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■12/13（水）
兵庫医療大学 大学行事実行委員
会の企画により、クリスマスイル
ミネーションの点灯式が行われ、
多数の在学生が参加しました。

■12/7（木） ■12/11（月）
兵庫医科大学 医学部1年次生を
対象に、津波が来る事を想定した
津波避難訓練を実施しました。

兵庫医科大学にて「イノベーション
活動　プロジェクト“結い”最終報告
会」を行い、多職種混成の各チーム
が一年間の活動成果を報告しました。

Campus News

■12/5（火）
兵庫医科大学3-3講義室にて「平成
29年度実験動物慰霊祭」を挙行し、
動物実験に係わる教職員や学生など
が参列しました。
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「家族で楽しむクリスマス -ホテルのやわらかコース料理 -
のみこみにくい人のために」を開催

学校法人兵庫医科大学では、阪神電気鉄道（株）と共同で
「阪神沿線健康講座」を開催するなど、沿線住民の健康増進

による沿線活性化を目的とした取り組みを展開しています。
本取り組みの一環として、阪急阪神ホールディングスグループ

である（株）エキ・リテール・サービス阪急阪神が、同社の
ジューススタンド「ジュースデリ マメカ」において、兵庫医科大学
病院が監修した「ベジフル サラダスムージー」を一昨年の2月
より販売。この度、平成29年11月9日より、更においしく、更
に体にやさしくリニューアルしました。

リニューアルでは、「飲む点滴」とも言われるほど栄養豊富で、
一般に美容・美肌効果や整腸効果があるとされている甘酒を
材料に追加。また、季節のドライフルーツなどをトッピングする
ことで、見た目も食感も楽しめる一杯に仕上がっています。

今後も沿線住民の健康増進に資する取り組みを連携して
展開していく予定です。

平成29年12月10日、受験生を対象として、一般入試に向けた「入試対策講座」を開催しました。当日は、大手予備校より英語・生物・化学・
数学の講師を招いて兵庫医療大学の入試傾向や今後の試験対策に関する講義を行ったほか、今年度は新たに保護者向けの講演会も行われ、
合計269人の参加がありました。
　また、同日午後には昨年
度に引き続いて薬学部志
望者向け特別入試対策講
座「受験勉強って、薬（やく）
にたつの？」を開催し、兵庫
医療大学の教員が高校で
の勉強の意義と大学での学
習について解説しました。

平成29年12月16日、兵庫医科大学病院１号館１階のロビーにて、毎年恒例の「クリスマスコンサート」を開催しました。
今年度は、ソプラノ・ヴァイオリン・エレクトーンのアンサンブル

「amici（アミーチ）」をゲストに招いて演奏いただいたほか、兵
庫医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科の医師によるバンド
演奏も行いました。

また、兵庫医科大学ささやま医療センターでは、12月15日に
クリスマスコンサートを実施。両病院とも、参加された患者さん
やそのご家族は、素敵な音色にうっとりと耳を傾け、癒しのひと
時を楽しまれました。

平成29年12月16日、兵庫医療大学と神戸ポートピアホテルが共同で企画した「家族で楽しむクリスマス-ホテルのやわらかコース料理-
のみこみにくい人のために」を開催しました。
　これは、嚥下障害のある方とご家族に同じ食事を楽しんでいただくというコンセプトのもと、毎年12月に神戸ポートピアホテルにて開催し
ているイベントです。9回目の開催となった今年度は、49人の
方にご参加いただきました。なお、12月12日に兵庫医療大学
の学内で開催した「嚥下機能低下予防講座」と二本立ての企画
となっています。

当日は、兵庫医療大学の教員が、食事介助や食事を楽しむコ
ツなどのレクチャーを行った後、バイオリンやピアノの生演奏が
流れる中、見た目には嚥下調整食とはわからないような、美しく
かつおいしいメニューを参加者に味わっていただきました。
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阪神沿線活性化プロジェクトの一環として
兵庫医科大学病院が「ベジフル サラダスムージー（リニューアル版）」を監修

前野 愛　管理栄養士 渡邉 千恵　管理栄養士

～監修した管理栄養士より～
前野：味と栄養価にこだわって、野菜3種
とフルーツ4種を厳選しました。野菜不足
の時や間食の代わりとして、ぜひ飲んで
ください。
渡邉：１杯で約１食分の野菜が摂れます。
ビタミン・ミネラル・食物繊維などが含
まれるので、整腸作用や美肌効果も期待
できる一品です。

【ベジフル サラダスムージー　概要】
○価　　　格 ： 400円（税込）
○発売開始日 ： 平成29年11月9日（木）
○発　売　店 ： ジュースデリ マメカ 阪急西宮ガーデンズ店
　　　　　　　ジュースデリ マメカ ららぽーと甲子園店
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～兵庫医科大学病院、初めての医師主導治験～
「羊膜間葉系幹細胞の治験製品提供と医師主導治験」を開始
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～患者さんとご家族にひと時の癒しを～
兵庫医科大学病院とささやま医療センターで「クリスマスコンサート」を開催
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～医学生や研究者に最良の環境を提供～
教育研究機能を集約した新しい「教育研究棟」が完成

