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　日本人の三大死因で
ある、がん、心疾患、脳
血管疾患。これらの疾病
やそのリスクを早期に
発見し治療するために
必要なのが、健康診断や
人間ドックです。特に、
検査項目が多く、より精
密で総合的な判断が可
能な人間ドックの役割
は、年々 大 きくな って
います。

　平成２７年３月２３日、晴天に恵まれた
中、兵庫医科大学健康医学クリニック竣工式
を挙行しました。
　竣工式では、健康医学クリニックが無事竣
工したことに対し、新家理事長より、工事関
係者や自治体の皆さま、学内関係者への御礼
が述べられました。
　また、西宮市 副市長 松永 博様、鹿島建設株
式会社 専務執行役員 関西支店長 押味 至一様
よりご祝辞をいただき、健康医学クリニック
に対するご期待のお言葉をうけ、より一層地
域の皆さんに貢献できるよう決意を新たに
しました。
　竣工式の後には、関係者および教職員向け
の内覧会が実施されました。

ＰＥＴセンターの南側に新築された建物
は、鉄筋コンクリート３階建ての耐震構造。
６台分の駐車スペースがあります。

　兵庫医科大学でも、病気の“予防”により力を入れるとい
う方針のもと、従来の健診部門の規模を拡大し、最新の検査
機器を導入した「兵庫医科大学健康医学クリニック」を開設
しました。大学病院との緊密な連携により適切な治療を行
うとともに、地域の連携病院等とともに治療・指導を行っ
ていきます。また、了承を得たうえで、健診データを大学の
研究などに活用させていただき、その成果を役立てることで、
地域住民の健康維持・増進を図ります。

兵庫医科大学 健康医学ク リニック開設
～地域の健康を支える予防医学の充実 に向けて～

年々大きくなる、人間ドックの役割

兵庫医科大学が目指すこと

特 集
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平成２７年
４月１日
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病気の早期発見・予防という
観点から地域医療に貢献

特定機能病院
がん診療連携拠点病院
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人間ドックの受診者数の推移
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人間ドックの受診者数は、１９８４年の４１万人か
ら２０１３年には３０３万人と約７．４倍に増加して
いる。（日本人間ドック学会「２０１３年人間ドック
の現況」を基に作成）

テープカットの様子

神主による祝詞奏上

新家理事長による挨拶

内覧会の様子
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健康医学クリニック１階には、開業医と同じ役割を担う内科外来を開設しました。大学病院での治療を終えた患者さん
など、希望される方については、予約制で診療を行います。

健康医学クリニックには、兵庫医科
大学名誉教授である山本 徹也院長を
はじめとする専属医師が常駐。内視
鏡や放射線、超音波などは大学病院の
ベテラン専門医や技師が担当します。

検査の結果、医療機関の受診が必要と
判断された場合は、兵庫医科大学病院
や関連病院との連携により、迅速に
診断・治療に移ることができます。

高度な医療を提供する
兵庫医科大学病院
との連携で安心健康医学クリニックでの人間ドックには、標準ドッ

クとレディースドックの２種の基本コースを用意
しています。標準ドックは、血圧・血液検査や尿検
査、胸部Ｘ線、心電図、腹部エコーなど一般的な検
査。レディースドックは、それらに加えて乳がん、
子宮がん、骨密度検査が加わります。また、オプショ
ンとして、循環器ドック、脳ドック、がん検診、Ｐ
ＥＴ検査などを付け加えることができます。オプ
ション検査のみを受けることも可能です。

基本コースは2種。
自分に合った

オプションも追加可能

生活習慣が乱れがちになるのは、
働き盛りの３０～４０歳代くらい
から。この時期からの予防を心が
けていただけるよう、働 いてい
る方でも受診しやすいよう受診
時間などを設定しています。

忙しい人でも便利！
ライフスタイルに
合わせたサービス

特 集 兵庫医科大学 健康医学クリニック開設

兵庫医科大学健康医学クリニック

人間ドックの特色

朝は７時３０分から！
７時３０分～、

９時～、１３時～の
３部制で、受診時間

が選べます。

健診の受付は３階で行います。予約時間の３０分前か
ら受付を開始し、受診コースなどの確認を行います。

更衣室で健診着に着
替えていただいた後、
２階へ移動していた
だきます。健診の間
は職員がエスコート
するので、初めての
方でも安心です。

検査フロアには、３つの診察室と４つの内視
鏡室があるほか、ＣＴ室や胸部Ｘ線室など、
最新の設備を導入しています。これまでの
健診センターに比べ、一度に多くの受診者に
対応できるよう、ゆったりとした空間で健
診を受けていただけます。

