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学校法人兵庫医科大学 学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター
ささやま老人保健施設

　平成２６年６月２５日、篠山市民センター多目的
ホールにおいて、平成２６年度の篠山キャンパス各部
署（部門）の目標、行動計画について「発表会」を行いま
した。当日は２５０名を超える教職員が出席し、西宮
キャンパスからも理事長、副理事長、学長、常務理事、常
勤理事、常勤監事、学外監事等にお越しいただきました。
　篠山キャンパス全３７部署（部門）がバランストスコ
アカードに基づいた目標、行動計画を策定し、本来な
らば３７部署（部門）すべてに発表いただくべきとこ
ろでしたが、時間の制約もあり、１２部署（部門）に代
表して発表いただきました。「発表会」の最後には、理
事長から講評とともに謝辞を頂戴いたしました。
　この発表会は、篠山キャンパス病院顧問が中心とな
り昨年度から実施している篠山キャンパス将来構想懇
談会の一環として行われ、各部署（部門）が目標の達成
に向けて行動し、計画を進めることで、本法人の第２
次中期事業計画（５カ年計画）の一つである“篠山キャ
ンパスの組織活性化”につなげていくための第一歩と
なりました。

篠山キャンパス将来構想懇談会「発表会」を開催

　平成２６年６月１３日、学校法人兵庫医科大学中医薬孔子学院 鄔 継紅 副学院長を篠山キャンパスにお招きし、
教職員を対象とした健康講座を開催しました。
　はじめに健康と養生について分かり易く説明していただき、参加者の表情からは中医学の健康維持管理に関
心を示していることが伺われました。続いて、実際に耳つぼやお灸、吸い玉（カッピング）を使った体験会をして
いただきました。鄔 副学院長が直接指導してくださる普段体験できない本格的な中医学の手技に、参加者はと
ても興味深く取り組んでいました。参加者全員が希望した手技を体験して、次回の開催を希望する声も聞かれ、
盛況のうちに終了しました。

学校法人兵庫医科大学中医薬孔子学院
篠山キャンパス健康講座を開催

　第2次中期事業計画研究領域の主要施策「研究促進のための支援組織の設置および人材配置」に基づき、8月1
日付で、理事長直轄の「研究推進戦略本部」、「共同研究支援センター」及び「臨床研究支援センター（既存の治験セ
ンターの機能を拡充し改組）」が設置されました。これに併せて、事務局各部門に分散していた研究関連事務担当
部署を集約し、事務局の中に「学術研究支援部」が設置されました。両大学における研究の一層の活性化及び外部
資金の獲得をより推進するために、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
　また、第2次中期事業計画における人材マネジメント領域の施策の1つとして「男女共同参画の推進」を掲げ、
その施策の充実を図るため、平成26年5月８日に、「男女共同参画推進本部」および「男女共同参画推進室」が設置
され、事務担当部署として、8月1日付けで総務企画部の中に「男女共同参画課」が新設されました。
　さらに8月1日付けで、西宮キャンパスの健康保持増進並びに安全衛生水準の向上等を一体的、効率的に運用
するため、「保健管理センター」を設置し、事務担当部署として「保健管理室」が新設されました。

事務局組織の再編について

新組織 旧組織

研究協力課 学務部学務課庶務係※

学務部学務課研究助成係

産官学連携課 法務・知的財産室※

神戸研究支援課
（研究支援グループ）

神戸キャンパスオフィス
研究支援グループ

※研究関連業務のみ移行
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兵庫医療大学 研究推進戦略本部
（本部長：中西兵庫医科大学長）

兵庫医科大学

兵庫医科大学病院

臨床研究支援センター
（センター長：西口兵庫医科大学研究担当副学長）

本部の企画立案に基づき、２大学間の共同研究や
トランスレーショナルリサーチ促進のための施
策を実施する。

本部の企画立案及び病院の方針に基づき、治験
を含む臨床研究を促進するための施策を実施し、
外部委託機関や共同研究機関との調整を法人と
して一元的に行う。

法人内の先進的な研究活動を推進す
るため、各種施策を策定する。

共同研究支援センター
（センター長：野口研究担当理事）

事務組織（再編後）

研究推進戦略本部組織

学術研究支援部　新・旧組織対比表
健康と養生についての説明 耳つぼ体験 吸い玉（カッピング）体験

学校法人兵庫医科大学

新組織 旧組織

治験事務課 病院事務部治験事務課

研究技術第1課 学務部研究技術第1課

研究技術第2課 学務部研究技術第2課
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募金推進課　H21. 1. 1～H26.6.30