臨床栄養部では、このほかにも院内併設のレストラン「ROYAL」で販売する
栄養バランス抜群の「ヘルシーメニュー」を監修しました。

兵庫医科大学は、より良い学習環境、より高いレベルの研究環境を整備するため、従来、複数の建物
に分かれていた教育・研究機能を集約した新しい「教育研究棟」を、平成29年11月15日に竣工しました。
本棟には学生の能動的な学習を促す「ラーニングスクエア」や学生食堂、複数の研究者が共同で研究で
きる施設などを新設。順次、各施設の移転を進め、今年4月から本格利用を開始する予定です。
※「教育研究棟」については、次号の広報誌で特集する予定です。

兵庫医科大学病院は「羊膜間葉系幹細胞（以下､ 羊膜MSC）による急性GVHDに対する第I/II相医師主導治験」について、平成29年
11月に厚生労働大臣へ治験計画を提出。開院以来、初めてとなる医師主導治験を開始する予定です。

これは、輸血・細胞治療科の山原 研一准教授が中心となり、北海道大学病院と共同で行っている「羊膜MSC」を用いた研究で、急性移植片対
宿主病（GVHD）やクローン病といった難治性疾患に対する再生医療等薬品の治験です。既存の骨髄
MSCよりも、①幹細胞数が多く、②増殖能も高く、③採取に侵襲性のないという特徴を持つ「羊膜MSC」
を、この度、世界で初めて製剤化に成功し、医師主導治験を開始するに至りました。

今後、兵庫医科大学が羊膜MSCの治験製品（治験製品名：AM01）を提供し、兵庫医科大学病院お
よび北海道大学病院にて第I/II相医師主導治験を進め、早期の製造販売承認取得をめざします。

詳しくは、ホームページをご覧ください。。
http://www.corp.hyo-med.ac.jp/public/news_releases/topics/20171212-01.html

記者会見で発表する山原准教授（12月12日）

多数の受験生が訪れた入試対策講座 学部ごとに個別相談を実施 薬学部志望者向けキャンパスツアー

兵庫医科大学病院にて ささやま医療センターにて

ホテルで優雅にお食事 美しくおいしい嚥下調整食



溝尻　紗希さん
◤ 出身学部　兵庫医療大学 看護学部
◤ 卒 業 年　平成25年３月卒業
◤ 勤 務 先　尼崎市 ひと咲きまち咲き担当局 健康支援推進担当

Saki Mizojir i

子どもの頃から、将来の夢は医療従事者。高校生の時、母親が
健康診断をサポートする仕事を行っていた関係で保健師という職業
を知り、自然に興味を持った。受験生になってもその想いは変わ
ることがなく、看護学部への進学を決意し、友人の付き添いでオー
プンキャンパスに訪れた兵庫医療大学に魅力を感じて入学した。

看護学部の同級生の大半は病院看護師をめざしていたが、大学3 
年次の臨地実習で、ハイリスクに思われる産婦さんに対し、看護師だ
と退院後の生活まではサポートできないと感じ、「保健師の役割は重
大だ」と改めて実感。「市民の日常に、より近い存在である保健師にな
りたい」と、一途に保健師を志した。

現在、溝尻氏は尼崎市にて市民の健康支援を行う業務を担ってい
る。「実習で出会った尼崎市の看護師さんと市民の方の人柄がユニー
クでとても温かくて、尼崎市への就職を希望しました」。実際に就職
してみると、同年代の方が多くて人間関係が良く、働きやすい職場
だったそうだ。

やりがいを感じるのは、自らが保健指導を担当した市民の方
の健康状態が改善されたと確認できた時。「働き始めて5年目に
なりますが、毎年健康診断を受けに来られる市民の方に、顔と名
前を憶えてもらえていた時も、保健師になって良かったなと感じ
ます」。温和で愛嬌のあるキャラクターから、目上の市民に可愛
がられている姿が容易に想像できる。「年上の方には、“人生の
先輩とお話させていただく”…ぐらいの低姿勢で接することを心
がけています。市民から学ばせていただくことは多いです」。

このほかにも、地域の開業医を対象とした勉強会へ参加したり、
「減塩フォーラム」イベントで企業出展ブースの連絡調整係も担っ

たりするなど、精力的に仕事に取り組む。また、中高年だけでなく、
子どもの頃から病気を予防することが重要と、幼稚園・小中学校
や子育てサークルでも講演を行っているそうだ。

プライベートでは、兵庫医療大学の同級生と今でも連絡を取り
合って親交を深めている。「在学中、保健師をめざす三人で集まっ
て、よく勉強していました。眺望の良い綺麗な図書館で、同じ目標
を持つ仲間と一緒に学んでいたから、勉強を辛いと感じたことは
なかったです」と振り返ってほほ笑む。「病気や怪我をした方を
看る看護師はもちろん大切な職業ですが 、その前段階で、病気
を予防しようと奔走する保健師にも、多くの方に関心を持ってい
ただけるとうれしいですね。市民の健康促進に興味がある、意
欲的な兵庫医療大学の後輩と一緒に働ける日を楽しみにしてい
ます」。幼少時からの夢を叶えた溝尻氏は、市民にとって身近な
存在である保健師をめざし、今日も活き活きと働いている。

