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兵庫医科大学
兵庫医科大学病院
〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1番1号
☎0798-45-6111（代） 
https://www.hyo-med.ac.jp/（大学）
https://www.hosp.hyo-med.ac.jp/（病院）　
https://www.corp.hyo-med.ac.jp/（法人）

兵庫医科大学

健康医学クリニック
〒663-8137 兵庫県西宮市池開町3番24号
☎0120-682-701
https://www.hyo-med-kenshin.com/

兵庫医科大学

ささやま医療センター
〒669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡5番地
☎079-552-1181（代）
https://www.sasayama.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学

ささやま老人保健施設
兵庫医科大学

ささやま居宅サービスセンター
〒669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡36番地
☎079-552-6840（代）
https://www.sasayama.hyo-med.ac.jp/

兵庫医療大学
〒650-8530 兵庫県神戸市中央区港島1丁目3番6
☎078-304-3000（代）
https://www.huhs.ac.jp/

西宮キャンパス

神戸キャンパス

篠山キャンパス
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建学の精神

学校法人 兵庫医科大学
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



西宮市大学交流協議会が主催する市民向け講座「インターカ
レッジ西宮」。市内の大学・短期大学の教員が講師となるこのセ
ミナーに兵庫医科大学も参画し、毎年4月に医学レクチャーを
行っています。2019年には「がん治療の新たな展開」「肺がん診

インターカレッジ西宮 医学レクチャー
兵庫医科大学の取り組み

療の最前線」の2つのテーマで講演を行い、多くの人が受講しま
した。9月開講の大学共同講座では「変容する災害に備えて－防
災・減災、復旧・復興」の共通テーマに沿って「医療は災害とどう
向き合うか－DMAT、DMORT、DPAT」の講演を行いました。

病院間の診療連携にとどまらず、医師の人事交流や強固な組
織連携を目的として結成された連携病院の会。会員の病院に対
し、本学からの医師派遣のほか、本学教職員による講演・コンサ
ルティングの提供などを行うことで、地域医療に貢献していま
す。また、希望に応じて兵庫医療大学の卒業予定者の求人先と
して紹介を行い、合同病院説明会を開催するなど学生の就職・
会員病院の採用の両面をサポートしています。

現在の会員数は125病院にもおよび、毎年行われる会合では
当法人からの報告のほか、地域医療の課題に対する講演など
を実施。講演後の意見交換会では病院の垣根を超えて活発な
意見交換が行われ、会員同士の連携を深めています。

学校法人兵庫医科大学 連携病院の会
兵庫医科大学病院の取り組み

入会病院への協力体制

1.医師派遣
大学からの医師派遣について、診療科単位ではなく病院長や
渉外委員会で対応を検討。診療科を調整・統合した形で医師派
遣を行っています。

2.求人
希望があれば、兵庫医療大学（薬・看護・リハビリテーション学
部）の卒業予定者に対して、求人先として紹介しています。

3.研修協力
入会病院が管理型研修病院の場合、臨床研修に必要な診療科
があれば協力型研修病院としてご協力しています。

4. 学校法人 兵庫医科大学に関連する各種情報の提供
法人・病院の広報誌や大学案内、地域医療連携だよりなどの
発行物をお送りし、各種情報提供を行っています。

5.各種講演・コンサルティングの提供
兵庫医科大学および病院、兵庫医療大学が実施する主な講演
会のご案内を差し上げています。また本学教職員（医師、メディ
カルスタッフ等）の講演やコンサルティングが必要な場合は随
時協力しており、特に感染制御や医療安全について外部評価と
してご利用いただいています。

6. 各種施設や備品の利用
兵庫医科大学の各種施設や備品について、学会、研究会およ
び職員研修に利用できます。
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学校法人兵庫医科大学では兵庫医科大学・兵庫医療大

学といった大学同士の連携や、兵庫医科大学病院・ささ

やま医療センターといった法人内での病院連携はもちろ

ん、地域社会に貢献するため、地方の病院や地方自治

体、市民のみなさまとのつながりを大切にしています。

「地域の人々の健康を守る」という大きな責任を果たす

ための、本法人の取り組みの一部ををご紹介します。

特
集
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予防理学療法を専門とする兵庫医療大学の永井講師による取
り組みで、神戸市中央区と連携し「兵庫医療大学健康づくりサ
ポーター」を養成する活動。毎年9月末～10月ごろに新規サポー
ターの養成講座（全5回）を開講し、プログラムを修了した方々が
地域の運動教室で体操の指導などをして活躍しています。

健康づくりサポーター

健康長寿教室・出前講座の開催

2019年度 開催概要

兵庫医療大学の取り組み

神戸大学医学部付属病院、阪神電気鉄道株式会社と連携し、最
新の医療や健康づくりを学ぶことができる体験イベント「なるほ
ど医学体験！HANSHIN健康メッセ」を毎年開催しています。
2019年は「手と足のせかい」「耳と鼻のせかい」などを展示。また
本学の教職員が講師となり、大人向けから子ども向けまで幅広
いセミナーなども実施しました。

▲ 手と足のせかい
関節鏡を使った膝の手術の疑似体験や、家族と一緒に自分の肘の形
に合わせたギプスの制作体験を実施しました。

▲ 耳と鼻のせかい
本学の医師が鼻の模型をファイバースコープで覗きながら行うデモ
治療や、耳年齢チェック体験、骨導補聴器の視聴体験など、耳や鼻に
まつわる体験・展示を行いました。

子どもから大人までを対象にさまざまなセミナーを実施しました。

▲ なんで音って聞こえるの？ ～“耳”の世界へようこそ～
音の聞こえる仕組みや最新の人工内耳についての講演を行いました。

▲ 知って納得！ 糖尿病
糖尿病のしくみやインスリンの働きなどについて、医師が一般の方で
もわかるように易しく解説。糖尿病予防に必要な知識を提供しました。

▲ ～プロ選手を支える！～ スポーツドクターのお仕事
選手のケガを直す「スポーツドクター」の仕事をわかりやすく紹介。
8/25（日）に開催したセミナーでは、西宮ストークスのバスケ選手と一
緒にけがを防ぐストレッチ体験も行いました。

兵庫医療大学 リハビリテーション学部が「カラダとココロのチェック
ラリー」を監修し、反射神経、ステップ能力などを測る運動チェック、認
知チェックなど、さまざまな健康チェックが行われました。

