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　週刊ダイヤモンド２０１３年１０月２６日号に「頼れる病院ラン
キング」が掲載されました。この調査は全国１２０５病院を対象に
行われ、医療に係る１３の指標（※）に基づいて１００点満点で得
点を割り出し、ランキングにしたものです。

　平成２５年１０月５日、宝塚ホテルにて第１０回病診・病病連携の会
が開催されました。この会は、近隣医師や地域医療機関との連携を深め
るために行われています。
　講演では下部消化管外科の冨田主任教授を座長とし、「がん最前線・大
腸がんの診断と治療」と題し、最新の大腸がん治療について４名の先生
方にご講演いただきました。
　兵庫医科大学病院の医師や近隣医療機関の方々など１２０名の出席が
あり、情報交換会でも意見交換が行われ交流を深めました。

　上記ランキングのほか、全国総合ランキングで１１位、奨学寄附金受取額ランキングでは兵庫医科大学が全国で
２５位にランクインしました。

頼れる病院ランキング３年連続兵庫県で１位

第１０回病診・病病連携の会開催

頼れる病院 ランキング（兵庫県）

1位 兵庫医科大学病院 96点
2位 神戸大学病院 93点

3位 神戸市立中央市民病院 92点

県立尼崎病院 92点

①診療科目数 3点満点

④看護師配置 10点満点

⑦紹介率 4点満点

⑩病床利用率 10点満点

⑬経常収支比率 15点満点

③専門医数 10点満点

⑥施設・設備 5点満点

⑨先進医療 1点満点

⑫人件費率 5点満点

②医師数 15点満点

⑤医療スタッフ 5点満点

⑧救急車受け入れ件数（年間） 7点満点

⑪平均在院日数 10点満点

※13の指標

出典　週刊ダイヤモンド　平成25年10月26日発行号
　　　（P33，Ｐ59，Ｐ73，Ｐ101より抜粋）

兵庫医大フロンティア医療セミナー
第15回（平成25年11月13日開催） 第16回（平成25年12月12日開催）

■上部消化管がんの治療
コーディネータ
外科 上部消化管外科 准教授 菊池 正二郎
　　　
テーマ：「良い胃がんと悪い胃がん：がん休眠療法は可能か？」
講師：外科 上部消化管外科 准教授 菊池 正二郎

テーマ：「胸腔鏡下の縦隔リンパ節郭清」
講師：外科 上部消化管外科 講師 竹村 雅至 

テーマ：「上腹部大動脈周囲リンパ節郭清のコツ」
講師：外科 上部消化管外科 診療部長 笹子 三津留

■耳鼻咽喉科領域における最新治療　　　

コーディネータ
耳鼻咽喉科 診療部長 阪上 雅史
　
テーマ：「良性発作性頭位めまい症（BPPV）の理学療法」
講師：耳鼻咽喉科 講師 坂 直樹　

テーマ：「咽喉頭癌における発声機能温存手術」
講師：耳鼻咽喉科 講師 寺田 友紀

テーマ：「ナビゲーションシステムを用いた内視鏡下副鼻腔手術」
講師：耳鼻咽喉科 助教 児島 雄介

テーマ：「人工内耳手術」
講師：耳鼻咽喉科 学内講師 桂 弘和

　明けましておめでとうございます。
　兵庫医科大学は一昨年開学４０周年を迎え、これまでの教育・研究・
診療に関する業績を評価し、さらなる発展を誓い合って２年目を迎
えます。目標の１つでもある地域への貢献に向かって、今年はさら
なる一歩が踏みだされると思います。
　昨年は９月に病院機能評価を受審し、認定いただきました。職員全

員のチーム医療の実力が発揮されたものと思います。平成２５年の漢字は「輪」であり、各方面での輪が
強調された年でもありました。４月からは内科医師の派遣、１１月からは当直医師の応援をいただきま
した。正木顧問にもご指導いただきました。職員一同一丸となって、医療の質向上、地域ニーズに対応
した医療に加え、さらなる経営改善に努力する所存です。引き続いてのご支援をお願いいたします。「つ
ながる想い、つながる未来」という言葉を耳にしました。日本が力を入れているＡＳＥＡＮ友好協力の
心意気を表したキャッチフレーズでした。西宮－神戸－篠山の３つのキャンパスの連携が「つながる想い、
つながる未来」でさらなる展開を迎えることを祈念いたします。
　今年の干支である「甲午（きのえうま）」の「きのえ」は甲乙丙丁・・・の「甲」であり、「物事の最初やトッ
プ」を意味します。種を覆っている固い殻の象形文字であり、新たな命が生まれる予兆とされています。
兵庫医科大学の新たな十年の始まりの年であると言えると思います。西宮－神戸－篠山のトライアング
ルには、六甲山、甲山、甲子園など「甲」のつくところがたくさんあります。「午（うま）、馬」のような強
力な瞬発力と持久力を発揮し、「患者第一Patient first、チーム医療Team medicine、専門性へのスキル
アップProfessionalism」、略してPTPを推進して参ります。多方面からのご支援の程よろしくお願いい
たします。

