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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 183 936,335,000 476 296,569,905 659 1,232,904,905
入　金 183 901,955,000 475 232,711,905 658 1,134,666,905

兵庫医科大学開学４０周年記念事業募金 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、教職員をはじめ、後援
会（保護者）は言うに及ばず、幅広い方々から温かいお申し込みを賜り、誠に有り難く、厚く御礼申し上げます。
　本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大学広報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、大学の合理化推進等により、これからも全力で必要資金確保に向けての自主的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。　

募金推進課　　　　　H ２４. ７. １～H ２７. ３. １５

寄付申込者ご芳名･法人名一覧
H ２６. １１. １～H ２７. ３. １５

150,000円
500,000円
100,000円

北出 篤 様
清宮 健一 様
藤原 裕介 様 
 

●ご芳名のみ　（ 2社 ）

（ 匿名4名 ）

（ 匿名13名 ）

●ご芳名のみ　（ 8名 ）

●ご芳名・金額記載　（ 3名 ）

〔企業等法人〕 （ 2社 ） 役員・教職員等　（ 24名 ）

緑樹会・その他個人　　（ 4名 ）

株式会社 イノウエ 様
株式会社山田綜合設計 様

大植 孝治 様
上谷 清隆 様
鈴木 寛 様
松本 康子 様

鎌倉 敏子 様
琴浦 規子 様
濵上 直子 様
森 明子 様

放送局 番組 放映日 関連者 概要

朝日放送 「キャスト」 12月1日 小児科 服部 益治 教授 インフルエンザに関する特集にて、今年の流行や感染した際の
症状などについて、解説した内容が放送されました。

朝日放送 「キャスト」 12月12日 小児科 服部 益治 教授 インフルエンザに関する特集にて、予防法や予防注射の効果な
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」 12月19日 小児科 服部 益治 教授
RSウイルスに関する特集にて、ノロウイルスとの違いをはじ
め、症状や対策、肺炎との関係などについて、スタジオで解説
した内容が放送されました。

毎日放送 「医のココロ」 12月20日 地域総合医療学
福田 能啓 主任教授

胃炎の原因となる「ヘリコバクターピロリ菌」について、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」 12月25日 小児科 服部 益治 教授
RSウイルスと劇症型溶血性レンサ球菌感染症（人食いバクテ
リア）に関する特集にて、感染した際の症状や治療法などにつ
いて、スタジオで解説した内容が放送されました。

朝日放送 「キャスト」 1月7日 小児科 服部 益治 教授 インフルエンザの集団感染についてのニュースにて、インフ
ルエンザの予防接種について、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」 1月8日
ささやま医療センター
小児科　
奥田 真珠美 准教授

胃がんの原因と言われているピロリ菌の除菌についての篠山
市での取り組みなどについて、解説した内容が紹介されました。

NHK Eテレ 「学ぼうBOSAI」 1月15日 救命救急センター
山田 太平 助教 災害医療について取材を受けた内容が放映されました。

朝日放送 「おはよう朝日」 1月26日 小児科 服部 益治 教授
かくれ脱水に関する特集にて、症状や対策、隠れ脱水と心筋梗
塞・脳梗塞との関係などについて、解説した内容が放送されま
した。

NHK
岡山放送 「岡山ニュース もぎたて!」 2月6日 小児科 服部 益治 教授 かくれ脱水のメカニズムや予防策などの特集コーナーにて、解説

した内容が放送されました。

テレビ ・ラジオ出演情報　12 月から 3 月

掲載媒体 掲載日 関連者 概要

毎日新聞（朝刊） 12月2日 リハビリテーション学部
藤岡 宏幸 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、『大きな災害へ備える』と題
し、災害が発生した際に、さまざまな人の治療や支援を行える「守備範囲の広い医療職
者」の育成などについて、寄稿した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 12月3日 リハビリテーション学部
野﨑 園子 教授

兵庫医療大学と神戸ポートピアホテルが共同で企画した「嚥下障害の人のためのランチ」
に関する記事にて、考察したメニューが掲載されました。

読売新聞（朝刊） 12月7日 兵庫医科大学病院 「病院の実力」(大腸がん)において、兵庫医科大学病院の治療実績(2013年)が掲載され
ました。

毎日新聞（朝刊） 12月9日 リハビリテーション学部
山﨑 せつこ 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、『防災グッズ』と題し、各家
庭専用のアレンジグッズについて、寄稿した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 12月11日 泌尿器科 鈴木 透 講師 前立腺がんの特集記事にて、放射線治療とホルモン療法の併用治療について、解説し
た内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 12月12日 整形外科 
吉矢 晋一 主任教授

