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【兵庫医療大学 保護者の方】
　兵庫医療大学 学生支援課
　　　〒650-8530 兵庫県神戸市中央区港島1丁目3番6
　　　　兵庫医療大学 P棟 1階
　　　☎078-304-3007（平日8:30～17:00）
　　　　gakuseishien@ml.huhs.ac.jp

【その他の方】
　学校法人兵庫医科大学 総務部 広報課
　　　〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1番1号
　　　☎0798-45-6655
　　　　kouhou@hyo-med.ac.jp

兵医広報  vol.253

 2021
SPRING

特集1

の



研究ワーキンググループ

開学50周年を迎える2022年4月の統合をめざしている兵庫医科大学と兵庫医療大学。
その統合の狙いや必要性は？学生や教員はどう考えているのか？

そんな統合のリアルを、インタビューや学生・教員自身の声を紹介しながらひも解いていきます。

統合までのスケジュール

2021年３月に文部科学省へ学部設置認可を申請完了。2021年８月～10月頃に文部科学省から設置が認可される予定。

新学部設置までの検討体制と進捗

●新大学UI開発プロジェクト･･･新たなUniversity Identityを再開発し、
　　　　　　　　　　　　　新UIが決定。2021年5月に一般公表予定。

●教務部会･･･統合後の教育内容、体制について検討。
●教員組織部会･･･統合後の教員組織や組織運用を検討。
●入試広報部会･･･入試体制や広報戦略について検討。
●管理部会･･･学校法人の規程の見直しなどを検討。

HYOGO COLLEGE OF

MEDICINE

HYOGO UNIVERSITY OF

HEALTH SCIENCES

大学統合準備委員会

新大学UI開発プロジェクト

教員組織部会教務部会 入試広報部会 管理部会

の

特集1

（2021年4月現在）
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特集1　兵庫医科大学・兵庫医療大学 統合のリアル

―まずは統合を検討しはじめた理由につい
てお伺いさせてください。
野口：前提として、兵庫医科大学と兵庫医療大
学は見た目上は2つに分かれていますが、1つ
の学校法人が運営していますので、これまでも
一体化した教育を心掛けてきました。例えば、
「早期臨床体験実習Ⅰ」という授業の「チーム医
療入門」編では、医科大の医学部1年次生全員
が、医療大の薬学部、看護学部、リハビリテー
ション学部の3学部の学生とともに、健康や生
命倫理など共通の話題をともに考え学びま

す。こうしたチーム医療教育が両大学の特長
ですが、大学組織が分かれているがゆえに、
特長が伝わりにくかったという課題がありま
した。

藤岡：名前が違うというだけで一体的な教育・
研究が認知されず、もどかしい気持ちがありま
したね。実際、受験生にアンケートをとってみ
ても、両大学の連携について知っている人は
限られていました。

野口：今でこそチーム医療教育に取り組む大

学が増えてきていますが、この分野では本法
人が先行していたという自負がありました。こ
うした教育を我々は約10年前から行っており、
全国で見てもチーム医療教育の先駆け的存在
であるという自負があります。今回の統合に
よって、医学部を中心とした薬学部、看護学
部、リハビリテーション学部の4学部の「医系総
合大学」という位置づけを明確化することが、
他大学との差異化の点においても大切である
と感じました。

―認知度は、大学統合によって上げられるも
のなのでしょうか。認知度向上にあたり、統合
後に取り組みたいことを教えてください。
野口：もちろん、名前が一緒になったからといっ
て、急に変化が起きるとは思いません。今までど
おり、地道にチーム医療教育を発展させていくこ
とが重要です。具体的には、チーム医療教育をよ
り発展させたIPW（Inter-professional Work：多
職種連携）を進めていきたいと考えています。
すでに学部を横断した教育は行ってきました
が、それをより実践的なレベルに落とし込むと
いうことです。
　例えば、学部ごとに行ってきた臨床実習を、
医学部、薬学部、看護学部、リハビリテーション
学部混合の4～5人グループで行えるよう検討
を進めています。実際、社会人として働き始め
たら、医師や看護師などは一緒に働くわけで
す。それを学生のときから、臨床現場でできな
いかと模索しています。

藤岡：臨床と一言でいっても、急性期の病院、
救命救急、手術室、地域の病院、あるいは高齢
者施設など多岐にわたり、場面ごとに核となる
職種が変わってきます。例えば、在宅訪問看護

では、医師や薬剤師と連携しつつも、看護師が
核として動きます。このように場面に合わせた
IPWが必要になってきているのが、今の時代だ
と思います。

野口：現在も「チーム医療演習」といって、医学
部の3年次生と医療大学の4年次生が、実際
の症例について一緒に議論をおこなう授業
があります。医学部の3年次生というと、やっ
と座学講義が終わるころで、まだ病棟に出る
ことはありません。一方、看護学部やリハビリ
テーション学部の4年次生となると、ほぼ全て
の勉強を終え、病棟実習も完了するころです。
そのため、医学部生と比較して知識や考え方
の面でもより実践的な力が身についていま
す。ですから、医学部生はたいへん大きな刺
激を受けることになります。
　こうしたIPWを、「教室」ではなく「臨床実
習の現場」で学ぶというのが本学の新しい
試みです。他学部の学生をまじえて臨床実
習を行っている大学は、全国を探してもまれ
でしょう。