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 255 46,205,000 761 54,435,498 1,016 100,640,498
入　金 255 46,205,000 753 54,105,498 1,008 100,310,498

寄付申込者ご芳名･法人名一覧
H26.5.1 ～H26.6.30

●ご芳名・金額記載　（ 8名 ）

50,000円 飯田 俊一様

田中 幸雄様

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

500,000円
50,000円

治部 和夫様 
飯田 早子様 
飯田 嘉代子様
宮田 淳子様 
黑田 脩様
黑田 正子様
河本 公夫様
大西 誠様

瀬尾 多嘉子様
上村 亮堯様
坂元 順子様
小谷 篤之様
阪本 治男様
大橋 鐵雄様
加藤 信子様
芦田 直幸様
芦田 茉優様
秋山 弘允様

●ご芳名のみ　（ 7社 ）

株式会社ポラリス様 
有限会社宝塚新樹園様
ヤンマーエネルギーシステム株式会社様
大丸エナウィン株式会社様
株式会社マルタマフーズ様
サンベビー株式会社様
鹿島建物総合管理株式会社様

●ご芳名・金額記載　（ 1名 ）

●ご芳名のみ　（ 1名 ）

●ご芳名のみ　（ 18名 ）

その他個人　（ 55 名 ） 企業等法人　（ 9社 ）   

教職員　（ 2 名 ）

退職者　（ 1 名 ）

　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基金兵医・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、後援会会員、緑樹会会員、名誉教授、退職者等は言うに及ばず、協力医
療機関や関連企業等の幅広い方々から、温かいお申し込みを賜り、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。

学校法人兵庫医科大学基金兵医・萌えの会 状況報告 

　平成２４年度から５カ年計画でスタートしました開学４０周年記念事業
募金も、今年で３年目を迎え、既に平成２４年１２月には「急性医療総合セン
ター」も竣工し、いよいよ平成２７年度からは新教育研究棟の建設が始まり
ます。
　これまで、教職員をはじめ各関連機関等からのご支援を賜り、募金目標額
の２０億円に対し、６月末にて１１億１千万円の申込みをいただき、ようや
く２分の１に達したところです。
　このたび、本記念事業募金の一環である「新教育研究棟建設事業募金」として、
また今後も引き続き幅広くご協力いただけるよう、新たに西宮キャンパス内の
病棟、事務部門、購買部門等の窓口約４０か所に募金箱を設置しました。
　何卒、ご協力の程、よろしくお願いします。

募金箱の設置について

●ご芳名のみ　（ 1名 ）

（匿名2社）

坂元 譲次様

佐々木 宏様
藤井 揚子様
勝木 義人様
熊本 茂美様
玉木 真澄様
玉木 明美様
玉木 桜子様
永岡 玲子様

（ 匿名　29 名 ）

　平成２６年６月１２日、兵庫県公館にて、兵庫県と公益財団法
人 兵庫県危険物安全協会主催の平成２６年度兵庫県危険物安全・
安心大会が開催されました。この大会は、事業所における保安体
制の確立と、県民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図ること
が目的とされています。その中で、危険物関係事業所等において、
危険物の安全管理の推進に努めるとともに、危険物の保安に関す
る行政の推進に協力し、国民生活の安全の保持に顕著な功績のあっ
た保安功労者と優良事業所等の表彰も行われ、本法人も優良事業
所として表彰されました。

平成２６年度 兵庫県危険物取扱優良事業所として表彰

　1号館の屋上に掲げられている「兵庫医科大学」の看板をリニューアルしました。これまでは下からアッパー
ライトで照らしていましたが、文字自体をLEDで発光するよう変更したことから、節電・省エネ効果にも優れ、
夜間でもくっきりと見やすくなりました。
　武庫川駅や電車の中からもはっきりと見ることができ、「兵庫医科大学」の名前を皆さんに一層PRできるこ
とと思います。

