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兵庫医科大学　開学40周年を迎えて

生い立ち　
　大正5年、本学創立者の森村茂樹は兵庫県尼崎市に生まれた。昭和12年、精神科医であった父の後を継
ぐべく東京帝国大学医学部に入学し昭和16年春、卒業。その年の秋、診療に奮闘していた父が53歳の若さ
でこの世を去った。時は折りしも戦中の混乱期。森村は軍医として前線に赴任した。敗戦後の2年間は捕虜
となったが、復員後すぐ31歳で武庫川脳病院の院長に就任した。

武庫川病院での活動
　武庫川病院は地域医療の拠点としてアルコール中毒患者、麻薬中毒患者をはじめ社会から見放された人々
の救済と治療に全力を挙げた。特にヒロポン中毒患者救済のために赤い羽根募金の寄付を受けた財団法人
仁明会を設立。次いで重症心身障がい施設「赤い羽根療園」の運営を始めた。また、欧米の新しい精神医学
や心理学に着目し、行動療法、行動医学において、わが国の草分けとなる研究・医療活動を手がけた。抗酒
剤の研究により医学博士の学位を取得し、アルコール中毒患者の社会復帰を助け、アルコール中毒犯罪者
の精神鑑定などにも携わった。

地域医療を志して
　地域医療、社会福祉医療へのアプローチは早く、重症心身障がい児のための社会福祉法人施
設「甲山福祉センター」に敷地を寄付し、精神薄弱児施設「武庫川児童園」の医療と運営を引き受
けた。さらに精神薄弱児のための「甲山学園」や、特別養護老人ホーム「甲寿園」、「砂子療育園」の
併設など、社会福祉活動に心血を注いだ。
　医療やさまざまな支援活動に携わる中で、精神科単科の病院としての現状に限界を感じてい
た森村は、昭和34年に「新武庫川病院」の総合病院化の実現へと動き始める。そして昭和43年「新
武庫川病院」を開院し、総合医療への道を歩みだした。

「医科大学」への夢
　昭和30年前後、多くのアルコール中毒患者やヒロポン中毒患者の治療に奮闘して
いたときから、親しい人々に「大学を創れないだろうか」という言葉をもらしていた。
一説によれば、他界した父が一人息子の森村に自らの夢を託したともいう。
　病院の拡充と社会福祉活動が一段落したとき、新たな目標となったのが「医科大学」
であった。地域医療、それも社会福祉から総合医療への道を歩めば歩むほど、医師不
足と地域社会における高度医療の必要性について切実な思いをめぐらせる機会が増
していった。

開学に向けて
　昭和45年5月、病院内外の関係者･協力者に呼びかけて、「学校法人兵庫医科大学
設立準備期成会」の設立総会を開催した。大学設立には多額の資金、広大な用地のみ
ならず、教育・医療設備、幾多の優れた人材を必要とする。森村は私財をつぎ込み、
不退転の決意で大学設立を目指した。認可の条件として、学校法人となる大学用地に
私的な財産があってはならないと指摘され、武庫川病院を取り壊さなければならな
かった。「生みの苦しみ」の中で設立準備活動を進めた。翌、昭和46年11月、2度目
の申請で大学設置が認可された。その後も翌年春の開学を目指し、全精力を傾倒した。

人望あつく
　その人柄にひかれて参集した多くの協力者の力添えを得て、一歩ずつ校舎を作り、
教育・研究・診療体制を整備した。そして昭和47年4月10日、兵庫医科大学第1回
入学式が行われた。
　開学後も教授陣をはじめ教職員の誰の胸にも、新たな夢、希望、願いが沸き立って
いて、意気盛んであった。森村はそんな彼らと大学の将来や教育・研究のあり方に
ついて議論するのを好んだ。まるでわが子のように学生と接し、誰彼となく言葉を
かけ、ともに語らうことを楽しみにしていた。