幹細胞移植での関節軟骨再生に関する記事にて、激しいスポーツなどによる膝関節軟
骨損傷の従来の治療法と、新たな細胞移植での治療法について、解説した内容が掲載
されました。

朝日新聞（朝刊） 12月14日 地域総合医療学
大松 重宏 准教授

患者を生きると題した連載記事にて、医療者が患者の思いに気付くことの大切さにつ
いて、解説した内容が掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 12月16日 共通教育センター
賀屋 光晴 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、『大災害に負けない実践』と
題し、自然災害に対する「備え」について、寄稿した内容が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 12月16日 人材対策室
山田 繁代 担当部長

看護師として国内外の被災地を飛び回って活躍した故・黒田裕子さんが兵庫医科大学病
院で勤務していた時のエピソードや、当時の思い出などについて、コメントした内容が
掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 12月22日 人材対策室
山田 繁代 担当部長

阪神高齢者・障害者支援ネットワーク前理事長の故・黒田裕子さんの兵庫医科大学病
院での看護師時代について、コメントした内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 12月24日 看護学部 神﨑 初美 教授 阪神・淡路大震災から20年が経ち、災害医療に携わる専門家が当時の経験などについ
て語った座談会にて、コメント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） 12月25日 糖尿病・内分泌・代謝内科

宮川 潤一郎 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.1【血糖値が高い】」と題された記事が掲
載されました。

毎日新聞（朝刊） 1月6日 薬学部 前田 初男 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、『お薬に関心と愛着を！』と
題し、もしものときにお薬を確保するための「備え」について、寄稿した内容が掲載さ
れました。

毎日新聞（朝刊） 1月7日 病理学分子病理部門
辻村 亨 主任教授

アスベストによる重篤ながん「中皮腫」に関する記事にて、患者の体をほとんど傷つけ
ないで診断を行う「細胞診」について、解説した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 1月10日 救命救急センター
久保山 一敏 講師 東日本大震災での医療活動に関する記事にて、コメントした内容が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 1月11日 兵庫医科大学病院 「病院の実力」(心臓リハビリ)において、兵庫医科大学病院の治療実績(2013年)が掲載
されました。

神戸新聞（朝刊） 1月15日 腎移植センター
野島 道生 センター長

小児の脳死下臓器移植にて、腎臓が兵庫医科大学病院で移植され、手術の経過などに
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） 1月17日 看護学部
神﨑 初美 教授

災害時の衛生管理に関する記事にて、阪神・淡路大震災や東日本大震災の避難所の様
子について、解説した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 1月21日 公衆衛生学
島 正之 主任教授

PM2.5に含まれる特定の物質がぜんそく発作と関連していることを突き止めたとして、
研究成果などが掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 1月26日 看護部 西村 裕美子
がん看護専門看護師

兵庫医科大学病院で開催されている「がん治療による外見の悩み相談会」に関する記
事にて、相談会を通じたがん患者さんへの支援について、コメントした内容が掲載さ
れました。

毎日新聞折込み
（奥様メモ・カレンダー） 1月27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.2【コレステロール値が高い】」と題された記事
が掲載されました。

新聞・雑誌等 掲載情報　12 月から 3 月

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！ 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

FMちゃお
（FM79.2MHz）「大切な人ががんになったら？！」 2月14日

がんセンター 西村 裕美子 
がん看護専門看護師
病院事務部 松本 知之 主任

「大切な人ががんになったら」というテーマで、どうサポート
したらいいのか？について、様々な側面から専門家の意見を
紹介する番組にて、兵庫医科大学病院でのがん患者さんへの
支援についてなどを紹介しました。