1号館屋上の看板をリニューアル

変更前 変更後

　平成２６年６月２７日１０号館３階第２会議室にて、事務局管理職会議が開催されました。今回は昨年に引
き続き第２回目の開催となり、事務局管理職５３名が参加しました。坂元常務理事の開会の辞で始まり、事務
局各部署から提案された１４の演題についてプレゼンテーションをが行われ、本学が抱える課題、トピックス

等について、積極的な議論がなされました。
　また、元東京大学理事で、慶応義塾大学信濃町キャンパス事務長
の上杉道世氏による講演「これからの大学経営と大学職員」が行な
われ、これからの大学職員に求められる力とそれをどう育成する
かなどについて講演いただきました。
　今回の管理職会議を通じて、事務局管理職が現状の課題等を共有
した上で、あるべき職員像に向かって自ら変革していくことにより、
事務力の強化につながることが期待されます。

第２回 事務局管理職会議（ＳＤ講習会）を開催
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業務改善推進制度を開始
　平成２６年８月から、教職員による業務改善を推進することで業務の効率化および合理化を図ることを目的
として、広く業務改善を募集し、優秀な業務改善を表彰する業務改善推進制度を開始することになりました。

業務改善とは
日常業務の中でどんな小さなことや当たり前のことでも、一度振り返って、もっと効率的で効果の上がる方
法がないかを考え、提案し、実施することです。

制度の内容
１．業務改善の目的

２．提案・実施対象者

３．提案・報告時期
　　年間を通じて募集します。

４．改善活動の周知
　　提出された改善内容については、学内ネット等を通じて、法人内に周知します。

５．表彰
　　年度末に、常務会において、提出された改善内容の中から優秀改善を決定し、
　　優秀改善の提案・実施者に表彰状と金一封を贈呈します。

※ 詳細については、教職員専用ページのinformation内法人情報に掲載しております。

 次の通り評議員の異動がありました。
理事・評議員の異動

評議員
新任（6月18日付） 西宮市副市長 松永 博

人事異動に伴う辞任（6月17日付） 前西宮市副市長 藤田 邦夫

辞任（6月30日付） 前西宮医師会長 菊池 英彰

改善の視点

　小さな創意工夫で　　既成概念にとらわれず　　楽しく取り組む　　　安く・手短に

１度各部署で業務改善というテーマでミーティングを実施してみてはどうでしょうか？
小さな気づきから始まる「自主的に取り組める改善」や「身近ですぐ実行できる改善」から考えてみましょう。
どんな小さな改善でもＯＫです。
たくさんの提案をお待ちしております！

・学生、患者さん、教職員へのサービスの向上　・経費の節減　
・収入の増加　・業務効率の向上　・執務環境の改善　・その他業務の改善

・既存の部署及び各種委員会、チーム、ＷＧ等
・改善を目的として新たに構成される２名以上のグループ

★ 業務改善推進制度は、組織として業務改善を提案し、実施する制度であり、個人で様々な提案をする従来の  
　 教職員提案制度とは別のものです。

 教職員提案制度についても、皆様からの提案を募集しておりますので、多数のご応募をお待ちしております。

問い合わせ先：経営企画課（内線：６２１２）まで

兵庫医科大学開学４０周年記念事業募金状況報告
　「兵庫医科大学開学４０周年記念事業」のための募金活動を平成２４年７月に開始し、教職員をはじめ、後援
会（保護者）等は及ばず幅広い方々から、温かいお申し込みを賜り、誠に有り難く、厚く御礼申し上げます。
　本法人といたしましては、ご協力賜りました方々のご芳名を大学広報に掲載させていただき、改めて感謝
の意を表したいと存じます。
　皆様からご寄付いただきました寄付金については、兵庫医科大学の教育研究施設等の充実のために利用さ
せていただきます。
　本学は、大学の合理化推進等により、これからも全力で必要資金確保に向けての自主的努力を重ねてまいり
ますが、関係者の皆様におかれても更なるご支援、お力添えを賜りますよう、よろしくお願いいたします。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

募金推進課　H24 .7. 1～H26.6.30

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 177 828,135,000 434 289,075,068 611 1,117,210,068
入　金 177 777,155,000 433 188,616,425 610 965,771,425