　平成24年、兵庫医科大学は開学40周年を、又、兄弟校兵庫医療大学は全
学部の完成年度を迎えます。
　これ迄、両大学は崇高な建学の精神のもと、数多くの医療人を育成すると
ともに優れた医学研究や診療行為を通して、医学･医療の発展に貢献してき
ましたが、この周年を契機として、学校法人兵庫医科大学の誕生から今日に
至る軌跡や創立者である故森村茂樹氏を始めとする歴代教職の先達に想い
を巡らせつつ、両大学が100年200年に亘って豊かな年輪を積み重ね、天
まで伸びる大樹に成長していく様、より一層の研鑽に励んで行きたいと思
います。
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　兵庫医療大学は早くも本年度で６年目を迎えました。一昨年には既に看護学部とリハビリ
テーション学部の１期生が卒業していますが、本年度は６年制の薬学部も１期生が最終学年
となります。これまでボーダレスとチーム医療を旗頭に次世代の医療で活躍する医療人を世
に出すべく、教職員一同が一丸となって頑張ってきましたが、本年度は薬学部１期生の国家
試験突破と就職支援を大きな目標としています。更なるご支援のほどお願い申し上げます。
　さて、本学の執行部体制にこの４月より末廣謙前共通教育センター長が教育担当副学長兼
教務部長として加わって頂きます。教育関係の課題への対応を積極的に進められるものと思っ
ております。看護学部とリハビリテーション学部には大学院修士課程が既にあり、本年度は
その２期生が入学し、その先の博士課程への準備も始まろうとしています。薬学部も完成と
ともに４年制の博士課程を置くべく、現在文科省に申請準備をしています。このように、本学
は大きな節目の年を迎えるなかで、現在、将来構想委員会を立ち上げて、これまでの課題を整
理し、今後の目標や新たな展開を立てようとしています。
　将来構想には現実の課題への対応もあれば、大きな夢もあります。初年次教育や学士力強
化のため、全学の教育を円滑に進める医療教育センター（仮称）を専任教員とともに新しくお
いて、チーム医療教育の推進やチュートリアル教育・学生参加型教育の充実を目指そうとし
ています。さらに、教育のIT化とシミュレーション教育の充実や、国際交流推進のための海
外研修先の開拓、教員の研究活動推進のための支援策、等が挙げられます。また、手狭になっ
た講義室やグループ学習室への対応や、大学院生の研究の場、さらには新しい学部設置構想に
向けて、１０周年時に新校舎を建設する、という案も出てきています。
　本学のブランド力アップもこれからの課題です。兵庫医科大学の兄弟大学であることを最

大限に活用しているのですが、まだまだ活用の
余地があります。神戸キャンパスが、美しい、き
れい、というだけでなく、中身を濃くしていか
ねばなりません。そのコアは「医科大学との連
携の場」であると考えます。医科大学との学部
教育連携を、合同チュートリアルだけではなく、
いろいろな場面、特に教養教育で進められたら
いいのではと思っております。皆様のこれまで
以上のご支援をお願い申し上げる次第です。

兵庫医療大学 学長　松田　暉 
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兵庫医療大学開学 兵庫医科大学 
ささやま医療センター
移転開院（旧篠山病院から改称）

兵庫医科大学
篠山病院開設

兵庫医科大学開学
兵庫医科大学病院
開設

学校法人兵庫医科大学
寄附行為認可及び
兵庫医科大学設置認可

2009年 3月

2011年 2月

兵庫医療大学
体育館完成

兵庫医科大学
ささやま居宅介護
支援事業所開設

2009年 3月
兵庫医科大学附属
看護専門学校閉校

2006年 11月
兵庫医科大学病院　PETセンター開設

2001年 4月
兵庫医科大学付属
看護専門学校開校

1999年 9月
兵庫医科大学ささやま老人保健施設開設

1999年 6月
兵庫医科大学
リハビリテーションセンター開設

1997年 4月
兵庫医科大学先端医学研究所設置

1984年 4月
研究棟（9号館）完成

1981年 11月
鳴尾浜総合グラウンド

（クラブハウスを含む）完成

1971年 4月
第1校 舎（現5号 館）
及び階段教室

（現4号館）完成

1970年 9月
学校法人兵庫医科
大学寄附行為認可
及び兵庫医科大学
設置認可を申請

2006年 11月
学校法人兵庫医科大学
寄附行為変更認可及び
兵庫医療大学設置認可

2001年 9月
病院棟1号館・2号館・8号館改
修完成（開学25周年記念、震災
復興・施設拡充近代化事業）

平成記念会館完成
（開学30周年記念事業）

2000年 3月
病院棟（10号館）完成（開学25周年記念、
震災復興・施設拡充近代化事業）

1997年 11月 立体駐車場完成

1980年 2月
病院・研究棟（8号館）完成

1974年 12月 診療研究棟（2号館）改装完成

1974年 8月 校舎、講堂（3号館）完成

1974年 5月 6号館に精神科神経科病棟移転

1974年 4月 中央動物実験棟（7号館）完成

1973年 8月 病院棟（1号館）完成

2007年
4月

2010年
6月

1972年
4月

1971年
11月

兵庫医科大学大学院医
学研究科設置認可

1978年
3月

平成記念会館

1号館建設時
兵庫医科大学第1回入学式

阪神大震災被災時

阪神淡路大震災
により被災

1995年
1月

1997年
10月

2005年
3月

学校法人兵庫医科大学のあゆみ
　平成19年4月の兵庫医療大学開学から今年で6年目。
6年制の薬学部も全学年に学生がそろい
平成24年春、兵庫医療大学は完成年度を迎えました。