心電図や腹部エコーなどを行います

低線量で高画質な画像撮影が可能です

１６列マルチスライスＣＴを導入しています

待ち時間短縮のため４室を設置しています

健康医学クリニックでは、高級感のある落ち着いた雰囲気の待合室や、明るく清潔感のある検査フロ
アなど、建物の内装や雰囲気に気を配っているほか、健診の間は職員がエスコートして待ち時間を
なるべく少なくするなど、リラックスして検査を受けていただけるように配慮しています。

リラックスできるスペースと
最新の設備

3階 人間ドック 受付・更衣室

2階 人間ドック 診察室・検査室

人間ドックのお申込み・お問合せ

受付時間：月〜金 9:00 〜 16:00
　　　　　第 1・3・5 土曜日 9:00 〜 12:00

検診時間 月 火 水 木 金 土 日

7時30分〜
9時〜
13時〜

■検診日時 （完全予約制）

1 部
2 部
3 部 レディースデイ

0120-682-701（直通）

※祝祭日、創立記念日（11月22日）、年末年始（12月29日〜1月3日）は除きます。

土・日も実施！
土曜日・日曜日も平
日と同じように健診
を実施しています。

レディースデイも！
水曜日はレディース
デイとし、できる限
り女性スタッフが

対応します。

診察時間 月 火 水 木 金 土 日

8時30分〜12時

■診察時間 （予約制）

※第１・第３・第５土曜日のみ診察

第２・第４土曜日、日曜日、祝祭日、本学創立記念日（11月22日）、
年末年始（12月29日〜1月3日）
8時〜11時 

【休診日】

【受付時間】

※

内科外来

検査室 ＣＴ室

内視鏡室
マンモ

グラフィー室

応接室
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　臨床実習にのぞむ４年生を対象に、
３−３講義室にて白衣授与式が執り行
われました。校章と氏名の刺繍された
白衣が教授陣より一人ひとりに着せ掛
けられ、激励の言葉とともに固い握手
を交わしました。医師の職業倫理につ
いて書かれた「ヒポクラテスの誓い」を
唱和し、医学の道を進む決意を新たに
しました。

■兵庫医科大学2/21 白衣授与式

　 １ 号 館 １ 階 ロ ビーにて 患 者 サー
ビ ス 向 上 委 員 会 主 催 のク リ ス マ ス
コンサートを開催しました。演奏家
グ ループ「AMADEUS」の 皆 さんに
よるバイオリン・エレクトーンの演
奏に加え、恒例となった兵庫医科大
学病院の耳鼻咽喉科・頭頸部外科医
師3名 で 結 成 されたド ク ターバ ン ド

「O
オ ト ー リ ー ノ ー ラ リ ン ゴ ー ル ズ
TO-RHINO-LARYNGOLS」も白衣姿で登場し、ギターやエレクトーン

の弾き語りで会場を魅了しました。
　クリスマスにちなんだ曲を観客の皆さんと一緒に合唱し、楽しいひと時
を過ごすことができました。

■兵庫医科大学病院12/20 クリスマスコンサート

　大学行事実行委員会主催のクリスマスイルミネーション点灯式を、アリー
ナ前で開催しました。寒空の下、観覧に訪れた学生が見守る中、正門付近が
イルミネーションで彩られました。
　その後、JAZZバンド部によるクリスマスLIVEを行い、サンタクロース
やトナカイに扮した学生が、ハンドベルなどを使ってクリスマスに相応し
い楽曲を演奏し、参加した学生と楽しいひと時を過ごしました。