行政機関の保健師というと母子保健業務を連想する人が多く、
溝尻氏も「就職したら母子保健に携わるのだろう」と予想していた。
しかし、尼崎市には生活習慣病予防に力を入れた専門部署があり、
1年目からそこに配属されることに。全国に先駆けて、メタボリック
シンドロームに着目した健康診断や保健指導を実践し、生活習慣病
の予防効果をあげるなど、業界では知名度も高い取り組みを行って
いる部署である。

2年目からは、立花・塚口近辺の地区を一人で担当し、特定健康
診査、生活習慣病予防に向けた保健指導など、多岐にわたる業務を
行っている。「市役所にお越しいただいて一対一でカウンセリングを
行ったり、地域に出向いて数百人の前で講演したり、お祭りで健康
促進のPRをしたりと、幅広く活動しています」。

健康診査結果を基に保健指導を行う際、「病院へ行きたくない」
と納得されない方もいる。「血圧や血糖値の値がこれだけ高いと、目
や腎臓、脳などに悪影響を及ぼすので、早めに治療しないと危険で
すよと、深刻さを訴えます。“今のまま放置するとこの先どうなるのか”や、
“体の中でどんな変化が起こっているか”などを、一人ひとりに合わ
せて分かりやすく説明するよう留意していますね」。時には 、市
民の自宅を訪問し、経済状態や自宅の周辺環境についても把握する。

「その方の背景を理解したうえで、課題解決に向けて対象者をサ
ポートすることがとても大事なんです」。

子どもの頃からの夢である
保健師の道へ

夢を叶えて
市民に寄り添う保健師に

市民の健康推進のため
一人ひとりと真摯に向き合う

生活習慣病の予防は子どもの頃から
「意欲ある後輩を待っています」

今
〜第一線で活躍する卒業生〜

卒業生の

夢を叶えて
市民に寄り添う保健師に
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　兵庫医療大学のキャンパスは、「Port Wing」「Mount Wing」
「Garden Wing」の学舎三棟で構成されており、その中で最
も海に近い「Port Wing」の北側1～2階に、大学のシンボル
の一つである「オクタホール（Octa Hall）」があります。「Octa」
はギリシャ語で数字の“８”を意味しますが、ホールの形状が
八角形であることから施設名として名づけられました。
　ホール内部には、階段形式の座席が480席と車いす専
用スペース5席が設けられ、各種式典はもちろん、講義や一
般市民向けの公開講座、高校生向けイベントなどでも多用し
ています。また、使い方に合わせてロールスクリーンで自在に
暗転できたり、遠隔講義が可能なシステムや300インチのスク
リーンを設置したりするなど、機能面も充実しています。
　正面にあるガラス張りの窓からは、一面に広がる海と、そ
の対岸に神戸の名所であるハーバーランドを見ることがで
きるなど、日中と夜景、どちらも絶景が楽しめる場所としても
評判です。

～肺がん手術後の復職期間について研究～
兵庫医科大学病院 
呼吸器外科病棟 研究チーム

近年、がん患者の就労復帰や就労両立支援が重要視されて
いますが、手術から就労復帰までの期間をテーマに研究を
行っているところはほとんどありません。兵庫医科大学病院 
呼吸器外科病棟（10-4病棟）の看護師・医師のチームは、「肺がん
患者の手術から就労再開までの期間」および「就労に影響を
与える因子の検討」をテーマに、研究を進めています。

本研究のテーマである手術後の復帰期間については、術前
に患者さんからよく質問されるため、患者さんにとっても関心が
高い内容です。実際には、患者さんの体力、精神状態、痛みの
度合い、QOLなどを定期的に調査し、どのような経過をたどって
どんなサポートを必要としているかを明らかにしました。

また、平成29年10月14日には、神奈川県横浜市で行われた
第58回日本肺癌学会学術集会にて、太田看護主任がこの研究
の現時点での成果を口演発表しました。今後も、論文として
出版することを視野に入れ、病棟のチームが一丸となって研究を
進めていきます。