兵庫医療大学 完成年度を迎えて



最近の主な 出来事
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9 ■兵庫医科大学 実験動物慰霊祭 P6

14 ■兵庫医科大学病院 市民健康講座「胃がん治療最前線」
（内科上部消化管科 田中淳二助教）

24 ■兵庫医療大学 薬学部5年生対象 合同企業就職説明会 P19

25
■兵庫医科大学病院 兵庫医科大学室内楽団によるクリスマスコンサート P6

■兵庫医療大学 薬学部4年生対象 薬学共用試験（OSCE）

5 ■兵庫医療大学 公務員採用試験対策講座（3学部） P6

6 ■兵庫医療大学 仕事研究セミナー（薬剤師、県研究職）

7 ■ささやま医療センター ささやま老人保健施設 新年会 P30

13 ■兵庫医科大学病院 防災訓練 P27

14・15 ■兵庫医療大学 平成24年度大学入試センター試験

16 ■兵庫医療大学 実験動物慰霊祭 P6

17 ■兵庫医科大学 レクチャーシップ「知の創造」講演会 P13

18 ■兵庫医科大学病院 市民健康講座「最近の麻酔の進歩」（麻酔科 
植木隆介講師）

20 ■ささやま医療センター ささやま医療センター医療法第25条第1
項に基づく病院立入検査(医療監視)

23 ■兵庫医科大学病院 チーム医療推進講演会「チーム医療は誰の
ため？」 P6

25 ■兵庫医科大学 一般入学試験 第１次試験【合格発表：2月2日】 P11

31 ■兵庫医療大学 薬学部4年生対象 薬学共用試験（CBT）

12 December月 1 January月

1 ■兵庫医科大学 卒業式 P7

2 ■兵庫医科大学 『病院内感染対策』における講演会 開催

3 ■兵庫医療大学 一般入学試験 （後期日程）【合格発表：3月9日】 P12

5〜9 ■兵庫医療大学 看護学部 職場見学【兵庫医科大学病院】 P18

7 ■兵庫医科大学病院 市民健康講座「肺癌の外科治療」 
（呼吸器外科 近藤展行講師）

11 ■兵庫医療大学 卒業式 P8

12〜13 ■兵庫医療大学 看護学部 職場見学【ささやま医療センター】 P18

13 ■兵庫医療大学 全学ＦＤ研修

15 ■兵庫医科大学 退職記念講演 P14

22 ■ささやま医療センター ささやま医療センター・ささやま老人保健
施設消防訓練 P29

28
■兵庫医療大学 大学入試センター試験利用入学試験

後期日程 【合格発表：3月28日】 P12

■兵庫医科大学病院 市民健康講座「炎症性腸疾患とは・・・」
（内科下部消化管科 横山陽子助教）

29
■ささやま医療センター 第2回感染症及び医療安全管理に関する講

習会 P30

■兵庫医療大学 リハビリテーション学部
高校生対象 体験イベント P19

31 ■兵庫医科大学 白衣授与式 P6

3 March月

2 ■学校法人兵庫医科大学 入職式 P6

4 ■兵庫医科大学 大学院入学式 P10

5 ■兵庫医科大学 学部入学式 P11

6 ■兵庫医療大学 学部・大学院 入学式 P10・12

4 April月

1 ■兵庫医科大学病院 市民健康講座「胸痛を感じたら」（内科冠疾
患科 大柳光正主任教授)