HANSHIN健康メッセ
学校法人兵庫医科大学の取り組み

2019年実施内容

ささやま医療センターの取り組み

住民の方が主体的に地域の健康づくりを推進する枠組みを作
り、住民同士が互いに助け合う「互助」への意識付けを行うこと
で、地域包括ケアシステムの構築に貢献しています。

丹波篠山市の基幹病院であるささやま医療センターでは、健康
な地域づくりに貢献するため、定期的に「健康長寿教室」を開催
しています。病院に診察に来る前に患者さん自身が自分の体や
健康について考えていただけるよう、病院
長をはじめとした教職員と兵庫医科大学 
医学部生が講師となり、糖尿病予防や血
管の老化防止など、長生きするために必
要な知識などについてお話ししています。

また「関心はあるけれど、ささやま医療センターまで行くことがで
きない」というみなさんのために、本院の教職員が出張して健康
に関する講演を行う「出前講座」も実施しています。

医学体験・展示

セミナー

チェックラリー

開催日
5月14日（火）
5月15日（水）
5月16日（木）
5月22日（水）
5月23日（木）
6月11日（火）
6月12日（水）
6月13日（木）
6月19日（水）

6月20日（木）

糖尿病の食事療法
糖尿病の運動療法
糖尿病の薬物療法
検査について

糖尿病とメンタルヘルス
高血圧

コレステロール
食後高血糖（糖尿病予備軍）
血管の老化を調べる

心臓リハビリ/食事に関する注意点

病院長 片山 覚
兵庫医科大学 医学部学生
（毎回違う学生が担当）

テーマ 講師

糖尿病と暮らす

心臓リハビリ教室

血管の老化を
防ぐ方法

リハビリテーション室 理学療法士 田淵 嵩人、
臨床栄養室 管理栄養士 吉良 紅

永井講師と学生が中心となり、運動指
導に使用するエクササイズガイドを発
行しています。

～セミナー例～
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令和元年度に兵庫医科大学を卒業するみなさん、このたびはご卒業、誠におめでと
うございます。兵庫医科大学からの旅立ちを心からお祝いいたします。

本来であれば卒業式の場において、「みなさんの前で学長として祝辞を述べたい」と
心より念願していました。しかしながら、新型コロナウイルス感染の拡がりを受け、諸
事情を慎重に検討した結果、みなさんの健康と安全を守るために卒業式を中止する
という大変辛い結論に至りました。卒業生や保護者のみなさまのお気持ちを考える
と本当に残念ではありますが、来月から医師として働くみなさんの状況を深慮した上
のことと、お許しいただきたいと思います。みなさんが教科書や講義で学んだ公衆衛
生上の大きな危機が、今まさに日本、そして世界を混乱に巻き込んでいます。少しでも
早く落ち着いた状況になることを祈っております。

本学における6年間は、きっとかけがえのない出会いの場になったことでしょう。素晴
らしい友人や先輩、後輩、恩師に出会ったことと思います。人生は出会いに尽きます。
なぜなら、「人生の扉は他人が開く」からです。人との出会いというのは、どれが自分
にとって大切なのか、その時は分かりません。だからこそ、すべての出会いに真摯に
向き合うことが大切なのです。最初から「運命的な出会い」というものはありません。
人との出会いとは「育てていくもの」です。出会った後、お互いが相手に対して信頼と
敬意を持って接し、長い日々の営みを積み重ねていくことで信頼関係が熟成され、絆
が生まれ、その結果、自分にとってかけがえのない友人や恩師となるのです。

現在兵庫医科大学では、新しい教育研究棟に引き続き、新しい駐車場・デッキ棟を建
設中です。新病院建設に向けたプロジェクトもスタートしています。みなさんが後期研
修中、一人前の医師として活躍を始めた頃に、兵庫医科大学病院は最新鋭の設備を
備えた美しい姿でみなさんの前にその姿を現す予定です。学外の病院で初期研修を
される方も、ぜひいつの日か向上をめざして頑張っている母校に帰って来てほしいと
思います。近い将来、立派な医師となったみなさんに会えること、そして、一緒に働け
ることが学長である私にとって何よりの喜びです。

働き方改革が叫ばれている昨今、自身の健康に気をつけることはもちろんですが、自
らを高めるための努力は絶対に必要です。研修医時代にも前向きの努力をぜひ継
続してください。医学や医療の中に身を置く時、そのことだけに没頭できる職業人とし
ての青春の時間は案外短いものです。時間はすぐに経過していきますので、これから
必ず味わうであろう医療現場での挫折を「自らを鍛える良い機会」と捉え、前向きに
進んでほしいと思います。そして、みなさんが困った時に救いを求める組織として、
真っ先に兵庫医科大学の存在が脳裏に浮かぶよう、医療機関として、大学として、同
窓会組織としての価値を高め、卒業生となったみなさんとの交流を図っていきたいと
考えています。

最後に、改めて卒業生のみなさんにお祝いを申し上げます。 またお会いしましょう。

新たな舞台へ踏み出す学生たちへ
この春卒業した兵庫医科大学・兵庫医療大学の学生たちへ、両学長からのメッセージを掲載いたします。

CONGRATULATIONS ON YOUR GRADUATION

卒業生のみなさんへ

兵庫医科大学 学長

野口 光一

兵庫医療大学を卒業される計303名の学部卒業生のみなさま、大学院博士課程薬
学研究科、修士課程看護学研究科および医療科学研究科を修了される計14名の
大学院修了生のみなさま、ご卒業・修了おめでとうございます。

昨年は元号が平成から令和に変わり、時代の節目とともに「変化」を感じる年でし
た。人の変化には「進化」「成長」「退化」「老化」などさまざまなものがあります。「進
化」は人類が二足歩行を獲得し、文明を発展させたイメージ、「成長」は子どもが育
ち大人になっていくイメージが浮かびます。いずれもポジティブな印象です。これに
対して、「退化」や「老化」は老いて弱っていくような、ややネガティブなイメージです。
しかし、孔子の論語に「四十にして惑わず（不惑）」という言葉があるように、初老の
40歳の時期にあたる不惑には「迷いがなくなり精神的に安定する年齢」という意味
もありますので、変化をネガティブにとらえる必要はないかもしれません。

