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【兵庫医科大学 卒業生（緑樹会会員）の方】
　兵庫医科大学 同窓会緑樹会
　　　〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1番1号
　　　兵庫医科大学 教育研究棟3階
　　　☎0798-45-6448（平日13:00～17:00）

【兵庫医療大学 卒業生の方】
　兵庫医療大学 キャリアデザインセンター
　　　〒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 キャリアデザインセンター
　　　☎078-304-3100（平日8:30～17:00）
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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

特集  未来へ翔ばたく
　　　    兵医の学生
特集  未来へ翔ばたく
　　　    兵医の学生



早春の柔らかな風に包まれ
迎えた門出の日
　2019年3月7日、兵庫医科大学 学位授
与式を執り行いました。医学部114名の卒
業生は、保護者や教職員に見守られるな
か、野口学長から卒業証書を授受。野口学
長は「さまざまな困難に耐えてひたむきに努
力することを継続し、立派な医療人になって
ほしい」と卒業生にエールを送りました。
　また、翌週3月15日には兵庫医療大学 学
位授与式を挙行。薬学部131名、看護学部
111名、リハビリテーション学部理学療法学
科39名、作業療法学科46名の計327名、
および大学院薬学研究科1名、看護学研究
科1名、医療科学研究科9名の計11名が卒
業の日を迎え、馬場学長（当時）は卒業生に
向け、「今後いろいろな困難に向き合い、挫
折することがあるかもしれませんが、夢と希
望を持ち続け、勇気を持って立ち向かってほ
しい」と激励の言葉をかけました。
　卒業生たちは、「兵医の学生」であることを胸
に刻み、ここから未来への一歩を歩み始めます。

6年という歳月は長いよう
で短かったです。医学に限らず、

向上し続ける姿勢や他人を配慮した
行動など、これから医師として生きていくに
あたって必要なことをたくさん学べた素晴ら
しい6年間でした。色んな人と出会い、関わる
ことで自分の成長を感じることができただけ
でなく、これまでに卒業された偉大なる先輩
方とようやく同じフィールドに立つことがで
きて、改めて身の引き締まる思いです。

盛りだくさんの6年間でした。テストや授業が多
いことは確かですが「兵医は勉強が大変だから
何もできない」ということは決してありません。
私自身、柔道部とゴルフ部を兼部していたので
部活動での思い出は人一倍あります。留学にも
何度も行かせてもらい、個人的に遠方への勉強
会にも幾度となく出席しました。旅行も沢山した
ため、昨年を振り返れば6ヵ国に訪問し、飛行機
は49回も搭乗していました（笑）。

入学時は「4年って長いなぁ」と思っていましたが、
振り返ってみるとあっという間の4年間でした。さ
まざまな人(教員や招聘講師、実習中の指導者・看
護師)の多様な考えに触れることや授業での学び
をとおして自分のめざす看護師像や看護観を考
え、改めて看護師を志した原点にかえることができ
ました。4月から看護師として働くことになります
が、自分の夢への一歩を踏み出す期待と新人とし
ての緊張感でソワソワしています。

学生生活が終わる寂しさもあ
りますが、今は新生活が始まること

にワクワクしています。私は本当に周りの
人に恵まれていて、毎日がとても充実して
いました。友人、先生、家族にたくさん支えられ
ながら過ごした6年間だったと思います。入学し
た当初は1人でなんでもやろうとしてしまってい
た部分もあったのですが、今は周りと意見を交
わして助け合いながら行動をするようになれた
のが、成長したところかなと思います。
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卒業生インタビュー

兵庫医科大学
医学部 医学科
中川 拓也さん

兵庫医科大学
医学部 医学科
熊本 友子さん

兵庫医療大学
薬学部 医療薬学科
谷澤 優希さん

兵庫医療大学
リハビリテーション学部
作業療法学科
関 大雅さん

兵庫医療大学
リハビリテーション学部
理学療法学科
綾川 耀介さん

兵庫医療大学
看護学部 看護学科
久保 静香さん

 兵医の学生

「いよいよ卒業か」と思う
と、親しい友人と離れるのが

寂しいです。大学では、長期実習で
最終日に担当した患者さんや、担当では

なかったものの治療介入や経過を追ってみ
ていた患者さんに、お別れの際に泣いて悲し
んでいただけたこと、また、「あなたに出会えて
良かった」と言っていただけたことが、非常に
印象深く心に残っています。長期実習や課外
活動、団体の代表についた経験などで、相手

を思いやる気持ちが強まりました。

大学では、信頼関係を築くこと
の大切さや傾聴の重要さを学びまし

た。勉強だけでなく、学祭では模擬店を出し
たりして楽しかったですね。以前は物事に対す
る積極性があまりありませんでしたが、サーク
ルのキャプテンを務めてから積極性や自主性
が強くなったと実感しています。4年間共に頑
張ってきた友人と離れるのは悲しいですが、講
義や実習を頑張ってきたので、臨床に出る楽し
みが（同時に不安感も…）募ってきています。
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卒業後の進路は？

2018年度 国家試験結果

中川さん：僕は、素晴らしい先生方が多くいらっしゃる環境に身を置いて実力を
高めたいと思い、兵庫医科大学病院を志望しました。将来は糖尿病・内分泌内
科に進もうと考えています。患者さんとじっくり向き合う診療科であるが故に求
められることも多いですが、まずは初期研修の2年で様々な能力を身につけ、色
んな人から必要とされる医師をめざしたいと思います。みなさんはどうですか？
熊本さん：私も、進路先は兵庫医科大学病院です。「少しでも周りに影響を与
える人でありたい」と、もともとはスポーツを頑張っていました。そちらで大成す
ることはできませんでしたが、「私にできる社会貢献は何か？」を考え、この道を
選んだ経緯があります。将来的には途上国や無医村に行って、人の笑顔をたく
さん見たいなと思っています。
谷澤さん：私は薬学部なので、新薬開発と育薬に携わりたくて、CRA（臨床開
発モニター）をめざしました。医療機関で治験データを回収する仕事です。そ
の経験を生かして、将来的には、海外で取り扱われている新薬が日本でもより
早く認可されるように、また、安全に使用できるようにしたいです。

関さん：他学部の方の話を聞くと、それぞれにめざす医療人像があって刺激に
なります。僕は脳神経疾患に特化したセラピストになりたいと思っていて、そう
いった患者さんの多い病院を志望しています。臨床に出ても勉強を欠かさず、
先輩方からどんどん知識を吸収しようと思います。
久保さん：私は、地元の加古川中央市民病院に勤務します。興味を持つ分野で
もある急性期に特化した病院なので、大学で学んだことや姿勢を忘れずに、自
分の思い描く看護師像に向かって成長していきたいですね。
綾川さん：僕の出身は京都市なのですが、兵庫県での大学生活を体験したこ
とや、ボランティア活動で多くの地元の方と接する機会があったことで、お世話
になった兵庫県の方により良い医療を提供したいと思い進路を決めました。患
者さんの人生に関わるすべての人が笑顔で生活できるような医療を提供する
理学療法士になりたいです。新生活で不安な気持ちもありますが、みなさんが
各 の々職場で頑張っていると思うと、僕も頑張れそうです！