2 ■兵庫医療大学 一般入学試験 （前期A日程） 
【合格発表：2月10日】 P12

3 ■兵庫医療大学 一般入学試験 （前期B日程） 
【合格発表：2月10日】 P12

4・5 ■兵庫医科大学 一般入学試験 第2次試験【合格発表：2月10日】 P11

7〜9 ■兵庫医科大学病院 看護師 インターンシップ

10
■兵庫医科大学 大学入試センター試験利用入学試験 

第1次試験 【合格発表：2月10日】 P11

■兵庫医療大学 大学入試センター試験利用入学試験 
前期日程 【合格発表：2月10日】 P12

11〜13 ■兵庫医科大学 第106回 医師国家試験【合格発表：3月19日】 P7

15 ■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【合格発表：2月21日】 P11

16 ■兵庫医療大学
兵庫医科大学・ささやま医療センター
合同病院説明会（看護学部） P18

第95回 助産師国家試験【合格発表：3月26日】 P8

17
■兵庫医療大学 第98回 保健師国家試験【合格発表：3月26日】 P8

■兵庫医科大学 大学院入学試験【合格発表：3月9日】 P10

18 ■兵庫医療大学 一般入学試験 （前期Ｃ日程）
【合格発表：2月24日】 P12

19 ■兵庫医療大学 第101回 看護師国家試験【合格発表：3月26日】 P8

21 ■兵庫医科大学病院 第4回 連携病院の会 P27

22
■兵庫医科大学病院

市民健康講座
「喋りづらい！力が入らない！それって脳
卒中かも！？」（救急看護認定看護師 清水
真幸看護主任）

「がんと向き合う〜家族としてできること
〜」（緩和ケア認定看護師 乾貴絵看護師）

■兵庫医療大学 看護学部 社会人スキルガイダンス P18

23・24 ■兵庫医療大学 薬学部 就職・実習説明会

26・27 ■兵庫医療大学 第47回 理学療法士、作業療法士国家試験
【合格発表：3月30日】 P8

27 ■兵庫医科大学病院 新オーダリングシステム 運用開始

28 ■兵庫医療大学 看護学部FD研究会

2 February月

　医学教育・研究及び医療の向上のために尊い命を捧げてくれた多くの実験動物の御
霊に対し、感謝の意を表すため、毎年１２月に実験動物慰霊祭を執り行っています。参
列者全員黙祷の後、研究者を代表して野々口 博史准教授［内科学（腎・透析科）］による
慰霊の詞が捧げられた後、参列者全員が献花を行い、動物の御霊が安らかならんこと
を祈りました。

第３９回実験動物慰霊祭
■兵庫医科大学

12/9

　１０号館１０階のリビエールにて兵庫医科大学室内楽団によるクリスマスコンサー
トが行われました。多くの患者さんとご家族が来場され、満席となりました。室内楽
団の教職員と学生だけでなく、飛び入りで和歌山県立医大の先生も参加し「アヴェ・マ
リア」や「クリスマス曲集」などが演奏されました。中でも「きよしこの夜」の演奏では、
来場者みなさんで声を合わせて歌っていただきました。

兵庫医科大学病院 クリスマスコンサート
■兵庫医科大学病院

12/25

　東京アカデミーより受験アドバイザーの方をお迎えし、全学部の学生を対象に、公務
員採用試験対策講座を開催し、３２名の学生が参加しました。
　公務員採用試験や採用状況についてご講義いただき、学生からは「今回教えて頂い
たことを参考にして、進路を考えていきたい」という感想も聞かれ、改めて公務員試験
について考える機会になりました。

公務員採用試験対策講座
■兵庫医療大学

1/5

　オクタホールにおいて、兵庫医療大学実験動物慰霊祭が執り行われました。
　式には動物実験に関わった教職員並びに薬学部１年生と３年生が出席し、黙祷の後、
動物実験実施教員を代表して薬学部小暮洋子助手が慰霊の詞を述べられました。続い
て代表者による献花を行い、本学の学生教育、研究及び医療の向上のために尊い命を捧
げてくれた動物の御霊の安らかならんことを祈りました。

第４回実験動物慰霊祭
■兵庫医療大学

1/16

　防衛医科大学校外科学講座主任教授の前原正明氏をお招きし、「チーム医療は誰のた
め？」をテーマにご講演いただきました。多数の教職員が拝聴するなか、医師・疾患中
心主義から患者・問題中心主義への医療の変革や、米国における特定看護師について
お話いただきました。

チーム医療推進講演会開催
■兵庫医科大学病院

1/23

　臨床実習に臨む新５年生を対象に、白衣授与式が執り行われました。学生たちは校章
と氏名が刺繍された白衣を教授陣より一人ひとり羽織らせてもらうと共に、激励の握
手を受けました。その後「ヒポクラテスの誓い」を唱和し、医師としての心構えを新た
なものとし、臨床実習に向けて気持ちを引き締めました。

平成２４年度白衣授与式
■兵庫医科大学

3/31

　平成記念会館において平成２４年度学校法人兵庫医科大学入職式が執り行われ、看
護師１５０名、臨床研修医５６名、薬剤師８名、看護補助６名、歯科衛生士１名、作業・
理学療法士８名、視能訓練士３名、言語聴覚士１名、放射線技師６名、臨床検査技師９名、
臨床工学技師３名、実験補助８名、技術員２名、事務職１５名の計２７６名が新たに学
校法人兵庫医科大学に入職しました。建学の精神を胸に、学生や患者さんのため一丸
となって職務に取り組んで参ります。

学校法人兵庫医科大学 入職式
■学校法人兵庫医科大学

4/2



兵庫医科大学
第３５回卒業式

国家試験結果 速報

　平成２４年３月１１日、Ｇ棟ア
リーナ（体育館）において兵庫医
療大学第２回卒業式が執り行わ
れました。看護学部看護学科９４

名、リハビリテーション学部理学療法学科３１名、作業療法学科３７名、計
１６２名が卒業の日を迎えました。
　東日本大震災からちょうど１年となるこの日、犠牲になられた方のご冥
福をお祈りし、式の初めに黙祷をささげました。
　これから医療人としてそれぞれに活躍していく卒業生に、松田暉学長よ
りエールが送られました。