―統合を機にさらに多職種連携教育を充実
させていくのですね。統合にあたって、その他
のメリットなどはありますか。
藤岡：医療大の在学生や新入生にとって、50
年の長い歴史を持つ医科大という伝統校の学
生になるのは、大きなメリットになると思いま
す。実際学生の声を聞いてみても、統合を前向
きに受け止めてくれているように感じます。ま
た、教職員にとっても、統合することで「１つの
大学の一員である」というメンバーシップの意
識がさらに強くなるのではないかと思います。
今も同一法人の一員としての自覚はあります

が、大学名が違うというだけで、ちょっとした意
識の違いが生じることもあるので、その点でも
統合はポジティブに感じています。

野口：統合すれば、いろいろな規則が一本化
されるので、教育面だけではなく研究面でもメ
リットがあるでしょう。これまでは別の大学とし
て共同研究を行ってきましたが、統合後は学内
の共同研究になりますから、さまざまなハード
ルが低くなるかと思います。

藤岡：研究という点でいえば、医療大の大学院
には、医科大病院の看護師や理学療法士など
が入学しています。実務経験のある専門職の
方々の学び直しや発展的な研究が、統合する
ことでさらに強化されていくと考えます。

―最後に、統合後はどのような大学にしてい
きたいですか。
野口：医学部をもたない医療系総合大学と呼
ばれる大学が増える中で、我々は医学部を中
心とした「医系総合大学」として、教育・研究・
診療全ての面で質を高めていきます。そのた
めに、4学部全体としての評価を高めることが
重要です。
　質の高い研究成果を発表し実績をあげるこ
とができれば、医育機関としての評価が高まり
ます。「兵庫医科大の学生である（あった）」こと
を、在学生や卒業生が誇りに思えるような大学
にしていけば、おのずと学生にも患者さんにも
選ばれる大学になっていくのではないかと考
えています。

大学統合をめざす真の狙いとは
2007年に兵庫医療大学が開学して以来、さまざまな面で連携し、一体化した教育を提供してきた両大学。
なぜ今回、従来の連携にとどまらず、統合しようと計画しているのでしょうか。
両大学の学長に、その真意を伺いました。

特集1

DIALOGUE

兵庫医科大学
学長

野口 光一

兵庫医療大学
学長

藤岡 宏幸

一体的な教育・研究が認知されず、もどかしい“ ”
「医系総合大学」という位置付けを明確化する“ ”
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作業療法学科 3 年
次

医学部 4 年次

医学部 5 年次
兵庫医科
大学

薬学部 4 年次

看護学部 4 年次

兵庫医療
大学

兵庫医療
大学

作業療法学科 3 年
次

兵庫医療
大学

医師

看護学部 4 年次

特集1　兵庫医科大学・兵庫医療大学 統合のリアル

統合に対する学生・教職員の声
大学が統合されたとき、最も影響を受けるのは？それはやはり、日々大学で学ぶ学生や、働く教職員たち。
彼らは今回の統合をどのようにとらえ、受け止めているのでしょうか。
各学部の学生や教職員にアンケートを実施し、その声を聴きました。

特集1

voice

大学統合担当副学長　鈴木 敬一郎
　今回の２大学統合は、あらゆる点でメリットがあります。
　まず、「医系総合大学」として一つになることで、IPE（多職種連携教
育）を発展・充実させることができます。その結果、入試や就職への良
い影響があるのではないかと考えます。
　また、在学生にとって、これまで以上に心理的距離が縮まり、課外活
動での接点が増えるかもしれません。教職員にとっては、研究での連
携や教育情報の情報交換など、活発に実施していただきたいですし、
臨床現場と教育現場の距離が縮まることを期待しています。
　さて、兵庫医療大学の在学生や卒業生は、これまでの大学名から変
更になるため、新鮮さを感じる方や驚かれる方もいることでしょう。逆
に、現・兵庫医科大学の関係者は、大学名は変わりませんから、どうい
う変化が起きるのか、実感が沸いていない方も多いように推察します。
しかしながら、異なる２大学が一つになるとはいえ、これまでも同一法
人なのですから、ぜひ、両大学の関係者の気持ちも一つになって欲し
いと切に願います。

　また、これはまだ構想段階ではありますが、統合後は、兵庫医療大学
の開学から10年以上の実績があるチーム医療教育をより発展させて、
IPE（多職種連携教育）を強化できれば実臨床に役立つのではと考え
ています。例えば、法人内の病院に臨床教育のモデル病棟を設置し、
他学部混成で実習してもらえるようになれば、卒業後、スムーズにIPW
（多職種連携）ができます。
　二つの大学を統合するにあたり、例えば講義時間の長さや規程が
異なるなど、細かなことで統一が困難な内容もございますが、兵庫医科
大学が今後末永く発展するため、約１年後の統合まで引き続き準備を
進めていきたいと思います。
　両大学の関係者が、お互いの文化・
学風を認め合いながら、統一するべきと
ころは統一する、難しい場合は他の方法
を検討するとして、歩み寄れましたら幸
いです。