時代や社会の変化とともに、医療も進化・発展していきます。これから、みなさまが羽
ばたいていく時代や社会は、人工知能やiPS細胞などに代表されるような革新的な
技術が医療や社会に広く活用され、これまで以上の速度で変化していくでしょう。
「変化する環境に生き残ることができるのは最も強いものではなく、その環境に適
合することができたものである」という言葉もあります。卒業後も大きく変化する時代
や社会において成長を続けて、次代を担う中核的医療人として活躍してください。

変化することは重要ですが、社会においては「変化しないもの」や「変化させてはい
けないもの」もあります。親が子を思う気持ちや子が親を思う気持ち、重篤な病状の
患者さんや困難な状態を有する対象者を思いやり寄り添う気持ちなどは、時代や
社会が変化しても変わらないものです。その点では、本学の建学の精神である「社
会の福祉への奉仕」と「人間への深い愛」は、変わることのない精神とも言えます。も
う一つの「人間への幅の広い科学的理解」は、理念としては変化しませんが、日々進
歩する科学に基づいて人間を幅広く理解するためには、自己研鑽を続けて成長し
なければなりません。卒業生・修了生のみなさまは、4月から、新型コロナウイルスが
猛威を振るう厳しい状況のもとで薬剤師、看護師・保健師・助産師、理学療法士、作
業療法士として働くことになりますが、建学の精神をはじめ、本学で培った知識や技
術、考え方を基礎に社会で活躍されることを期待します。

兵庫医療大学は、2022年4月に兵庫医科大学と統合して、新しい医療総合大学となる
予定（※）です。これから本学は新しい大学としてますます進化していきますが、みなさま
の母校であることは変わりません。卒業後のキャリア形成も積極的にサポートします。
仕事や家庭、進路などにおける悩みがあれば、遠慮なく母校の教職員に相談してくだ
さい。また、母校の発展のためにさまざまなご助言をくださいますようお願いいたします。
最後になりましたが、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。ご卒業おめでとうございます。

※2大学の統合計画はあくまで予定。現在文部科学省への申請準備中であり、状況などにより
変更する場合があります。

春から社会へ羽ばたく
卒業生のみなさんへ

兵庫医療大学 学長

藤岡 宏幸

兵庫医科大学 卒業生表彰
2020年3月17日、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。

森村賞 成績優秀者に贈る賞
新宅 由佳さん　浅野 裕矢さん

研究医コース学長賞 研究医コースで優れた功績のあった者に贈る賞
江川 可純さん　大岡 裕隆さん

学生会活動功労賞 学生会や課外活動の功労を称える賞
中口 雄太さん　新宅 由佳さん

学生部長賞 部活動の功労を称える賞
新宅 由佳さん　

兵庫医療大学 卒業生表彰
2020年3月16日と18日、藤岡学長から学長賞および課外活動功労
賞の受賞者に表彰状と記念品が贈られました。また、卒業生を代表
して総代に学位記が授与されました。

2020年3月9日、卒業生
代表の2名が太城理事
長、藤岡学長と記念植樹
を行いました。

学長賞 成績優秀者に贈る賞
課外活動功労賞 課外活動の功労を称える賞

特集2

兵庫医療大学植樹式
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09 NEWS & TOPICS
・「西宮ストークス」のプロバスケ選手が小児病棟を激励訪問
・2大学を統合し関西有数の医療総合大学をめざすことを発表
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　私立大学第1位に！（教育リソース分野）
・「2019年度 退職記念講演会」を開催（兵庫医科大学）
・「2019年度 退職記念講演会」を開催（兵庫医療大学）
・2020年度 新入生が入学
・ダイバーシティを意識した看護衣へ 看護学部のユニフォームを
　2020年度新入生から刷新
・相互連携協定を締結し、丹波地域のみなさんにより質の高い
　医療・介護サービスを提供
・2019年度 医師国家試験合格率97.5％の好結果に
・2019年度 看護師や理学療法士 国家試験で合格率100% 
　作業療法士は97.4％ 薬剤師も83.9％の快挙
・2020年度 兵庫医科大学 入学試験結果を公表
・2020年度 兵庫医療大学 入学試験結果を公表

17 卒業生INTERVIEW
巡り合わせでがん治療の道へ
化学療法とチーム医療で未来を築く
関西医科大学 がんセンター専従医師 学長特命准教授
佐竹 悠良さん（兵庫医科大学 2004年卒）

19 HYO-i LAB -研究紹介-
世界に先駆け開発した実験手法で
痛みのメカニズムを探る
兵庫医科大学 生理学 神経生理部門 教授　古江 秀昌

兵医広報

23 人事情報

21 2020年度 学校法人 兵庫医科大学 事業計画・予算

16 Road to 2026 ～「新病院棟」完成への道～
最新設備を完備した新病院棟で患者さんにより快適な医療環境を

知ってる？兵医の歴史

法人からのお知らせ

開学50周年に向けて
「みなが誇れる大学」へ

　このたび、2020年4月１日付けで兵庫医科大学学長に再任さ
れました。今後の2年間では、これまで4年間の学長職で実行し
てきた種々の改革をさらに推し進め、医学教育や研究、診療の向
上をめざして努力いたします。
まず、医学教育面では2020年度に分野別認証の受審を控え
ています。その対応準備も含めて、これまでには入口である入試
制度の改革をはじめ、今の医学部学生に適していながら時代の
要求にも十分に応え得る人材育成教育やカリキュラム、評価制
度などを構築してきました。今後は、卒前だけでなく卒後教育の
レベルを一段と向上させることに注力し、医育機関としての実力
や評価をより高めていきたいと考えています。
　また、研究面や診療面では、より一層の飛躍をめざし、大学組
織の改革や人的資源の発掘に努力してきました。その結果、今で
は素晴らしい人材が集まりつつありますので、今後の兵庫医科

大学は組織改革の効果と相まって、研究、診療の分野で注目を
集める存在になると信じています。加えて、災害拠点病院・地域中
核病院として非常に高い評価を受けている兵庫医科大学病院
の一層の発展のためにも、学長として最大限サポートしてまいり
ます。
みなさまもご承知のとおり、兵庫医科大学は2年後の2022年
に「開学50周年」を迎えます。記念すべき節目をみなさまと一緒に
盛大にお祝いできるよう、あらゆる観点から改革や教育充実施
策を実施することで総合医育機関としての質の向上を図るととも
に、学生や同窓生のみなさまが共に帰属意識を高め、教職員も
含めたすべてのステイクホルダーが兵庫医科大学のことを誇りに
思えるよう、私も全身全霊を傾けて努力したいと考えています。関
係各位のご指導、ご鞭撻、ご協力を心よりお願い申し上げます。