■兵庫医療大学12/12 クリスマスイルミネーション 点灯式 ＆ 
JAZZバンド部 クリスマスLIVE～

　平成記念会館において第１０回レク
チャーシップ 知の創造を開催しまし
た。毎年、知の創造者とも言われる研究
者を学外からお招きし、最新の医学研
究についてご講演を頂くもので、今年
度は東京大学大学院医学系研究科 分子
生物学分野 教授の水島 昇先生に「オー
トファジーの生理的意義と分子機構」を
テーマにご講演いただきました。

■兵庫医科大学1/29 第１０回レクチャーシップ 知の創造
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第３８回卒業式
　平成２７年３月５日、平成記念会館において兵庫医科大
学第３８回卒業式が執り行われました。卒業生１０１名、
一人ひとりに中西学長より学位記が手渡され、卒業生は６
年間の思い出を胸に兵庫医科大学を巣立ちました。
　中西学長の式辞では、「建学の精神を忘れず、医の倫理、
生命の倫理を厳守してください。患者さんの健康と生命を
優先し、自分に厳しく患者さんに優しい、深い愛を持った
医師になってください」と激励の言葉が贈られました。
　卒業生には、中西学長をはじめご来賓の方々、後輩など
から祝福の言葉が贈られました。

　平成２７年４月３日、平成記念会館において平成２７年度兵
庫医科大学 学部・大学院合同入学式が執り行われ、医学部生
１１２名、大学院生４３名が、期待を胸に兵庫医科大学に入学し
ました。
　中西学長からは「兵庫医科大学の学生であることに胸をとき
めかせ、自分ができることを精いっぱい行ってください。素晴
らしい仲間ができ、仲間と力を合わせることで思いもよらな
かった夢が叶っていくことでしょう。また、大学院で研究をス
タートする皆さんは、キラリと光る独自の研究をしてください。
研究ほど楽しくワクワクすることはありません。研究者が守るべき行動規範を忘れずにいてください。学問、
研究に励み、我々の意思を受け継いで本学を更に発展させていってください」と激励の言葉が贈られました。
　入学宣誓では、１人ずつ名前が読み上げられた新入生がやや緊張した面持ちで登壇し、誓約書を中西学長に
提出しました。その後、大学院生による入学宣誓、来賓祝辞、校歌斉唱が行われ、新入生は兵庫医科大学生とし
ての第一歩を踏み出しました。

平成２６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
秀な成績を収め
た学生に贈られ
る賞です。

入 学 式 終 了 後、平
成26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
成績を収めた学生
に中西学長より成
績優秀賞が授与さ
れました。

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
贈られる賞です。

成績優秀賞授与に引
き続き、優秀プレゼン
テーション 賞 の 授 与
が行われました。この
賞は昨年度の第5学年
次プレゼンテーショ
ン試験において、特に
優れたプレゼンテー
ション を 行った 学 生
に贈られる賞です。

森村賞

成績優秀賞

祝辞入学宣誓

学生会活動功労賞

第１０９回　医師国家試験結果

平成２７年度 入学試験結果

　平成２６年度卒業生が挑んだ第１０９回医師国家試験について、試験結果をお伝えします。
兵庫医科大学の新卒者合格率は９８％ 、既卒を含めた合格率は９７. ２％となり、全国の私立医科大学２９校中
で３位でした。