薬学部 4 年次

理学療法学科 3 年次

医学部 6 年次

医学部 3 年次
事務員

看護師

医師

Students' voice

大学が統合すると聞
いた

感想は？
Q

大学統合に期待すること、実現するといいなと思うこと

Q Students' voice

大学統合に期待する
こと、実現するといい

なと思うことTeachers' and staff 's voice

教職員（西宮・神戸
・篠山キャンパス）Q

実験補助

事務員

兵庫医科
大学

兵庫医療
大学

兵庫医療
大学

兵庫医科
大学

兵庫医療
大学

兵庫医療
大学

兵庫医科
大学

支援相談員

2大学の統合にあたって
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■国家試験結果

兵庫医科大学
第115回

医師国家試験
結果

（104名）

合格 97名

93.1%

第115回医師国家試験において、兵庫医科大学は受験者総数104名中、合格者は97名
で、合格率は93.3％でした。
第115回医師国家試験において、兵庫医科大学は受験者総数104名中、合格者は97名
で、合格率は93.3％でした。

新 卒

合格

100%

既 卒

合格

2020年度 兵庫医科大学卒業生 卒業後の進路

卒業生表彰

兵庫医科大学病院

JCHO神戸中央病院

赤穂市民病院

石切生喜病院

医誠会病院

宇治徳洲会病院

愛媛県立中央病院

大分県立病院

大阪医科大学附属病院

大阪急性期・総合医療センター

大阪大学医学部附属病院

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

沖縄県立北部病院

鹿児島大学病院

関西医科大学附属病院

九州大学病院

京都大学医学府附属病院

京都第二赤十字病院

京都府立医科大学附属病院

神戸大学医学部附属病院

国立病院機構関門医療センター

国立病院機構呉医療センター・がんセンター

済生会中津病院

湘南鎌倉総合病院

吹田市民病院

製鉄記念広畑病院

総合南東北病院

宝塚市立病院

千葉西総合病院

東部地域病院

奈良県総合医療センター

西脇市立病院

日本赤十字社和歌山医療センター

姫路聖マリア病院

兵庫県立尼崎総合医療センター

兵庫県立西宮病院

府中病院

三井記念病院

明和病院

淀川キリスト教病院

洛和会音羽病院

和歌山県立医科大学附属病院

特集2 “兵医”を胸に、今巣立ち のとき

桑原 啓太さん
「勉強と部活動、どちらも一生懸
命に行いたい」との強い思いで頑
張ったことが、成績アップに繋がり
ました。軟式テニス部でキャプテン
を務めたことも良い経験となって
います。

田中 和幸さん
1年次生の頃から務めてきた学
生会の活動を6年間全うし、この
ような素晴らしい賞をいただけたこ
とを大変光栄に思います。これか
らも同期の仲間の架け橋となれ
るよう頑張っていきたいです。

2021年3月4日、卒業式の式典内で、太城理事長と
野口学長から卒業生の各賞受賞者に表彰状と記念
品が贈られました。

兵庫医科大学
総合 新卒 既卒

受験者数

104名

118名

9,910名

97名

115名

9,058名

93.3％

97.5％

91.4％

101名

111名

9,159名

94名

108名

8,649名

93.1％

97.3％

94.4％

3名

7名

751名

3名

7名

409名

100％

100％

54.5％

合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率

2020年度

参考）全国2020年度

2019年度

山分 祥一さん
6年間の努力が認められて、この
ような素晴らしい賞をいただいたこ
とを大変嬉しく思います。これから
も、この賞に恥じないように研修
医生活を送っていきたいです。

成績優秀者に贈る賞

森村賞

鶴田 芽依さん
先生や先輩方など、いろいろな方
々に支えられて今回受賞できた
ので、本当に感謝しています。こ
れからも頑張っていきます。

勉学や課外活動の功労を理事長が称える賞

理事長特別賞

大城 葵さん
この１年は新型コロナウイルスの影
響で部活動ができませんでしたが、
１～５年次生までは競技スキー部
の活動に力を注いでいました。部活
動を通して出会った後輩、OB・OG
の方や他大学の方とのご縁を今
後も大切にしていきたいです。

学生会や部活動の功労を称える賞

学生会活動功労賞

93.3%

“兵医”を胸に、
今巣立ちのとき

特 集2

2021年3月、兵庫医科大学および兵庫医療大学にて卒業式が執り行われ、

両大学あわせて411名の学部生たちが社会へと羽ばたいていきました。

兵医の魂を胸に未来へと進んでいく学生たちの、晴れ舞台の模様をお伝えします。

兵 庫 医 科 大 学

不合格

不合格

兵 庫 医 科 大 学
卒 業 式
兵庫医科大学では3月4日に卒業式を執り行
い、医学部101名の卒業生が保護者や教員
に見守られながら、卒業証書を授与されました。
式典では野口学長が「近い将来、立派な医師
となった皆さんに会えることを、そして一緒に働
けることが何よりの喜びです」と述べました。ま
た卒業式の後には記念植樹が行われ、卒業
生代表7名が参加しました。  兵医広報 vol.253 08 兵医広報 vol.25307



卒業生表彰

看護学部 大山 歩華さん
学長賞に選んでいただけたことに
驚きましたが、とても嬉しいです。友
人や先生方のサポートのおかげ
で4年間頑張れました。支えてくだ
さった方々に感謝いたします。

