
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事務組織規程
診療情報管理業務を一部門で集約して、より効率的、効果的に実行していく
ために、病院の中央施設として診療情報管理室を設置し、当該管理室の事務
は病院事務部診療情報課が担うこととするため、改正。

平成25年6月18日

2 学校法人兵庫医科大学公的研究費管
理・監査規程

不正防止計画部署を学務部だけではなく各業務を直接担当する部署を加え、
また改廃を常務会とするため、改正。 平成25年7月17日

3 学校法人兵庫医科大学成果有体物取扱
規程 成果有体物に対する取扱を本法人として一元化するため、制定。 平成25年7月17日

4 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規程

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を設置する
にあたり、本課程の運営に関する規程が必要であるため、制定。 平成25年7月25日

5 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細則

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を設置する
にあたり、本課程の運営に関する細則が必要であるため、制定。 平成25年7月25日

6 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入学試験委員会規程

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を設置する
にあたり、本課程に入学試験委員会の設置が必要であるため、制定。 平成25年7月25日

7
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非常勤講師に
関する規程

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を設置する
にあたり、本課程に非常勤講師の委嘱が必要であるため、制定。 平成25年7月25日

8 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教員会規程

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を設置する
にあたり、本課程に教員会の設置が必要であるため、制定。 平成25年7月25日

9
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

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の設置に伴い、
入学試験従事者への手当を支給する必要があるため、改正。 平成25年7月25日

10 学校法人兵庫医科大学医療人育成セン
ター運営委員会規程

兵庫医療大学教育支援室が設置されたことにより、当該室長の追加及び兵庫
医療大学教育委員会委員長を削除することによる委員変更を行うため、改正。 平成25年8月13日

11 兵庫医科大学大学院学則 大学院授業科目に「医学教育学」を追加すべく、改正。 平成26年4月1日

12 兵庫医科大学成果有体物取扱規程 学校法人兵庫医科大学成果有体物取扱規程制定に伴い、廃止。 平成25年7月17日

13 兵庫医科大学倫理委員会規程 ささやま医療センターを第１条（目的）に追加するため、改正。 平成25年7月17日

14 兵庫医科大学病院奨学金（兵庫医療大
学生用）貸与規程

本規程から「心身の障害」の文言を削除し、奨学金返済となった場合に奨学生
だけでなく連帯保証人にも返済を意識付けるため、改正。 平成25年4月1日

15 兵庫医科大学病院奨学金（一般用）貸
与規程

本規程から「心身の障害」の文言を削除し、奨学金返済となった場合に奨学生
だけでなく連帯保証人にも返済を意識付けるためなどにより、改正。 平成25年4月1日

16 兵庫医科大学病院情報システム運用管
理規程

電子カルテシステムの利用開始に伴い、ガイドラインで示されている要件に
沿った見読性、真正性、保存性の確保のため、制定。 平成25年7月2日

17 看護師確保・定着対策委員会規程 看護師確保対策等について、全学的な協力体制を推進するために、常務会の
下に看護師確保対策委員会を設置するため、制定。 平成25年7月17日

18 病院長選考規程 病院長候補者選考委員会の構成員から理事を除くことを明記するとともに、
病院長候補適任者が４名に満たない場合の取扱いを明確にするため、改正。 平成25年7月25日

19 診療録管理委員会規程 組織変更に伴う構成員見直しのため、改正。 平成25年8月1日

20 診療録あり方小委員会規程 同上 平成25年8月1日

21 クリニカルパス推進委員会規程 組織変更に伴う構成員見直し及び情報センターから選出された者を追加す
るため、改正。 平成25年8月1日

22 がん登録委員会規程 組織変更に伴う構成員見直しのため、改正。 平成25年8月1日

23 個人情報保護病院小委員会規程 中央施設として病歴室改め、診療情報管理室を設置するため、改正。 平成25年8月1日

24 兵庫医科大学ささやま医療センター
奨学金貸与規程（兵庫医療大学生用）

本規程から「心身の障害」の文言を削除し、奨学金返済となった場合に奨学生
だけでなく連帯保証人にも返済を意識付けるため、改正。 平成25年4月1日

25 兵庫医科大学ささやま医療センター
篠山市地域限定奨学金貸与規程 同上 平成25年4月1日

26 兵庫医科大学ささやま医療センター
教育・研修委員会規程 「教育・研修委員会」を設置するため、制定。 平成25年7月22日

27 兵庫医科大学ささやま医療センター
臨床教育委員会規程 兵庫医科大学ささやま医療センター教育・研修委員会の設置に伴い、改正。 平成25年7月22日

28 篠山市国民健康保険診療所への医師派
遣手当支給内規

地域医療への貢献やサテライト診療による患者の獲得を目的に、篠山市国民
健康保険診療所に医師を派遣した場合、当該派遣医師に手当てを支給するた
め、制定。

平成25年8月1日

29 ささやま医療センターへき地診療所
派遣手当暫定内規 篠山市国民健康保険診療所への医師派遣手当支給内規の制定に伴い、廃止。 平成25年8月1日

30 兵庫医科大学ささやま医療センター規程 センター規程の中に、各部（室）の職務分掌を定めるため、改正。 平成25年8月21日

31 兵庫医療大学学則 ３学部統一の基礎教育を目指し、平成２５年度入学生から適用するカリキュ
ラムを改訂するため、改正。 平成25年4月1日

32 兵庫医療大学大学院学則 兵庫医療大学看護学研究科・医療科学研究科（修士課程）の完成年後の教育課
程充実のためのカリキュラム改訂に伴い、改正。 平成25年4月1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
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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 「キャスト」 8月5日 皮膚科 夏秋 優准教授 夏秋優准教授が提供したアオバアリガタハネカクシ（やけど虫）の映像な