38期生の主な臨床研修先は次の通りです。

第１０９回 医師国家試験　試験日：平成２７年２月７〜９日　発表日：平成２７年３月１８日

一般入学試験 募集人数：約７４名

大学入試センター試験利用入学試験（前期）
募集人数：約１５名   

大学入試センター試験利用入学試験（後期）
募集人数：約３名

本学 全国
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率

新卒者 101名 99名 98.0% 8,250名 7,798名 94.5%
既卒者 5名 4名 80.0% 807名 460名 57.0%

総数 106名 103名 97.2% 9,057名 8,258名 91.2%
会場 志願者数 受験者数 1次試験

合格者数
正規

合格者数 倍率

大阪会場 1,364名 1,313名

377名 75名 25.3倍
東京会場 328名 302名
福岡会場 297名 283名

合計 1,989名 1,898名

志願者数 受験者数 1次試験
合格者数

正規
合格者数 倍率

811名 803名 264名 30名 26.8倍

志願者数 受験者数 1次試験
合格者数

正規
合格者数 倍率

28名 27名 11名 ５名 5.4倍

第108回（昨年）本学 第108回（昨年）全国
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率

新卒者 101名 99名 98.0% 7,749名 7,275名 93.9%
既卒者 13名 10名 76.9% 883名 545名 61.7%

総数 114名 109名 95.6% 8,632名 7,820名 90.6%

在学生代表送辞
佐々木 絢子さん

中西 憲司 学長

卒業生代表答辞 今中 智子さん

学部入学生代表
須原 玲奈さん

大学院入学生代表
織原 良行さん

兵庫医療大学
馬場 明道 学長

後援会
米田 秀志 会長 校歌斉唱

記念植樹 お祝いに駆け付けた後輩たちと記念撮影

吉積 一樹さん

左から　　
1年 津田 悠さん、2年 丸太 哲也さん、
3年 山田 薫さん、5年 坂井 博明さん

（4年 福田 郁恵さんは欠席のため後日表彰されました）

藤田 理奈さん松岡 未奈巳さん 竹内 真理子さん

兵庫医科大学病院
神戸市立医療センター中央市民病院
関西医科大学附属枚方病院
京都大学医学部附属病院
国立病院機構大阪医療センター
神戸大学医学部附属病院
倉敷中央病院
医療法人明和病院
公立宍粟総合病院
福井県済生会病院
岐阜大学医学部附属病院

名古屋大学医学部附属病院
名古屋市立大学病院
半田市立半田病院
豊田厚生病院
一宮市立市民病院
三重大学医学部附属病院
社会医療法人愛仁会高槻病院
大阪市立総合医療センター
大阪府済生会中津病院
大阪市立大学医学部附属病院
兵庫県立尼崎病院

公立学校共済組合近畿中央病院
西脇市立西脇病院
姫路赤十字病院
松江市立病院
広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院
沖縄県立中部病院
赤穂市民病院
宝塚市立病院
和歌山県立医科大学附属病院

左から
三根 実穂子さん、朴 淳姫さん、
大野 博章さん

式辞

優秀プレゼンテーション賞

１次試験 １次試験

２次試験 ２次試験

試験期日：平成２７年大学入試センター試験日
合格者発表：平成２７年２月１２日 

試験期日：平成２７年大学入試センター試験日
合格者発表：平成２７年３月９日

１次試験

２次試験

試験期日：平成２７年１月２１日
合格者発表：平成２７年１月２９日

試験期日：平成２７年１月３１日または２月１日の選択制
合格者発表：平成２７年２月６日

試験期日：平成２７年２月１６日
合格者発表：平成２７年２月２０日

試験期日：平成２７年３月１６日
合格者発表：平成２７年３月１９日 

平成２７年度 学部・大学院合同入学式
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副学長（診療担当）就任挨拶 〈４月１日就任〉

入試センター長就任挨拶 〈４月１日就任〉

主任教授就任挨拶 〈４月１日就任〉

　平成２７年４月１日付で、診療担当副学長を拝命し
ました。小職は平成１２年１月に大阪大学から本学
に移籍し、爾来１４年間にわたって糖尿病・内分泌・
代謝学の教育・研究・診療に従事するとともに、平成
２１年からの５年間は兵庫医科大学病院の副院長お

　この度、４１年間の本学での奉職を終えられて定
年退職されました関真先生の後任として、兵庫医科
大学入試センター長を拝命致しました。教務部長に
引き続く重責であり、兵庫医科大学のため全力を尽く
す所存であります。この数年は入試担当理事として

　このたび、解剖学講座細胞生物部門の主任教授を拝
命いたしました。私は、平成４年に大阪大学を卒業後、
内科研修を２年間行いました。大阪大学大学院に入
学後、遺伝子欠損マウスの解析を通じ基礎研究の面白
さを実感しました。大学院修了時に研究を続ける決

よび法人の経営企画担当理事として、本学の運営のお
手伝いもしてまいりました。平成２６年に兵庫医科
大学病院長に就任し、本院の診療内容の拡充、医療安
全の確立、病院経営と職域環境の改善に注力しており
ます。大学病院の診療現場は、そのまま卒前・卒後の
医学教育の場でもあり、さまざまな医療職たちが、よ
り高い専門医療職を目指して臨床研究を展開する場
でもあります。
　地域はもちろん、『世界に向けてその成果を発信す
る』大学病院、そして『より開かれて』いながら、『よ
り高い倫理性』が担保された大学病院を目指して中西
学長のもと、他の副学長の方々と手を携えて努力す
る所存ですので、ご支援の程お願い申しあげます。