寄付申込者ご芳名･法人名一覧
H26.5.1 ～H26.6.30

150,000円 新藤 三枝様1,000,000円 
 

佐野 吉彦様

岡田 敏弘様
塩谷 明子様   
   

（匿名 1名）

●ご芳名・金額記載　（ 1名 ）

企業等法人　（ 1社 ） 

その他個人　（ 1 名 ）

名誉教授　（ 1 名 ）

教職員　（ 4 名 ）

500,000円 立花 久大様
●ご芳名のみ　（ 1名 ）

●ご芳名・金額記載　（ 1名 ）

●ご芳名・金額記載　（ 1名 ）

●ご芳名のみ　（ 2名 ）

HOYA株式会社様

　公益財団法人日本美術協会 上野の森美術館とフジサンケイグ
ループが主催する「第２７回 日本の自然を描く展」において、多
数の応募の中から厳正なる審査が行われた結果、兵庫医科大学
病院 リウマチ・膠原病内科の安部 武生病院助手の絵画作品が見
事入選を果たしました。
　作品のタイトルは、「夏色に染まりて 丹波篠山」。本学の卒業
生でもある安部助手は、入職後、研修のために約２カ月間をさ
さやま医療センターで過ごしました。今回入選した作品は、そ
の時に見た美しい篠山の自然風景を思い浮かべながら描いた作
品だそうです。
　上野の森美術館での展覧会は終了しましたが、１０月に「西
日本展」が開催されますので、皆さんもぜひ一度ご鑑賞ください。

本学病院助手の絵画作品が「上野の森美術館」の美術展に入選

入選作品「夏色に染まりて 丹波篠山」

【日　時】平成２６年１０月１日（水）～１０月５日（日）
【場　所】兵庫県立美術館王子分館 原田の森ギャラリー
　　　　〒６５７- ０８３７ 神戸市灘区原田通３- ８- ３０　
　　　　ＴＥＬ ０７８- ８０１- １５９１

【入場料】一般５００円、大学生・高校生３００円、中学生以下は無料

「第２７回 日本の自然を描く展」
西日本展のお知らせ
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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男女共同参画推進体
制に関する規程

「男女共同参画社会基本法」の趣旨に基づき、多様な人材が活躍できる場と機会を
提供する体制を整えるため、制定 平成26年5月  8日

2 備品管理規程 財務システム更新及び現運用、取扱いに合わせるため、改正 平成26年5月  8日

3 経理細則 改廃に関する条項の規程及び別表2(小口現金交付限度額及び小口現金管理責任者)
を現状に合わせるため、改正 平成26年5月  8日 

4 役員会規程 経営常務会を常務会と同様の常任役員による合議体として規程上位置づけるため、
常務会規程を改正 平成26年4月  1日

5 常務会運営細則 役員会規程(旧常務会規程)一部改正に伴い、改正 平成26年4月  1日

6 経営常務会運営細則 役員会規程(旧常務会規程)一部改正に伴い、制定 平成26年4月  1日

7 学校法人兵庫医科大学施設利用調整会議内規 キャンパス全体の建物利用状況のリアルタイムでの把握及び効率性等を追求した
施設利用調整を行うため、制定 平成26年4月  1日