光が差し込む明るいホールホールは左の建物の1・2階部分

チーム

力の

「オクタホール」の由来とは？
学校法人兵庫医科大学の“すごい”や“隠れた魅力”をご紹介します！

知
ってる？兵庫医療大学

学会で発表する
太田看護主任

呼吸器外科病棟チーム

Port Wing
海を挟んだ向かいの
神戸港に近い棟として

Octa Hall

Mount Wing
窓に映る六甲山系側に
位置する学舎として

Garden Wing
憩いの場であるミニグランドを
Gardenと捉えて

医療入門（医学部 4年次）

兵庫医科大学

作業療法評価学実習（リハビリテーション学部 作業療法学科　2年次）
兵庫医療大学

作業療法学科2年次の後期に開講するこの授業の目的は 、身体の機能と関連づけて
作業療法の知識と技術を理解し、人の生活や心身機能を作業療法と結びつけて考えるこ
とです。2年次の前期までに学んだ内容を踏まえ、教員を模擬症例として、作業療法に
おける「評価」の計画や実施、統合と解釈、目標立案までの流れを実践的に学習します。
　平成29年10月16日に実施した第5回目の授業では 、実技について練習。患者さ
んとの会話や血圧測定、日常生活活動(ADL)の訓練などをテーマに、それまで得た知
識を作業療法士と観察者それぞれの視点から確認したうえで 、実践や観察を行いまし
た。また、検査・評価の実施技術習得や、対象者と信頼関係を構築するために注意すべき
ポイントなどを、実際に模擬演習を行ったうえで教員からフィードバックを受け、自らの知
識や技術となるよう励みました。
　この授業を通して、学生は患者さんの全体像や周囲との関係を理解することの重要性も学んでいきます。ひいては、単にリハビ
リテーションを行うだけではなく、患者さんの価値観や生活を大切にすることが、作業療法士に求められる姿勢だということに気づく
きっかけとなる貴重な機会です。

痛みの評価 教員によるフィードバック他の学生は演習を観察

最前線で活躍する先生によるオムニバス講義 蓮沼先生からの熱心なアドバイス 真剣にグループワークに取り組む学生

豆知識

～各棟の正式名称と
その名の由来、ご存じですか？～代表者による実技演習
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3年次までに習得した基礎医学や臨床医学の知識だけでなく、医療コミュニケーション
や危機管理、チーム医療、患者さんの気持ち、臨床心理学、医療における男女共同参画、
臨床研究、研究者倫理など、幅広い角度から医療について考える力を身につけることを
目標に開講している、4年次生対象の「医療入門」。この授業では、毎回テーマごとに専門
の外部講師を招いた“特別講義”を行っており、最前線で活躍している講師から学生が直接
学ぶことができます。

平成29年9月28日には、秋田大学 医学部 総合地域医療推進学講座 寄付講座の蓮沼 直子
准教授を講師に迎え、「男女共同参画特別講義」を実施しました（共催：兵庫県医師会・兵庫

医科大学医師会）。この特別講義では、学生たちが7～8人ずつのグループになり、「子どもが発熱したけれど、患者さんの診療に
向かわないといけない」などの具体的な事例を用いて、仕事と子育てを両立する医師が抱える問題について話し合い、解決方法など
を発表。また、「キャリア未来年表」を各自作成し、「これからどう働くのか」「将来生じる障壁をどう乗り越えるのか」など、医師とし
てのキャリアプランについて考えました。多くの分野で働き方改革が推し進められている中、医学生の時期から「医師としての働き方」
を考えることができる貴重な機会となりました。

授業気になる 兵庫医科大学・兵庫医療大学の
魅力たっぷりの授業をご紹介します！



　平成29年11月4日と5日の二日間、第46回 兵庫医科大学大学祭「醫
い せ い さ い

聖祭」を開催しました。
今年度のスローガンは「やってみよう!! Try!! Try!!」。このスローガンには、今回で3回目となる平成記念会館で実施する醫聖祭を特

別なものにするために、大学祭の実行委員が自ら失敗を恐れず挑戦的なことにチャレンジしようとする思いが込められています。
　今年度の開催は例年よりも早い日程となりましたが、医学講演会、お笑いライブなどのステージ企画のほか、軽音楽部ライブ、
ダンス部ステージ、室内楽団アンサンブルコンサート、写真部・美術部・ワンダーフォーゲル部などによるクラブ展示、医療器具
の展示や各クラブの模擬店などを実施。また、新たな企画として、日本でたった3人の希少難病の患者とその家族の10年を追った
ドキュメンタリー映画「奇跡の子どもたち」の上映会を行い、本映画の映画監督にもお越しいただいて講演会を催すなど、新しい
ことにも挑戦した大学祭となりました。

　平成29年10月8日、9日に第10回兵庫医療大学大学祭「海
かい

梟
きょう

祭
さい

」を開催しました。今年度のテーマは「軌跡 〜十年十色〜」。この 
テーマには、「開催10回目という節目に、兵庫医療大学が10年で築き上げてきた色を前面に押し出して、二日間で大学についての
理解を深めてもらい、多くの方に海梟祭を楽しんでほしい」という願いが込められています。
　両日とも天候に恵まれ、メインステージでは各コンテストや、クラブ・サークルによるパフォーマンスが多数行われて大学祭
を盛り上げました。また、近隣のご家族連れや、受験を考えている高校生も来られ、学部体験イベント、仮面ライダーショーや模
擬店を楽しむ姿も見られました。また、「海梟祭 10th Anniversary スペシャル企画」として声優の平川大輔トークショーが催さ
れるなど、テーマのとおり、学生や地域の方々皆で盛り上がった大学祭となりました。