新年のご挨拶

ささやま医療センター　病院長　　 福田 能啓
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ささやま医療センター
ささやま老人保健施設

地域連携・総合相談室長就任挨拶 〈１０月１日就任〉

　平素よりささやま医療センターへのご支援を賜り、
誠にありがとうございます。
　平成２５年１０月１日より、前任の吉永 和正地域
救急医療学講座教授に代わり、地域連携・総合相談室
長を拝命しました池田 義和です。
　新病院移転開設前後は、産婦人科及び小児科の医師

不足で大変ご迷惑をおかけしておりましたが、現在
では両診療科とも複数名の医師が在籍し、周産期及び
小児医療に関しては地域のニーズにお応えできる診
療体制が整いました。一部の診療科では、まだ医師が
充足していない状況ではありますが、地域の皆様に
良質な医療が提供できるよう努力してまいる所存で
すので、引き続きのご支援のほどよろしくお願い申
し上げます。
　医療機能の分化が進む中、かかりつけ医である地
域の先生方や福祉関連事業所の皆様と連携を図り、切
れ目のない医療・介護を提供していくことが地域連
携・総合相談室の大きな役割であると考えておりま
すので、今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお
願い申し上げます。

地域連携・総合相談室長
池田 義和（副院長）
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　平成２５年１０月１５日に、兵庫医科大学３ー３講義室において平成２５年度学校法人兵庫医科大学医療人
育成センター認定看護師教育課程（手術看護分野）入学式が執り行われ、新入生３０名が入学しました。
　鈴木センター長による式辞では、新入生に対する激励の言葉が贈られ、その後新入生代表が入学宣誓を行い、
入学への決意を新たにしていました。
　次いで、新家理事長祝辞、兵庫県看護協会中野会長祝辞、日本手術看護学会菊地理事長祝辞があり、波田副理
事長、太城病院長、中西学長、兵庫医療大学馬場学長、坂元常務理事、山田副院長・看護部長の紹介が行われま
した。
　式の後、鈴木センター長から新入生に対し、本課程教員の土蔵主任教員、大久保専任教員、兵庫医療大学の竹
田看護学部長が紹介されました。

　平成２５年１２月６日付で、公益財団法人日本医療機能評価機構（以下「機構」という。）から病院機能評価の
審査結果について、“一般病院１ 認定（改善要望事項なし）”の朗報が届きました。時季的にビッグなクリスマ
スプレゼントとなりました。
　ささやま医療センターは、平成２５年９月１０日～１１日に病院機能評価の訪問審査を受けました。初めて
の受審であり、また新バージョンでの受審であったため、６月２５日に機構の訪問受審支援を受け、同支援で
指摘された項目の改善に努めるとともに、本番を想定した教職員によるケアプロセスのシミュレーションを
繰り返し行うなど、準備を進めてきました。その結果、受審後に機構から送付されてきた中間的な結果報告では、
Ｃ評価（一定の水準に達していない）がなかったため、“認定”ではとの思いを持ちつつ最終的な審査結果を待っ
ておりましたが、そのとおりの結果が届き、本年度の大きな目標の一つを達成することができました。
　これは教職員一同の努力の結晶でありますが、これに満足することなく更なる高みを目指して、教職員の皆
さんにはなお一層の努力を期待するところです。また、当センターとしては、これを機に、さらに地域の医療ニー
ズにお応えできるよう医療の質向上に努めていきたいと思います。

　平成２５年１２月５日、ＪＲ西日本（西日本旅客鉄道株式会社）主催によるＪＲ福知山線「篠山口駅構内にお
ける列車事故お客様救済合同訓練」が実施されました。ささやま医療センターから医師・看護師３名が参加し
た他、篠山市役所、篠山警察署、鉄道警察隊、篠山市消防本部など約９０名が参加しました。ＪＲ福知山線 古市・
南矢代駅間「南矢代踏切」において立往生していた大型トラックに快速電車が衝突し、多数の負傷者が車内に閉
じ込められたという想定で訓練が行われました。現場でのトリアージは、当センターの吉永救急科診療部長が
担当し、実践を想定した緊張感が参加者や見学者にも伝わりました。訓練終了後の講評では、「訓練は実施する
だけではなく、その後の検証がとても大切である。」ということを強調されていました。今後も地域の災害訓
練に積極的に参加する予定です。

平成２５年度
認定看護師教育課程（手術看護分野）の入学式が挙行されました

朗報届く　病院機能評価認定

災害訓練への参加について

ケアプロセスの様子 部署訪問の様子
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省エネルギー対策 夏季の結果と冬季目標
　西宮キャンパスでは皆様のご協力の下、この夏も
積極的に省エネルギー活動および、経費削減活動に取
り組んで参りました。
　しかしながら、今年度は、エネルギーを多量に消費
する急性医療総合センターが開院し、また、夏が猛暑
であったため、その結果として今年度(10月迄)のエ
ネルギー原単位（※）は、一昨年度に比べ2.1％の増加
になりました。
　省エネ推進委員会発足前の平成16年度と比べると、
9.0％のエネルギー削減となっています。
　冬季も引き続き、省エネルギー活動および、経費削
減活動を行って参りますので、より一層のご協力を
お願いします。