8 経営企画協議会規程 経営企画協議会の廃止に伴い、廃止 平成26年4月  1日

9 学校法人兵庫医科大学任期制教員就業規則 ハラスメント及び兼業に関する条項の文言を統一するため、改正 平成26年6月10日

10 学校法人兵庫医科大学臨床研修医就業規則 ハラスメントに関する条項の文言を統一するため、改正 平成26年6月10日

11 学校法人兵庫医科大学病院助手就業規則 ハラスメント及び兼業に関する条項の文言を統一するため、改正 平成26年6月10日

12 学校法人兵庫医科大学レジデント就業規則 同上 平成26年6月10日

13 学校法人兵庫医科大学医療技術系レジデン
ト就業規則 ハラスメントに関する条項の文言を統一するため、改正 平成26年6月10日

14 学校法人兵庫医科大学非常勤講師就業規則 同上 平成26年6月10日

15 学校法人兵庫医科大学公的研究費取扱規程 両大学の公的研究費の取扱いを統一するため、制定 平成26年6月17日

16 兵庫医科大学非常勤職員就業規則 給与の支払日を常勤職員と同一にすることにより効率化をはかるため、改正 平成26年8月  1日

17 兵庫医科大学就業規則 ハラスメントに関する条項の文言を統一するため、改正 平成26年6月10日

18 兵庫医科大学期間契約雇用職員就業規則 同上 平成26年6月10日

19 兵庫医科大学非常勤職員就業規則 同上 平成26年6月10日

20 兵庫医科大学科学研究費補助金取扱規程 学校法人兵庫医科大学公的研究費取扱規程制定に伴い、廃止 平成26年6月17日

21 病院部長会規程 病院組織の一部改正等に伴い、改正 平成26年4月  1日

22 脳卒中センター運営委員会規程 脳卒中センターの円滑な運営・管理のため、制定 平成26年5月20日

23 兵庫医科大学ささやま医療センター経営
協議会規程 センター経営に関する諸問題を具体的且つ迅速に協議するため、制定 平成26年3月27日

24 兵庫医科大学ささやま医療センター医療
安全対策委員会規程 医療の質・安全・感染管理委員会の廃止に伴い、改正 平成26年4月  1日

25 兵庫医科大学ささやま医療センター感染
対策委員会規程 同上 平成26年4月  1日

26 兵庫医科大学ささやま医療センター医療
の質・安全・感染管理委員会規程 医療の質・安全・感染管理委員会の廃止に伴い、廃止 平成26年4月  1日

27 兵庫医科大学ささやま医療センター規程 内科の統合等の診療部門の組織機構の変更等に伴い、改正 平成26年5月22日

28 兵庫医科大学ささやま医療センター非常
勤職員就業規則 給与の支払日を常勤職員と同一にすることにより効率化をはかるため、改正 平成26年8月  1日

29 兵庫医科大学ささやま医療センターチー
ム活動に関する内規

チーム医療をはじめとするチーム活動を推奨し、医療の質向上や地域医療への貢
献を目指すため、制定 平成26年5月26日

30 兵庫医科大学ささやま医療センター就業規則 ハラスメント及び兼業に関する条項の文言を統一するため、改正 平成26年6月10日

31 兵庫医科大学ささやま医療センター期間
契約雇用職員就業規則 ハラスメントに関する条項の文言を統一するため、改正 平成26年6月10日

32 兵庫医科大学ささやま医療センター非常
勤職員就業規則 同上 平成26年6月10日

33 兵庫医科大学ささやま居宅介護支援事業
所運営規程

篠山市に対して障害者・障害児へ相談支援を提供する特定相談支援事業の指定申
請を行うため、改正 平成26年7月  1日

34 兵庫医科大学ささやま老人保健施設非常
勤職員就業規則 給与の支払日を常勤職員と同一にすることにより効率化をはかるため、改正 平成26年8月  1日

35 兵庫医科大学ささやま老人保健施設就業規則 ハラスメント及び兼業に関する条項の文言を統一するため、改正 平成26年6月10日

36 兵庫医科大学ささやま老人保健施設期間
契約雇用職員就業規則 ハラスメントに関する条項の文言を統一するため、改正 平成26年6月10日

37 兵庫医科大学ささやま老人保健施設非常
勤職員就業規則 同上 平成26年6月10日

38 兵庫医療大学非常勤職員就業規則 給与の支払日を常勤職員と同一にすることにより効率化をはかるため、改正 平成26年8月  1日

39 兵庫医療大学就業規則 ハラスメント及び兼業に関する条項の文言を統一するため、改正 平成26年6月10日

40 兵庫医療大学期間契約雇用職員就業規則 ハラスメントに関する条項の文言を統一するため、改正 平成26年6月10日

41 兵庫医療大学非常勤職員就業規則 同上 平成26年6月10日

42 兵庫医療大学科学研究費補助金取扱規程 学校法人兵庫医科大学公的研究費取扱規程制定に伴い、廃止 平成26年6月17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

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！ 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