〜映画上映など初めての企画にもTRY ！〜

第46回兵庫医科大学 大学祭
「醫

い

聖
せ い

祭
さ い

」を開催

作業療法学科生による模擬店

課外活動奨励賞の表彰を受けた
バスケットボール部と卓球部

盛り上がったステージイベント

今年度のミス＆ミスター！

学部実習体験

兵庫医科
大学

兵庫医療
大学

〜開学10周年の記念の年に〜

第10回兵庫医療大学 大学祭
「海

か い き ょ う さ い

梟祭」を開催

ステージスケジュール＠講堂
11月4日（土）

11月5日（日）

10：50〜11：00 開会式
11：00〜12：30 ビンゴ大会
13：00〜14：30 医学講演会「その気にさせる言葉の使い方」（元阪神タイガース　湯舟 敏郎氏）
15：00〜17：30 医学DVD上映＆監督講演会「奇跡の子どもたち」

10：00〜11：00 Mr.&Ms.コンテスト
12：00〜13：00 吉本お笑いライブ（笑い飯、ネイビーズアフロ、霜降り明星）
13：30〜16：40 ダンス部ステージ

ステージスケジュール
10月8日（日）

10月9日（月・祝）

10：00〜10：30 開会式
10：30〜11：30 ＪＡＺＺバンド部
11：30〜12：00 有志ライブ
12：00〜12：30 仮面ライダーショー①
12：30〜14：30 ダンスサークル
14：30〜15：00 仮面ライダーショー②
15：00〜16：00 Ms.Mr.コンテスト
16：00〜18：00 軽音楽部

10：00〜10：20 室内楽団サークル
10：20〜11：00 手話サークル
11：15〜12：45 課外活動団体対抗ゲーム
13：00〜14：00 コピーダンスサークル
14：00〜14：45 よしもとお笑いライブ
15：00〜16：00 歌うまコンテスト
16：00〜17：00 ビンゴ大会
17：00〜 閉会式

14：00〜  海梟祭 10th Anniversary スペシャル企画
　　　　 平川大輔トークショー（オクタホールにて）

在学生がもっと参加したくなるような大学祭を企画するのは
もちろんのこと、地域の子どもなど様々な人にも楽しんでも
らえるような大学祭をめざし
て一生懸命に準備しました。
海梟祭には毎年それぞれの個
性がありますが、今年度は記念
すべき10回目なので、新しい
「色」を加えた海梟祭になっ
たのではないでしょうか。

大学行事実行委員会より

課外活動紹介 課外活動紹介
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気合の入ったパフォーマンス

部活による展示も

「奇跡の子どもたち」監督による講演会 湯舟敏郎氏による医学講演会お子さんにも好評！医療器具展示

軽音楽部の部室ライブ

どの模擬店が人気？

笑い声が響いたコンテスト企画

なぜかフットサル大会を開催

一般の方にも人気だったコンサート

大学祭実行委員会メンバー

大学行事実行委員会のメンバー

両日とも快晴でした



納得して選択していただくために
しっかりと寄り添う
遺伝子医療は、研究と技術の進歩に伴
いここ十数年で発展してきた新しい分野。
日本で最初の認定遺伝カウンセラー養成
課程が開設されたのは2003年で、遺伝カ
ウンセラーは兵庫県にはまだ10人ほど
しかいない。
遺伝子の異常が原因で起きる疾患の場
合、遺伝子検査によって確定診断がつく
ことで、治療の方針が立てられる。また、
遺伝性の病気へのかかりやすさや再発率、
先天的な体質、薬の効きやすさなども分
かるため、治療や予防の選択肢が増える。
その一方で、病気自体や家族への遺伝の
心配などが精神的負担につながることも
ある。こうしたメリットとデメリットの
間で悩み、検査を受けるかどうかをなか
なか決めることができない患者さんや
妊婦さんも多い。
「遺伝カウンセラーはまず、遺伝や遺伝
子、遺伝性疾患のほか、検査のメリット
やデメリットなどについての情報提供を
行います。そして、内容を十分に理解し
ていただいたうえで、検査を受けるかど
うかを選択していただきます。私たちの
仕事は、その方の状況や悩みなどもお聞
きしながら、納得して決めていただくた
めのサポートをすることなんです」。

理工学部から
遺伝カウンセラーの道へ
もともとは獣医師になりたかった。
生物の生態に興味があり、大学では理
工学部の生命科学科に入学。分子遺伝学
を専攻した。「大学3年生の時に、同じ大
学の大学院に遺伝カウンセラーの養成
課程ができることになったんです。説
明会などで、いろんな遺伝性の病気が
あることや、悩んでいる人がたくさん
いること、でも、それを相談できる場が
少ないという実情などを知り、相談し
やすい環境をつくりたいと思ってこの
道に進みました」。
大学院を卒業後、2009年4月に兵庫
医科大学病院に入職。最初は産科での
勤務だった。当時はまだ、遺伝カウンセ
ラーという仕事自体、院内でもあまり
知られておらず、カウンセリングを行う
のは週のうち1日だけ。遺伝カウンセラー
の仕事ではない業務もせざるを得なかっ
た。「まずは、遺伝カウンセラーがどの
ような仕事で、何ができるのかを自分
から発信して、周りの方々に理解して
もらうところから始めました」。
今では、年間1,000件弱のカウンセリン