兵庫医科大学病院
JCHO大阪病院
JCHO神戸中央病院
愛知医科大学病院
赤穂市民病院
尼崎医療生協病院
大阪医科大学附属病院
大阪市立大学医学部附属病院
大阪市立総合医療センター
大阪大学医学部附属病院
大阪南医療センター
香川大学医学部附属病院
川崎病院
関西電力病院
九州医療センター
九州大学病院
京都第二赤十字病院
京都中部総合医療センター
京都府立医科大学附属病院
近畿中央病院
草津総合病院
県立西宮病院
甲南病院
神戸医療センター
神戸大学医学部附属病院
神戸労災病院
公立宍粟総合病院
公立八鹿病院
済生会中津病院
島根県立中央病院
済生会下関総合病院
市立伊丹病院
市立奈良病院
宝塚市立病院
千船病院
東京医科大学病院
徳山中央病院
長良医療センター
西宮市立中央病院
西脇病院
市立東大阪医療センター
姫路医療センター
姫路赤十字病院
兵庫県立尼崎総合医療センター
兵庫県立淡路医療センター
北摂総合病院
宮崎大学医学部附属病院
明和病院
りんくう総合医療センター
和歌山県立医科大学附属病院

病院薬剤師
兵庫医科大学病院
公立神崎総合病院
豊岡病院
大手前病院
和泉市立総合医療センター
大阪大学医学部附属病院
鳥取大学医学部附属病院
大阪市立大学医学部附属病院
鳥取県立厚生病院
神戸市立医療センター中央市民病院
中部徳洲会病院
明石医療センター
石切生喜病院
みどりケ丘病院
大山記念病院
阪南中央病院
真星病院
西東京中央総合病院
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
特定医療法人岡谷会 おかたに病院
兵庫県立病院
調剤薬局・ドラッグストア
アポロメディカルホールディングス株式会社
一般社団法人泉州メディカ
イオンリテール株式会社
ウエルシア薬局株式会社
株式会社アイセイ薬局
株式会社アインファーマシーズ
株式会社アピスファーマシー
株式会社アメニティ・プランニング
株式会社アルカ
株式会社キリン堂
株式会社クリエイトエス・ディー
株式会社サンドラッグ
株式会社Ｊ.みらいメディカル
株式会社スギ薬局
株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本
株式会社トモズ
株式会社プチファーマシスト
株式会社ぼうしや薬局
株式会社メディカルシステムネットワークグループ
株式会社メディカルボックス
クオール株式会社
総合メディカル株式会社
日本調剤株式会社
阪神調剤ホールディング株式会社
ビザングループ
ファルメディコ株式会社
フタツカ薬局グループ
有限会社サンミ企画
企業・公務員
Ａ２ヘルスケア株式会社
PRAヘルスサイエンス株式会社
旭化成株式会社
和歌山県（薬事課）

2018年度 兵庫医療大学卒業生 就職実績

薬学部 医療薬学科
看護師・助産師
兵庫医科大学病院
兵庫医科大学 ささやま医療センター
近畿大学医学部附属病院
神戸大学医学部附属病院
東京慈恵会医科大学附属病院
名古屋大学医学部附属病院
学校法人大阪医科薬科大学 大阪医科大学附属病院
大阪市立大学医学部附属病院
大阪大学医学部附属病院
奈良県立医科大学附属病院
京都大学医学部附属病院
独立行政法人労働者健康安全機構 関西ろうさい病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院
地方独立行政法人明石市立市民病院
国家公務員共済組合連合会 大手前病院
三田市民病院
公立八鹿病院
北播磨総合医療センター
日本赤十字社 大阪赤十字病院
地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院
地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院
日本赤十字社 神戸赤十字病院（兵庫県災害医療センター）
兵庫県立加古川医療センター
兵庫県立尼崎総合医療センター
社会福祉法人恩賜財団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
兵庫県立こども病院
独立行政法人労働者健康福祉機構 中部ろうさい病院
医療法人明和病院
医療法人相愛会 相原第二病院
三菱重工業株式会社神戸造船所 三菱神戸病院
セブンスデー・アドベンチスト教団 神戸アドベンチスト病院
社会医療法人製鉄記念広畑病院
社会医療法人愛仁会 高槻病院
医療法人社団主体会 主体会病院
一般財団法人甲南会 甲南病院
特定医療法人神戸健康共和会 東神戸病院
保健師
明石市
姫路市
神戸市

理学療法士
兵庫医科大学 ささやま医療センター
高知大学医学部附属病院
独立行政法人労働者健康安全機構 関西ろうさい病院
宝塚市立病院
地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院
兵庫県立病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会 大阪府済生会中津病院
地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院
地方独立行政法人 市立吹田市民病院
国家公務員共済組合連合会 高松病院
医療法人伯鳳会 はくほう会セントラル病院
医療法人医誠会 医誠会病院

看護学部 看護学科

作業療法士
兵庫医科大学 ささやま医療センター
日本赤十字社 鳥取赤十字病院
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター
特定医療法人誠仁会 大久保病院
医療法人社団  西宮回生病院
社会医療法人中央会 尼崎中央病院
医療法人好寿会 美原病院
一般財団法人甲南会 六甲アイランド甲南病院
医療法人山西会 宝塚三田病院
医療法人伯鳳会 はくほう会セントラル病院
社会医療法人愛仁会 千船病院
一般財団法人甲南会 甲南病院
社会福祉法人愛特福祉会 大阪発達総合療育センター
医療法人寿会 富永病院
医療法人明倫会
医療法人社団順心会 順心リハビリテーション病院
医療法人歓喜会 辻外科リハビリテーション病院
医療法人橘会 東住吉森本病院
医療法人社団生和会 登美ヶ丘リハビリテーション病院
社会医療法人頌徳会 日野病院
医療法人祐生会 みどりケ丘病院
社会医療法人愛仁会 尼崎だいもつ病院
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター
神戸医療生活協同組合 神戸協同病院
社会福祉法人芳友 にこにこハウス医療福祉センター
社会医療法人三栄会 ツカザキ病院
医療法人光臨会 荒木脳神経外科病院
医療法人石川病院 
一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院
医療法人協和会 第二協立病院
社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団
医療法人社団奉志会 介護老人保健施設サンライズ
社会福祉法人枚方療育園 医療福祉センターさくら
社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団 医療型児童発達支援センター 尼崎市立たじかの園
公益財団法人ひょうご子どもと家庭福祉財団　子ども発達支援センター