本学入試を見て参りましたが、より実践的な立場で
関わることになりました。
　入試センター長は、入試制度の中長期的・総合的な
企画立案、及び入試広報活動に関する業務という大き
な２つの責務を担っております。兵庫医科大学の建
学の精神を実現しうる有為な医師を育てるためには、
高い可能性を持ち意欲に溢れた学生を入学させるこ
とが非常に重要であります。発展を続ける兵庫医科
大学の良い点をアピールして、入試の広報活動を推進
していきます。また、より質の高い集団から適切な学
生を選抜出来るよう、入試制度のさらなる改善に向
けて検討を続けていきたいと考えています。皆様の
ご協力を心よりお願い申し上げます。

意をし、中枢神経系の発生・発達を対象に解析を行っ
てきました。今後も、発生・発達の解析から神経系の
病態に迫る研究を行い、医学の発展に微力ながら貢献
したいと考えております。
　教育につきまして、解剖学は医学の知識を構築す
るための基礎となる部分であるとの信念のもと、組
織学、神経解剖学、肉眼解剖学の教育に携わってきま
した。今後も、解剖学教育を通じて、知識を有するの
みでなく、心豊かな良き医師を輩出できるよう努力
します。教育・研究を通じて、当教室のみならず、本
学の発展に貢献できるよう精勤いたしますので、今
後とも、ご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上
げます。

兵庫医科大学病院長
難波 光義

解剖学神経科学部門
野口 光一

解剖学細胞生物部門
八木 秀司

内科学神経・脳卒中科
武田 正中

昭和59年	
昭和59年	
昭和61年	
昭和61年	
昭和63年	
平成7年	
平成15年	
平成18年	
平成19年

3月
6月
1月
7月
12月
10月
12月
4月
2月

兵庫医科大学医学部	卒業	 	 	 	 	 	
兵庫医科大学病院第五内科	臨床研修医	 	 	 	 	
今井病院内科医師勤務		 	 	 	 	 	
兵庫医科大学病院第五内科	医員	 	 	 	 	 	
兵庫医科大学内科学第5講座	助手		 	 	 	 	
兵庫医科大学内科学第5講座	学内講師	 	 	 	 	
兵庫医科大学内科学講座（神経、SCU科）	講師	 	 	 	
兵庫医科大学内科学講座（神経・SCU科）	助教授
兵庫医科大学内科学講座（神経・脳卒中科）	准教授

略歴

〈４月１日就任〉

産科婦人科学
澤井 英明

昭和59年	
昭和59年	
昭和60年	
昭和61年	
昭和62年	
昭和63年	
平成元年
	
平成8年	
平成11年	
平成18年	
	
平成22年	

3月
6月
6月
6月
7月
1月
6月

4月
4月
1月

4月

高知医科大学（現	高知大学）医学部医学科	卒業	 	 	
兵庫医科大学病院産婦人科	臨床研修医	 	 	 	 	
宝塚市立病院産婦人科	医員	 	 	 	 	 	
医療法人景岳会南大阪病院産婦人科医員	 	 	 	 	
兵庫医科大学病院産科婦人科	医員	 	 	 	 	
九州大学生体防御医学研究所感染防御学分野研究生	 	 	 	
兵庫医科大学	産科婦人科学	助手	 	 	 	 	 	

メディテック・インターナショナル株式会社	医薬品研究開発部門・メディカルディレクター	
兵庫医科大学産科婦人科学助手	 	 	 	 	 	
京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻	 	 	 	
遺伝カウンセラー・コーディネータユニット科学技術振興	助教授	 	 	
兵庫医科大学産科婦人科学	准教授	 	