グを、医師とともに4人の遺伝カウンセラー
が担当する。「情報を提供するだけでなく、
その方がどのような気持ちでここに来てい
るのか、何を求めているのか、あるいは、
これまで病気でどのように苦労されたかと
いうようなことを知るために、ひたすら耳
を傾けます」。一度のカウンセリングで2時
間以上話すこともあるという。「迷った末に
『決めました。これで後悔しないです』
と言ってくださった方がいました。検査を
受ける・受けないにかかわらず、気持ちに
整理をつけ、納得して決めていただくこと
が、一番うれしいですね」。

自らの出産で
意識が変化
2015年に、女の子を出産した。今はお腹
の中に2人目の子どもがいる。自身が出産
を経験したことで、妊婦さんへの接し方が
大きく変わったという。
「妊娠中のしんどさとか、お母さんはみ
んな元気な赤ちゃんを望んでいるんだ、と
いうようなことを実感として理解できた
ことで、より親身に接することができるよ
うになりました。相手の意見を尊重しなが
ら、個々のご夫婦に合ったアドバイスがで
きるようになったと思います」。
遺伝カウンセラーとして、毎日患者さん
や妊婦さんに寄り添いながら、院内にも目
を向ける。「遺伝性の病気は、複数の診療科
にかからないといけない患者さんも多い
んです。ですから、先生方の間に入って診
療科同士の連携をうまく取っていくことも、
遺伝カウンセラーの大事な役割だと考えて
います」。
これまでの努力によって、最近は遺伝に
関して多くの先生から声をかけてもらえ
るようになってきたという。「これからも、
院内をちょこまかと動きまわりながら、連
携の輪を広げていきたいですね」と、控え
めに語るその笑顔が、輝いて見えた。

兵庫医科大学病院　遺伝子医療部
遺伝カウンセラー 鹿嶋 見奈

遺伝子医療の最前線で
～遺伝カウンセラーの役割～

The Professional
ザ・プロフェッショナル

昨年10月に「臨床遺伝部」から名称変更して新たな一歩を踏み出したのが、出生前診断や
先天性疾患、遺伝性のがんなどについてカウンセリングや検査を行う「遺伝子医療部」。
そこで、遺伝分野の知識をもとに、患者さんや妊婦さんと日々向き合うのが遺伝カウン
セラーだ。

おめでとうございます ―表彰および受賞紹介―

平成27年の日本医師会医学賞に引き続いて、今回も名誉ある賞を受賞
することが出来ましたことは大変光栄に思っております。この30年で
起こった日本のがん外科治療の世界における大変革に貢献できましたこと、
誇りに思います。臨床試験にご参加下さった患者さんはもとより、多くの
協力者のお陰であり、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

～受賞した笹子特任教授より～

◆ 病理学 病理診断部門 廣田 誠一主任教授が
 「平成29年度兵庫県科学賞」を受賞

　平成29年11月7日、兵庫医科大学 病理学 病理診断部門の廣
田 誠一主任教授が「平成29年度 兵庫県科学賞」を受賞しました。

「兵庫県科学賞」は、科学技術の研究に熱心な者で、その研究成果が
科学技術の向上に著しく寄与すると認められるものに兵庫県知事から
贈られる賞です。
　本学教員としては、平成24年度の野口 光一学長、昨年度の笹
子 三津留特任教授に続く受賞となります。

この賞をいただけたことは兵庫医科大学で働くものとして大変名誉なこ
とに思います。また、兵庫医科大学の卒業生として初めての受賞であり、
本学在校生および卒業生の皆様のいくばくかの励みになれば嬉しく思い
ます。これまでの研究に関わっていただいた皆様に深謝致します。

～受賞した廣田主任教授より～

◆ 集学的腫瘍外科学 笹子 三津留特任教授が
 「第23回 一般社団法人 日本癌治療学会 中山恒明賞」を受賞

　平成29年10月20日、兵庫医科大学 集学的腫瘍外科
学 笹子 三津留特任教授が「第23回 一般社団法人 日本
癌治療学会中山恒明賞」を受賞し、神奈川県横浜市で授与
式および記念講演会が行われました。
　「中山恒明賞」とは、がんの治療・診断・予防の分野に
おいて成果をあげた研究などが表彰される賞で、笹子特
任教授の「がん外科手術手技に関する臨床研究法の確立
とそれを用いた胃がんリンパ節郭清の標準化」を達成し
た研究業績が高く評価され受賞に至りました。

◆ 臨床検査技術部の神前 雅彦技師が
　 「日臨技近畿支部医学検査学会 支部学術奨励賞」を受賞

　臨床検査技術部の神前 雅彦技師が「日臨技近畿支部医学検査学会 支部学
術奨励賞」を受賞し、平成29年10月28日に京都で開催された第57回日臨
技近畿支部医学検査学会で表彰されました。本賞は、学会で優れた研究発表
を行った会員に与えられるもので、新入職員に対する採血教育について当院
独自の取り組みとその成果が評価され受賞となりました。
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◆ 兵庫医療大学 大学院生の辻井 聡容薬剤師が
 「第5回江口記念がん優秀活動賞」を受賞