医療法人社団甲友会 西宮協立リハビリテーション病院
社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺心臓脳・血管センター
社会医療法人愛仁会 千船病院
社会医療法人愛仁会 尼崎だいもつ病院
医療法人社団慈恵会 新須磨リハビリテーション病院
医療法人えいしん会 岸和田リハビリテーション病院
一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団 神戸リハビリテーション病院
社会医療法人岡本病院（財団）  京都岡本記念病院
医療法人友紘会 西大和リハビリテーション病院
医療法人榮昌会 吉田病院 附属脳血管研究所
医療法人財団健貢会 総合東京病院
一般財団法人甲南会 甲南加古川病院
社会福祉法人三井記念病院
社会医療法人行岡医学研究会 行岡病院
医療法人同仁会（社団） 京都九条病院
医療法人社団関田会 ときわ病院
医療法人社団光風会 長久病院
社会医療法人愛仁会 愛仁会リハビリテーション病院

中川 拓也さん
進路先>
兵庫医科大学病院

熊本 友子さん
進路先>
兵庫医科大学病院

谷澤 優希さん
進路先>
CRA（臨床開発モニター）

関 大雅さん
進路先>
脳神経疾患患者が多い病院

久保 静香さん
進路先>
加古川中央市民病院

綾川 耀介さん
進路先>
兵庫県立病院

医科大

医療大

兵庫医科大学

第113回
医師国家試験

結果
（117名）

合格
110名

不
合
格

94.0％94.0％

93.9％

第113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110名で、合格率は94.0％でした。
(私立医科大学29校中 第7位)

第113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110名で、合格率は94.0％でした。
(私立医科大学29校中 第7位)

兵庫医科
大学

総合 新卒 既卒

受験者数

117名

118名

10,146名

131名

138名

9,508名

84名

69名

8,129名

64.1％

50.0％

85.5％

111名

96名

4,527名

50名

46名

1,950名

45.1％

47.9％

43.1％

110名

115名

9,029名

94.0％

97.5％

89.0％

114名

107名

9,176名

107名

104名

8,478名

93.9％

97.2％

92.4％

3名

11名

970名

3名

11名

551名

100％

100％

56.8％

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

2018年度

参考）全国
2018年度

2017年度

新卒

合格

100％

既卒

合格

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

2018年度

参考）全国
2018年度

2017年度

第104回 薬剤師国家試験
（試験日：2019年2月23日・24日）

29名

20名

7,456名

29名

18名

6,567名

100.0％

90.0％

88.1％ 920名 285名 31.0％

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

2018年度

参考）全国
2018年度

2017年度

第105回 保健師国家試験
（試験日：2019年2月15日）

39名

42名

10,608名

38名

42名

9,845名

97.4％

100.0％

92.8％ 1,997名 964名 48.3％

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

2018年度

参考）全国
2018年度

2017年度

第54回 理学療法士国家試験
（試験日：2019年2月24日）

111名

89名

58,308名

109名

89名

55,216名

98.2％

100.0％

94.7％ 5,295名 1,551名 29.3％

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

2018年度

参考）全国
2018年度

2017年度

第108回 看護師国家試験
（試験日：2019年2月17日）

※既卒については一括出願のみ

※既卒については一括出願のみ※既卒については一括出願のみ

5名

7名

2,079名

5名

7名

2,076名

100.0％

100.0％

99.9％ 26名 20名 76.9％

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

2018年度

参考）全国
2018年度

2017年度

第102回 助産師国家試験
（試験日：2019年2月14日）

46名

43名

5,137名

41名

41名

4,108名

89.1％

95.3％

80.0％

3名

1名

1,221名

1名

0名

423名

33.3％

0％

34.6％

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

2018年度

参考）全国
2018年度

2017年度

第54回 作業療法士国家試験
（試験日：2019年2月24日）

2018年度 兵庫医科大学卒業生 卒業後の進路

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

 2019年3月末時点
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思い出に残っている授業は？
チーム医療演習
兵庫医科大学 医学部3年次生と兵庫医

療大学 薬学部・看護学部・リハビリテー

ション学部4年次生が西宮キャンパスに

集まり、合同で行う演習科目です。医療職

種間の相互理解を深め、現代の医療で

求められる「チーム医療」を駆使して問題

を解決する能力を培うことをめざします。

学生たちは学部混成の6～7名単位のグ

ループでコミュニケーションの重要性を理

解しながら、「チーム医療」への意識を高

めていきます。

グループで力を合わせ課題に
取り組むチーム基盤型学習

与えられた症例シナリオを熟読し、患者

の問題解決に向けてグループ全員で知

識を共有し取り組みます。学生たちは、

グループ討議をとおして、他領域の職種

への理解を深め、コミュニケーション能力

を養います。また、他の職種から求めら

れる自分の職種の専門性を認識し、責

任感をもって行動する力を身につけてい

きます。

身体障害治療学
身体障害治療学は、将来、学生が作業療
法士として「作業療法」を実施するうえで
必要となる基本的な治療の考え方や技
術を習得することをめざします。主に2年
次では、整形外科疾患を対象とした技術
を習得。3年次には、中枢神経疾患、循環
器疾患に起因する症状・障がいのある人
に対する作業療法の知識・技術を学習
し、対象者の評価すべきポイントを絞り込
む臨床推論力を育みます。

実際に障がい当事者の方にご協力いた
だき、運動機能評価の練習を行います。
学生たちは試行錯誤しながら、当事者の
手足の関節の動きを確かめて、疾患と障
がいの関連性を理解し、その方に必要な
作業療法は何かについて検討する力を
身につけていきます。

3年次の医科大と医療大（4年
次）のチーム医療演習です。講
義を受けるだけでは思いつか
ないようなコメディカルの人達
の視点や考え方を学ぶことが
できる、極めて実際の臨床に近
い機会だったと思います。

一番印象深いのは、身体障害
治療学です。私の「脳神経疾
患に特化したセラピストになり
たい」という目標ができたきっ
かけです。

 point

疾患と障がいの関連から
的確な作業療法を理解

 point
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就任挨拶

兵庫医療大学 学長
（リハビリテーション学部 理学療法学科 教授）

 ふじおか　 ひろゆき

藤岡  宏幸

2019年4月1日に兵庫医療大学学長を拝命いたしました。
兵庫医療大学は、2007年に兵庫医科大学の兄弟校として
開学しました。兵庫医科大学との緊密な連携のもと、初代松田
暉学長、第2代馬場明道学長のリーダーシップによって順調に
発展してきました。
2017年には開学10周年を記念して、開学20周年に向けてめ