兵庫医科大学 学長 野口光一

理事長再任のご挨拶

　2020年4月からの理事長に再任されました。ここ数カ月間、
新型コロナウイルス感染症の蔓延により、入職式や入学式、学
会の中止、渡航の制限など暗い要素ばかりが目立ちます。また、
医師・医療従事者の働き方改革への対応など難しい課題も抱
えていますが、学校法人兵庫医科大学の輝かしい未来に向け
て、2大学の学長や教職員とともに誠心誠意励む所存です。

　具体的に、まずは本年度中に法人として「イクボス宣言」を行
い、教職員のワークライフバランスを考えた業務改善を行う決
意です。また、2026年春の新病院棟の竣工に向けて、西宮キャ
ンパスの教育研究棟の北側に「新立体駐車場」と「敷地内薬局
を含むデッキ棟」を竣工させる予定です。さらに、3年間の任期
中には9号館と現在の立体駐車場を解体し、土壌調査を行い、
現在の基本設計を元に新病院棟の実施設計を完成させたいと
考えています。

そして何より、兵庫医科大学は2022年3月に創立50周年を
迎えます。これを節目として同一法人内の兵庫医療大学と統合
し、兵庫医科大学は「医学部」「薬学部」「看護学部」「リハビリ
テーション学部」からなる医療系総合大学への第一歩を踏み
出す予定です。統合により学生教育や研究面の強化を図るとと
もに、病院内の看護部や薬剤部、リハビリテーションセンターと
の双方向の連携による診療面での質の向上もめざしたいと考
えています。

後藤新平氏の言葉である「財を遺すは下、事業を遺すは中、
人を遺すは上なり。されど財無くんば事業保ち難く、事業無くん
ば人育ち難し」を念頭に、医育機関としての責務を果たしていく
所存です。関係各位におかれましては、学校法人の発展に向け
てさらなるご協力とご指導を賜りますようお願い申し上げ、再任
の挨拶とさせていただきます。

学校法人兵庫医科大学 理事長 太城力良
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医科大医科大 医療大

大学病院

イベント

大学病院

お知らせ

医科大

お知らせ

医科大

お知らせ

　本法人は「質の高い医師、
医療職者を養成するための教
育・研究体制の充実、および
教育の質の向上」「法人運営
および組織体制の強化」「医
療総合大学としての認知度お
よび評価の向上」などを目的に兵庫医科大学と兵庫医療大学を統
合（※）し、創立50周年にあたる2022年 4月に新たな医療総
合大学の誕生をめざすことを、2020年 1月10日に発表しました。
　同日、西宮キャンパスで開かれた記者会見には多くの報道関係
者が詰め寄せるなど、関心の高さがうかがえました。

※2大学の統合計画はあくまで予定。現在文部科学省への申請準備中であり、
状況などにより変更する場合があります。

兵庫医科大学病院は2020
年1月23日、高い臨床検査
能力を評価され、国際規格
「臨床検査室認定（ I S O 
15189:2012）」を更新取得
しました。
これは、血液・尿・超音波
などの検査技術能力ISO 15189:2012の基
準に適合していることが公益財団法人 日本
適合性認定協会によって認められたもので
す。2016年2月に初取得し、このたび初めて
の更新を迎えました。なお、今回の認証は、
2024年2月29日まで有効とされています。

「西宮ストークス」の
プロバスケ選手が
小児病棟を激励訪問

「西宮ストークス」の
プロバスケ選手が
小児病棟を激励訪問

～創立50周年を機に～

2大学を統合し関西有数
の医療総合大学を
めざすことを発表

～創立50周年を機に～

2大学を統合し関西有数
の医療総合大学を
めざすことを発表

2020年1月9日（木）、
プロバスケットボールク
ラブ「西宮ストークス」の
#8 濵高康明選手、#15 
谷口淳選手が、兵庫医
科大学病院の小児病棟
を激励訪問してください
ました。
両選手はバスケット

ボールの「い・ろ・は」を体現して教えてくださったほか、ミニバス
ケットボールのリングを用いて、お子さん方が実際にボールを手
に取ってシュートにトライするのをサポート。最後には記念品の
プレゼントと写真撮影もあり、参加された方はとても満足されて
いました。

理事長と両学長が出席した記者会見の模様

シュートするお子さんを見守る谷口選手（中央）
と濱高選手（右）

和文・英文の認定証がそれぞれ届きました

臨床検査室認定
（ISO 15189:2012）

を更新取得

臨床検査室認定
（ISO 15189:2012）

を更新取得

内科学講座および
外科学講座を再編
内科学講座および
外科学講座を再編

兵庫医科大学は、内科学講座および外科学講座を再構築し、
2020年4月1日付で内科学8講座を6講座、外科学8講座を4講座
に再編いたしました。
新体制は下記のとおりです。

2/5
教育研究棟302講義室にて「Hyo g o 
Innovative Challenge 2019年度研究成
果報告会」を開催。各課題の研究代表者が
1年間の研究成果について報告しました。

1/27
平成記念会館にて第15回レクチャーシップ
「知の創造」を開催。筑波大学国際統合睡眠
医科学研究機構の柳沢先生に「睡眠覚醒の
謎に挑む」をテーマにご講演いただきました。

2/5
兵庫県病院薬剤師会から講師をお招
きし、薬学部4年生（当時）を対象に病
院薬剤師としての働き方や役割などを
講演いただきました。

ささやま医療センターでは、産科医の不足に伴い2020年3月末で分
娩を休止するにあたり、2月1日に済生会兵庫県病院（神戸市北区）、2
月3日に三田市民病院（兵庫県三田市）、2月10日に神戸アドベンチス
ト病院（神戸市北区）、3月1日に兵庫県立丹波医療センター（兵庫県
丹波市）と、それぞれ周産期医療に関する連携協定を締結しました。
具体的には、ささやま医療センターで妊婦検診を受けている妊婦

が、協定締結先の病院での分娩を希望した場合、協定締結先の病院
にて分娩および分娩前後の医療を提供。希望があれば、その後の産後
ケアはささやま医療センターで実施します（※）。その際、両院の間で診
療情報を互いに共有し合い、妊婦をはじめとした地域住民に安心かつ
安全でストレスのな
い周産期医療を提供
していきます。