略歴

〈２月１日就任〉

遺伝学
中野 芳朗

昭和57年	
昭和59年	
昭和63年	
	
昭和63年	
平成4年	
平成6年	

平成11年	
平成12年	
平成14年	
平成15年	
平成18年	
平成22年
平成23年	

3月
3月
3月
4月
12月
1月
10月

10月
6月
10月
4月
11月
6月
4月

東京農工大学農学部植物防疫学科	卒業
大阪大学大学院医学研究科修士課程修了（腫瘍ウィルス部門）	
大阪大学大学院医学研究科博士課程修了（発癌遺伝子部門）
大阪大学研究生（発癌遺伝子部門）		
Imperial	Cancer	Research	Fund,	Developmental	Biology	Unit,	Postdoctoral	Fellow	
三菱化学	生命科学研究所神経発生研究室	副主任研究員
科学技術振興事業団・創造科学推進事業
山元行動進化プロジェクト進化グループリーダーとしてハワイ大学に出稿	 	
三菱化学	生命科学研究所先端研究部門	副主任研究員	 	 	 	
University	of	Sheffield,	Centre	for	Developmental	Genetics,	Senior	Research	Fellow	
兵庫医科大学遺伝学講座	助手	 	 	 	 	 	
兵庫医科大学遺伝学講座	学内講師	 	 	 	 	
兵庫医科大学遺伝学講座	講師	 	 	 	 	 	
兵庫医科大学遺伝学講座	准教授A
兵庫医科大学遺伝学講座	准教授	

略歴

〈２月１日就任〉

平成3年10月～平成4年12月	米国ピッツバーグ大学客員研究員

教授就任

心臓血管外科学
光野 正孝

昭和58年
昭和58年	
昭和59年	
昭和61年
昭和62年
平成	3年
平成	3年	
平成	5年
平成	8年	
平成10年
平成13年
平成14年
平成17年

3月
4月
7月
7月
4月
3月
7月
7月
1月
6月
7月
7月
4月

大阪大学医学部医学科卒業
大阪大学医学部第一外科に入局
紀南総合病院外科
　　　　　　同　心臓血管外科
大阪大学医学部第一外科に帰局
大阪大学大学院医学科博士課程修了
米国ワシントン大学research	fellow
大阪大学医学部第一外科に帰局
大阪警察病院心臓血管外科医長
桜橋渡辺病院心臓血管外科医長
国立療養所愛媛病院心臓血管外科
　　　　　　　　　同　医長（科長）
兵庫医科大学循環器外科助教授

略歴

〈２月１日就任〉
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兵庫医科大学 兵庫医科大学

項目 現行 改正後 施行日
新設 医療統計学 H26.12.1
新設 臨床疫学 H26.12.1
名称変更 免疫学・医動物学 免疫学 H27.4.1
名称変更 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 H27.4.1
学科目の講座変更 学科目：臨床検査医学 講座：臨床検査医学 H26.12.1

助成団体名 研究課題名 研究者 交付額

(公財)内藤記念科学振興財団 HIS on MIP Images Of Carotid Atherosclerotic Plaques Detected by 
Routine 3DMRA Are Associated With Ischemic Strokes 山田 清文 300

(公財)上原記念生命科学財団 経皮感作食物アレルギー発症機序の解明 善本 知広 5,000

(公財)がん研究振興財団 悪性胸膜中皮腫患者における外科手術前後の身体運動機能および健康
関連QOLの変化についての検討 田中 隆史 500

財団法人等各種団体による研究助成金等の交付状況
（単位：千円）

　平成２７年３月１８日、平成２６年度末で定年退
職される３名の教授の退職記念講演会が３−１講義
室にて行われ、多数の学生や教職員が聴講しました 。
　講演終了後には教授方の長年のご功労を称え学生
の代表者などから花束が贈呈されました 。