ざすべき姿「HUHS Vision 20」を策定しました。その中では、「医
療総合大学としての教学基盤の確立」と「次代を担う中核的医療
人育成」を掲げています。本学が育成する“中核的医療人”とは、
診療実務ができ、自己研鑽ができ、直面する課題の研究に取り組
むことができる人材です。医療は、医学の発展や社会の変化に応
じて進化しますので、大学卒業後も常に新しい知識や技術を学び
続けなければなりません。学び続けることができる実力、自主性、
およびリーダーシップを持った人材を育成したいと考えています。

また、研究は教育とともに本学の重要な使命です。本学はこ
れまで、Hyogo University of Health Sciencesの「Science」
を想起する薬理学や免疫学などの研究や、兵庫医療大学の
「医療」を想起する地域・在宅での診療・支援に関する研究な
ど、多様な研究実績をあげてきました。これらを両輪として、今
後も研究を推進したいと思います。
学校法人兵庫医科大学の建学の精神に則り、医療を実践す

る現場で中核的医療人として活躍できる優秀な薬剤師や看護
師、理学療法士、作業療法士を安定して輩出することが、刻 と々
変化する社会への貢献になるとともに、本学の発展にとって最
善の方策と考えます。学校法人兵庫医科大学の一員として、兵
庫医療大学の発展に尽力したいと存じます。皆様のご指導ご鞭
撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

特集2

兵庫医科大学病院 病院長
（兵庫医科大学 副学長／耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 主任教授）

兵庫医科大学 ささやま医療センター 病院長
兵庫医科大学 ささやま居宅サービスセンター長

 かたやま　 さとる

片山  覚
2017年4月より2年間、兵庫医科大学ささやま医療センター

の病院長を務めてまいりましたが、この度再任いただき、2021
年3月まで勤めさせていただくことになりました。
今、日本の医療は超高齢・人口減少社会の到来、そして、AI

の導入により大きな変革期を迎えています。当院では、業務効
率改善と学生研修医教育、非専門医による当直診療支援など
への効果を期待して、AIタブレット問診の導入を検討していま
す。また、これからは従来以上に「患者さんの生活や人生を診る
医師」が求められることが予想されています。そのためにも、生

活者である患者さんと身近に接し、継続的な関係を築いた上で
信頼や安心を提供できる医師を育成してまいります。さらに、今
後は地域と一体となり、「安心して暮らせる健康長寿の地域づく
り」にも取り組んでまいります。
この2年間、ミニ大学病院から地域医療の大学病院へと改革
を進めてきましたが、これまで準備してきた成果を具現化できる
ようにさらに精進してまいりますので、皆様のご支援をお願い申
し上げます。

 さかがみ  まさふみ

阪 上  雅史

本院は963床、入院患者数1日840人、外来患者数1日
2,160人、年間手術数約1万1,100件の診療を行う特定機能
病院であり、41の診療科と29の中央施設（がんセンターなど）
において高度な先進医療を提供しています。また、手術センター
や救命救急センターなどの急性期医療を「急性医療総合セン
ター」に集約し、災害拠点病院としての機能も充実させていま
す。その結果、2013年10月の週刊ダイヤモンド「頼れる病院ラ
ンキング」では兵庫県1位・全国11位に輝き、「THE世界大学ラ
ンキング日本版2018」の教育リソース分野において兵庫医科
大学が私立大学1位・全国大学7位に選ばれるなど、教育・研
究・臨床の3本柱を兼ね備えたトップクラスの大学病院としての
位置を確立してきました。
一方、本院は医師や看護師、薬剤師、技師などをめざす学生

や研修生が勉学に励む、活力にあふれた大学病院でもあります。

私は、1994年に本学に奉職して以来24年間、耳鼻咽喉科・頭
頸部外科学教授として若手医師の育成にあたり、単なる知識や
技術の習得だけでなく「自分の親だったらどう治療するか考え
なさい」と教えてきました。同時に、患者さんのQOLを考えた耳
科手術を5,000例以上も手がけてきました。こうした経験を活
かし、今後も患者さんとご家族のQOL（満足度）を高めるため
に、多職種連携のチーム医療で外来受診から入院・退院まで
フォローできる体制を強化していきたいと考えています。
また、医療安全管理部長（副院長）を5年間、新病院建設・経
営企画担当副院長を2年間務めるなど病院運営にも携わって
きましたので、安全で質の高い医療を提供することにも全力を
尽くす所存です。病院長として全病院職員のフロントに立ち、目
標達成に向けて日々努力・勉強して行きますので、ご理解とご支
援をお願い申し上げます。

兵庫医科大学 ささやま老人保健施設長

 しもむら　 そうじ

下村  壯治

兵庫医科大学 健康医学クリニック 院長

このたび、兵庫医科大学ささやま老人保健施設長を拝命し、
4月1日より着任いたしました。
私は1982年に兵庫医科大学を卒業後、主として肝胆膵領域

（特に肝臓病）の専門医として兵庫医科大学で勤務し、その後
は2011年4月に地域総合医療学教授として兵庫医科大学ささ
やま医療センターに着任し、総合内科医と専門医との両面で地
域医療に取り組んできました。ささやま老人保健施設は、1999
年9月の開設以来、併設するささやま医療センターの医療支援
を受け、地域の皆様に支えられながら成長してきました。

近年、老人保健施設は在宅復帰に加えて、在宅支援機能の
地域拠点化やリハビリテーションによる機能維持・改善の役
割が重要視されています。本学の建学の精神は「社会の福祉
への奉仕」です。このミッションのために、ささやま医療セン
ター、ささやま居宅サービスセンターとの連携を一層強化し、
地域の高齢者支援に努めてまいります。関係各位にはご指
導、ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。

おおやなぎ　 みつまさ

大 柳  光正
2014年4月の開設時から兵庫医科大学 健康医学クリ

ニックの運営に関わってまいりましたが、この度、2019年4月
1日から院長を拝命いたしました。今後ともどうぞよろしくお
願いいたします。
以前まで、人間ドックの目的は主に三大死因（悪性新生
物、心疾患、脳血管疾患）の早期発見にありましたが、近年
ではさらに、脳血管疾患や心疾患の原因となる高血圧や糖
尿病、脂質異常症など生活習慣病の早期発見・予防も目的
としています。