　兵庫医療大学 薬学研究科大学院生 辻井 聡容さんが「第5回江口記念
がん優秀活動賞」を受賞し、平成29年11月3日に開催された「平成29年
度日本病院薬剤師会病院薬局協議会／学術フォーラム」において授与式
が執り行われました。

教授就任挨拶 ＜兵庫医療大学＞

平成29年12月1日付にて、看護学部看護学科の教授を拝命いたしました。
専門は、在宅看護学/家族看護学です。平成23年に本学着任後、在宅看護学領域において、学部・
研究科の教育に携わって参りました。看護職者は様々な生活の場において、療養者が健康で幸
福な生活ができるよう責任を持って適切な看護ケアを実施することが求められています。また、
社会の変化に伴い生起する様々な看護現象に焦点をあて、近未来社会の安寧に寄与する「看護学
の発展」をめざし、研究に取り組んでいく使命も担っていると思います。
療養者が人生の最期まで、住み慣れた地域で幸福に暮らし続けることができる社会をめざし、
微力ながら、在宅看護の発展に寄与する研究を継続するとともに、地域を見据えた看護実践能
力を備えた医療人の育成に貢献致したく存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

看護学部　堀口 和子 教授

財団法人等各種団体による研究助成金等の交付状況
助成団体名 研究課題名 研究者 交付額

（公財）テルモ生命科学芸術財団 嚥下障害の診断支援のためのスマートモニタリングシステムの開発 八木 直美 2,000

アクテリオン ファーマシューティ
カルズ ジャパン㈱ 胸部悪性腫瘍における抗癌剤治療の血管内皮細胞に及ぼす影響と続発性肺高血圧症の克服 南   俊行 500

一般社団法人 大阪薬業クラブ HIV感染症およびその合併症のコントロールにおよぼすポリファーマシーの影響 日笠 真一 500

（単位：千円）

行 事 予 定主な2 月～ 4月

次の通り評議員の異動がありました。
新任

（平成29年
11月26日）

兵庫医療大学 同窓会 会長
（兵庫医科大学病院 薬剤部 薬剤師） 澤田 友宏

任期満了
（平成29年
11月25日）

兵庫医科大学 教授 服部 益治

評議員の異動

1 日 兵庫医科大学 卒業式
1 日 兵庫医科大学病院 阪神南圏域認知症疾患医療連携協議会
3 日 兵庫医科大学 白衣授与式
3 日 兵庫医療大学 一般入学試験（後期日程）
4 日 兵庫医療大学 大学入試センター試験利用入学試験（面接併用型）＜二次試験＞
9 日 兵庫医科大学 大学入試センター試験利用入学試験（後期）＜第2 次試験＞

10 日 兵庫医科大学 教育研究棟内覧会
13 日 兵庫医療大学 全学ＦＤ・ＳＤワー クショッ プ

14・15 日 兵庫医科大学 退職記念講演会
15 日 兵庫医療大学 学位授与式
16 日 兵庫医科大学病院 学校法人兵庫医科大学連携病院の会
18 日 兵庫医療大学 企業説明会（薬学部）
18 日 兵庫医療大学 ３学部合同 １日体験入学イベント
下旬 ささやま医療センター 診療報酬・介護報酬改定説明会（仮）

3月

2日 学校法人兵庫医科大学 入職式
2日 ささやま医療センター 入職式

3～5日 兵庫医療大学 新入生オリエンテーション
3日 兵庫医科大学 大学院入学式、オリエンテーション
4日 兵庫医科大学 学部入学式、新入生学内オリエンテーション
4日 兵庫医療大学 ＢＬＳ講習会
5日 兵庫医療大学 学部・大学院合同入学式

21日 兵庫医療大学 学校法人兵庫医科大学連携病院の会 合同病院説明会
未定 兵庫医療大学 登録販売者資格試験説明会（薬学部）
未定 兵庫医療大学 北京中医薬大学短期留学報告会

4月

2日 兵庫医療大学 一般入学試験（前期Ａ日程）
3日 兵庫医療大学 一般入学試験（前期Ｂ日程）
3日 兵庫医科大学病院 第14 回病診・病病連携の会

3・4日 兵庫医科大学 一般入学試験＜第2 次試験＞
9日 兵庫医科大学 大学院入学試験（後期募集）

10・11日 兵庫医科大学 第112 回医師国家試験
14・28日 兵庫医科大学病院 阪神沿線健康講座

15日 兵庫医療大学 第101 回助産師国家試験
16日 兵庫医療大学 第104 回保健師国家試験
18日 兵庫医療大学 第107 回看護師国家試験
18日 兵庫医療大学 一般入学試験（前期Ｃ日程）
19日 兵庫医科大学 大学入試センター試験利用入学試験（前期）＜第2 次試験＞
21日 兵庫医療大学 社会人スキルガイダンス（看護学部）
23日 兵庫医療大学 兵庫医科大学病院・ささやま医療センター 病院就職説明会