　平成２４年３月１日、平成記念会館において
兵庫医科大学第３５回卒業式が執り行われまし
た。８３名が卒業の日を迎え、第１期生から第
３５期生まで計３, ５６７名が兵庫医科大学を巣
立ちました。
　医師として患者さんのために貢献していく卒
業生に中西憲司学長よりエールが送られました。

平成２３年度卒業生が挑んだ各国家試験について、試験結果の速報をお伝えします。
今回の試験結果に関する評価や今後の取り組みなどについては次号の広報２１６号（６月末発行）にて掲載予定です。

医学部医学科のある全国の国公私立大学８０校のうち新卒者合格率は１００％で全国１位、既卒者合格率は９２．３％で
全国６位となり、新卒者・既卒者総合の合格率は９９．０％で全国１位となり、素晴らしい結果を残しました。　

第106回 医師国家試験 試験日：平成24年2月11～13日　発表日：平成24年3月19日

第101回 看護師国家試験 試験日：平成24年2月19日　発表日：平成24年3月26日

第98回   保健師国家試験 試験日：平成24年2月17日　発表日：平成24年3月26日

第95回   助産師国家試験 試験日：平成24年2月16日　発表日：平成24年3月26日

第47回  理学療法士国家試験・第47回  作業療法士国家試験　試験日：平成24年2月26・27日　発表日：平成24年3月30日
平成23年度

平成23年度 平成22年度

平成23年度

全国８０大学中　医師国家試験合格率１位！

全国 本学
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率

理学療法士
新卒者

11,956名 9,850名 82.4%
31名 31名 100.0%

既卒者 2名 2名 100.0%
総数 11,956名 9,850名 82.4% 33名 33名 100.0%

作業療法士
新卒者

5,821名 4,637名 79.7%
37名 35名 94.6%

既卒者 2名 2名 100.0%
総数 5,821名 4,637名 79.7% 39名 37名 94.9%

第105回（昨年）全国 第105回（昨年）本学
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率

新卒者 7,723名 7,151名 92.6% 104名 94名 90.4%
既卒者 888名 535名 60.2% 7名 4名 57.1%
総数 8,611名 7,686名 89.3% 111名 98名 88.3%

松田 暉学長より各学科代表者に
学位記が授与されました。

中西憲司学長より卒業生に学位記が
授与されました。 卒業生記念品贈呈

松本 匠平さん

卒業生代表答辞
谷仲 厚治さん

学長賞
西村 和紗さん

川知 祐介さん

学長賞
松本 匠平さん

小森 友紀子さん

学長賞
宮 佐知さん

課外活動功労賞
畠中 結衣さん

松尾 祥平さん

課外活動功労賞
村上 由貴さん

河田 宗一郎さん

課外活動功労賞
嶋田 理恵さん

看 護 学 科
森 村 賞

平成23年度卒業試験やこれまでの成績の推移、
課外活動等において総合的に優秀な成績を修
めた学生に贈られます。

課外活動およびボランティア活動等で6年間
を通じて顕著な実績をあげた学生に贈られま
す。 保護者の方や在学生など

多くの方がお祝いに駆けつけました。

理 学 療 法 学 科
学 生 活 動 功 労 賞

作 業 療 法 学 科

学長賞：優秀な成績を収め、卒業した学生に贈られます。 課外活動功労賞：課外活動において特に顕著な成果をあげた学生に贈られます。

新家荘平
理事長と
記念植樹

新家荘平
理事長と
記念植樹

全国 本学
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率

新卒者 7,590名 7,129名 93.9% 83名 83名 100.0%
既卒者 931名 559名 60.0% 13名 12名 92.3%
総数 8,521名 7,688名 90.2% 96名 95名 99.0%

平成22年度
昨年 全国 昨年 本学

受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
看護師 54,138名 49,688名 91.8% 110名 110名 100.0%
保健師 14,819名 12,792名 86.3% 113名 93名 82.3%
助産師 2,410名 2,342名 97.2% 9名 9名 100.0%

平成22年度
昨年 全国 昨年 本学

受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
理学療法士 10,416名 7,736名 74.3% 40名 38名 95.0%
作業療法士 5,794名 4,116名 71.0% 36名 34名 94.4%