リハビリテーション学部
理学療法学科　
小松 良さん
今回このような賞を受賞でき、大
変嬉しく思います。今後も日々成
長できるよう、一つひとつの経験を
大切にし、学ぶことに努めたいと
思います。

リハビリテーション学部
作業療法学科
桑田 真友子さん
大学生活はもちろん、実習やアル
バイト、ボランティア活動をとおし
て、さまざまな人との出会いから学
び得た4年間でした。今後も幅広
い視野をもって患者さんと向き合
える人間でありたいと思います。

2021年3月15日、学位授与式の式典内で藤岡学長
から各賞受賞者に賞状と記念品が贈られました。

薬学部 酒井 悠華さん
学長賞を受賞できて、とても嬉しい
です。サポートしてくださった先生
方に感謝したいと思います。これ
からも努力し続け患者さんに頼ら
れる薬剤師をめざします。

成績優秀者に贈る賞

学長賞

看護学部 田中 夕稀さん
教職員の皆様、先輩、友達、後
輩、周りの方々の協力のもと、部
会の代表職を全うすることができ
ました。関わってくださった皆様、
本当にありがとうございました。

学生会や部活動の功労を称える賞

課外活動功労賞

100名

112名

8,711名

83名

94名

7,452名

83.0％

83.9％

85.5％

112名

115名

5,035名

42名

41名

2,079名

37.5％

35.7％

41.3％

6年制新卒 6年制既卒

受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
兵庫医療
大学

2020年度

参考）全国
2020年度

2019年度

第106回 薬剤師国家試験 （試験日：2021年2月20日・21日）

30名

30名

7,281名

30名

30名

7,094名

100％

100％

97.4％ 553名 293名 53.0％

新卒 既卒

受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
兵庫医療
大学

2020年度

参考）全国
2020年度

2019年度

第107回 保健師国家試験 （試験日：2021年2月12日）

46名

47名

10,522名

46名

47名

9,093名

100％

100％

86.4％

1名

1,424名

1名

341名

100％

23.9％

新卒 既卒

受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
兵庫医療
大学

2020年度

参考）全国
2020年度

2019年度

第56回 理学療法士国家試験 （試験日：2021年2月21日）

122名

104名

59,593名

121名

104名

56,868名

99.2％

100％

95.4％

1名

1名

6,531名

1名

1名

2,901名

100％

100％

44.4％

新卒 既卒

受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
兵庫医療
大学

2020年度

参考）全国
2020年度

2019年度

第110回 看護師国家試験 （試験日：2021年2月14日）

7名

7名

2,097名

7名

7名

2,091名

100％

100％

99.7％ 11名 9名 81.8％

新卒 既卒

受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
兵庫医療
大学

2020年度

参考）全国
2020年度

2019年度

第104回 助産師国家試験 （試験日：2021年2月11日）

42名

39名

4,895名

41名

38名

4,345名

97.6％

97.4％

88.8％

1名

7名

654名

1名

5名

165名

100％

71.4％

25.2％

新卒 既卒

受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
兵庫医療
大学

2020年度

参考）全国
2020年度

2019年度

第56回 作業療法士国家試験 （試験日：2021年2月21日）

病院
鳥取赤十字病院
愛仁会グループ
神鋼記念病院
大阪府済生会野江病院
笹生病院
藤元総合病院
神戸市立医療センター中央市民病院
兵庫県立尼崎総合医療センター
調剤薬局・ドラッグストア
日本調剤
アインファーマシーズ
ファーマシィ
なの花薬局
共和メディカル
Ｉ＆Ｈ
たんぽぽ薬局
クラフト
大阪ファルマプラン
アルカ
メディカルユアーズ
トライアドウエスト
サンミ企画
トリニティー
スギ薬局
マツモトキヨシ
ココカラファインヘルスケア
サンドラッグ
ウエルシア薬局
アカカベ
中部薬品 Ｖ・ドラッグ
企業

金沢文庫病院
ときわ病院
長久病院
順心神戸病院
神戸平成病院
明和病院
吉田病院 附属脳血管研究所
神戸リハビリテーション病院
関西電力病院
甲南医療センター
六甲アイランド甲南病院
北野病院
尼崎だいもつ病院
姫路聖マリア病院
ツカザキ病院
渡邊高記念会
神戸協同病院
診療所・施設
しばはら整形外科スポーツ関節クリニック
あんしんクリニック
西川整形外科リハビリクリニック
高倉整形外科クリニック
一般社団法人日の出医療福祉グループ
企業等
愛仁会グループ

大学病院
兵庫医科大学病院
民間病院
洲本伊月病院
武田総合病院
姫路中央病院
神戸百年記念病院

順心神戸病院
東浦平成病院
千里リハビリテーション病院
名谷病院
喜馬病院
宝塚リハビリテーション病院
石川病院
阪神リハビリテーション病院
第二東和会病院
本山リハビリテーション病院
さんだリハビリテーション病院
吉田病院 附属脳血管研究所
神戸マリナーズ厚生会病院
神戸リハビリテーション病院
ヴォーリズ記念病院
甲南医療センター
六甲アイランド甲南病院
尼崎だいもつ病院
愛仁会グループ
順心リハビリテーション病院
順心病院
関西メディカル病院
森之宮病院
尼崎中央病院
西宮渡辺病院
西宮すなご医療福祉センター
牧病院
大村病院
施設
子ども発達支援センター
吹田療育園