当クリニックでは、隣接する兵庫医科大学病院の消化管
内科医による内視鏡検査や、放射線科医によるCT、MRI、
PETなどの読影、循環器内科医による心臓病の検査など、よ
り質の高い健診を実施しています。また、万が一異常が発見
された場合には兵庫医科大学病院などの専門家に紹介する
など万全の体制を整えています。当クリニックが、皆様の健康
寿命を延ばす一助になれば幸いです。
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2/25
本格的に始まる就職活動に向けて、看護学部3
年次（現4年次）生を対象に、社会人マナー講座
をはじめ、各種ガイダンスを実施。参加者たちは
社会人となるべく気持ちを引き締めていました。

ニュース & トピックスニュース & トピックス

2/26
看護学部3年次（現4年次）生を対象に、
兵庫医科大学病院・ささやま医療セン
ターの就職説明会を実施。在学生と先
輩看護師との座談会を行いました。

1/24
教職員の健康増進やリフレッシュを目的に、
西宮キャンパスにて生活習慣病セミナー
「ヨガレッスン」を開催。仕事で疲れた心身を
癒し、リラックスする良い機会となりました。

2/14
脳卒中傷病者の対応法について検討することを目
的に「Stroke救急疾患勉強会～あなたの身の周り
で突然人が倒れたら～」を開催。医師、メディカル
スタッフ、救急隊員など計87名が参加しました。

研究メインテーマ
脳内ストレス顕在化の評価を通じた疾病予防戦略と実装
主任研究者
内科学（糖尿病・内分泌・代謝科）　主任教授　小山 英則
サブリーダー（アドバイザー）
精神科神経科学 主任教授 松永 寿人
解剖学 細胞生物部門 主任教授 八木 秀司

HIC事業キックオフ会議（2月12日）研究チーム主任研究者・共同研究責任者

兵庫医科大学は、大学の看板となりうる全学横断的な
研究プロジェクト「Hyogo Innovative Challenge」（以
下、HIC事業）の共同研究課題を学内で募集し、2019年1
月に5つの課題を採択。2月12日には「HIC事業キックオフ
会議」を開催し、プロジェクトが本格的に始動しました。
今後、内科学（糖尿病・内分泌・代謝科）の小山英則主任

教授を主任研究者とし、下記5部門が協力して、脳内スト
レスの実態解明および病気を防ぐことを目的とした大型プロ
ジェクト研究に取り組みます。

～脳内ストレスを暴き､病気を防げ！（HIC事業）～

共同研究を採択､全学横断研究 本格始動へ
～脳内ストレスを暴き､病気を防げ！（HIC事業）～

共同研究を採択､全学横断研究 本格始動へ

医科大

イベント

医療大

お知らせ

学校法人

イベント

学校法人

お知らせ

医科大

研究

2019年1月8日、兵庫医科大学 平成記念会館にて、医学研究講演会「兵庫医科大学第14回レクチャーシップ 知の創
造」を開催しました。本講演会は、本学の医学部生や研究者に最先端の医学研究に触れてもらい、今後の研究活動の一助
としてもらうことを目的に、“知の創造者”といわれる研究者を学外から招き、2006年から毎年開催しているもので、今回は、
2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授（京都大学iPS細胞研究所所長）にご講演いただきました。
講演テーマは、「iPS細胞研究の現状と医療応用に向けた取り組み」。山中教授は、自身の学生時代の経験や、自らが医学

の道に進んだ経緯など、ときにユーモアを交えながら話し、会場を和ませました。また、研究者として初めて行った実験結果が
予想外の結果になり、継続的に研究を進めて
いく中で、強い探究心から万能細胞の研究を
始めたことなど、これまでの研究活動から最
先端の研究まで分かりやすく解説。さらに、
iPS細胞の発見・培養の成功には若手研究
者の力が欠かせなかったことなどを明かし、
医学部生に激励の言葉を送りました。

医学部生や研究者が最先端の医学研究から学ぶ
「ノーベル生理学・医学賞受賞者」を招いた講演会を開催
医学部生や研究者が最先端の医学研究から学ぶ
「ノーベル生理学・医学賞受賞者」を招いた講演会を開催

自身の経験を語る山中伸弥教授 兵庫医科大学 野口学長と山中伸弥教授

医科大

イベント

医療大 医療大

2019年1月24日、兵庫
医科大学 研究医コース所
属学生による「研究成果
報告会」を開催しました。
3・4年次（現4・5年次）生
の総勢6名が、2018年度
に取り組んだ自身の研究
について、一人ずつプレゼンテーションを実施。3年次生は緊張し
ながらも頑張ってきた成果を臆することなく発表し、4年次生も
また、昨年度よりも踏み込んだ研究報告を行い、成長した姿を見せ
てくれました。
教員からの鋭い質問が飛び交う学会発表のような雰囲気の中、

研究成果を報告でき、学生にとって今後につながる良い機会とな
りました。

学校法人兵庫医科大
学は、近畿電力利用合理
化委員会による委員長表
彰を受賞しました。
この賞は、エネルギーを

めぐる経済的かつ社会的
環境に応じた資源の有効
利用のために、エネルギー
管理の推進に日頃から努
力を重ね、その効果が大きく、他の模範となる事業所に贈呈され
るものです。
2019年2月15日には、大阪にて表彰式が行われ、近畿電力

利用合理化委員会藤野研一委員長より表彰状と記念盾が授与
されました。

～薬学部生が活躍！～
日本放射線安全管理学会
第17回学術大会で学生が
優秀ポスター賞を受賞

～薬学部生が活躍！～
日本放射線安全管理学会
第17回学術大会で学生が
優秀ポスター賞を受賞

2018年12月5日～12月7日の
3日間、愛知県の名古屋大学野
依記念学術交流館にて「日本放
射線安全管理学会第17回学術
大会」が行われ、兵庫医療大学
薬学部5年次（現6年次）生 浦
元沙和さんが優秀ポスター賞を
受賞しました。
研究テーマは「市販試薬を放

射線源として利用した放射線教
育の提案」。放射線管理が不要
な市販試薬を用いた放射線計測による教育プログラムを提案し、
兵庫医療大学における放射線教育への取り組みについて紹介しま
した。

教員（手前）からの鋭い質問に答える学生（写真奥）

2019年2月12日、
看護師特定行為研修
課程を2018年3月に
修了した第1期生によ
る実践報告会を開催
しました。学校法人兵
庫医科大学では、看
護師特定行為研修課
程を同一法人内に設
置し、2017年4月より特定の医療行為を行う看護師を養成。2018
年4月からは研修課程を修了した第1期生3名が現場で活躍してい
ます。
また、報告会当日は、2019年3月で課程を修了した第2期生