兵庫医科大学学則の一部改正により講座の新設･名称変更等が実施されます 。主な変更は以下の通りです 。

「過ぎ来し方を想う」 「神経細胞を追い続けて４０年」 「 HP meets IBD」

退職記念講演会が行われました

講座の新設・名称変更について　

関 真 主任教授
解剖学（細胞生物部門）

早川 徹 教授
解剖学（細胞生物部門）

福田 能啓 主任教授
地域総合医療学

　平成２７年２月７日、８日に 、「７大学連携先端的がん教育基盤創造プラン」の研究者養成部門の一環
として 、第３回国際シンポジウムがシェ ラトン都ホテル大阪にて開催されました 。今年で３回目となる
このシンポジウムは、国内外のがん領域における基礎・臨床研究に従事する若手医師及びがん専門メディ
カルスタ ッ フを招聘し 、研究発表を通じて交流するもので 、今年度は７日に１４０名、８日に１２５名
と過去２年間を上回る参加者数を記録し、成功裏に終了しました 。
　なお 、本学からは内科学呼吸器内科 大搗 泰一郎助教が講演を 、放射線医学 上紺屋 憲彦教授が 、放射
線腫瘍学部門セッ ショ ンの座長を担当しました 。また 、「７大学連携先端的がん教育基盤創造プラン」の
部門責任者である内科学呼吸器内科 中野 孝司主任教授が閉会の挨拶をされました 。

　新教育研究棟（仮称）の工事に先立ち 、５号
館南の中庭にある 、卒業生による記念樹の移
植作業が開始されました 。記念樹は平成記念
会館へ移植され 、今後は平成記念会館で 、入学
式に臨む新入生を満開の桜で迎えてくれるこ
ととなります 。

７大学連携先端的がん教育基盤創造プラン
研究者養成部門 第３回国際シンポジウム

卒業記念樹 移植

教授就任

医療統計学
大門 貴志

平成15年	
平成15年	
平成17年	
平成20年	
平成21年	
平成24年	
平成26年	
平成26年

3月
4月
7月
4月
9月
7月
8月
12月

大阪大学大学院基礎工学研究科情報数理系専攻統計数理講座博士後期課程修了		
先端医療振興財団臨床研究情報センター臨床研究運営部	研究員	 	 	
静岡県立大学薬学部医療薬学大講座医薬品情報解析学分野	講師	 	 	
兵庫医科大学医学部医学科数学教室	講師	 	 	 	 	
兵庫医科大学医学部医学科医学教育センター	兼務教員	 	 	 	
兵庫医科大学医学部医学科数学教室	准教授	 	 	 	 	
兵庫医科大学臨床研究支援センター	副センター長	 	 	 	
兵庫医科大学医学部医学科医療統計学教室	准教授

略歴

〈４月１日就任〉
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甲第686号 川
か わ べ

邊 睦
む つ き

記
医科学専攻

器官・代謝制御系
口腔科学

Expression of interleukin-34 and colony stimulating factor-1 in the stimulated 
periodontal ligament cells with tumor necrosis factor-α

（TNF-α誘導性に歯根膜細胞が発現するインタロイキン－３４とＣＳＦ－１）
H27.3.31

甲第687号 森
もりさわ

澤 大
だいすけ

祐
医科学専攻

器官・代謝制御系
循環器病学

Hemodynamic Response to Sildenafil in Patients with Decompensated Congestive 
Heart Failure Can Be Predicted by Deceleration Time of Transmitral Flow

（非代償性うっ血性心不全患者においてシルデナフィル投与による血行動態変化は左室
拡張早期流入血流速の減衰時間により予測できる）

H27.3.31

甲第688号 三
み き

木 孝
こ う じ ろ う

次郎
医科学専攻

器官・代謝制御系
循環器病学

Impact of Post-Procedural Intravascular Ultrasound Findings on Long-Term Results 
Following Self-Expanding Nitinol Stenting in Superficial Femoral Artery Lesions

（浅大腿動脈病変へ自己拡張型ナイチノールステント留置後の長期成績における血管内
超音波検査所見の影響）

H27.3.31

甲第689号 山
やまにし

西 恭
きょうすけ

輔
医科学専攻

高次神経制御系
神経精神医学

Hepatocyte nuclear factor 4 alpha is a key factor related to depression and 
physiological homeostasis in the mouse brain

（Hepatocyte nuclear factor 4alphaはマウスの脳において、うつ病と生理的恒常性を関連
づける鍵となる要因である）

H27.3.31

甲第690号 小
お が わ

川 智
ともひろ

広
医科学専攻

器官・代謝制御系
消化管疾患学

Evaluation of discomfort during colonoscopy with conventional and ultrathin  
colonoscopes  in  ulcerative colitis patients

（潰瘍性大腸炎患者の大腸内視鏡検査における超細径スコープ（PCF-PQ260）の有用性の評価）
H27.3.31

甲第691号 尾
お さ こ

迫 貴
たかあき

章
医科学専攻

生体応答制御系
救急集中治療医学

Eicosapentaenoic Acid Decreases Histamine Receptor 1 Expression on Lung 
Microvascular Endothelial Cells and Cell Permeability during LPS stimulation.