薬学部 医療薬学科 シミックホールディングス
アストラゼネカ
新日本科学PPD
科研製薬
PRAヘルスサイエンス
エーザイ

大学病院
兵庫医科大学病院
兵庫医科大学ささやま医療センター
京都府立医科大学附属病院
神戸大学医学部附属病院
大阪市立大学医学部附属病院
東京大学医学部附属病院
大阪医科大学附属病院
滋賀医科大学医学部附属病院
関西医科大学附属病院
公立・公的病院
大阪府済生会吹田病院
神戸中央病院
京都第一赤十字病院
加古川中央市民病院
神戸市立医療センター西市民病院
神戸市立医療センター中央市民病院
西神戸医療センター
鳥取県立中央病院
兵庫県立西宮病院
兵庫県立姫路循環器病センター
箕面市立病院
市立池田病院
関西ろうさい病院
民間病院
藍野病院

看護学部 看護学科

柏厚生総合病院
医療法人社団福寿会
湖東記念病院
北野病院
東加古川病院
明和病院
甲南医療センター
六甲アイランド甲南病院
製鉄記念広畑病院
神戸協同病院
神戸アドベンチスト病院
企業
シミックヘルスケア・インスティチュート

大学病院
兵庫医科大学病院
兵庫医科大学ささやま医療センター
公立・公的病院
石川県済生会金沢病院
大阪府済生会中津病院
星ヶ丘医療センター
大阪府立病院機構
明石市立市民病院
民間病院
松下記念病院
芦屋セントマリア病院
医誠会病院
協立温泉病院
協立病院
協和会病院
淀川平成病院
上ヶ原病院
神戸海星病院

リハビリテーション学部 理学療法学科

リハビリテーション学部 作業療法学科

2020年度 兵庫医療大学卒業生 就職実績  2021年4月1日現在

特集2 “兵医”を胸に、今巣立ち のとき

兵 庫 医 療 大 学

兵 庫 医 療 大 学
学 位 授 与 式
兵庫医療大学では3月15日に学位授与式
を執り行い、310名の学部卒業生、6名の
大学院修了生が新しい未来への一歩を踏
み出しました。藤岡学長からは「本学での学
びや貴重な経験、友人との大切な思い出な
どを財産として、令和の時代に羽ばたいてく
ださい。」との言葉で学生たちにエールを送り
ました。

■国家試験結果
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・「発熱時相談チェックシート」を作成
・事務業務にロボットソフトを導入
・「Hyogo Innovative Challenge
2020年度 研究成果報告会」を開催
・医療従事者へのワクチン接種開始
・「2020年度 退職記念講演会」を開催
・兵庫医科大学 新設予定３学部
WEBオープンキャンパス特設サイトを公開
・開学50周年記念事業の一つとして
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・兵庫医科大学 設置予定3学部の学納金・奨学金を決定
・2021年度 新入生が入学
・ささやま医療センターなど公式WEBサイトをリニューアル
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一人ひとりとしっかりと向き合う
子ども看護のプロフェッショナル
兵庫県立こども病院 看護師
前 安優美さん（兵庫医療大学2017年卒）

19 HYO-i LAB -研究紹介-
新型コロナウイルス感染症、がん、リウマチに対する
臨床検査医学からのアプローチとは
兵庫医科大学　臨床検査医学講座
主任教授　小柴 賢洋

21 兵庫医科大学創立50周年特別企画
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23 課外活動REPORT

26 コロナウイルス対応の現場で

25 募金状況／主な行事予定（5月～7月）

法人からのお知らせ

2021年2月16日、教育研究棟201講義室にて、全学
横断プロジェクト研究「Hyogo Innovative Challenge 
2020年度研究成果報告会」を開催しました。今年度は
本事業の中間評価の年度となるため、評価委員による
中間評価を兼ねての実施となりました。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、一部オンラインと
併用での開催となりましたが、学外の委員を含む約40名
の聴衆のなか、各課題を担当する研究代表者が約2年間
の研究成果について報告し、質疑応答の時間では学内
研究者同士の活発なディスカッションも行われました。

「Hyogo Innovative Challenge
2020年度 研究成果報告会」を開催
「Hyogo Innovative Challenge
2020年度 研究成果報告会」を開催

学校法人

医科大

2020年12月20日、ささやま医療センターは丹波健康福祉事務所
と協働して、新型コロナウイルスへの感染が疑われる際などに相談受
診の流れや自らの症状を確認していただく「発熱時相談チェックシー
ト」を作成しました。
主に地域総合医療学講座が医学的監修を行い、新型コロナウイル
ス感染症とインフルエンザを見分ける項目や重症度をはかる項目な
どを含めました。
このチェックシートは、市民が適切に相談・診療・検査を受けること
ができるよう、丹波篠山市および丹波市の各戸に配布されました。