兵庫医療大学 
第２回卒業式

全国 本学
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率

看護師 新卒者 49,336名 46,928名 95.1% 94名 93名 98.9%

保健師
新卒者 14,528名 12,963名 89.2% 94名 89名 94.7%
既卒者 1,230名 592名 48.1% 10名 5名 50.0%

助産師 新卒者 2,064名 1,982名 96.0% 8名 7名 87.5%

7 広報 vol.215 8広報 vol.215



就職（臨床研修）先一覧

就職先一覧

平成２３年度 卒業生　就職・進路 実績 平成２４年度 兵庫医科大学大学院入学式

平成２４年度 兵庫医療大学大学院入学式

平成２３年度兵庫医科大学、兵庫医療大学卒業生の臨床研修先、就職先について速報にてお知らせします。

兵庫医科大学病院	 	 	
大津赤十字病院
滋賀県立成人病センター	 	
公立高島総合病院	 	 	
洛和会音羽病院
京都市立病院
京都大学医学部附属病院
市立豊中病院	 	 	
大阪医科大学附属病院	 	
大阪厚生年金病院
財団法人	住友病院
大阪市立大学医学部附属病院

宝塚市立病院
谷津保健病院
静岡赤十字病院
名古屋市立大学病院
市立池田病院
大阪大学医学部附属病院
大阪府立急性期・総合医療センター	
大阪船員保険病院
社会医療法人愛仁会	千船病院
神戸大学医学部附属病院
関西労災病院
西脇市立西脇病院

リハビリテーション学部 作業療法学科
兵庫医科大学病院	 	 	
兵庫医科大学ささやま医療センター
社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団	 	
西宮協立リハビリテーション病院	 	
宝塚リハビリテーション病院
医療法人栄昌会吉田病院
特定医療法人三栄会ツカザキ記念病院
もみじヶ丘病院
幸生リハビリテーション病院
社会医療法人愛仁会グループ
有馬高原病院

関西電力病院
医療法人社団康人会適寿リハビリテーション病院
関西労災病院
医療法人社団英明会大西脳神経外科病院
医療法人社団関田会ときわ病院	
医療法人協和会
医療法人微風会浜寺病院
財団法人神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院
医療法人白鳳会赤穂中央病院
医療法人静寿会渡辺病院
神戸リハビリテーション病院

兵庫県立淡路病院
総合病院岡山赤十字病院
福山市民病院
愛媛県立中央病院
長崎大学病院
国立病院機構	熊本医療センター
熊本中央病院
小野市立小野市民病院	
医療法人明和病院
公立八鹿病院
高知医療センター

看護学部　看護学科

医学部
23年度 22年度

卒業者数 83名 105名
研修希望者数 83名 94名

進学者数 0名 0名
その他 0名 11名

研修先決定者数 83名 94名

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	 	
神戸大学医学部附属病院	 	
国立循環器病研究センター	 	 	
財団法人住友病院
大阪府済生会吹田病院
財団法人田附興風会医学研究所北野病院
兵庫県立リハビリテーション中央病院

愛染橋病院
大阪大学医学部附属病院
近畿大学医学部附属病院
浜松医科大学医学部附属病院
兵庫県立こども病院
三菱神戸病院
新須磨病院
姫路聖マリア病院

長浜赤十字病院
神戸市立医療センター西市民病院
鳥取赤十字病院
地方独立行政法人大阪府立病院機構
淀川キリスト教病院
加古川東市民病院

わかくさ竜間リハビリテーション病院
地方独立行政法人神戸市民病院機構
医療法人行岡医学研究会行岡病院
大阪大学医学部付属病院
医療法人美杉会
医療法人社団松下会東生駒病院
医療法人山西会宝塚三田病院

リハビリテーション学部 理学療法学科
兵庫医科大学ささやま医療センター	
医療法人朗源会おおくまリハビリテーション病院
星ヶ丘厚生年金病院
財団法人神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院
幸生リハビリテーション病院
神戸海星病院
神戸リハビリテーション病院
倉敷中央病院
北原国際病院

関西電力病院
西宮協立リハビリテーション病院
市立敦賀病院
千里中央病院
坂田整形外科リハビリテーション
医療法人讃和会友愛会病院	
岸和田盈進会病院
野崎徳洲会病院
宝塚リハビリテーション病院

社会医療法人愛仁会グループ
医療法人篤友会
仁寿会石川病院
医療法人社団関田会ときわ病院
医療法人医誠会摂津医誠会病院
尼崎中央病院
心臓病センター榊原病院

順不同

看護学部 リハビリテーション学部
看護学科 理学療法学科 作業療法学科

23年度 22年度 23年度 22年度 23年度 22年度
卒業者数 94名 114名 31名 40名 37名 36名

就職希望者数 92名 109名 31名 40名 37名 36名
就職者数 91名 109名 31名 39名 35名 35名
進学者数 0名 2名 0名 0名 （1）名 0名
その他 3名 3名 0名 1名 2名 1名
就職率 98.9% 100.0% 100.0% 97.5% 94.6% 97.2%