毎日放送 「ジョブチューン ～アノ職業の
ヒミツぶっちゃけます！」 2月21日 消化器内科

三輪 洋人 主任教授
「お酒を飲む前に牛乳を飲んでも意味が無い！？」といった質
問に対して、解説した内容が放映されました。

ラジオ大阪 「ぶっちゃけ～銀瓶流」 2月16日、
23日

救命救急センター
上田 敬博 助教 「救急医療と救急医」について、解説した内容が放送されました。

ABCラジオ、
RSKラジオ 健やかライフ 3月16日～

20日 眼科 三村 治 主任教授 兵庫医科大学病院 眼科の三村 治主任教授が白内障と緑内障に
ついて分かりやすく解説した内容が放送されました。

ベイ・
コミュニケー
ションズ

「ベイコム・地元ニュース」 3月18日、
19日 学校法人兵庫医科大学 兵庫医科大学、阪神電車などが主催した「阪神沿線健康講座」

（3月16日開催）の様子が放送されました。

毎日放送 「医のココロ」 3月21日 消化管内科
三輪 洋人 主任教授 「過敏性腸症候群」について、解説した内容が放送されました。

ベイ・
コミュニケー
ションズ

「ベイコム・地元ニュース」 3月25日 兵庫医科大学
健康医学クリニック

兵庫医科大学健康医学クリニック竣工式の様子が放送されま
した。

朝日放送 「キャスト」 3月26日 小児科 服部 益治 教授
生活習慣とがんに関するニュースにて、近畿地方に肺がんが
多い理由や、がんにならないための予防などについて、スタ
ジオで解説した内容が放送されました。

毎日放送 「医のココロ」 3月28日 神経内科
芳川 浩男 主任教授 「ストレス」について、解説した内容が放送されました。

※役職は出演当時のものです
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掲載媒体 掲載日 関連者 概要

読売新聞（朝刊） 2月1日 兵庫医科大学病院 「病院の実力」(前立腺がん)において、兵庫医科大学病院の治療実績(2013年)が掲載されました。

しんぶん赤旗 2月1日 消化管内科 
三輪 洋人 主任教授

つらい胃もたれや胃痛などの慢性的な胃の不調が続く「機能性ディスペプシア」の原因や
治療などについて、解説した内容が掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 2月3日 看護学部 細見 明代 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、『減災のための心がけ』と題し、
災害の教訓を生かし「減災」に対する、生活不活発病予防と口腔ケアの重要性について、寄
稿した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 2月4日
歯科口腔外科　
本田 公亮 教授
安田 恵理子 非常勤歯科医師

兵庫医科大学 歯科口腔外科講座の研究グループが突き止めた「管楽器演奏と顎関節症との
関連」に関する記事にて、コメントした内容が掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 2月10日 看護学部 神﨑 初美 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、『災害も病も自助共助必要　公
助の限界』と題し、災害や病に備え自助・共助の重要性について、寄稿した内容が掲載され
ました。

日本経済新聞（朝刊） 2月12日 兵庫医科大学病院 「日経実力病院調査」(胃がん治療)において、兵庫医科大学病院の治療実績(2013年)が掲載
されました。

神戸新聞（朝刊） 2月12日 眼科 中内 一揚 助教 「逆まつげ」の病態やその治療法などについて解説した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 2月12日

輸血・細胞治療学
藤盛 好啓 主任教授
内科学 血液内科
相馬 俊裕 准教授

骨髄移植などで合併症を起こした患者さんを対象とした「羊膜やへその緒を使った細胞
治療」について掲載されました。

朝日新聞（朝刊） 2月17日 呼吸器内科
中野 孝司 主任教授 アスベストが原因で起こる「胸膜中皮腫」について、コメントした内容が掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 2月17日 薬学部 桂木 聡子 講師 「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」のコーナーにて、災害の経験を日常生活に活かす
ことについて、寄稿した内容が掲載されました。

日本経済新聞（朝刊） 2月18日 兵庫医科大学病院 「日経実力病院調査」(肝臓がん治療)において、兵庫医科大学病院の治療実績(2013年)が掲
載されました。

毎日新聞（丹波版）、
読売新聞（丹波版）

2月18日 ささやま医療センター ささやま医療センターが、JR篠山口とセンターを結ぶ無料の患者送迎バスの運行を開始
することについて掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 2月22日 学校法人兵庫医科大学 2月21日に兵庫医科大学平成記念会館で開催した災害医療シンポジウムの様子が掲載され
ました。

毎日新聞（朝刊） 2月24日 リハビリテーション学部
日高 正巳 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、『災害時の弱者支援』と題し、災
害などの非常時には応用力、創造力が必要で、他職種がそれぞれの専門性を発揮すること
が重要と寄稿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） 2月26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.3【中性脂肪値が高い】」と題された記事が掲載さ
れました。

