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学校法人兵庫医科大学

　平成２５年８月３１日、９月２１日、兵庫医科大学総合研修棟７階多目的室にて、学校法人兵庫医科大学中医
薬孔子学院 市民健康講座が開催されました。両日とも約４０名の方々に参加いただき、身体にあるツボの位
置を確認したり、一緒に体操（八段錦の一部）をするなど終始和やかな雰囲気で会が進みました。

　平成２５年８月３１日、兵庫医科大学３－３講義室にて第４回学校法人兵庫医科大学リハビリテーション関
連施設合同セミナーが開催されました。このセミナーは、兵庫医科大学、ささやま医療センターの各リハビリ
テーション部門、および兵庫医療大学リハビリテーション学部の各施設各部門が、教育・研究・診療に係る取
り組みについて情報を交換・共有し、相互に研鑽を図ることを目的としています。今回のセミナーでは、兵庫
医療大学名誉学長 松田 暉先生をお招きして、「重症心不全治療の進歩とリハビリテーションの役割」と題した
特別講演を行っていただき、また８つの一般講演が行われました。１９２名の方々が参加し、活発な質疑応答、
意見交換も交わされ、充実したセミナーとなりました。
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ささやま医療センター
ささやま老人保健施設

　8月２４日に、第１４回ささやま老人保健施設納涼祭を開催しました。
　毎年、当施設の近くに位置する篠山産業高等学校から、夏休みの中、
ブラスバンド部が演奏に来てくださっています。当祭りにおける恒例
の行事となり、利用者さんやご家族の楽しみの一つとなっています。
　素敵な演奏に酔いしれた後は、一斉に焼きそば、たこ焼き、カップ寿
司などの屋台に殺到しました。また、デザートの屋台には、高齢者の方
が食べやすいように工夫されたやわらかもち、かき氷、綿菓子、水よ
うかんなどを用意しました。ほとんどの屋台が売り切れとなってしま
うほどの人気でした。たこ焼きを食べておられる利用者さんにお話を
伺うと、「私は、たこ焼き大好きなの。普段はなかなか食べられないか
らね」と喜んでおられました。
　お腹いっぱいになった後は、リハビリテーションセンターにて新家
理事長による似顔絵コーナー、輪投げ、魚釣りや写真館を楽しんでい
ただきました。
　最後にデカンショ保存会の皆さんによるデカンショ踊りが披露され、
利用者さん、ご家族、職員、ボランティアの方々が一緒になって踊りま
した。
　また今回は、地域医療の実習の一環として、夏休み期間中の本学医学部２回生５名も参加し、西宮キャンパスで
はなかなか見ることができない介護現場の実際を体験してもらいました。
　納涼祭の写真を振り返ると皆さん笑顔ばかりでした。準備に苦労した職員は、この笑顔を見て「来年もまた皆さ
んを笑顔にしたい、楽しんでもらいたい」という気持ちで準備に励むことができるのです。

　９月１８日にささやま老人保健施設において敬老会を開催しました。
　ささやま保育園の５歳児１６名、４歳児３２名の園児により、歌と遊戯で敬老会をお祝いしていただきま
した。
　５歳児の園児は４階フロアにてピアニカ演奏、『幸せなら手をたたこう』を一緒に歌いました。「手をたた
こう」の呼びかけには利用者さんと手をたたき、「肩たたこう」では利用者さんの肩をたたいてもらいました。
また、園児からの質問タイムでは、１０２歳の利用者さんが返事をし、年齢を聞いた園児たちはびっ くりし
ていました。
　園児による演奏の後は、米寿、卒寿、白寿、１００歳以上の長寿の方々に恒例の表彰式を行いました。米寿、
卒寿、白寿及び長寿の総勢１２名の利用者さんには、職員手作りの花飾りと賞状が授与されました。

第１４回ささやま老人保健施設納涼祭を開催しました

ささやま老人保健施設敬老会を開催しました

【プログラム】

８月３１日

第１部テーマ：『中医学健康法１：ツボと養生』
　講演者：学校法人兵庫医科大学 中医薬孔子学院 副学院長 邬继红
第２部テーマ：『更年期障害と中医治療』
　講演者：李漢方内科・外科クリニック 院長 李向軍

９月２１日

第１部テーマ：『中医学健康法２：耳ツボ療法』
　講演者：学校法人兵庫医科大学 中医薬孔子学院 副学院長 邬继红
第２部テーマ：『不妊症と中医治療』
　講演者：李漢方内科・外科クリニック 院長 李向軍
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　平成２５年９月１９日、株式会社 エイチ･アイより兵庫医科大学病院におむつ処理機１台、ベビーストレッ
チャー１台、ナースキャリー１４台、他合計９品目２３点が寄贈されました。森田泰夫代表取締役社長から目
録が贈呈され、職員を代表して太城力良病院長が感謝の言葉を述べられました。
　これまでにも多数の医療機器を寄贈いただいており、患者さんの医療環境向上に役立てさせていただいて
おります。今回寄贈いただいた医療機器も、各部署にて大切に活用させていただきます。