「発熱時相談チェックシート」を作成「発熱時相談チェックシート」を作成ささやま

作成した「発熱時相談チェックシート」

近年、国内外で注目されているRPA（Robotic Process Automation）。
これは、デスクワークの定型業務をパソコン上のソフトウェア型ロボッ
トが代行および自動化する技術ですが、学校法人兵庫医科大学では
3カ月間の試験導入を経て、2021年2月にRPAソフトウェアの本格運
用を開始しました。
具体的には、病院事務部の診療実績報告資料におけるグラフ作成
や、人事部の保険料控除対象者の人事システム登録など、特定のファ
イルにソフトを通じて指令を出し、自動的にデータ処理を行い、業務
の効率化を図っています。
4月以降は、物流センターなどにおいて紙帳票の処理自動化を検
討する予定です。

事務業務にロボットソフトを導入事務業務にロボットソフトを導入

RPAソフトにてデータ処理中の様子

野口学長のご挨拶 発表の様子

24 人事情報
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医科大 医科大 3/5

2021年度 兵庫医科大学病院 臨床研修
修了証授与式を開催し、臨床研修医53
名、研修歯科医3名、理学療法士レジデ
ント3名の計59名が研修を修了しました。

2/12

「第2回 関西公立私立医科大学・医学部連合シンポジウム」
が開催され、兵庫医科大学の野口光一学長が大学の研究
事例について発表しました。

2/20 3/15

兵庫医療大学同窓会「海梟会」から図
書館に、初めて書籍が寄贈されました。

大学病院

かいきょうかい

ニュース & トピックスニュース & トピックス

医療従事者へのワクチン接種開始医療従事者へのワクチン接種開始大学病院

～2名の教授の門出～

「2020年度 退職記念講演会」を開催
～2名の教授の門出～

「2020年度 退職記念講演会」を開催

兵庫医科大学 新設予定３学部
WEBオープンキャンパス特設サイトを公開
兵庫医科大学 新設予定３学部
WEBオープンキャンパス特設サイトを公開

　2021年3月10日、兵庫医科大学と兵庫医療大学との統合予定（※）
に向け、新設予定3学部のWEBオープンキャンパス特設サイトを公開
しました。また、春のWEBオープンキャンパス期間限定企画として、3
月19日から4月5日の期間、事前に参加申し込みをした高校生に、新設
予定学部のガイダンスや、神戸キャンパス紹介ガイダンスなど様々な
動画を期間限定配信。例年は対面式でのオープンキャンパスを開催し
ていましたが、新型コロナウイルスの感染防止のため、昨年および今年

は対面形式の開催を断念。その代わりに、WEBでも受験生に大学を
詳しく知っていただけるようなコンテンツを充実させました。
※現在、文部科学省に設置認可申請中で変更の可能性あり

医科大

開学50周年記念事業の一つとして
大阪・梅田に「梅田健康医学クリニック」を開設
開学50周年記念事業の一つとして
大阪・梅田に「梅田健康医学クリニック」を開設

「THE世界大学ランキング日本版2021」の
教育リソース分野で全国第２位に！ 
「THE世界大学ランキング日本版2021」の
教育リソース分野で全国第２位に！ 

　2021年3月25日、英・Times Higher Education（THE）誌による
「世界大学ランキング日本版2021」が公表され、兵庫医科大学が
＜教育リソース分野＞で 全国第２位、私立大学第1位と上位にランク
インし、名だたる国公立大学と同様に、高い教育リソースを持ってい
ることが評価されました。

新病院棟建設準備のため新たな立体駐車場を稼働開始新病院棟建設準備のため新たな立体駐車場を稼働開始

　2021年4月1日、主に兵庫医科大学病院の患者さんが利用される新たな立体
駐車場の稼働を開始しました。これは、2026年の新病院棟完成に向けて、西宮
キャンパスグランドデザイン計画の一部として実施した移転で、2021年3月まで
利用していた旧・立体駐車場を今後取り壊し、新病院棟の建設地とします。
　新たな駐車場は、以前よりも駐車台数が100台以上増えたことに加え、2号館2
階の入り口と直結しているため、患者さんの移動がよりスムーズになりました。
　また駐車場と教育研究棟を繋ぐデッキ棟には、調剤薬局も開設されました。

医科大

2021年3月8日、兵庫医科大学病院の医療従事者を対象に、新型
コロナウイルス感染症のワクチン接種を開始しました。
このワクチンは3週間の間隔を空けて２回接種することが必要であ
るため、3月8日からの１週間は第１回目の接種期間、3月29日からは
第2回目の接種期間としました。
希望者を対象とした接種でしたが、連日大勢の職員が接種に訪れ
る様子が見られました。

学部ガイダンス動画プロモーション動画トップページ

　2021年3月22日、2020年度末で退職される2
名の教授による退職記念講演会を、兵庫医科大
学教育研究棟201大講義室にて実施しました。
当日は、多くの方々が出席し、長年にわたり教育・
研究・診療に貢献された2名の教授の講演を興
味深く聴講しました。講演後には、教職員より感
謝の気持ちを込めて花束が贈呈されました。

湖海教授（左）竹末主任教授（左）

　2021年3月24日、学校法人兵庫医科大学は開学50周年記念事業
の一つとして、2022年秋、日本を代表するビジネスエリアである梅田
（大阪市北区）に 「兵庫医科大学　梅田健康医学クリニック（仮称）」
を開設することを記者発表しました。
　開設場所は、旧・梅田阪神百貨店ビルの再開発事業として2022年春
に竣工予定のオフィスビル「大阪梅田ツインタワーズ・サウス」。高さ約
190mの高層ビルの13階医療フロアに、既存施設である兵庫医科大学 
健康医学クリニック（兵庫県西宮市）の人間ドック・健診センター機能を
移設する計画です。新たなクリニックでは、大学病院のサテライト的な