神戸新聞（朝刊） 3月17日 学校法人兵庫医科大学 兵庫医科大学、阪神電車などが主催した「阪神沿線健康講座」（3月16日開催）の様子につい
て掲載されました。

朝日新聞（朝刊） 3月17日 整形外科
吉矢 晋一 主任教授

野球ひじやサッカーひざとして知られる「離断性骨軟骨炎」について、解説した内容が掲
載されました。

神戸新聞（朝刊） 3月19日 兵庫医科大学 兵庫医科大学の第109回 医師国家試験の合格率（97.2 %）について掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 3月23日 救命救急センター
小谷 穣治 主任教授 JR福知山線脱線事故での救急治療について、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） 3月26日 消化管内科

三輪 洋人 主任教授
「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.4【胃部レントゲンに異常がある】」と題された記
事が掲載されました。

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。

13日
兵庫医科大学病院 市民健康講座「ドライアイ治療最前線」

兵庫医療大学 大学行事実行委員会主催 スポーツ大会

14日
兵庫医科大学病院 第３２回フロンティア医療セミナー

ささやま医療センター 篠山地域連携勉強会

15～16日 学校法人兵庫医科大学 孔子学院学術シンポジウム

20日 ささやま医療センター 市民ふれあい健康教室

～21日 兵庫医療大学 ナレッジキャピタル”ActiveLab”内「大学都市
ＫＯＢＥ！ 発信プロジェクト」ブース展示

27日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「認知症 ～正しい知識と理解～」

30日
兵庫医科大学病院 看護の日記念イベント「1日まちの保健室」

兵庫医療大学 看護学部をめざす高校生対象
「兵庫医科大学病院 見学会」

1日 兵庫医療大学 リハ学部作業療法学科対象 仕事研究セミナー

5～7日 学校法人兵庫医科大学 幹部教員FDプログラム

6日 兵庫医科大学病院 地域医療懇談会

7日
兵庫医療大学 兵庫医科大学病院薬剤部×兵庫医療大学薬学部

合同イベント兵庫医科大学病院

10日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「乳房再建について 
～乳房再建の方法と実際～」

14日 兵庫医療大学 看護学部イベント「看護職への道」

19日 兵庫医療大学 高校教員対象入試説明会

20日 兵庫医科大学病院 市民健康フォーラム

24日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「消化管腫瘍に対する最新の内視鏡
治療 ～腹腔鏡と内視鏡の共同手術も含めて～」

27日・28日 兵庫医療大学 リーダーズキャンプ

日未定 ささやま老人保健施設 運動会

５月 6月

平成２７年５月～６月 行 事 予 定主な

～健康な人生を送るために～

人間ドック開設
平成27年4月1日

阪神武庫川駅西出口より徒歩5分

予約受付中 〒663－8137兵庫県西宮市池開町３－２４ FAX（0798）44－6215

http://www.hyo-med-kenshin.com/
0120－682－701（直通）兵庫医大　健康医学 検索

健康医学クリニック
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学校法人　兵庫医科大学　事業法人

株式
会社 エイチ・アイ
有限
会社 エイチ・アイ・サービス

「事業会社の自由な発想」と
「何でもチャレンジの機動力」

各種斡旋 ：不動産、家電製品、引越業者紹介、貸衣装他
保険設計 ： ＝ 団体扱自動車・火災保険、「学生総合補償制度」 
　　　　　取扱い等々・・・　お気軽にお問合せ下さい。

兵庫医科大学内
TEL： 0798-45-6656　/　6673

HP ：http://hi-hyogo.com/hi.html
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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
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　平成２７年４月に開設した健康医学クリニックの受付
エリアは、木目調の落ち着いたトーンで高級感ただよう
内装になっており、受診する患者さんにリラックスして
お待ちいただけるようになっています。

健康医学クリニック受付

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/

学校法人兵庫医科大学では、創立40周年を記念して医学教育、研究、診療をさらに充実・推進するため、新教育研
究棟の建設を予定しており、そのための寄付金を受け入れております。
詳細は兵庫医科大学 新教育研究棟建設事業募金～開学４０周年記念事業募金～ホームページ

（http://www.hyo-med-anniv.com/）か募金推進室（TEL：0120-456-991）までお問い合わせください。




