
　第１日目の午前は、双方メンバー紹介を行った後、福田病院長による病院概
要説明、書類確認、面接が行われました。午後からは、病棟概要確認の後、自院
における典型的症例の外来受診から退院に至るまでの過程を確認するケアプロ
セス調査が電子カルテに基づき実施されました。また、事務管理領域に関して
は、途中から事務管理サーベイヤーが別室に移動し、書類確認、面接及び部署訪
問が実施され、午後５時３０分に終了しました。
　第２日目の午前は、各サーベイヤーによるチーム別部署訪問が実施され、各
部署において各職種が様々な質問を受けました。午後からは、講評の後、意見
交換を行い午後２時３０分に終了しました。
　１０月下旬には、中間的な結果報告を受領する予定になっていますので、あ
らためて結果をご報告したいと考えています。

　篠山市内の中学生を対象として、医療への関心を持っていただくとともに、
将来の職業選択の１つとして医療職を紹介させていただくために、昨年度に
引き続き、８月６日に夏休み病院体験セミナーを開催し、女子生徒６名の参加
がありました。
　看護部長による挨拶及びオリエンテーションの後、病院長から「生命のメカ
ニズム〜命の尊さと男性・女性〜」という内容でセミナーが行われました。今
回は参加した生徒さんには、将来母親となる立場で生まれてくる命の大切さ
を改めて学んでいただけたかと思います。
　午前は病棟において、ベッドメイキング、血圧測定、手洗いや、日常生活で
はなかなか体験できない聴診などもしていただきました。
　病院食の試食では、食事介助を通じて患者さんの立場に立った介助も学ん
でいただきました。
　午後からは、施設内見学を行いました。その中でも特にＭＲＩに関心を持た

れたようで、担当職員の説明にも熱が入りました。
　最後に、将来看護職や介護職を目指す生徒さんのために、今後の進路の紹介を奨学金制度の説明と併せて行いま
した。参加者の中には、看護師志望はもちろん薬剤師を志望する生徒さんもおられ、大変好評であったことから、
来年度もさらに充実したセミナーを開催したいと考えています。

　篠山キャンパスにおける看護師確保対策の一環として、
平成２５年８月からキャンパス内敷地に新看護師宿舎の新
築工事が着工され、来年３月完成を予定しております。新築
工事を開始するにあたり工事の無事を祈願し、平成２５年
７月３１日午前１０時から地鎮祭が執り行われました。
　当日は雨模様の中、篠山市長、篠山市議会議長をはじめ篠
山市近隣自治会の方々、工事関係者、本学教職員併せて３０
名が出席し、式次第どおりに粛々と進行し、午前１０時４０
分に無事閉式となりました。
　閉式後は、本来の真夏の日差しが照りつけるほど天気も
回復し、建設現場をご覧いただくなど、和やかな雰囲気の中
での地鎮祭となりました。

病院機能評価訪問審査を受審しました

平成２５年度中学生夏休み病院体験セミナーを開催しました

篠山キャンパス新看護師宿舎の新築工事地鎮祭

建築面積 399.25㎡
延床面積 942.93㎡
構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
階数 地上3階建
建物高さ 9.89m
開設 平成２６年４月１日（予定）

【建物概要】