テレビ ・ラジオ出演情報　６月から７月

新聞・雑誌等 掲載情報　６月から７月

掲載媒体 掲載日 関連者 概要
共同通信、東京新聞、北海道新聞、山梨
日日新聞、中日新聞、四国新聞、西日本
新聞、静岡新聞、千葉日報、新潟日報

6月  1日 生理学 生体情報部門
西崎 知之主任教授

リノール酸を改良した物質がうつの改善に役立つと動物実験によって明らかにしたという内
容が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 6月  1日 兵庫医科大学病院 「病院の実力」(人工関節手術)において、兵庫医科大学病院の治療実績(2013年)が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 6月  2日 看護部 西村 裕美子
がん看護専門看護師

「がん患者の家計応援」と題した記事にて、がん治療による治療費などの出費を嘆く患者さん
に対する、長期的な家計の見直しなどについて、コメントした内容が掲載されました。

日本経済新聞（夕刊） 6月  2日 兵庫医科大学 「南海トラフ想定 津波に強い新棟」と題された記事にて、兵庫医科大学が建設を計画している
新教育研究棟の、南海トラフ地震による津波への対策についての内容が掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 6月  3日 看護学部 神崎 初美教授
ウリ、し題と』療治のチマウリ節関『、てにーナーコ」座講携連学大4イアーポ信通スパンャキ「

マチ患者さんを看護する看護師の判断能力や質が向上するプログラムなどについて、寄稿し
た内容が掲載されました。

共同通信、日本経済新聞（朝刊）、
毎日新聞（朝刊）、産経新聞（朝刊）、
神戸新聞（朝刊）、佐賀新聞

6月  4日 免疫学・医動物学 善本 知広主任教授 アレルギー発症に特定のタンパク質（TSLP）が関与していることを発見し、その研究内容など
が掲載されました。

プレジデント Family 6月  5日 小児科 服部 益治教授
「夜尿症」に関する記事にて、夜尿症の原因である『多尿型』と『膀胱型』についてや、それぞれ
の患者さんの見分け方、家庭でもできる対応方法などについて、解説した内容が掲載されま
した。

神戸新聞（朝刊） 6月  6日 公衆衛生学 島 正之主任教授
「PM2.5 健康影響調査」と題された記事にて、全国で初めて調査した「妊娠中にPM2.5にさらさ
れた母と子の、アレルギー・ぜんそく発症などへの影響」について、解説した内容が掲載されま
した。

神戸新聞（朝刊） 6月  6日 兵庫医科大学 兵庫医療大学 「兵庫の大学へ行こう2015」と題された特集にて、兵庫医科大学や病院と連携して次代の医療
人を育成する兵庫医療大学について、全面記事が掲載されました。

コープ神戸
（ステーション7月号） 6月10日 小児科 服部 益治教授 「かくれ脱水と熱中症」に関する記事にて、熱中症の原因である脱水症状についてや、熱中症

の対処法などについて解説した内容が掲載されました。

毎日新聞（朝刊） 6月10日 看護学部 笹川 寿美准教授
「キャンパス通信ポーアイ4大学連携講座」コーナーにて、『外来のがん患者増加』と題し、患
者個々に必要な看護についてや、チームでアプローチしていくことの重要性などについて、
寄稿した内容が掲載されました。

日本経済新聞（朝刊） 6月12日 兵庫医科大学 「南海トラフ想定 津波に強い新棟」と題された記事にて、兵庫医科大学が建設を計画してい
る新教育研究棟の、南海トラフ地震による津波への対策についての内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 6月12日 心臓血管外科 宇都宮 明美看護師 「心臓手術の不安をケア」と題した記事にて、手術の不安を解消する看護外来の必要性などに
ついて、コメントした内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 6月14日 生理学 生体情報部門
西崎 知之主任教授

リノール酸を改良した物質がうつの改善に役立つと動物実験によって明らかにしたという
内容が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 6月16日 免疫学・医動物学 善本 知広主任教授 アレルギー発症に特定のタンパク質（TSLP）が関与していることを発見し、その研究内容な
どが掲載されました。

リビング神戸北、東、中央 6月21日 兵庫医科大学病院 人間ドック実施機関として兵庫医科大学病院が掲載されました。

日本農業新聞 6月25日 皮膚科 夏秋 優准教授 「虫刺され」に関する記事にて、刺された際の対処法や被害を防ぐ方法などについて、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） 6月27日 糖尿病・内分泌・代謝内科