2名による修了報告会も行いました。

～省エネルギー化の推進をめざして～
エネルギーの効率的な
利用に努めた
事業所として表彰

～省エネルギー化の推進をめざして～
エネルギーの効率的な
利用に努めた
事業所として表彰

～芽生える！研究医としての自覚～
研究医コース所属の学生が
研究成果を発表

～芽生える！研究医としての自覚～
研究医コース所属の学生が
研究成果を発表

～看護師特定行為研修課程
　第1期生の活躍を共有～
特定の医療行為を行う
看護師による実践報告会を開催

～看護師特定行為研修課程
　第1期生の活躍を共有～
特定の医療行為を行う
看護師による実践報告会を開催

第1期生より実践経験を共有 表彰式で授与された記念盾

テーマ 共同研究責任者

生活習慣病に起因する脳内ストレスによる
神経炎症のPETイメージング

放射線医療センター
核医学・PET診療部

准教授
藤田 昌宏

脳内ストレスに関与する眼内画像マーカーの探索
～加齢黄斑変性発症との関わり

眼科学 主任教授
五味 文

慢性肝疾患におけるサルコペニアと睡眠障
害・潜在性脳症・脳内ストレスに関する検討

内科学
（肝・胆・膵科）

准教授
榎本 平之

疼痛脳内ストレスの実体と顕在化メカ
ニズム全容の解明

生理学
神経生理部門

教授
古江 秀昌

呼吸制御によるストレス低減の認知神経
基盤の解明

生理学
生体機能部門

助教
中村 望

■各研究テーマと共同研究責任者

▼詳細は法人WEBへ

学校法人 大学病院
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医科大

イベント

ニュース & トピックスニュース & トピックス

※代表学生2名（写真前列右から3・4番目）

3/6
西宮市が体育活動において優秀な成績をあ
げた個人または団体の功績をたたえる西宮
市民体育賞「くすのき」で、兵庫医科大学の
学生4名（アーチェリー部）が表彰されました。

3/8
兵庫医科大学病院にて「平成30年度
臨床研修修了証授与式」を執り行い、
臨床研修医修了者全員に修了証書が
授与されました。

3/2
「平成30年度 兵庫医科大学 白衣授与
式」を挙行し、臨床実習をスタートした医
学部4年次（現5年次）生に対して、各教
授から白衣が授与されました。

3/2
薬学部5年次（現6年次）生を対象に、就職活
動に向けたガイダンスを実施。複数の企業・
病院から興味のあるブースで説明を聞き、学
生たちは働くイメージをつかんでいました。

2019年3月5日、ホテルヒューイット甲子園において「第11回学校法人兵庫医科大学連携病院の会」を開催しました。
当日は、2018年度にご入会いただきました125施設の会員病院の病院長をはじめ、医師・看護師・事務のみなさま51名を含

む合計99名の方 に々ご出席いただきました。
当日は、西宮・篠山・神戸の3キャンパスからの現状報告や、社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院の神野正博氏より「地

域を包括するヘルスケアシステムに必要なもの」と題したご講演が行われ、すべての団塊の世代が後期高齢者に突入する2025
年に向けて、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、住ま
い・医療・介護・予防・生活支援が一
体的に提供される地域包括ヘルス
ケアシステムの構築が重要であると
お話しいただきました。
講演後、引き続き開催された意見

交換会にも大勢の参加があり、各病
院間での活発な意見交換が行わ
れ、相互の連携を深めることができ
ました。 難波 光義 病院長（当時）による現状報告 社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院の

神野 正博氏による講演

医科大

研究・発表

大学病院

イベント

ささやま

お知らせ

大学病院

イベント

医科大

イベント

医科大 医療大 医科大 大学病院

「第11回 学校法人兵庫医科大学連携病院の会」を開催「第11回 学校法人兵庫医科大学連携病院の会」を開催

ささやま医療センターが
「病院機能評価」で認定
ささやま医療センターが
「病院機能評価」で認定

2019年2月23日、
兵庫医科大学病院に
て、アレルギー疾患に
関する専門的な知識
および技能を有する
人材の育成を図るこ
とを目的に、県内で初
となる「アレルギー疾
患医療従事者等研修会」を開催しました。
本研修会は、2018年2月1日付で兵庫医科大学病院が兵庫県よ

り「兵庫県アレルギー疾患医療拠点病院」に指定されたことから、
兵庫県アレルギー疾患対策事業の一環として開催したものです。
兵庫医科大学病院では、今後も県内のアレルギー疾患医療の充
実に向けて多職種で取り組んでいきます。

2019年2月21日、兵庫医科大学にて大学院教員の教育力向上
を目的としたセミナーを開催しました。兵庫医科大学では年4回
「教員の教育力向上」のために医学教育に関する講演を実施して
おり、今回は大学院教育の一環として日本医療研究開発機構
（AMED）の末松誠理事長にご講演いただきました。講演テーマは
「AMEDのミッション：
グローバルデータシェ
アリング」。参加した約
90名の教員や大学院
生は、世界レベルの研
究の現状を知り、目を
輝かせていました。

アレルギー疾患医療に
携わる人材育成を
目的とした研修会を開催

アレルギー疾患医療に
携わる人材育成を
目的とした研修会を開催

網膜剥離 手術後に
みられる眼球内のシワが
視界のゆがみに影響を
与えることが判明

網膜剥離 手術後に
みられる眼球内のシワが
視界のゆがみに影響を
与えることが判明

「二人の患者」
藤元 治朗 主任教授
（外科学 肝・胆・膵外科）

兵庫医科大学 眼科学 福山 尚助教、五味 文主任教授らの研究
グループは、関西学院大学 理工学部 岡留 剛教授、角所 考教授、矢
切大海大学院生との共同研究により、裂孔原性網膜剥離に対して
硝子体手術を行った患者の手術後にみられる網膜外層のシワを定
量的に解析しました。また、その結果、このシワが術後の後遺症である
視界のゆがみ（歪視）に影響を与えていることを判明しました。
本研究成果に関する論文は、日本時間2019年2月20日に、国際

科学雑誌Natureグループ誌「Scientific Reports」の電子版に掲載
されました。

撮影した眼球画像を変換・解析し、ゆがみの影響を特定

「一般病院１（3rdG:Ver.2.0）」の
認定証を持つ片山病院長

「リハビリテーション病院〔副機能〕」の
認定証を持つ地域総合医療学 和田講師

ささやま医療センターは、2019年2月1日付で、公益財団法人日本
医療機能評価機構から病院機能評価の審査結果において「一般病
院１（3rdG:Ver.2.0）」および「リハビリテーション病院〔副機能〕」認
定を受けました。病院機能評価は（公財）日本医療機能評価機構が
第三者の中立的な立場から、医療機関の質やサービス改善への努
力などを評価するものです。
ささやま医療センターでは、今後も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ます。