株式会社エイチ・アイからの寄贈

学校法人兵庫医科大学　病院事務部
診療情報課の新設について

　平成２５年８月１日付で、学校法人兵庫医科大学病院事務部に診療情報課が新設され、組織改組が行われました。
病院事務部組織を管理課、地域医療課、医事課、診療支援課、治験事務課そして診療情報課の６課体制とします。
また、医事課に総括係、診療支援課に病歴管理係を設け、診療情報管理室の下、診療情報課に診療情報管理係と統
計企画係を設けました。
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　平成２５年８月１日付で評議員の異動がありました。

評議員の異動

評議員
再任 米田病院　病院長 米田　秀志

学校法人兵庫医科大学基金　状況報告
　本学校法人は、平成２１年４月１日に学校法人兵庫医科大学基金を創設し、継続的な募金活動を開始すると
ともに、基金の活動を支援する組織として学校法人兵庫医科大学兵医・萌えの会を設け、その会員の皆様から
会費を寄付金のかたちで募り、基金の運営に寄与することとしております。     
　寄付活動を開始して以来、患者様をはじめ、後援会及び、同窓会緑樹会会員、名誉教授、退職者、教職員等は言
うに及ばず、協力医療機関や関連企業等の幅広い方々からご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。   
　皆様方からご寄付いただきました貴重な浄財は、教育・研究環境の整備や学生への奨学金等の支援を通じて、
社会への貢献・還元のために使用させていただきます。       　
　今後とも引き続きご協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

（募金推進課）H21. 1.1～H25.8.31

区　分
受配者指定寄付金 特定公益増進法人 合　　計

件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額
申　込 231件 42,405,000円 561件 35,040,498円 792件 77,445,498円
入　金 231件 42,405,000円 555件 34,100,498円 786件 76,505,498円

寄付申込者ご芳名･法人名一覧
H25.5.1 ～H25.8.31

●ご芳名のみ　1名

●ご芳名・金額記載　2名

50,000円
50,000円
50,000円
50,000円
50,000円
50,000円
50,000円
50,000円
50,000円
50,000円
50,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円

岡　哲夫様		 	
増田　敏子様
宮田　淳子様
玉木　真澄様
柴田　三朗様
河本　公夫様
大西　誠様
坂本　惠美子様
毛利　學様		 	
東　一光様		 	
飯田　美奈子様
坂元　順子様
玉木　明美様
藪本　久美子様
森　清造様		 	

湯浅　知子様
佐々木　宏様
加藤　信子様
阪本　治男様
芦田　直幸様
芦田　茉優様
石田　園治様

（匿名　17名）

岡本　明子様
九鬼　隆明様
熊本　茂美様
馬場　敦子様
勝木　義人様
勝木　キミ子様	
永岡　玲子様

50,000円	
50,000円	

坂元　譲次様
飯田　俊一様

●企業名・金額記載　2社 ●ご芳名・金額記載　15名

●ご芳名のみ載　14名

500,000円
100,000円

株式会社エイチ･アイ様
有限会社エイチ・アイ・サービス様

1,000,000円

大丸エナウイン様には掲載もれがあったことを深くおわびし、今号に特別掲載させていただきます。

大丸エナウイン様

美内　雅之様

アルフレッサ株式会社様
有限会社宝塚新樹園様	
鹿島建物総合管理株式会社関西支社様

（匿名　4	社）

岡本　英三様

（匿名　1名）

●ご芳名のみ記載　1名

●ご芳名のみ記載　	3	社

〔企業等法人〕	（9社）

〔開学40周年記念事業募金〕

〔教職員〕（3名）

〔名誉教授〕（2名）

〔その他個人〕（46名）



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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学校法人兵庫医科大学 学校法人兵庫医科大学

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。



2日 兵庫医療大学 推薦入学試験（専願公募制）

3日 兵庫医療大学 推薦入学試験（公募制A日程）

10日 兵庫医科大学 地域指定制推薦入学試験・一般公募制推薦入学試験 

12日 兵庫医療大学 推薦入学試験(専願公募制)(公募制A日程) 合格発表

13日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「麻酔を安全に受けるために」

16日 兵庫医科大学 地域指定制推薦入学試験・一般公募制推薦入学試験　合格発表

16～17日 兵庫医科大学 第42回醫聖祭(大学祭)