兵庫医療大学

【就職率】　就職者数/就職希望者数
（	）：就職し、大学院にも進学

平成24年4月11日現在

順不同

兵 庫 医 科 大 学

兵 庫 医 療 大 学

看
護
学
研
究
科

分野 特定分野 指導教員 人数
基盤看護 看護教育学 土居洋子 2

療養支援
急性看護学 網島ひづる 2
がん看護学 佐藤禮子 1
精神看護学 新井信之 1

家族支援
小児看護学 藤井真理子 1
母性看護学 鈴井江三子 1

合計　　８名（６）

医
療
科
学
研
究
科

分野 コース 指導教員 人数

病態運動学
中枢神経系障害治療学 森明子 1
運動器系障害治療学 川口浩太郎、坂口顕 2
生活活動支援学 玉木彰 2

人間活動科学
身体・認知活動学 櫛邉勇 2
摂食・嚥下リハビリテー
ション学 野﨑園子 2

合計　９名（４）

　平成２４年４月４日、平成２４年度兵庫医科大学大
学院医学研究科入学式が執り行われました。各分野の
指導教授が列席する中、入学生は中西憲司学長より「こ
れからは教科書に載っていない、こたえのない世界
に飛び込むことになります。研究の醍醐味を楽しみ、
またその中でも動物愛護の心を忘れずに４年後には
すばらしい研究成果をあげてください。」と激励の言
葉をいただきました。
　今年度は４５名が入学しました。（４５名中４０名
が夜間履修学生）

　平成２４年４月６日ポートピアホテルにおい
て、平成２４年度兵庫医療大学大学院研究科入学
式が執り行われ、看護学研究科８名、医療科学研
究科９名がそれぞれ入学しました。
　午後からは兵庫医療大学にて大学院研究科の
オリエンテーションが行われ、松田学長より再び
激励の言葉が贈られました。
　またオリエンテーションでは履修に関するガ
イダンスや、上原看護研究科長、野㟢医療科学研
究科長より教員紹介などが行われ、大学院生とし
て気持ちを新たにしていました。

大学院 入学者分野内訳

平成24年度大学院修士課程入学者

専
攻 分野 授業科目名 指導教授 人数 夜間履修

者の有無

医
科
学
専
攻

器官・代謝制御系

生化学 鈴木敬一郎 1（1） 無
循環器病学 増山　理 6（3） 有
上部消化管疾患学 三輪　洋人 8（1） 有
下部消化管疾患学 松本　譽之 1 無
内分泌代謝学 山本　徹也 ２（1） 有
糖尿病学 難波　光義 1 有
上部消化管外科学 笹子三津留 1 有
下部消化管外科学 冨田　尚裕 2 有
乳腺内分泌外科学 冨田　尚裕 1（1） 有
心臓血管外科学 宮本　裕治 1（1） 無
産科学婦人科学 小森　慎二 1（1） 有
口腔科学 浦出　雅裕 1（1） 有
臨床検査医学 小柴　賢洋 1（1） 有

高次神経制御系
神経生物学 松永　寿人 2 有
耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学 阪上　雅史 1 有
リハビリテーション科学 道免　和久 3（1） 有

生体応答制御系

病院病理学 廣田　誠一 2（2） 有
分子遺伝医学 玉置　知子 1（1） 有
呼吸器病態学 中野　孝司 2 有
放射線医学 廣田　省三 1 有
救急集中治療医学 西　　信一 2 有
臨床腫瘍薬剤制御学 長谷川　誠紀 1（1） 有

生体再生制御系 形成外科学 垣淵　正男 1 有
環境病態制御系 公衆衛生学 島　　正之 1 有

先
端
医
学
専
攻

分子病態制御系 アレルギー学 善本　知広 1（1） 無

合　　　計　　45（17）名
（　）: 女子内数

（　）: 女子内数
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　平成２４年４月５日、平成記念会館において平成２４年度兵庫医科大学第４１回入学式が執り行われました。
１１１名が入学の日を迎え、兵庫医科大学での学生生活を前に目を輝かせていました。中西憲司学長からは「最難関
である医学部入学試験を見事に突破されたことに対し、心から敬意を表し、お祝い申し上げます。兵庫医科大学の学
生として第一歩を踏み出したこの日の感激を忘れず、社会に貢献できる立派なドクターになってください。」という
お言葉とともに、学校法人兵庫医科大学の歴史や建学の精神についてお話がありました。
　式終了後は多数ご参列いただいた保護者の方々へ保護者説明会が開催され、新入生はオリエンテーションに参加
しました。