※済生会兵庫県病院、兵
庫県立丹波医療セン
ターでは、ささやま医療
センターの産科医や助
産師による出張診療を
受け入れる「オープンシ
ステム」なども導入。

兵庫県立丹波医療センターとの調印式の模様 三田市民病院との調印式の模様

済生会兵庫県病院との調印式の模様

分娩休止に伴い、安心・安全な
周産期医療に関する連携協定を締結
分娩休止に伴い、安心・安全な
周産期医療に関する連携協定を締結

ささやま

お知らせ

学校法人

イベント

ニュース & トピックスニュース & トピックス

2020年3月24日、英・Times Higher Education（THE）誌による「世界大学ランキング
日本版2020」が公表され、兵庫医科大学が＜教育リソース分野＞で 全国第6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ほぼ同様に、高い教育リソースを
持っていることが評価されました。

「THE世界大学ランキング日本版2020」で
全国 第6位、私立大学 第1位に！（教育リソース分野）
「THE世界大学ランキング日本版2020」で
全国 第6位、私立大学 第1位に！（教育リソース分野）

2/17～2/28
オーストラリアのアデレード大学看護
学部生10名が兵庫医療大学に2週間
学術交換留学し、学内外でさまざまな
プログラムを経ました。

医療大

〈内科学講座〉

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

東京大学
東京医科歯科大学
東北大学
京都大学
京都府立医科大学
兵庫医科大学
浜松医科大学
東京工業大学
滋賀医科大学
札幌医科大学

旧体制
（2020年3月31日まで）

内科学（肝・胆・膵科）

内科学（消化管科）

内科学（循環器・腎透析内科）

内科学（糖尿病内分泌・免疫内科）

内科学（呼吸器科）

内科学（血液内科）

内科学（総合診療科）

内科学（神経・脳卒中科）

新体制
（2020年4月1日から）

消化器内科学

循環器・腎透析内科学

糖尿病内分泌・免疫内科学

呼吸器・血液内科学

総合診療内科学

脳神経内科学

〈外科学講座〉

旧体制
（2020年3月31日まで）

外科学（上部消化管外科）

外科学（下部消化管外科）

外科学（肝・胆・膵外科）

外科学（小児外科）

炎症性腸疾患学（外科部門）

外科学（心臓血管外科）

外科学（呼吸器外科）

外科学（乳腺・内分泌外科）

新体制
（2020年4月1日から）

消化器外科学

心臓血管外科学

呼吸器外科学

乳腺・内分泌外科学



医科大
医療大

イベント

～免疫学研究と教育に尽力～

「2019年度 退職記念
講演会」を開催

～免疫学研究と教育に尽力～

「2019年度 退職記念
講演会」を開催

2020年度
新入生が入学
2020年度
新入生が入学

兵庫医科大学および兵庫医療大学の2020年度新入生が入学
しました。今年は新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、
入学式の挙行を中止しましたが、兵庫医科大学は４月4日にオリエ
ンテーションのため、兵庫医療大学は4月3日に学生証や資料受
け取り等のため新入生が初登校しました。

2020年3月13日、「2019年度 
退職記念講演会」を開催し、定年
を迎えた共通教育センターの柏村
信一郎教授が講演を行いました。
ライフワークとしてきた免疫学の
研究を通じて、大阪大学や佐賀
医科大学、ワシントン州立大学で多くの研究者と出会ったエピ
ソードを語ったほか、兵庫医科大学へ着任後は、生物学教育に
取り組むとともに、先端医学研究所長を務めた岡村春樹元･教授
とのIL-18に関する共同研究などについて振り返りました。
2013年からは兵庫医療大学 共通教育センターの教員として
学部教育の土台となる基礎教育を担い、教育支援室で履修支
援部門長や医療研究サークル顧問を務めるなど、学生の教育
に尽力してきた思い出を語りました。
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ニュース & トピックスニュース & トピックス

2/28
看護部の各部署が「看護の質向上に
向けた取り組み」をまとめて、部署の代
表者によるポスター発表会を開催しま
した。

大学病院
2/25

本格的に始まる就職活動に向けて、看
護学部3年生（当時）を対象に、社会
人マナー講座をはじめ各種ガイダンス
を実施しました。

2020年3月17日、2019年度末で退職される4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4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。

～4名の教授の門出～

「2019年度 退職記念講演会」を開催
～4名の教授の門出～

「2019年度 退職記念講演会」を開催
近年、男性看護師の増加や機能性の追求などに伴い、看護師のユニ

フォームに求められる内容が変わってきています。また、ダイバーシティへ
の関心が高まる昨今の社会状況も踏まえ、兵庫医療大学の看護学部では、2020年4月の入
学生よりユニフォームを刷新しました。 
デザイン面では白と濃紺を基調とし、大学カラーである青と赤をアクセントにしたスポーティ
なデザインを採用しました。男性・女性それぞれのデザインを近いものにすることで生まれた一
体感や調和性には、「すべての学生が安心して学べるように」という願いが込められています。

新ユニフォームの特長
❶  本学看護学部教員が生地選びからデザインの提案など、
　  企画から参加して制作したオリジナルのユニフォーム
❷  デザイン性は勿論のこと、最新の加工技術による高い機能性（※）と安全性を重視
❸  男女統一性があり、理知的かつ快活な本学の学生の雰囲気を表現

※機能性：制菌性、防透性、伸縮性、耐久性、吸汗速乾性

もう片側には赤色の内ポケット片側のポケットには青いタグの
アクセントと、赤糸でステッチされた
胸元のボタンホール

本法人は、丹波地域においてより質の高い医療・介護サービス
を継続して提供するため、兵庫県丹波篠山市において岡本病院を
運営する医療法人社団紀洋会様と2020年4月1日付けで相互連
携協定を締結しました。
今後、人口減少や高齢化が進む丹波地域で質の高い医療や介
護を長期にわたって提供していくためには、地域の医療施設や介
護施設が緊密な連携を図り、限られた医療・介護資源を効率的に
活用し、「地域完結型」の医療・介護をめざす必要があります。また、
これらを継続して実行していくためにも、地域医療や介護を担う優
秀な医療人の育成を併せて行っていく必要があります。そこで、丹
波地域における医療・介護の提供において中心的な役割を果たしている医療法人社団紀洋会様と本法人が相互連携協定を締
結することにより、丹波地域においてより質の高い医療・介護の実践をめざすことになりました。今後、具体的には「人材の交流」
「施設・機器の共同利用」「学生等の教育」などでの連携を予定しています。