森脇 優司教授
「保存版 健康質問箱」のコーナーにて監修を行った、昔ながらの体の常識ウソ？ホント？ 
vol.7【痛風とビール】と題された記事が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 6月28日 小児科 服部 益治教授 「かくれ脱水」に関する記事にて、服部益治教授が完成させた「かくれ脱水チェックシート」
について掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 6月30日 消化管内科 三輪 洋人主任教授 「機能性ディスペプシア」に関する記事にて、診療ガイドライン完成による診療の改善につい
て、コメントした内容が掲載されました。

日刊ゲンダイ 7月  1日 小児科 服部 益治教授 「夜尿症」に関する記事にて、夜尿症になる原因や治療法などについて解説した内容が掲載されました。

毎日新聞（夕刊) 7月  2日 臨床遺伝部 振津 かつみ助教 振津かつみ助教が「チェルノブイリ・ヒバクシャ支援関西」のメンバーとして活動している
内容について掲載されました。

読売新聞（朝刊） 7月  6日 兵庫医科大学病院 「病院の実力」(関節リウマチ)において、兵庫医科大学病院の治療実績(2013年)が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 7月12日 救命救急センター 上田敬博助教 「ひょうごの医療」コーナーにて、「やけど」の症状や培養表皮移植の治療などについて解説
した内容が掲載されました。

神戸新聞（朝刊） 7月13日 肝・胆・膵内科 西口 修平主任教授 7月28日の世界肝炎デーにちなんだ特集記事にて、肝がんの発症経路や、日本の肝がん患者
の現状、治療法などについて解説した記事が掲載されました。

神戸新聞（朝刊）
毎日新聞（朝刊） 7月14日 心臓血管外科 宮本 裕治主任教授 7月13日に開催された神戸国際医療交流財団主催の市民健康講座にて、植え込み型人工心臓

の移植について説明した内容などが掲載されました。

放送局 番組 掲載日 関連者 概要

NHK 「ニュース神戸発」 6月  5日 免疫学・医動物学
善本知広主任教授

アレルギー発症に特定のタンパク質（TSLP）が関与していることを発見し、その研究内容
が放送されました。

毎日放送 「ちちんぷいぷい」 6月  9日 皮膚科 夏秋優准教授 アオバアリガタハネカクシ（やけど虫）による皮膚炎の対処法などについて、解説した内
容が放送されました。

NHK 「NHKニュース7」 6月19日 小児科 服部益治教授 熱中症に関して、6月・7月の危険性や発生理由などについて、解説した内容が放送されました。

毎日放送 「医のココロ」 6月21日 乳腺・内分泌外科
三好康雄教授

乳がんの外科的治療に関して、乳房が温存できる目安や乳房再建術などについて、解説
した内容が放送されました。

朝日放送 「おはよう朝日です」 6月24日 耳鼻咽喉科 任智美講師 味覚障害について特集したコーナーにて、症状や原因などについて解説した内容が放送
されました。

NHK 「視点・論点」 7月  3日 小児科 服部益治教授 熱中症に関して、なりやすい人の特徴、予防対策、発病した際の処置などについて、解説
した内容が放送されました。

NHK 「ぐるっと関西おひるまえ」 7月  3日 小児科 服部益治教授 熱中症の一歩手前の症状であるかくれ脱水に関して、症状、見分け方、普段からの予防な
どについて、解説した内容が放送されました。

サンテレビ 「子育て情報ランド」 7月12日 産科婦人科 和田龍助教 不妊症に関して、定義や原因、夫婦のモチベーションをそろえる大切さなどについて、
解説した内容が放送されました。

毎日放送 「夢の扉＋」 7月13日
神経再生研究部門
松山知弘研究所教授
血液内科学 相馬俊裕准教授

脳梗塞で死んだ細胞をよみがえらせる研究を行う、先端医療センター 再生医療研究部の
田口明彦部長の研究内容や人柄などについて、コメントをした内容が放送されました。

毎日放送 「ちちんぷいぷい」 7月22日 小児科 服部益治教授 行き過ぎた清潔文化に関する特集にて、ヘルペスの一種であるサイトメガロウィルスが
胎児に与える影響などについて、解説した内容が放送されました。