　平成２４年４月６日、ポートピアホテルにおいて平成２４年度兵庫医療大学第６回入学式が執り行われ、薬学部１５９名、
看護学部１０３名、リハビリテーション学部９６名（理学療法学科４４名、作業療法学科５２名）の合計３５８名が入学しま
した。
　松田学長による入学許可宣言の後、新入生代表が入学宣誓を行いました。学長式辞では「みなさんのご入学を心からお祝
い申し上げます。医療人になるためには自学自習の習慣が大切です。日々努力し充実した学生生活を過ごしてください。」
という激励の言葉が贈られました。次いで、兵庫医科大学中西学長祝辞、祝詞・祝電披露、ご来賓の紹介、校歌斉唱が行われ
ました。
　式の後には、ご参列いただいた保護者の方々を対象とした、保護者説明会が開催されました。また新入生は午後から兵庫医療
大学にて新入生オリエンテーションに参加し、学生生活に関することについて説明を受け、新たな大学生活がスタートしました。

　入学式終了後、平成23年度の第1学年次から第5学年次の学業成績において、最も優れた成績
を修めた学生に中西学長より成績優秀賞が授与されました。

第1学年次	平塚	真理さん（左）　第2学年次	三林	聡子さん（中央）　第3学年次	今中	智子さん（右）
　（第4学年次	松井美樹さん、第5学年次	槌家聡子さんは実習で出席できなかったため後日、表
彰されました。）

成績優秀賞が授与されました。

新入生代表	宇佐美	亜由子さんによる入学宣誓

平成２４年度兵庫医科大学 入学試験結果

平成２４年度兵庫医療大学 入学試験結果

平成２４年度 兵庫医科大学
第４１回入学式

平成２４年度兵庫医療大学 第６回入学式

一般入学試験
試験期日：平成24年2月2日
合格者発表：平成24年2月10日前期Ａ日程

学部学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
薬学部 医療薬学科 40名 182名 177名 71名 2.5倍
看護学部 看護学科 57名 542名 521名 122名 4.3倍

リハビリテーション学部
理学療法学科 約25名 218名 213名 39名 5.5倍

リハビリテーション学部
作業療法学科 約12名 45名 45名 21名 2.1倍

大学入試センター試験利用入学試験

合格者発表：平成24年2月10日前期日程

学部学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
薬学部 医療薬学科 5名 72名 71名 20名 3.6倍
看護学部 看護学科 5名 80名 79名 11名 7.2倍

リハビリテーション学部
理学療法学科 2名 50名 50名 10名 5.0倍

リハビリテーション学部
作業療法学科 2名 13名 13名 4名 3.3倍

試験期日：平成24年2月3日
合格者発表：平成24年2月10日前期Ｂ日程

学部学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
薬学部 医療薬学科 25名 103名 99名 61名 1.6倍

リハビリテーション学部
作業療法学科 約8名 55名 54名 19名 2.8倍

試験期日：平成24年3月3日
合格者発表：平成24年3月9日後期日程

学部学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
薬学部 医療薬学科 10名 65名 65名 19名 3.4倍
看護学部 看護学科 5名 106名 101名 5名 20.2倍

リハビリテーション学部
理学療法学科 若干名 27名 26名 3名 8.7倍

リハビリテーション学部
作業療法学科 若干名 8名 8名 4名 2.0倍

試験期日：平成24年2月18日
合格者発表：平成24年2月24日前期Ｃ日程

学部学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
薬学部 医療薬学科 15名 88名 78名 19名 4.1倍

合格者発表：平成24年3月28日後期日程

学部学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
看護学部 看護学科 3名 10名 10名 4名 2.5倍

一般入学試験　募集人数約80名
試験期日：平成24年1月25日
合格者発表：平成24年2月2日1次試験

会場 志願者数 受験者数 合格者数
大阪会場 1,462名 1,377名

488名
東京会場 439名 369名
福岡会場 347名 328名

合計 2,248名 2,074名

試験期日：平成24年2月4日または5日の選択制
合格者発表：平成24年2月10日

※合格者数は正規合格者数＋繰り上げ合格者数

※合格者数は正規合格者数＋繰り上げ合格者数

2次試験

受験者数 欠席者数 正規合格者数 合格者数※

458名 30名 82名 152名

大学入試センター試験利用入学試験　募集人数約10名
試験期日：平成24年2月15日
合格者発表：平成24年2月21日2次試験

受験者数 欠席者数 正規合格者数 合格者数※

132名 130名 11名 23名
実質倍率

35.0倍

実質倍率
13.6倍

試験期日：平成24年大学入試センター試験日
合格者発表：平成24年2月10日1次試験

志願者数 受験者数 合格者数
809名 805名 262名
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