※エネルギー原単位　　延床面積あたりのエネルギー消費量

■ 副院長による医局ラウンドの実施
■ 医局研究室の不在時消灯・空調OFFの徹底
■ 各棟の照明減灯・大便器ウォッシュレットの低温設定
■ スーパークールビズ・ウォームビズの導入
■ 人工頭脳による空調の省エネ運転

■ 診療現場以外での暖房の室温設定は１９℃とし、節電に
　 努める。
■ 暖房機器に頼らず、働きやすく暖かい服装を着用する。
　 （ただし、患者さんと直接接する部署は、失礼のないように配
　　慮をお願いします。）

平成25年度 主な省エネルギー活動 ウォームビズにご協力をお願いします！
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　平成２５年６月２９日に開催された緑樹会総会において石藏礼一（５回生）が、第５代同窓会緑樹会会長に選
出されました。また、新会長のもとに役員として副会長　大江与喜子（１回生）、黒田佳治（２回生）、麩谷博之（６
回生）の３名、その他、常任理事９名、理事４９名、監事２名が選出されました。（敬称略）
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兵庫医科大学同窓会緑樹会新会長就任

第５代会長
石藏　礼一

１９８２年
同年
２００８年
２０１２年
現在に至る

３月

２月
８月

兵庫医科大学卒業
兵庫医科大学病院放射線科　臨床研修医
兵庫医科大学放射線医学准教授
放射線医療センター画像診断部部長兼任

　平成２５年９月３０日に、医療人育成センターが総合研修棟より１号館４階に移転しました。また、本セン
ターに７月３１日付で公益社団法人日本看護協会の認定看護師教育課程（手術看護分野）（研修生３０名）の設
置が認定され、１０月１５日より開講することになり、同課程の講義室も１号館４階に設置することになりま
した。
　なお、総合研修棟２階のスキルスラボについてもシミュレーションセンターとして同階に移転しております。

　本学病院産科婦人科にご入院されその後ご逝去された女性の方より、入院中、先生方をはじめスタッフの方々
に大変お世話になったお礼として、遺産の一部を兵庫医科大学の教育・研究・診療のためにお役立ていただき
たいとのお話があり、夙川司法書士事務所の黒川 早苗司法書士様を通じ、ご本人のご遺志に従い学校法人兵庫
医科大学にご寄付をしたいとのお申し出がありました。
　この度ご寄付いただきました浄財については、兵庫医科大学開学４０周年記念事業募金、ささやま医療セン
ター用マイクロバスの購入、産科婦人科の教育研究助成金として利用させていただくこととなりました。ご
本人様より寄付をする際には匿名にしていただきたいとのお申し出があったため、ご本人様への感謝の気持
ちとして、生前非常に可愛がっておられた猫の名前をマイクロバスに冠し「チーター号」と名付け、車のボディ
には理事長自ら描かれた愛らしい猫の絵（写真参照）が配されました。
　平成２５年１１月２７日、理事長及びご寄付者の代理人である黒川様ご出席のもと、ご寄付いただきました
マイクロバスのお披露目式が執り行われ、理事長より黒川様への記念品贈呈の後、参加者も同乗しマイクロバ
スの試運転が行われました。
　ご逝去された女性の主治医として治療に尽力された産科婦人科の鍔本講師より、「彼女への感謝の気持ちを
表すため、理事長よりマイクロバスの名前を「チーター号」と名付けていただき、彼女らしい素敵なお別れとなっ
たと思います。容態がすぐれなくなってからもいつも優しい笑顔を見せてくれていた患者さんで、当科のスタッ
フ一同彼女から多くのものを学ばせていただきました。柴原主任教授と共にご寄付に対し感謝申し上げます。」
との言葉をいただきました。

　平成２５年１２月６日、第1会議室にて本学法人所属の勤続４０年の方々に対する表彰式が行われました。
対象となったのは６名の方々で、新家理事長から長きにわたり兵庫医科大学を支えていただいた皆さんにお
礼の言葉が述べられ、表彰状と記念品の置時計が贈呈されました。

医療人育成センターが１号館４階に移転しました

マイクロバスのご寄付に際して

４０年勤続表彰

会長略歴

理事長の描いた猫の絵が配されたマイクロバス

理事長より黒川様へ記念品の贈呈 マイクロバスを囲んで参加者の皆さんで集合写真
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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 兵庫医科大学開学４０周年記念事業募金状況報告
　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、後援会及び、同窓会緑樹会会員、名誉教授、退職者、教職員等は言
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、ご協力を賜り、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。

　 「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、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）H21.1. 1～H25.11.30
（募金推進課）H24.7. 1～H25.10.31