～医学研究・臨床研究の
　方向性を考える～
大学院教員の教育力
向上セミナーを開催

～医学研究・臨床研究の
　方向性を考える～
大学院教員の教育力
向上セミナーを開催

▼詳細は法人WEBへ

アナフィラキシーに関する講義の様子

熱心に耳を傾ける教員と大学院生

2019年3月19日、2018年度末で退職される5名の教授らの退職記念講演会
を教育研究棟201講義室にて実施しました。当日は、教職員や学生、名誉教授
等、多くの方々が出席し、長年にわたり教育・研究・診療に尽力した5名の教授ら
の講演を興味深く聴講しました。また、講演終了後には、教職員並びに在学生の
代表から感謝の気持ちを込めて花束が贈呈されました。

～兵庫医科大学の発展に貢献された5名の教授らによる退職講演～

「2018年度退職記念講演会」を開催
～兵庫医科大学の発展に貢献された5名の教授らによる退職講演～

「2018年度退職記念講演会」を開催

2018年度退職記念講演会講演者 「膝関節外科・スポーツ医学の
進歩と課題」　
吉矢 晋一 主任教授
（整形外科学）

「ウイルス研究の40年」
奥野 壽臣 教授
（病原微生物学）

「放射線治療の進歩と展望」
上紺屋 憲彦 教授
（放射線医学）

「インスリン治療
―昨日・今日・明日―」
難波 光義 病院長

シワを
強調

血管を
強調

上の画像
から解析に
不要な
血管を除去

シワの数や
長さ等を
抽出



 兵医広報 vol.24613

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

推薦 一般 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

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

募集人員 25 10 15 15 33 22 8 5 5 2 20 7 18 30 14 5 3 3
志願者 36 27 60 93 53 88 55 68 57 53 46 65 1 128 100 321 223 182 214 189 84 118 21
受験者 36 27 58 90 53 87 54 66 55 41 32 60 1 128 98 317 222 181 210 185 79 118 21
一次通過者数 1 15
合格者数 28 20 42 66 39 64 39 52 44 28 13 38 1 20 18 75 34 28 25 21 8 16 6
入学者数 152 ※ 98

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

推薦 一般 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

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

募集人員 10 4 14 8 2 2 12 4 12 8 2 2
志願者 84 121 96 86 106 86 54 14 37 53 19 15 33 20 16 3
受験者 83 119 95 85 105 86 54 14 37 53 19 15 33 20 16 3
一次通過者数 13 2
合格者数 13 18 11 10 12 8 6 7 15 26 10 6 9 6 5 1
入学者数 45 39

2019年3月17日、
新高校2・3年生を対
象に「春のオープン
キャンパス」を実施し
ました。午前中は各自
が興味のある学部学
科で体験実習を行
い、午後は特別講義
「高校での学びが医
療を支える！？～医療現場でこんなに役に立つ受験勉強～」を実
施。保護者ガイダンスや、学部相談コーナー、キャンパスツアーなど
も同時開催し、高校生255名、保護者185名にご参加いただきまし
た。また、当日は多くの在学生スタッフが参加し、高校生の相談に
親身になって答えていました。

ニュース & トピックスニュース & トピックス
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一般公募制 地域指定制

3/27
「平成30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。

3/28
「学校法人兵庫医科大学 医療人育成研
修センター 看護師特定行為研修課程 修
了式」を挙行。今年度新たに2名の特定行
為を行う看護師が法人内に誕生しました。

3/13
兵庫医療大学にて教職員を対象とし
た全学FD･SDワークショップを開催。
実践報告や講演、グループディスカッ
ションを実施しました。

3/19
兵庫医療大学にて、採用試験を想定したグ
ループディスカッション講座を開催。神戸学
院大学の薬学部生も参加し、医療系に特
化した本番さながらの内容になりました。

学校法人医療大

～高校生の医療への興味を引き出す～
「兵庫医療大学 春の
オープンキャンパス」を開催

～高校生の医療への興味を引き出す～
「兵庫医療大学 春の
オープンキャンパス」を開催

学校法人兵庫医科大学は、2019年4月
より全国各地で公開される厚生労働省推
薦の映画「ピア～まちをつなぐもの～」（配
給：株式会社ユナイテッド エンタテインメン
ト）に特別協賛します。日本医師会など多く
の医療団体が協力参加しており、在宅医療
に関わる医師を中心に多職種の現場の取
材を重ねた上で製作された厚生労働省推
薦の作品です。ぜひ一度ご鑑賞ください。

在宅医療と介護を
テーマとした厚生労働省
推薦の映画に特別協賛

在宅医療と介護を
テーマとした厚生労働省
推薦の映画に特別協賛

特 別 協 力

キ ャスト

公式サイト

日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会、
日本在宅ケアアライアンス、全国在宅医療医歯薬連合会、
日本介護支援専門員協会
細田 善彦、松本 若菜、川床 明日香、竹井 亮介、三津谷 亮、
金子 なな子、戸塚 純貴、尾美 としのり、水野 真紀、升毅
http://peer-movie.com

午前中に行われた体験実習の様子

2018年11月11日より実施した「2019年度兵庫医科大学入学試験」の結果を公表しました。2019年度の入学試験からは、
センター利用入学試験を廃止し、従来の一般試験を「一般入学試験A 4科目型」と名称を変更。新たに英語資格検定試験
のスコアを入試結果に反映できる「一般入学試験B 高大接続型」を導入しました。

医療大

イベント

学校法人

お知らせ

ささやま

イベント

医科大

お知らせ

医療大

お知らせ

医療大 学校法人

～新たに高大接続型入学試験を導入～

2019年度 兵庫医科大学 入学試験結果を公表
～新たに高大接続型入学試験を導入～

2019年度 兵庫医科大学 入学試験結果を公表

～新たに複数判定方式を導入～

2019年度 兵庫医療大学 入学試験結果を公表
～新たに複数判定方式を導入～

2019年度 兵庫医療大学 入学試験結果を公表
～健康な地域づくりをめざして～
ささやま医療センターにて
「健康長寿教室」を開催

～健康な地域づくりをめざして～
ささやま医療センターにて
「健康長寿教室」を開催

2019年4月3日、4日、
17日、18日の4日間、篠
山市の基幹病院として
健康な地域づくりに貢
献するため「健康長寿教
室」を開催しました。4月
の開催テーマは「糖尿
病予防」。患者さんに自
分の身体や健康につい
て考えていただけるように、長生きするために必要な知識などにつ
いて解説しました。本講座では、病院長をはじめとした教職員ととも
に兵庫医科大学 医学部の学生も一緒に講師を務めることで、将来
的に健康な地域づくりを担う若い医療人の育成にも役立てていき
たいと考えています。