どが放送されました。

NHK
サンテレビ
読売テレビ

「ニュース」
「サンテレビニュース」
「読売テレビ」

8月6日 皮膚科
山西 清文主任教授

「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、解明した内容などが放送されました。

関西テレビ 「スーパーニュース　アンカー」 8月9日 小児科 服部益治教授 かくれ脱水になったときの症状や対処法などについて、解説した内容
が放送されました。

読売テレビ 「ミヤネ屋」 8月13日 小児科 服部 益治教授 車中での熱中症について、直射日光による影響や車のクーラーが原因
の脱水症状など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」 8月30日 小児科 服部 益治教授 「熱中症」と「夏バテ」と題されたテーマにて、それぞれの症状のメカニ
ズム、違い、見分け方などについて解説した内容が放映されました。

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。

テレビ ・ラジオ出演情報　8 月から 9 月

　
掲載媒体 掲載日 関連者 概要

毎日新聞（朝刊）、産経新聞（朝刊）、
神戸新聞（朝刊） 8月2日 兵庫医科大学

兵庫医科大学ボランティア部「WITH YOU」が主催で入院中のこどもた
ちを対象としたイベントを開催し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 
キャラクターとのふれあいの様子が掲載されました。

日本経済新聞（朝刊） 8月3日 皮膚科 夏秋 優准教授 夏の虫刺されの記事にて、刺された際の症状や対処法などについて解説
した内容などが掲載されました。

読売新聞（朝刊） 8月4日 兵庫医科大学病院
血液内科 小川 啓恭主任教授

「病院の実力」(血液がん)において、兵庫医科大学病院血液内科の治療実
績(2012年)が掲載されました。また、白血球の型（HLA）が一部しか一致
しない「HLA半合致移植」について解説した内容が掲載されました。

日本経済新聞（朝刊）、読売新聞（朝刊）、
毎日新聞（朝刊）、産経新聞（朝刊）、
神戸新聞（朝刊）、朝日新聞(夕刊)、
日刊工業新聞、中国新聞、
時事通信社、共同通信

8月6日 皮膚科 山西 清文主任教授 アトピー性皮膚炎発症にたんぱく質（IL-33）が重要な役割を果たすこと
について解明し、その研究内容などについて掲載されました。

神戸新聞（朝刊）、読売新聞（朝刊）、
産経新聞（朝刊）

8月13日
・14日 兵庫医科大学 兵庫医科大学が西日本で初めて手術看護認定看護師の養成拠点として

認定されたと発表した内容などが掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 8月17日
臨床遺伝部 玉置 知子主任教授
乳腺・内分泌外科 三好 康雄教授
産科婦人科 鍔本 浩志講師

家族性（遺伝性）腫瘍の記事にて、患者の遺伝子検査を受ける動機や、検
査後の施術の倫理的な課題について解説した内容などが掲載されまし
た。

読売新聞（朝刊）関東版 8月22日 小児科 服部 益治教授 残暑の熱中症に関する記事にて、高齢者の熱中症の症状や対策について
解説した内容などが掲載されました。

読売新聞（朝刊） 8月25日
臨床遺伝部 玉置 知子主任教授
皮膚科 夏秋 優准教授
兵庫医科大学

兵庫医科大学の特集記事にて、2～6年生を対象とした人間のゲノム（全
遺伝情報）に関する教育プログラムの様子と、臨床遺伝部の玉置知子主
任教授が遺伝性疾患の診療などについてコメントした内容が掲載され
ました。
皮膚科学の夏秋優准教授が医学部生を対象とした講義の方法などにつ
いてコメントした内容が掲載されました。
兵庫医科大学3号館北東の常緑木インドボダイジュが植樹された経緯な
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） 8月26日 整形外科 森山 徳秀講師 「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.9【肩こり】」と題された監修記事が掲載されました。

朝日新聞（朝刊） 9月1日 小児科 服部 益治教授 熱中症に関する記事にて、夏バテの解消法として昼寝が効果的であるこ
とについて解説した内容などが掲載されました。

読売新聞（朝刊） 9月1日 兵庫医科大学病院 「病院の実力」(痛み治療)において、兵庫医科大学病院ペインクリニック
部の治療実績(2012年)が掲載されました。

日本経済新聞（朝刊） 9月3日 肝・胆・膵科 飯島 尋子教授 肝がんの進行を超音波で正確にとらえる技術について企業と共同開発
した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 9月14日 糖尿病・内分泌・代謝科
森脇 優司教授

「ひょうごの医療」のコーナーにて、痛風の治療薬の使い分けや薬による
リスクなどについて、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） 9月27日 整形外科 森山 徳秀講師 「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.10【寝違い】」と題された監修記事が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 9月28日 兵庫医療大学 リハビリテーショ
ン学部 藤岡 宏幸教授

「ロコモティブシンドローム防ごう」と題された記事にて、運動器の障害
や老化による骨折の危険性などについて、解説した内容が掲載されまし
た。

神戸新聞（朝刊） 9月28日 総合診療科 立花 久大主任教授
「ひょうごの医療」のコーナーにて、薬物乱用頭痛について治療薬の安全
な使用回数、治療方法、予防方法などについて、解説した内容が掲載され
ました。

神戸新聞（朝刊） 9月30日 歯科口腔外科 本田 公亮准教授 3Dプリンターに関する記事にて、医療界における可能性や課題などに
ついて、解説した内容が掲載されました。

新聞・雑誌等 掲載情報　8 月から 9 月

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。

yoshida
引き出し線
文章に誤りがありました。正しくは【「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。】です。訂正してお詫び致します。