相互連携協定を締結し、丹波地域のみなさんに
より質の高い医療・介護サービスを提供
相互連携協定を締結し、丹波地域のみなさんに
より質の高い医療・介護サービスを提供

ダイバーシティを意識した看護衣へ 
看護学部のユニフォームを2020年度新入生から刷新
ダイバーシティを意識した看護衣へ 
看護学部のユニフォームを2020年度新入生から刷新

医療大
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看護学部3年生（当時）対象に、兵庫
医科大学病院とささやま医療センター
から就職説明会を行いました。先輩
ナースとのフリートークも開催。

医療大

医科大

イベント

医療大

イベント

医療大

お知らせ

合同記者会見にて医療法人社団紀洋会様と堅い握手
オリエンテーションにて入学宣誓（医科大） アルコール手指消毒の方法を

習う新入生（医療大）

各学長から新入生への祝辞は大学WEBに掲載中

医療大
3/2

薬学部5年生（当時）を対象に就職ガイ
ダンスを実施しました。
※新型コロナウイルスの感染防止のため、例年併
　催している企業説明会は中止となりました

「皮膚科学の夢、はるか」
山西 清文 主任教授
（皮膚科学）

「兵庫医科大学での血液疾患の診療・研究」
藤盛 好啓 主任教授
（内科学 血液内科）

2019年度 退職記念講演会 講演者

「がんゲノム医療時代の大腸癌診療
  ―遺伝性大腸癌を中心に―」
冨田 尚裕 主任教授
（外科学 下部消化管外科）

「消化器領域における肝胆膵科の担うべき役割」
西口 修平 主任教授
（内科学 肝・胆・膵科）

医科大は
こちら

医療大は
こちら



病院薬剤師
兵庫医科大学病院
友愛会病院
赤穂中央病院
加東市民病院
ベルランド総合病院
大阪暁明館病院
姫路赤十字病院
北播磨総合医療センター
白庭病院
京都山城総合医療センター
山口大学医学部附属病院
愛仁会グループ
ツカザキ病院
大山記念病院
大阪大学医学部附属病院
加古川中央市民病院
神戸市立医療センター中央市民病院
兵庫県立病院（配属未定）
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
Ｉ＆Ｈ株式会社
イオンリテール株式会社
ウエルシア薬局株式会社
クオール株式会社
ニシイチ薬局グループ
フタツカ薬局グループ
株式会社アイセイ薬局
株式会社アインファーマシーズ
株式会社ウィーズ
株式会社コクミン
株式会社サンドラッグ
株式会社スギ薬局
株式会社とわメディカル とわ薬局
株式会社なの花西日本 なの花薬局
株式会社ハリマ調剤薬局
株式会社ファーマシィ
株式会社マツモトキヨシ
株式会社メディカルボックス
株式会社メディカルユアーズ
総合メディカル株式会社
日本調剤株式会社
有限会社大阪ファイン

企業・公務員
アルフレッサ株式会社(卸・薬剤師職）
株式会社アスティス（MS）
日本新薬株式会社（MR）
Ａ２ヘルスケア株式会社（CRA）
兵庫県（行政・薬剤師職）

理学療法士
芦屋セントマリア病院
岸和田リハビリテーション病院
八尾はぁとふる病院
新世病院
医誠会病院
辻外科リハビリテーション病院
協立病院
協和会病院
第二協立病院
池田回生病院
姫路中央病院
あんしん病院
ときわ病院
京都大原記念病院グループ
松本病院
西宮回生病院
石川病院
岡崎共立病院
京都九条病院
関西リハビリテーション病院
はくほう会セントラル病院
明石リハビリテーション病院
本山リハビリテーション病院
明和病院
六甲アイランド甲南病院
北野病院
愛仁会リハビリテーション病院
京都岡本記念病院
ベルピアノ病院
尼崎中央病院
渡邊高記念会
西宮渡辺病院
兵庫県立リハビリテーション西播磨病院
淀川キリスト教病院
大室整形外科 脊椎関節クリニック
大久保病院
友紘会総合病院
大阪府済生会泉尾病院
紫香楽病院
南和歌山医療センター
まつだ整形外科クリニック
高倉整形外科クリニック

作業療法士
兵庫医科大学ささやま医療センター
千里中央病院
長久病院
西宮協立リハビリテーション病院
順心リハビリテーション病院
順心淡路病院
みきやまリハビリテーション病院
千里リハビリテーション病院
石川病院
西江井島病院
京都九条病院
明石リハビリテーション病院
本山リハビリテーション病院
住友病院
大山記念病院
富永病院
森之宮病院
尼崎中央病院
西宮渡辺病院
大阪発達総合療育センター
兵庫県立リハビリテーション西播磨病院
兵庫県立リハビリテーション中央病院
にこにこハウス医療福祉センター
荻原みさき病院
市立吹田市民病院
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
姫路医療センター
神戸労災病院
神戸白鷺病院
美原病院
明石こころのホスピタル
茨木病院
姫路北病院

その他
三田西病院

医療大大学病院
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学校法人
3/25

2019年度学校法人兵庫医科大学医療
人育成研修センター 認定看護師教育課
程修了式を挙行し、修了者が証書を授受
しました。

3/6
2019年度の臨床研修が終了し、臨床研
修修了者で集合写真を撮影しました。

※「2019年度臨床研修医修了証授与式」は
コロナウイルスの感染防止のため中止

3/12
2019年度全学FD･SDワークショップを開
催し、実践報告と「学生の多様性を踏まえ
た教育・指導のあり方」「森村茂樹と建学
の精神」についての講演が行われました。

2020年2月8日・9日に実施された第114回医師国家試験において、兵庫医科大学の合格者数（総数）は115名、合格率は
97.5％であり、国公立医学部・私立医科大学 80校中 第7位、私立医科大学29校中 第5位の好結果となりました。

2019年度 医師国家試験
合格率97.5％の好結果に
2019年度 医師国家試験
合格率97.5％の好結果に

医科大

お知らせ

総　　合
兵庫医科大学

第114回 医師国家試験 （試験日：2020年2月8日・9日）

2019年度
2018年度

参考）全国 2019年度

合格者数受験者数 合格率
新　　卒
合格者数受験者数 合格率

既　　卒
合格者数受験者数 合格率

115名
110名
9,341名

118名
117名

10,140名

97.5%
94.0%
92.1%

108名
107名
8,583名

111名
114名
9,044名

97.3%
93.9%
94.9%

7名
3名

758名

7名
3名

1,096名

100%
100%
69.2%

※新型コロナウイルスの感染防止のため、一部内容を変更して実施

医療大

お知らせ

2020年2月に、薬剤師、看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士の国家試験がそれぞれ行われ、兵庫医療大学は看
護師、保健師、助産師、理学療法士の4資格で合格率100％を達成しました。また、作業療法士も97.4％と全国平均を上回る結
果となったほか、薬剤師は合格率83.9%と、80％を超える快挙となりました。