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 234件 42,605,000円 590件 41,145,498円 824件 83,750,498円
入　金 233件 42,555,000円 586件 40,995,498円 819件 83,550,498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 167件 798,435,000円 369件 267,360,068円 536件  1,065,795,068円
入　金 165件 719,395,000円 367件 168,211,689円 532件  887,606,689円

寄付申込者ご芳名･法人名一覧
H25.9. 1～H25.11.30 寄付申込者ご芳名･法人名一覧

H25.7. 1～H25.10.31

●ご芳名のみ　1名

●ご芳名のみ　2名

●ご芳名のみ　1社

●ご芳名・金額記載　1名

●ご芳名・金額記載　1名

  50,000円 
50,000円

250,000円
 50,000円 
50,000円

400,000円
10,000円 
50,000円

500,000円
100,000円
 50,000円

日下部　昇様
角井　義夫様
三村　宏子様
福島　敦子様
金城　泰二様
中井　久夫様
河本　五月様
二木　隆志様  
 

森田　博子様
長澤　進様
阿河　真一様

100,000円 医療法人社団雄敬会藤末医院様

500,000円
500,000円

越久　仁敬様
中西　健様

1,300,000円 
500,000円

馬場　明道様
坂元　譲次様

古川　真佐子様
岡本　明子様
橘　ツヤ子様
天王寺谷　貴様
利倉　一晴様
松本　博様

（匿名　10名） 橋本　幸哉様
村上　稔様
中野　裕子様
中平　雅清様
増田　明子様
中村　由美子様
細谷　友雅様

（匿名　2名）

四塚　久雄様
湯浅　知子様
橘　精一郎様
天王寺谷　由美様
利倉　敬子様
熊本　茂美様

田片　将士様
樫本　良亮様
石川　裕人様
河井　信博様
石田　純一郎様

500,000円 三村　治様

300,000円 後藤　耕作様

●ご芳名のみ　2社
●ご芳名のみ　9社

●ご芳名・金額記載　8名
●ご芳名・金額記載　1社

●ご芳名・金額記載　2名

●追加

●ご芳名のみ記載　12名

●ご芳名のみ記載　12名

ホーチキ株式会社様
フジテック株式会社様   
    

（匿名　1社）   
   

沢井製薬株式会社様   
エーザイ株式会社様   
株式会社メディセオ様
大日本住友製薬株式会社様
株式会社ヤクルト本社様
旭化成ファーマ株式会社様
協和発酵キリン株式会社様
株式会社スズケン様 
アルフレッサ株式会社様

（匿名　5社）   
   

岡本　英三様

鈴木　敬一郎様
島田　稔也様

医療法人緑清会樋口胃腸病院様

〔企業等法人〕 （3社）
〔企業等法人〕 （14社）

〔教職員〕（3名）

〔その他個人〕（1名）

〔名誉教授〕（1名）

〔関連病院等〕（1法人）

〔その他個人〕（30名）
〔同窓会緑樹会〕（1社）

〔緑樹会〕（3名）

〔教職員〕（18名）

　理事・評議員の異動がありました。

理事・評議員の異動

理事（平成２５年1２月1日付）
再任 兵庫医科大学教授・ささやま医療センター病院長・老人保健施設長 福田　能啓

評議員（平成２５年1１月３０日付）

再任 協和会グループ会長 木曽　賢造
篠山市副市長 平野　斉
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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

朝日放送 「みんなの家庭の医学」 10月8日 上部消化管科
三輪洋人主任教授

「胃を若々しく保つ秘密」と題されたテーマにて、セロトニンと胃のぜ
んどう運動の関係や、胃を若く保つために食前に行うと良い行動など
について解説した様子が放送されました

毎日放送 「ジョブチューン
医者ぶっちゃけSP」 10月12日 脳神経外科

吉村紳一主任教授
脳梗塞について、日頃行うと危険な行動、予防するための食べ物、脳梗
塞のチェック方法などについて解説した様子が放送されました。

NHK
「ためしてガッテン
心臓が突然停止する？
まさかの奇跡の生還SP」

10月16日 上部消化管科
三輪洋人主任教授 逆流性食道炎による胸の痛みについて解説した様子が放送されました。

朝日放送 「スーパーJチャンネル」 11月6日 公衆衛生学
島正之主任教授 P.M2.5と肺がんの因果関係について解説した様子が放送されました。

読売テレビ 「ミヤネ屋」 11月12日 肝・胆・膵科
西口修平主任教授

肝臓がんの原因や症状、予防や治療法などについて解説した様子が放
送されました。

読売テレビ 「す・またん」 11月14日 小児科 服部益治教授 冬にも起こりやすい「かくれ脱水」について解説した様子が放送されました。

毎日放送 「VOICE」 11月20日 上部消化管外科
笹子三津留主任教授

『がんで胃切除もトライアスロン完走の“鉄人”女性』と題された特集にて、
早期胃がんの場合、胃の機能を温存するために行われる「幽門保存胃切除手
術」や、進行胃がんの場合、がんを小さくして手術可能な状態にするために
行われる「術前補助化学療法」などについて解説した様子が放送されました。