存在として予防医療はもちろん専門的で質の高い外来診療を広い範囲
で提供していきます。

医科大

医療大
学校法人

学校法人

上腕筋肉へのワクチン接種9号館渡り廊下にて受付

兵庫医科大学 梅田健康医学クリニックの
完成イメージ

梅田の中心地に建設予定の
「大阪梅田ツインタワーズ・サウス」

デッキ棟 東側外観立体駐車場 南西面外観

区分順位 大学名
国立
私立
公立
国立
国立
国立
公立
公立
国立
国立

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

東京医科歯科大学
兵庫医科大学
京都府立医科大学
東京大学
東北大学
浜松医科大学
奈良県立医科大学
福島県立医科大学
滋賀医科大学
京都大学

2020年度 退職記念講演会 講演者

「この1年間でやってきたこと―新型コロナウイルス
との戦いと、2つの新たな臨床実践ガイドライン作成―」
竹末 芳生 主任教授（感染制御学）

「一炊の夢」
湖海 正尋 教授（精神科神経科学）

教育リソース分野 ランキング結果

医療大

厚生労働省 令和2年度 臨床研究総合促
進事業「倫理審査委員会・治験審査委員会
委員養成研修」を本学が主催し、廣瀬委員
長の進行で教員が講義等に参加しました。
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ニュース & トピックスニュース & トピックス

学校法人 学校法人 学校法人 学校法人4/1

2021年度の新入職員が学校法人兵庫
医科大学に入職。コロナウイルスの影響
により、法人全体ではなく、部署別に入
職オリエンテーションを実施しました。

3/29

「2020年度認定看護師教育課程(手
術看護分野)修了式」を開催し、26名
が修了しました。

3/29

「2020年度看護師特定行為研修課
程修了式」を開催し、3名が修了しま
した。

4/2

「2021年度認定看護師教育課程(手
術看護分野)・看護師特定行為研修
課程合同入学式」を開催し、計19名が
入学しました。

2021年度 兵庫医科大学 入学試験結果を公表2021年度 兵庫医科大学 入学試験結果を公表

　2020年11月22日より実施した「2021年
度 兵庫医科大学 入学試験」の結果は右
記のとおりです。2021年度の入学試験は
新型コロナウイルス感染症対策のため、
ソーシャルディスタンスを確保するなど例
年とは異なる体制での実施となりました
が、受験生の皆様のご協力もあり、トラブ
ルも無く実施することができました。

2021年度 兵庫医療大学 入学試験結果を公表2021年度 兵庫医療大学 入学試験結果を公表

　2020年10月3日より実施した「2021年度 兵庫医療大学 入学試験」の結果は下記のとおりです。新型コロナウイルス感染症対策に伴い一部内
容を変更して実施し、体調不良者に配慮のうえ、受験の振り替えや追試験を設定し受験機会の確保を行いました。薬学部においては学校推薦型
選抜（専願公募制後期日程）および共通テスト利用入試（学力重視型後期日程）を新たに導入しました。

医科大 医科大

医療大

2021年度 新入生が入学
～晴れ晴れとした表情で～
2021年度 新入生が入学
～晴れ晴れとした表情で～

　2021年4月4日に兵庫医科大学、4月5日に兵庫医療大学の2021年度入
学式を挙行しました。新型コロナウイルス感染症の予防のため、全体的に
プログラムを縮小したり、列席者の人数制限を実施したり、例年とは異な
る式典とはなりましたが、兵庫医科大学は112名、兵庫医療大学は325名
の学部生が晴れ晴れとした表情で参列し、新たなスタートを切りました。

公式WEBサイトをリニューアル公式WEBサイトをリニューアルささやま

兵庫医療大学 入学式兵庫医科大学 入学式

医科大

医療大

老人保健施設
TOPページ（スマホ版）

ささやま医療センター
TOPページ

　2021年4月12日、兵庫医科大学ささやま医療センター、ささやま老人保健施設、ささやま居宅サービス
センターの公式WEBサイトをリニューアルしました。今回のリニューアルでは、幅広い年齢の方が閲覧
しやすいようなデザインを心がけ、文字が読みやすいように調整し、閲覧率が上がっているスマートフォン
からの見やすさも、より追求しました。掲載情報としては、篠山キャンパスの強みである、大学病院（医療
センター）、老人保健施設、居宅サービスセンターの３施設の連携について各所でご紹介しているほか、
どの施設のページからも、ほかの２施設のWEBサイトにアクセスできるよう、最上部に色を分けてわかり
やすくリンクを設置。また、各施設の特徴を３分以内でご理解いただけるページも新たに作成しました。