2019年度 看護師や理学療法士 国家試験で合格率100％
作業療法士は97.4％ 薬剤師も83.9％の快挙
2019年度 看護師や理学療法士 国家試験で合格率100％
作業療法士は97.4％ 薬剤師も83.9％の快挙

６年制新卒
兵庫医療大学

第105回 薬剤師国家試験 （試験日：2月22日・23日）

2019年度
2018年度

参考）全国 2019年度

合格者数受験者数 合格率
６年制既卒
合格者数受験者数 合格率

94名
84名

7,795名

112名
131名
9,194名

83.9%
64.1%
84.8%

41名
50名

2,050名

115名
111名
4,804名

35.7%
45.1%
42.7%

新　　卒
兵庫医療大学

第109回 看護師国家試験 （試験日：2月16日）

2019年度
2018年度

参考）全国 2019年度

合格者数受験者数 合格率
既　　卒
合格者数受験者数 合格率

104名
109名

56,175名

104名
111名

59,320名

100%
98.2%
94.7%

1名

2,339名

1名

6,249名

100%

37.4%

新　　卒
兵庫医療大学

第55回 理学療法士国家試験 （試験日：2月23日）

2019年度
2018年度

参考）全国 2019年度

合格者数受験者数 合格率
既　　卒
合格者数受験者数 合格率

47名
38名

10,019名

47名
39名

10,749名

100%
97.4%
93.2%

1名

589名

1名

1,534名

100%

38.4%

新　　卒
兵庫医療大学

第103回 助産師国家試験 （試験日：2月13日）

2019年度
2018年度

参考）全国 2019年度

合格者数受験者数 合格率
既　　卒
合格者数受験者数 合格率

7名
5名

2,088名

7名
5名

2,098名

100%
100%
99.5% 5名7名 71.4%

新　　卒
兵庫医療大学

第106回 保健師国家試験 （試験日：2月14日）

2019年度
2018年度

参考）全国 2019年度

合格者数受験者数 合格率
既　　卒
合格者数受験者数 合格率

30名
29名

7,050名

30名
29名

7,318名

100%
100%
96.3% 487名915名 53.2%

合格率
71.4%
33.3%
66.3%

新　　卒
兵庫医療大学

第55回 作業療法士国家試験（試験日：2月23日）

2019年度
2018年度

参考）全国 2019年度

合格者数受験者数 合格率
既　　卒
合格者数受験者数

38名
41名

4,515名

39名
46名

4,795名

97.4%
89.1%
94.2%

5名
1名

1,033名

7名
3名

1,557名

兵庫医科大学病院
JCHO大阪病院
JCHO神戸中央病院
愛仁会 高槻病院
赤穂市民病院
医誠会病院
青梅市立総合病院
大分大学医学部附属病院
大阪医科大学附属病院
大阪急性期・総合医療センター
大阪市立大学医学部附属病院
大津市民病院
岡山医療センター

県立西宮病院
神戸掖済会病院
神戸市立医療センター西市民病院
公立豊岡病院
済生会吹田病院
済生会中津病院
済生会二日市病院
滋賀医科大学医学部附属病院
市立芦屋病院
市立池田病院
市立西脇病院
高砂市民病院
宝塚市立病院

ツカザキ病院
津山中央病院
東京医科歯科大学医学部附属病院
名古屋市立大学病院
奈良県総合医療センター
浜松赤十字病院
広島大学医学部附属病院
府中病院
松江赤十字病院
明和病院
淀川キリスト教病院
和歌山県立医科大学附属病院

岡山協立病院
岡山ろうさい病院
京都桂病院
河内総合病院
関西医科大学附属病院
関西ろうさい病院
関門医療センター
九州医療センター
京都大学医学部附属病院
京都第一赤十字病院
京都第二赤十字病院
倉敷中央病院
県立尼崎総合医療センター

2019年度 兵庫医科大学卒業生 卒業後の進路
2019年度 兵庫医療大学卒業生 就職実績

リハビリテーション学部 作業療法学科リハビリテーション学部 理学療法学科看護学部 看護学科薬学部 医療薬学科

 2019年3月末時点

看護師
兵庫医科大学病院
兵庫医科大学ささやま医療センター
高砂西部病院
吉田病院　附属脳血管研究所
北野病院
姫路聖マリア病院
ベルランド総合病院
南大阪小児リハビリテーション病院
兵庫県立リハビリテーション中央病院
淀川キリスト教病院
けいゆう病院
済生会兵庫県病院
大阪府済生会吹田医療福祉センター
大阪府済生会吹田病院
大阪赤十字病院
香川県立中央病院
加古川中央市民病院
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
兵庫県立がんセンター
神戸大学医学部附属病院
大阪市立大学医学部附属病院
関西医科大学附属病院

助産師
神戸アドベンチスト病院
姫路聖マリア病院
淀川キリスト教病院
大阪府済生会吹田病院
大阪市立総合医療センター
兵庫医科大学病院

保健師
ＮＴＴ西日本
公益財団法人加古川総合保健センター

3/26
公益財団法人大学基準協会より、大学評価ならび
に認証評価において「大学基準に適合している」と
認定を受けました。

医療大

（認定期間：2020年4月1日～2027年3月31日）
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学部学科 薬学部 医療薬学科 看護学部 看護学科
定員 150 ※ 100