読売テレビ 「サンデードクター」 11月24日 総合診療科
立花久大主任教授

「慢性頭痛と命にかかわる危険な頭痛」をテーマに、頭痛の原因や命に
かかわる頭痛のタイプなどを解説した内容が放送されました。

朝日放送 「テレメンタリ―2013 知る重
み～出生前診断 家族の葛藤～」 11月25日 産科婦人科

澤井英明准教授
母体血を用いた新型出生前診断について、診察を行う様子が放送され
ました。

読売テレビ 「す・またん」 11月26日 兵庫医療大学 共通教育
センター 常見幸講師

これから寒い時期に入ると起こりやすい入浴時の事故をどのようにす
れば防げるか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　１０月から１１月

掲載媒体 掲載日 関連者 概要
Newton 10月2日 皮膚科 山西清文主任教授 アトピー性皮膚炎の記事にて、「アトピー性皮膚炎発症の重要な役割を果たすたんぱく質

（IL-33）」について解明した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 10月5日 超音波センター
飯島尋子センター長

「抗がん剤の効果、超音波で判定」と題された記事にて、肝臓がん患者に対する効果やその他
の病気に対する応用などについて解説した内容が掲載されました。

リビング神戸東 10月5日 神経・脳卒中科
芳川浩男主任教授

認知症に関する記事にて、早期発見・早期治療のポイントについて解明した内容が掲載され
ました。

読売新聞（朝刊） 10月6日 下部消化管科 中村志郎教授
「病院の実力」(炎症性腸疾患)において、兵庫医科大学病院の治療実績(2012年)が掲載されま
した。また、炎症性腸疾患の治療について「血液成分除去療法」を始めとする治療法などにつ
いて解説した内容が掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 10月8日 兵庫医療大学 薬学部
辻野健教授

「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーの『多職種連携しチーム医療を』と題さ
れた記事にて、「慢性心不全」について寄稿した内容が掲載されました。

週刊ダイヤモンド 10月12日 兵庫医療大学 看護学部 「大学徹底比較」の特集内にて、医療系学部の就職率ランキング1位に兵庫医療大学看護学部
が掲載されました。

週刊ダイヤモンド 10月21日 兵庫医科大学病院 「頼れる病院ランキング」特集内にて、全国で11位、兵庫県で1位に兵庫医科大学病院がラン
クインし、兵庫県の記事にて兵庫医科大学病院の取組などが紹介されました。

毎日新聞（朝刊） 10月22日 兵庫医療大学 薬学部
森山雅弘教授

「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーの『薬の効き方に影響する使い方』と題
された記事にて、薬の服用のタイミングについて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） 10月25日 整形外科 吉矢晋一主任教授 「保存版 健康質問箱」のコーナーにて、「日常の気になる症状セルフケア vol.10【関節の痛

み】」と題された監修記事が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 10月27日 臨床遺伝部
玉置知子主任教授

「記者から」のコーナーにて、兵庫医科大学病院臨床遺伝部の配布しているパンフレットの
ロゴマークにまつわる思い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） 10月29日 兵庫医療大学 薬学部
大河原知水教授

「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーの『活性酸素の役割』と題された記事に
て、生活習慣病と活性酸素との関連について寄稿した内容が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 11月1日 臨床遺伝部
千代豪昭特別招聘教授

生殖医療に関する記事にて、新型出生前診断に対する日本としての対応などについてコメ
ントした内容が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 11月3日 兵庫医科大学病院 「病院の実力」(てんかん治療)において、兵庫医科大学病院の治療実績(2012年)が掲載されました。

丹波新聞（朝刊） 11月3日 ささやま医療センター
福田能啓病院長

「全国中央郵便局巡りの旅」と題され、風景印を押印された日本地図が兵庫医科大学ささや
ま医療センターに寄贈されたことについてコメントされた内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 11月7日 産科婦人科 澤井英明准教授
兵庫医科大学病院で開始する予定の、血液検査と超音波（エコー）検査を組み合わせて調べ
る出生前診断の臨床研究に関する記事にて、検査の目的や課題など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） 11月12日 兵庫医療大学 薬学部
戴毅准教授

「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーの『時代のニーズに対応』と題された記
事にて、統合医療を担う人材の育成について寄稿した内容が掲載されました。

読売新聞（夕刊） 11月14日 糖尿病・内分泌・代謝科
難波光義主任教授

広島県呉市と市内の医師会、歯科医師会、薬剤師会との連携に関する記事にて、透析患者の
歯止めを目的とする呉市の取り組みについてコメントした内容が掲載されました。

日本経済新聞（夕刊） 11月14日 耳鼻咽喉科 任智美助教 『偏食やストレス・・・さびつく味覚』と題された記事にて、味覚の異変が起こる原因など
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） 11月16日 中医薬孔子学院
鄔継紅副学院長

「ひょうごの医療」のコーナーにて、「医食同源」の言葉があるように漢方薬とともに重要な要
素とされる食事において食物毎の効能や食べ方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） 11月19日 兵庫医療大学 薬学部
九川文彦教授