一般公募制 地域指定制

■2021年度 兵庫医科大学 入学試験結果（定員112名）
〈学校推薦型選抜〉

約12名

51名

51名

13名

募集人員

志願者

受験者

合格者数

※学校推薦型選抜（一般公募制）に学校推薦型選抜
　（特別選抜）を含む

5名以内

36名

36名

5名

一般選抜A（4科目型） 一般選抜B（高大接続型）

〈一般選抜A（4科目型）、 一般選抜B（高大接続型）〉

募集人員

志願者

受験者

１次合格者数

正規合格者数
（特別選抜を含む）

約85名

1,540名

1,452名

449名

149名

約10名

248名

238名

89名

10名

※定員は指定校推薦分を含む。但し志願者数、受験者数、合格者数等については非公表

定員

ｽﾀﾝﾀﾞｰ
ﾄﾞ型

特定科目
重視型

ｽﾀﾝﾀﾞｰ
ﾄﾞ型

特定科目
重視型

ｽﾀﾝﾀﾞｰ
ﾄﾞ型

特定科目
重視型

共通ﾃｽﾄ
活用型

ｽﾀﾝﾀﾞｰ
ﾄﾞ型

特定科目
重視型

ｽﾀﾝﾀﾞｰ
ﾄﾞ型

特定科目
重視型

共通ﾃｽﾄ
活用型

募集人員 6 10 12 6 6 8 5 5 2 2 7 18 5 15 5 3 3
志願者 5 21 16 90 97 8 38 80 49 60 39 23 46 36 59 8 4 65 95 141 279 218 183 200 173 84 57 121 20
受験者 4 21 16 86 92 8 35 78 47 59 38 23 42 24 59 8 4 65 95 138 273 213 179 196 170 83 54 114 20
一次通過者数 4 4 19 13
合格者数 3 19 13 73 75 8 32 59 32 45 28 15 34 22 31 8 3 10 30 23 88 20 17 16 14 7 14 8 5

前期A 前期B
後期

共通ﾃｽﾄ利
用（学力重
視型）前期

公募S 公募A後期
共通ﾃｽﾄ利
用（学力重
視型）前期

共通ﾃｽﾄ利
用（面接併
用型）

専願
（前期）公募S 公募Ａ 専願

（後期）
共通ﾃｽﾄ利
用（学力重
視型）後期

中期

150 ※ 100
一般

共通ﾃｽﾄ利
用（面接併
用型）

20 33 20 30 14

入試種別
総合
型選
抜

推薦 一般
総合
型選
抜

推薦

専願（前期）
公募Ｂ

前期A 前期B

学部学科 薬学部　医療薬学科 看護学部　看護学科

定員

特定科目
重視型

特定科目
重視型

共通ﾃｽﾄ
活用型

スタンダード
型

特定科目
重視型

スタンダー
ド型

スタンダー
ド型

スタンダー
ド型

特定科目
重視型

共通ﾃｽﾄ
活用型

募集人員 4 10 4 4 12 4
志願者 30 42 92 63 53 67 58 33 20 24 37 21 21 24 19 15
受験者 30 42 92 63 53 67 58 33 20 24 35 21 21 24 19 15
一次通過者数 15 12
合格者数 7 14 22 12 10 12 10 4 8 16 23 9 9 7 5 4

2
3
3
3
25

6 10 6 2
15
15

39
38

総合
型選
抜

推薦 一般

専願
（前期）

前期Ａ 前期B 共通ﾃｽﾄ利用
（学力重視型）

前期
共通ﾃｽﾄ利用
（面接併用型）公募A

5

2
9
9
6
6

前期B 共通ﾃｽﾄ利用
（学力重視型）

前期
共通ﾃｽﾄ利用
（面接併用型）

専願
（前期） 公募A

前期Ａ

リハビリテーション学部　理学療法学科 リハビリテーション学部　作業療法学科

40 40

212

総合
型選
抜

推薦 一般

入試種別

学部学科

■2021年度 兵庫医療大学 入学試験結果

兵庫医科大学 設置予定3学部の学納金・奨学金を決定兵庫医科大学 設置予定3学部の学納金・奨学金を決定

　2022年4月に設置予定の3学部の学納金・奨学金が決定しました。具体的な内容は下記のとおりです。
※2大学の統合計画はあくまで予定です。現在文部科学省へ認可申請中であり、状況などにより変更する場合があります。

初年次、入学金を除いた学費が免除される奨学金で
す。1年目に奨学金の全額を受給できるため、入学後
の受給継続を心配する必要がありません。この奨学
金は、一般選抜前期A日程（スタンダード型）の成績
上位者を対象に奨学生を選定します。

新入生支援奨学金

《 対象学部 》 薬学部、看護学部、リハビリテーション学部
現・兵庫医療大学奨学金については学業成績により
奨学生を選定していましたが、大学の活性化を目的
として、学業成績に加え学生会活動等の各種活動を
評価して選定する制度としました。併せて受給金額
も見直しました。

在学生支援奨学金

《 対象学部 》 薬学部、看護学部、リハビリテーション学部
入学時納付金額を抑えた設定とし、国公立大学や難関
私立大学と併願しやすい学納金体系になりました。特に
入学金は他大学同系統学部と比較して廉価に設定され
ているため、国公立大学との併願を希望する志願者が
学校推薦型選抜から気軽に受験できるようになります。

国公立大学との併願を意識した学費体系

《対象学部》 薬学部、看護学部、リハビリテーション学部

初年次学費全額免除奨学金 誕生！
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