　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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8年目

0120-6123-67（フリーダイヤル）

人間ドックの充実・強化に向けて人間ドックの充実・強化に向けて

兵庫医科大学健康医学クリニック兵庫医科大学健康医学クリニック
4 月4月
平成27年平成 27年

開設！開設！

お問合せ：0120-682-701お問合せ：0120-682-701

3日
兵庫医科大学病院 市民健康講座「病院で入院する前には口腔のチェックを」
兵庫医療大学 社会人スキル対策講座（看護学部３年生対象）

5日 ささやま医療センター 第１回クリニカルパス大会

8日～12日
兵庫医科大学 チーム医療演習（チュートリアル）

（兵庫医科大学3年、兵庫医療大学3学部4年）兵庫医療大学
11日 兵庫医科大学病院 第２４回フロンティア医療セミナー
12日 兵庫医科大学 大学院前期入学試験

16日～19日 ささやま老人保健施設 敬老会

16日～18日
兵庫医科大学

第１学年次４学部合同チュートリアル
兵庫医療大学

17日 兵庫医科大学病院 市民健康講座「うつ病支援と自殺予防 －つながる・支える・いのちと心 －」
20日 兵庫医療大学 秋季学位授与式

25日～29日 学校法人兵庫医科大学 学校法人兵庫医科大学中医薬孔子学院「孔子学院の日」
26日 兵庫医科大学病院 防災訓練
27日 兵庫医療大学 大学院入学試験（薬学研究科・看護学研究科・医療科学研究科）
28日 ささやま医療センター 環境整備

日未定 ささやま医療センター 消防訓練

9月

1日 学校法人兵庫医科大学 認定看護師教育課程 入学式
3日 兵庫医科大学 大学院前期入学試験合格発表
4日 兵庫医療大学 保護者懇談会
8日 兵庫医療大学 大学院入学試験合格発表（薬学研究科・看護学研究科・医療科学研究科）
9日 兵庫医科大学病院 第２５回フロンティア医療セミナー

12日 兵庫医療大学 ホームカミングデイ
13日 兵庫医療大学 職業理解イベント

12日～13日 兵庫医療大学 海梟祭（大学祭）
21日 兵庫医科大学 篤志解剖体慰霊祭

10月

※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。

平成２６年９月～１０月 行 事 予 定主な

神戸新聞（朝刊） 7月17日 脳神経外科 吉村 紳一主任教授 兵庫医科大学病院 脳卒中センターの開設について、センターでの取り組みや脳梗塞の治療
についてコメントした内容などが掲載されました。

読売新聞（朝刊） 7月19日 小児科 服部 益治教授 高齢者の熱中症予防に関する記事にて、水分補給のタイミングについてコメントした内容な
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） 7月25日 小児科 服部 益治教授 「保存版 健康質問箱」のコーナーにて監修を行った、昔ながらの体の常識ウソ？ホント？ 

vol.8【風邪と入浴】と題された記事が掲載されました。

読売新聞（朝刊） 7月26日 兵庫医科大学 兵庫医療大学 「大学の実力」(学部別 卒業生の進路)において、兵庫医科大学と兵庫医療大学の実績(2013年
5月1日)が掲載されました。

JAFMate 8・9月号 小児科 服部 益治教授 「運転中の熱中症」を特集した記事にて、症状や対処法などについてコメントした内容が掲載
されました。

読売新聞（朝刊） 7月31日 小児科 服部 益治教授 熱中症を予防する方法について紹介した記事にて、水分補給の重要性や補給方法などにつ
いてコメントした内容が掲載されました。

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。
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印刷・製本／株式会社ゼネラルアサヒ

 急性医療総合センター の各階東側に設けられているラ
ウンジは、全面ガラス張りの明るく開放的な空間で、武庫
川の流れを望むことができます。

 常に緊張が続く医療スタッフがホッ と一息をつけるよ
うに設けられており、休憩中のスタッフの笑顔があふれ
ています。ここでリフレッシュ して英気を養っ た後はま
た、患者さんの命と向き合う現場に戻っていきます。

急性医療総合センター ラウンジ

探大学 訪

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

〒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-anniv.com/）か募金推進室（TEL：0120-456-991）までお問い合わせください。