入試種別 AO

推薦 一般

AO

推薦 一般
専願

公募
S

公募
Ａ

公募
Ｂ

前期A 前期B

中期 後期
センター
利用

（学力　
重視型）

センター
利用

（面接　 
併用型）

専願 公募
S

公募
A

前期A 前期B

後期
センター
利用

（学力　
重視型）

センター
利用

（面接　 
併用型）

スタン
ダード
型

特定科
目重視
型

スタン
ダード
型

特定科
目重視
型

スタン
ダード
型

特定科
目重視
型

センター
プラス

スタン
ダード
型

特定科
目重視
型

スタン
ダード
型

特定科
目重視
型

センター
プラス

募集人員 6 25 10 12 12 33 22 8 5 5 2 7 18 5 15 30 14 5 3 3
志願者 14 28 21 101 50 57 85 53 82 59 37 48 23 53 0 105 108 161 275 227 187 214 180 108 62 125 16
受験者 14 28 21 101 48 57 81 52 78 58 35 39 11 51 0 105 108 161 272 223 185 209 177 105 60 122 16
一次通過者数 9 0 24 14
合格者数 6 22 16 80 41 54 62 40 60 41 24 39 11 31 0 8 18 40 67 36 29 33 26 15 25 18 7

学部学科
リハビリテーション学部

理学療法学科 作業療法学科
定員 40 40

入試種別 AO

推薦 一般

AO

推薦 一般

専願 公募A
前期A 前期B センター

利用（学力
重視型）

センター
利用（面接
併用型）

専願 公募A
前期A 前期B センター

利用（学力
重視型）

センター
利用（面接
併用型）

スタン
ダード型

特定科目
重視型

スタン
ダード型

特定科目
重視型

センター
プラス

スタン
ダード型

特定科目
重視型

スタン
ダード型

特定科目
重視型

センター
プラス

募集人員 4 10 4 12 6 2 2 4 12 4 10 6 2 2
志願者 67 70 115 96 92 109 96 67 62 5 26 37 60 42 39 30 27 16 29 3
受験者 66 70 115 95 91 109 96 67 60 5 26 37 58 42 39 30 27 16 29 3
一次通過
者数 15 5 12 3

合格者数 7 11 15 16 12 11 7 7 4 3 7 15 22 12 11 8 7 5 5 2

2019年9月28日より実施した「2020年度兵庫医療大学入学試験」の結果を公表しました。2020年度の入学試験からは、
試験、実習、面接により総合的に合格者判定を行う総合型選抜(AO入試)を導入。また、一般入学試験（前期B日程）におい
て、センター試験の高得点2科目を加算して判定する複数判定方式(センタープラス)を導入し、センター試験の得意科目を
活かして判定を受けることができるようにしました。

※定員、入学者数に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

2020年度 兵庫医療大学 入学試験結果を公表2020年度 兵庫医療大学 入学試験結果を公表医療大

お知らせ

一般公募制 地域指定制

2019年11月17日より実施した「2020年度 兵庫医科大学 入学試験」の結果は下記のとおりです。「推薦入学試験」および「一
般入学試験A 4科目型」は昨年とほぼ同様、多数の志願がありましたが、「一般入学試験B 高大接続型」の志願者は昨年比8割
増と大きく数を伸ばしました。

医科大

お知らせ

2020年度 兵庫医科大学 入学試験結果を公表2020年度 兵庫医科大学 入学試験結果を公表

■2020年度 兵庫医科大学 入学試験結果（定員112名）

■2020年度 兵庫医療大学 入学試験結果

〈推薦入試〉

約12名
60名
60名
12名

募集人員
志願者
受験者
合格者数

※一般公募制推薦に特別選抜推薦入試を含む

5名以内
36名
36名
5名

一般入試A 4科目型 一般入試B 高大接続型
〈一般入試A 4科目型、 一般入試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

約85名
1,796名
1,711名
435名
142名

約10名
273名
260名
87名
10名
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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
4/1

「2020年度 看護師特定行為研修課程 開
講式」を挙行し、5期生3名が入学しまし
た。全員が兵庫医科大学病院以外で勤務
する看護師で、勤務と並行して学びます。

ささやま
4/5

篠山キャンパスにて入職式を行い
ました。今年は、メディカルスタッフ
や事務職員など、13名が入職し、
オリエンテーションを受けました。
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������������ ～「新病院棟」完成への道～

　学校法人兵庫医科大学では、西宮キャンパスにある多くの建

物が1972年の開学当初に建設されたもので、施設面の老朽化

が課題となっていたことから、2011年に「西宮キャンパスグランド

デザイン（整備計画将来構想）」を策定。以降、災害拠点病院とし

ての設備を備えた「急性医療総合センター」や、大学施設の教育・

研究機能を集約した「教育研究棟」を建設し、キャンパス内のリ

ニューアルを進めてきました。

　そして現在、患者さんに対してより快適な空間で医療を提供で

きるように建設を計画しているのが「兵庫医科大学病院 新病院

棟」です。具体的には、西宮キャンパスの南東、現在の9号館・立体

駐車場跡地に、「社会性」「機能性」「快適性」「安全性」などあら

ゆる要素を兼ね備えた最新設備の病院棟（15階建て）を建設。隣

接する急性医療総合センターとの行き来を可能にすることで、両

棟計963の病床数を維持する予定です。

　基本構想、基本計画を経て、現在は事務局内に新設された新

病院建設準備室を中心に、2025年の竣工、2026年の開院をめ

ざして基本設計を進めて

います。今年度、本コー

ナーでは毎号取り組み

や進捗などを紹介してい

きます。

最新設備を完備した新病院棟で
患者さんにより快適な医療環境を
 

基本計画に基づいた新病院棟の完成イメージ

知ってる？ 兵医の歴史

精神科単科（３１床）の武庫川脳病院
兵庫医大の創設者・森村茂樹の
お父さん（森村真澄）が1927年に設立したよ

Q1

どんなエリアに設置したの？

武庫郡 鳴尾村（当時）

Q2

あたり一帯はいちご畑だったんだって

森村茂樹が病院長になったのは何歳？

弱冠３１歳　１９４７年のこと

Q4

森村茂樹が病院以外に
手掛けたものは？

重度心身障害者施設、知的障害児施設、特別
養護老人ホームなどを手掛けて社会福祉に
貢献していたよ

Q5

兵庫医科大学ができたのはいつ？

社会に貢献できる医師を増やすため、設置プロ
ジェクトを進めたよ
1971年11月22日に設置認可を受けて、1972年
4月に開学したんだ！

Q6

兵庫医科大学病院の
前身はなぁに？

古くは、平清盛の長男•重盛の邸宅•小松城があった村

戦前には甲子園ホテルや
武庫川遊園があり「日本一裕福な村」
とも呼ばれたそう

鳴尾村ってどんな場所？Q3

【急性医療
　　総合センター】

【新病院棟】

121床

約15,000㎡ 約71,000㎡

842床

15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

病棟

外来
中央診療
供給
管理