「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーの『100年後も生き残れる学問』と題さ
れた記事にて、難解な薬物動態学について寄稿した内容が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 11月21日 兵庫医療大学 共通教育セン
ター 常見幸講師

入浴と健康に関する記事にて、疲れを取るための入浴法や、入浴関連死の原因と予防法な
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　１０月から１１月

No. 項　　目 制定・改正・廃止の趣旨 制定・改正・廃止日
1 学校法人兵庫医科大学旅費規程 出張命令書の様式変更のため、改正。 平成25年7月23日

2 入学試験及び課程を経ない者の学位申請に係る
外国語試験に対する手当支給に関する内規

推薦入試の出題について、従来のマークシート方式からの変更に伴い採点従事
者が必要となることから、改正。 平成25年10月1日

3 自動車管理、運行内規 マイクロバスの使用基準を本内規に追記し、組織名称等を現行運用に則したか
たちにするため、改正。 平成25年8月27日

4 学校法人兵庫医科大学研究支援組織検討委員会内規 研究支援のための組織体制及び活動を検討する組織を立ち上げるため、制定。 平成25年10月1日

5 時間外分娩手当に係る取扱内規 ささやま医療センターへの応援のため非常勤医師として時間外分娩業務に従事
した場合に当該手当の支給対象とするため、改正。 平成25年10月1日

6 学校法人兵庫医科大学事業計画規程 第２次中期事業計画が策定されたことに伴い、事業計画の策定、進捗管理及び評
価には、一定の基準を設ける必要があることから、制定。 平成25年10月1日

7 病院における諸記録の閲覧に関する内規 病院事務部の組織再編に伴い、改正。 平成25年9月4日

8 兵庫医科大学ささやま医療センター
薬事委員会規程

兵庫医科大学ささやま医療センター部長会議規程の改正に伴い、部長会議の下に
設置している各種委員会規程等についても構成員の妥当性を中心に確認、見直し、
整備にあわせて改正。

平成25年8月23日

9 兵庫医科大学ささやま医療センター
医療ガス安全・管理委員会規程 同上 平成25年8月23日

10 兵庫医科大学ささやま医療センター
手術室運営委員会規程 同上 平成25年8月23日

11 兵庫医科大学ささやま医療センター
エックス線障害予防委員会規程 同上 平成25年8月23日

12 兵庫医科大学ささやま医療センター
輸血療法委員会規程 同上 平成25年8月23日

13 兵庫医科大学ささやま医療センター栄養委員会規程 同上 平成25年8月23日

14 兵庫医科大学ささやま医療センター衛生委員会規程 同上 平成25年8月12日

15 兵庫医科大学ささやま医療センター
医療安全対策委員会規程 同上 平成25年8月23日

16 センター医療事故防止対策委員会規程 兵庫医科大学ささやま医療センター医療安全対策委員会設置に伴い、廃止。 平成25年8月23日

17 兵庫医科大学ささやま医療センター
褥瘡対策委員会規程

兵庫医科大学ささやま医療センター部長会議規程の改正に伴い、部長会議の下
に設置している各種委員会規程等についても構成員の妥当性を中心に確認、見
直し、整備にあわせて改正。

平成25年8月23日

18 兵庫医科大学ささやま医療センター
医療の質・安全・感染管理委員会規程

兵庫医科大学ささやま医療センター部長会議規程の改正に伴い、部長会議の下に設置してい
る各種委員会規程等についても構成員の妥当性を中心に確認、見直し、整備にあわせて制定。 平成25年8月23日

19 医療の質・安全管理委員会規程 兵庫医科大学ささやま医療センター医療の質・安全・感染管理委員会設置に伴い、廃止。 平成25年8月23日

20 兵庫医科大学ささやま医療センター
感染対策委員会規程

兵庫医科大学ささやま医療センター部長会議規程の改正に伴い、部長会議の下に設置してい
る各種委員会規程等についても構成員の妥当性を中心に確認、見直し、整備にあわせて改正。 平成25年8月23日

21 兵庫医科大学ささやま医療センター勤務医
及び看護職員の負担軽減対策委員会設置要領 同上 平成25年8月23日

22 兵庫医科大学ささやま医療センター
情報倫理委員会規程

兵庫医科大学ささやま医療センター部長会議規程の改正に伴い、部長会議の下に設置してい
る各種委員会規程等についても構成員の妥当性を中心に確認、見直し、整備にあわせて制定。 平成25年8月23日

23 兵庫医科大学ささやま医療センター情報倫理規程 兵庫医科大学ささやま医療センター情報倫理委員会規程の見直し、整備にあわせて、改正。 平成25年8月23日

24 廃棄物適正管理委員会規程
兵庫医科大学ささやま医療センター部長会議規程の改正に伴い、部長会議の下
に設置している各種委員会規程等についても構成員の妥当性を中心に確認、見
直し、整備にあわせて制定。