市民に人気の健康長寿教室

■兵庫医科大学病院 Webサイト  https://www.hosp.hyo-med.ac.jp/

大学病院

お知らせ

2019年3月13日、兵庫医科
大学病院公式Webサイトをリ
ニューアルしました。主な閲覧
対象を患者さんやそのご家族
とし、より閲覧しやすく、より即
座に知りたい情報を得られる
よう、サイトの構成やデザイン
面を大幅に変更。また、「病
名」や「医師名」から診療科
を検索できる機能や、病院の
特徴をまとめた「3分で分かる
兵庫医科大学病院」ページな
どを新たに設置しました。

～患者さんのユーザビリティ
　向上をめざして～
兵庫医科大学病院
Webサイトをリニューアル

～患者さんのユーザビリティ
　向上をめざして～
兵庫医科大学病院
Webサイトをリニューアル

■2019年度 兵庫医科大学 入学試験結果（定員112名）

■2019年度 兵庫医療大学 入学試験結果

〈推薦入試〉

約12名
72名
72名
13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

※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

5名以内
33名
33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
1,852名
1,741名
444名
116名

約10名
151名
149名
87名
10名

2018年11月17日より実施した「2019年度 兵庫医療大学 入学試験」の結果を公表しました。2019年度の入学試験か
らは、一般入学試験（前期A日程・前期B日程）において、一度の受験で複数の判定をうけることができる制度を導入。また、
薬学部では推薦入学試験（専願公募制）でも複数の判定を受けることができるようにしました。



 兵医広報 vol.24615

～新入生349名の入学を祝して～

「兵庫医療大学 入学式」を挙行
～新入生349名の入学を祝して～

「兵庫医療大学 入学式」を挙行

2019年4月5日、ポートピアホテルにて「2019年度兵庫医療大学 入学式」
を執り行い、薬学部152名、看護学部98名、リハビリテーション学部理学療法
学科45名、作業療法学科39名の合計334名が入学しました。また、大学院入
学式も併せて行われ、薬学研究科1名、看護学研究科5名、医療科学研究科
9名の合計15名がそれぞれ入学し、新たに学生生活をスタートさせました。
藤岡学長からは「大学

で学ぶとともに、さまざま
なことに挑戦して、これか
らの大学生活を思い切り
楽しんで、人間の幅を広
げてください」との激励の
言葉が新入生にかけられ
ました。

ニュース & トピックスニュース & トピックス
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4/1
「学校法人兵庫医科大学 入職式」を
平成記念会館にて挙行。さまざまな職
種の新入職員265名が新たに仲間入
りしました。

4/4
1年次生を対象にBLS講習を開催。BLS
用の人形を用いて胸骨圧迫や人工呼吸、
AEDの使い方を学び、医療専門職者とし
て自覚を高めていくきっかけとなりました。

新入生代表による入学宣誓 一人ひとりが決意を新たにした入学式

新入生に激励の言葉をかける藤岡学長

医科大

イベント

医療大

イベント

学校法人 医療大

～新入生が新たな一歩を～

「兵庫医科大学 学部入学式および大学院入学式」を挙行
～新入生が新たな一歩を～

「兵庫医科大学 学部入学式および大学院入学式」を挙行

2019年4月4日、平成記念会館において「2019年度兵庫医科大学 入学式」を挙行しました。今年、大いなる期待を胸に
兵庫医科大学 医学部に入学したのは112名。式の冒頭、野口学長が式辞を述べ、「本日はご入学誠におめでとうございま
す。入学式は、一生の友人や仲間との出会いの場です。今日、新たな一歩を踏み出した皆さんは、本学での出会いを大切にし
てください。そして、兵庫医科大学の学生として自信を持って、精いっぱい勉学に励み、友と語り合い青春を謳歌してください」
と新入生に対してお祝いの言葉を贈りました。その後、入学宣誓では、名前を呼ばれた新入生が一人ずつ緊張した面持ちで
誓約書を野口学長に提出し、
新入生は晴れて兵庫医科大
学生としてのスタートを切りま
した。また、前日の4月3日には
教育研究棟において大学院
医学研究科入学式が執り行
われ、大学院生51名が入学し
ました。

新入生による入学宣誓 保護者に見守られるなか、入学式を挙行

　「兵庫医科大学の学び舎」といえば、皆さんはどの建物を思

い浮かべますか？ きっと、西宮キャンパスで授業を受けたこと

のある多くの方が、どこか落ち着いた雰囲気を醸し出していた

3号館や4号館、5号館、7号館のいずれかを頭に浮かべたこと

と思います。しかし、そんな学び舎にも別れを告げるときがやって

きました。

　開学当初から長年の間、学生たちを見守ってくれた学び舎

は、2018年3月にその役目を終え、現在は建物の解体工事が終

盤にさしかかっているのです。解体現場の跡地には、立体駐車

場などの建設を予定しています。完成までにはまだ時間がかか

りますが、竣工の際には公式サイトなどでお知らせしますので、

ぜひご覧ください。

たくさんの学生を見守ってくれた学び舎の今
　2018年4月以降は、新たに竣工した「教育研究棟」が学生た

ちの新たな学び舎になっています。在学生をはじめ、これから入

学してくる学生たちは、より良い環境のもとで勉学に励み、医療に

必要な力を培っていくことでしょう。

役目を終え、解体される学び舎
（2019年3月1日時点）

多くの医学生が学んだ3号館・5号館

チーム 力 法人内のチームの動きをご紹介します

　静寂かつ快適な療養環境を提供する必要がある病棟や手術室。これらには、

「清掃」が何よりも大切であるということは言うまでもありません。そこで兵庫医科

大学病院では、感染管理認定看護師を含む各部門の看護師をはじめ、施設の

維持・保全を行う事務員や病院の運営に携わる事務員が一堂に会し、清掃に関

するミーティングを定期的に行っています。

　ミーティングでは、主に「一般清掃エリア」と「高度清掃エリア」※の2つのエリア

について、日頃の清掃状況や、感染の恐れに繋がりかねないポイントを共有。ま

た、患者さんからいただいたご意見の中で清掃に関わるものについても議題とし

て取り扱い、各部門の視点で多角的に対策方法を検討し、より安心して快適に

過ごしてもらえるように工夫しています。

　その他にも、手術室や集中治療室といった高度な衛生管理を必要とする場所

では、定期的にラウンドを行い、清掃が行き届いているか多職種でチェックして

安心・安全な環境を整備しているのです。

～安心・安全な環境を多角的に作り上げる～

清掃ミーティング＆ラウンド

※一般清掃エリア…院内のエレベーターホール、病棟の床や廊下、トイレ、排気口清掃など
※高度清掃エリア…手術室や集中治療室、新生児集中治療室など

ミーティングで除塵が必要な細部まで共有

高所部分が適切に除塵されているかチェック

知ってる？ 兵庫医科大学
兵庫医科大学の
“すごい”や“隠れた魅力”をご紹介します