20日 兵庫医科大学 天津医科大学との第7回国際学術交流シンポジウム

24日 兵庫医療大学 入試対策講座＆大学見学会

10月末～11月
日未定 兵庫医療大学 仕事研究セミナー（薬学部）

日未定 ささやま老人保健施設 紅葉ドライブ(各フロア)

11月

1日 兵庫医療大学 薬学部4年生対象  薬学共用試験（OSCE）

4日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「関節リウマチの最新治療」

7日 兵庫医療大学 推薦入学試験（公募制B日程）

9日 兵庫医科大学 実験動物慰霊祭

13日 兵庫医療大学 推薦入学試験（公募制B日程）合格発表

17日 兵庫医療大学 リハビリテーション学部対象社会人スキル対策講座（接遇マナー）

18日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「こどもの感染症」

20日 兵庫医科大学病院 平成25年度防災訓練

21日 兵庫医療大学 薬学部企業説明会

日未定 ささやま老人保健施設 クリスマス会(各フロア)

11月～12月
日未定 兵庫医療大学 仕事研究セミナー（リハビリテーション学部）

12月

平成２５年１１月～１２月 行 事 予 定主な

※日程など、今後変更になる可能性がありますのでご了承ください。

　本誌ではみなさんのご意見・ご感想をもとに、
親しみのもてる誌面づくりを目指しています。

誌面のご感想や、ご要望、企画の提案、取材対
象者のご紹介など、ぜひみなさんの声をお聞
かせください。

【お問合せ先】
学校法人 兵庫医科大学　総務企画部 広報課

〒663-8501
兵庫県西宮市武庫川町1-1
TEL 0798-45-6655　
FAX 0798-45-6219
Email　kouhou@hyo-med.ac.jp

ご意見をお聞かせください！
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学校法人兵庫医科大学

「兵庫医科大学４０年史」の訂正について
先に配布いたしました「兵庫医科大学４０年史」に誤りがありましたので、下表のとおり訂正いたします。

兵庫医科大学４０年史　正誤表
ページ 行 誤 正

P33
写真下 入学式の写真（※1）（1978年4月12日） 卒業式の写真（※2）（1978年3月25日）

写真の説明 第1回卒業式。卒業生の答辞に聞き入る森村（1978年3月25日）第1回卒業式（1978年3月25日）

P34
写真上 入学式の写真（※3）（1978年4月12日） 卒業式の写真（※4）（1978年3月25日）

写真の説明 卒業式を見守る大学役員 卒業生の答辞に聞き入る森村

P38

（理事長在任期間）

左4行
左15〜16行

1972年（昭和47）4月〜1979年（昭和54）12月

（現開明小学校）
東京帝国大学理科三類

1972年（昭和47）4月〜1979年（昭和54）
11月
（現明城小学校）
東京帝国大学医学部（現理科三類）

P39 左1行 青木亮寛 青木亮貫

P41 写真上の説明 長田の苅藻臨界実習場 淡路島の苅藻臨界実習場

P80 左17行 生物学特性 生物学的特性

P298 年度別国家試験
合格率 「105」（グラフの中の数字・枠） 削除

P304 善本知広6行 （NIH）客員教授 （NIH）客員研究員

※1 ※2

※3 ※4



24広報 vol.22323 広報 vol.223

0120-6123-67（フリーダイヤル）
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建学の精神
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
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発行／学校法人兵庫医科大学　総務企画部 広報課

印刷・製本／株式会社ゼネラルアサヒ

　昭和４８年（１９７３年）７月に完成した１号館は、病院
の窓口として毎日多くの外来患者さんを受け入れていま
す。東側の入り口では、創設者である森村先生が希望され
た「人間の温もりを感じられる病院」を表わすような木彫
りの壁に迎えられます。建設当時は木彫りの壁の横に受
付カウンターが並び、まるでホテルのロビーのような造
りであったそうです。１号館は１３階建てで、現在は１階
は入院・初診受付など、２階・３階は診療室など、６階以
上は入院病棟・医局が配置されています。

兵庫医科大学１号館　玄関口

探大学 訪

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

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

〒669-2321　兵庫県篠山市黒岡5番地
TEL:079-552-1181（代）
http://www.sasayama.hyo-med.ac.jp/

Hyogo College of Medicine
Medical Center
Sasayama

学校法人兵庫医科大学では、創立40周年を記念して医学教育、研究、診療をさらに充実・推進するため、新教育研
究棟の建設を予定しており、そのための寄付金を受け入れております。
詳細は学校法人兵庫医科大学開学40周年記念事業募金ホームページ
（http://www.hyo-med-kinen.com/）か募金推進室（TEL：0120-456-991）までお問い合わせください。