平成25年7月29日

25 兵庫医科大学ささやま医療センター医療廃棄物管理規程 廃棄物適正管理委員会規程の見直し、整備にあわせて改正。 平成25年8月23日

26 兵庫医科大学篠山キャンパス
防火・防災対策委員会規程

兵庫医科大学ささやま医療センター部長会議規程の改正に伴い、部長会議の下に設置してい
る各種委員会規程等についても構成員の妥当性を中心に確認、見直し、整備にあわせて制定。 平成25年8月23日

27 兵庫医科大学篠山キャンパス防火・防災管理規程 兵庫医科大学篠山キャンパス防火・防災委員会規程の見直し、整備にあわせて改正。平成25年8月23日

28 兵庫医科大学ささやま医療センター
臨床検査委員会規程

兵庫医科大学ささやま医療センター部長会議規程の改正に伴い、部長会議の下に設置してい
る各種委員会規程等についても構成員の妥当性を中心に確認、見直し、整備にあわせて改正。 平成25年8月23日

29 兵庫医科大学ささやま医療センター地域連携・
総合相談室運営委員会規程 同上 平成25年8月23日

30 兵庫医科大学ささやま医療センター
病院情報システム管理運営委員会規程 同上 平成25年8月23日

31 兵庫医科大学篠山キャンパス患者及び利用者
サービス向上推進委員会規程 同上 平成25年8月23日

32 兵庫医科大学ささやま医療センター
ワークライフバランス推進委員会規程

兵庫医科大学ささやま医療センター部長会議規程の改正に伴い、部長会議の下に設置してい
る各種委員会規程等についても構成員の妥当性を中心に確認、見直し、整備にあわせて制定。 平成25年4月17日

33 兵庫医科大学ささやま医療センター
病床管理運営委員会運営内規

兵庫医科大学ささやま医療センター部長会議規程の改正に伴い、部長会議の下に設置してい
る各種委員会規程等についても構成員の妥当性を中心に確認、見直し、整備にあわせて改正。 平成25年8月23日

34 兵庫医科大学ささやま医療センター外来運営委員会規程 同上 平成25年8月23日

35 兵庫医科大学ささやま医療センター
救急医療委員会設置要領 同上 平成25年8月23日

36 兵庫医科大学ささやま医療センター
診療録管理委員会規程 同上 平成25年8月23日

37 兵庫医科大学ささやま医療センター
クリニカルパス推進委員会規程 同上 平成25年8月23日

38 兵庫医科大学ささやま医療センター看護師確保・
定着委員会運営内規

兵庫医科大学ささやま医療センター部長会議規程の改正に伴い、部長会議の下に設置してい
る各種委員会規程等についても構成員の妥当性を中心に確認、見直し、整備にあわせて制定。 平成24年9月19日

39 兵庫医科大学ささやま居宅介護支援事業所運営規程 事業所長を補佐する副所長を設置するため、改正。 平成25年9月1日

40 兵庫医療大学臨床実習教授等の称号付与規程 現行規程における称号の名称「兵庫医療大学教育教授」が他規程の職名と同一であり、
混同するおそれがあるので、称号の名称、その他文言について整理するため、制定。平成25年9月18日

41 兵庫医療大学教育教授等に関する規程 兵庫医療大学臨床実習教授等の称号付与規程制定に伴い、廃止。 平成25年9月18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



学校法人兵庫医科大学

新年号 

学校法人 兵庫医科大学 事業法人 

「事業会社の自由な発想」と

「何でもチャレンジの機動力」

株式 
会社 エ イ チ ・ ア イ 

ｴｲﾁ･ｱｲ･ｻｰﾋﾞｽ 有限 
会社 

西宮市武庫川町１番１号 兵庫医科大学６号館２Ｆ
Ｔｅｌ ：

：

をモットーに、大学への貢献、皆様へ「お役立ち」を目指します。 

各種斡旋 ：ﾚﾝﾀｶｰ割引、家電製品、引越業者紹介、貸衣装他 
保険設計 ：団体扱生命・損害保険、「学生総合補償制度」 

取扱い等々・・・ お気軽にお問合せ下さい。 

　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！

15日 兵庫医科大学 レクチャーシップ「知の創造」
15日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「脳卒中になりたくない方へ」

18日・19日
兵庫医科大学

平成26年度大学入試センター試験
兵庫医療大学

22日 兵庫医科大学 一般入学試験（第1次試験）
25日 兵庫医療大学 大学院入学試験
28日 兵庫医療大学 薬学部4年生対象 薬学共用試験（CBT）
29日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「肺癌の診断と治療について」
31日 兵庫医療大学 一般入学試験（前期Ａ日程）
中旬 兵庫医療大学 実験動物慰霊祭