24・25日 兵庫医療大学 第103 回薬剤師国家試験
25日 兵庫医療大学 第53 回理学療法士・作業療法士国家試験

日付未定 兵庫医療大学 就職・実務実習説明会（薬学部）

2月

懲戒処分について
厚生労働省の通知内容に反し、兵庫医科大学病院内で単回使用の医療機器を再使用する違反行為が発生したことについて、
管理責任者としてのガバナンスをより徹底する必要があるため、病院長の懲戒処分を行った。（平成29年9月）

◆ 兵庫医科大学病院 リウマチ・膠原病科 田村 誠朗病院助手が
　 「アジア太平洋リウマチ学会2017 Best Abstract Award」を受賞

　 平 成 2 9 年 1 0 月 1 6日から2 0日にアラブ 首 長 国 連 邦・
ド バ イに て 開 か れ た「 第 1 9 回 ア ジ ア 太 平 洋 リウ マ チ
学会（Asia Paci f ic League of  Associat ions for 
Rheumatology Congress）2017」にて、兵庫医科大学 
大学院生で、兵庫医科大学病院 リウマチ・膠原病科の田村 誠朗
病院助手が「Best Abstract Award」を受賞しました。
　また、同内容で、日本リウマチ学会のトラベルグラントも受賞
しました。
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複合型有料老人ホーム 

Lesレ  芦屋 
～Small luxury care home ～ 

 
〒659-0072 芦屋市川西町 14-1 

TEL 0797-34-1000 
阪神「芦屋」駅西口から徒歩１分 

皆様からのご協力に感謝し、心より御礼申し上げます。

学校法人兵庫医科大学基金兵医・萌えの会 状況報告
H21.7.1〜H29.11.30

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 337 72,005,000円 1,870 134,260,498円 2,207 206,265,498円
入　金 337 72,005,000円 1,861 133,990,498円 2,198 205,995,498円

寄付申込者ご芳名･法人名一覧 50音順 H29.9.1〜H29.11.30

100,000円
200,000円
500,000円
10,000円
50,000円
50,000円
50,000円
50,000円
50,000円

500,000円
10,000円
50,000円
50,000円
50,000円
10,000円
50,000円
50,000円
10,000円
50,000円
10,000円
50,000円 

500,000円
100,000円
500,000円
500,000円

飯田　初子 様
飯田　紀彦 様
池田　敏彦 様
魚住　真美子 様
碓永　明美 様
宇都　ムツ子 様
尾上　一郎 様
小幡　悳 様
金城　泰二 様
河本　公夫 様
志野　美子 様
田中　康胤 様
中谷　昭夫 様
中野　千年 様
中野　雅己 様
西田　京子 様
平川　晋一 様
平川　優子 様
前田　光雄 様
柳　安奈 様
柳　孝代 様

●ご芳名・金額記載　21名

〔緑樹会・後援会・その他個人〕 （88名）

●ご芳名のみ　23名

池田　純子 様
池田　早人 様
池元　美幸 様
池谷　勝彦 様
大江　保晴 様
重谷　隆二 様
小林　怜央 様
佐藤　孝三郎 様
佐藤　良子 様
橘　精一郎 様
橘　ツヤ子 様
戸田　喜美 様
土橋　芳邦 様
長澤　進 様
花房　辰哉 様
古川　孝行 様
古川　真佐子 様
前川　家津代 様
見上　孝子 様
見上　秀夫 様
吉岡　紀雄 様
四塚　久雄 様
渡邊　一大 様

（匿名 44名）

太城　力良 様

〔役員・教職員等〕 （2名）

●ご芳名のみ　1名

〔企業等法人〕 （5法人）

●ご芳名・金額記載　( ４法人)

株式会社エイチ･アイ 様
有限会社エイチ･アイ・サービス　 様
株式会社オーエンス 様
フジテック株式会社 様

●ご芳名のみ　1法人

ホーチキ株式会社神戸支社 様

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 201 1,301,815,000円 579 415,379,793円 780 1,717,194,793円
入　金 201 1,299,315,000円 579 414,869,793円 780 1,714,184,793円

Ｈ24.7.1〜H29.9.30

Ｈ29.9.1〜H29.9.30寄付申込者ご芳名･法人名一覧 50音順

学校法人兵庫医科大学新教育研究棟建設事業募金
～開学４０周年記念事業募金～

〔企業等法人〕 （1法人）

130,000,000円
●ご芳名・金額記載　1法人

株式会社エイチ･アイ 様

（匿名 1名）



新たな年を迎えて

～社会に貢献できる医療総合大学をめざして～

平成30年 年頭の言葉

特集 2

特集 1

2018年１月号2018年１月号

学校法人 兵庫医科大学

241vol.

兵庫医療大学 開学10周年
兵庫医科大学ささやま医療センター
開院20周年

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

〒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/

〒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）
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