日未定 ささやま老人保健施設 新年会・餅つき大会

1日 兵庫医療大学 一般入学試験（後期日程）
1日・2日 兵庫医療大学 薬剤師国家試験

5日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「てんかん治療の実際」
6日 兵庫医科大学 卒業式

10日 兵庫医科大学病院 第6回連携病院の会
15日 兵庫医療大学 学位授与式

19日 兵庫医療大学 学術講演会
（アトピー性皮膚炎の謎を解き明かす！）

19日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「ストレスとのつき合い方」
下旬 兵庫医療大学 ３学部合同１日体験入学

日未定 ささやま医療センター ひな祭りコンサート
日未定 ささやま老人保健施設 ひな祭り

1日
ささやま医療センター

入職式
学校法人兵庫医科大学

3日 兵庫医科大学 学部・大学院入学式・保護者説明会
3日～5日 兵庫医科大学 新入生学内オリエンテーション

5日 兵庫医療大学 入学式
5日 兵庫医科大学 白衣授与式

5～8日、
12日 兵庫医療大学 新入生学内オリエンテーション

7日 兵庫医療大学 新入生歓迎会

26日 兵庫医療大学 学校法人兵庫医科大学連携病院の会
合同病院説明会

中旬～下旬 兵庫医療大学 社会人スキル対策講座（看護学部4年生全員）

1日 兵庫医療大学 一般入学試験（前期Ｂ日程）
1日・2日 兵庫医科大学 一般入学試験（第2次試験）

6日 兵庫医療大学 学術講演会（薬学）
8日～10日 兵庫医科大学 第108回医師国家試験

13日 兵庫医療大学 兵庫医科大学病院・ささやま医療センター
病院説明会（看護学部3年全員）

13日 兵庫医療大学 助産師国家試験
14日 兵庫医療大学 保健師国家試験
14日 兵庫医科大学 大学院入学試験（後期募集）
16日 兵庫医療大学 看護師国家試験
16日 兵庫医療大学 一般入学試験（前期Ｃ日程）
17日 兵庫医療大学 社会人スキルガイダンス（看護学部3年全員）

18日 兵庫医科大学 大学入試センター試験利用入学試験
（第2次試験）

19日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「がん予防のための食事」
20日 兵庫医科大学 大学院学位授与式
21日 兵庫医療大学 就職・実務実習説明会（薬学部5年全員）

23日・24日 兵庫医療大学 理学療法士・作業療法士国家試験
日未定 ささやま老人保健施設 節分・豆まき

1月 3月

4月
2月

平成２６年１月～４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。
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広報２２３号報道機関への出演情報の誤りと訂正について
広報２２３号（１０月発行）の報道機関への出演情報に誤りがありました。訂正してお詫び致します。

掲載媒体 掲載日 関連者 概要
神戸新聞（朝刊） 11月23日 皮膚科 夏秋優准教授 「ひょうごの医療」のコーナーにて漢方薬の皮膚疾患への効果や副作用などについてコメ

ントした内容などが掲載されました。

毎日新聞折込み
（奥様メモ・カレンダー） 11月25日 上部消化管科 富田寿彦講師 「保存版 健康質問箱」のコーナーにて、「日常の気になる症状セルフケア vol.11【二日酔い】」

と題された監修記事が掲載されました。

朝日新聞（朝刊）、神戸新聞（朝刊）、
産経新聞（朝刊）、毎日新聞（朝刊）

11月30日 救命救急センター
千島佳也子副看護師長

台風30号で大きな被害を受けたフィリピンでの医療支援活動に関する記事にて、JICAの
派遣した国際緊急援助隊の一員として活動した内容について報告を行った様子や現地で
の活動に対するコメントなどが掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 11月30日 ペインクリニック部
福永智栄助教

「ひょうごの医療」のコーナーにて早期からの緩和ケアや抗がん剤の副作用対策などにつ
いてコメントした内容が掲載されました。

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。

放送局 番組 掲載日 関連者 概要

朝日放送 「おはよう朝日　土曜日です」 9月21日 皮膚科 夏秋優准教授
「行楽シーズンのスズメバチ対策」と題されたテーマにて、スズメバチ
に刺された際のアレルギー反応や刺された際の対処法などについて解
説した様子が放送されました。

正

放送局 番組 掲載日 関連者 概要
朝日放送 「おはよう朝日　土曜日です」 9月21日 皮膚科 夏秋優准教授 埼玉県熊谷市で行われた熱中症予防講演会にて、熱中症のメカニズム

や対策などについて解説した内容が放送されました。

誤
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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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発行／学校法人兵庫医科大学　総務企画部 広報課

印刷・製本／株式会社ゼネラルアサヒ

　レストランとオクタホールを結ぶP棟の渡り廊下には
テーブルと椅子が置かれ、学生の皆さんが思い思いに過
ごす憩いの場となっています。渡り廊下はガラス張りで、
東側には兵庫医療大学のシンボルでもある梟の噴水と時
計塔が見え、西側には神戸港の素晴らしい眺めが広がって
います。

兵庫医療大学 P棟渡り廊下

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

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。
詳細は学校法人兵庫医科大学開学40周年記念事業募金ホームページ
（http://www.hyo-med-kinen.com/）か募金推進室（TEL：0120-456-991）までお問い合わせください。