（エイコサペンタエン酸は、LPS刺激による肺毛細血管内皮細胞上のヒスタミン受容体１
発現および細胞透過性を減少させる）

H27.3.31

甲第692号 中
なかやま

山 淳
じゅん

医科学専攻
高次神経制御系

リハビリテーション科学

Pneumatic-type dynamic traction and flexion splint for treating patients with 
extension contracture of the metacarpophalangeal joint

（MP関節伸展位拘縮患者に対する人工筋型牽引屈曲装具の治療効果）
H27.3.31

甲第693号 原
はら

 謙
けん

医科学専攻
器官・代謝制御系

消化管疾患学

Effect of REG Iα protein on angiogenesis in gastric cancer tissues
（胃癌組織における REG Iα 蛋白の血管新生に関する作用について） H27.3.31

甲第694号 吉
よしかわ

川 恭
きょうへい

平
医科学専攻

器官・代謝制御系
口腔科学

The Hippo pathway transcriptional co-activator, YAP, confers resistance to cisplatin 
in human oral squamous cell carcinoma

（ヒト口腔扁平上皮癌におけるHippoシグナル経路の転写活性化補助因子であるYAPが
もたらすシスプラチン耐性能） 

H27.3.31

報告番号 氏　　名 博　士　論　文　名 授与年月日

乙第371号 古
ふるかわ

川 雅
ま さ し

史 Psychological condition in patients with intractable Meniere’s disease
（難治性メニエール病における　精神疾患の合併に関して） H26.12.4

乙第372号 武
む と う

藤 太
た い ち ろ う

一朗 The role of basophils and proallergic cytokines, TSLP and IL-33, in cutaneously-sensitized food allergy
（経皮感作食物アレルギーにおける好塩基球とTSLP、IL-33の役割） H26.12.4

乙第373号 多
た く わ

久和 輝
てるひさ

尚 Characteristic Immunophenotype of Solid Subtype Component in Lung Adenocarcinoma
（肺腺癌の組織亜型 充実型腺癌の分子生物学的特徴） H27.1.8

乙第374号 戸
と ざ わ

澤 勝
かつゆき

之
A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Rebamipide for Gastric Mucosal Injury Taking 
Aspirin With or Without Clopidogrel

（抗血小板薬による胃粘膜傷害に対するレバミピドの有用性）
H27.2.5

乙第375号 児
こ じ ま

島 雄
ゆうすけ

介
Therapeutic Evaluation of Outpatient Submucosal Inferior Turbinate Surgery for Patients with Severe 
Allergic Rhinitis

（重症アレルギー性鼻炎に対する粘膜下下鼻甲介手術の治療効果）
H27.3.12

乙第376号 木
き だ

田 有
ありとし

利 Hemodialysis restored iron distribution that was sequestered in the spleen by bilateral nephrectomy
（両腎摘急性腎不全モデルラットにおいて脾臓に囲い込まれた鉄は血液透析により改善される） H27.3.26

学位記（乙）

兵庫医科大学

報告番号 氏　　名 専攻系 博　士　論　文　名 授与年月日

甲第670号 政
まさちか

近 江
え り こ

利子
医科学専攻

生体応答制御系
呼吸器病態学

Naftopidil Induces Apoptosis in Malignant Mesothelioma Cell Lines　Independently 
of α１-Adrenoceptor Blocking

（中皮腫細胞に対するナフトピジルのα1受容体阻害を介さないアポトーシスの誘導作用）
H26.12.31

甲第671号 三
み か み

上 浩
こ う じ

司
医科学専攻

生体応答制御系
臨床腫瘍薬剤制御学

Naftopidil Is Useful for the Treatment of Malignant Pleural Mesothelioma
（悪性胸膜中皮腫に対するナフトピジルの治療有効性の検討） H27.2.5

甲第672号 末
すえなが

永 浩
こういち

一
医科学専攻

高次神経制御系
神経内科学

Muscleblind-like 1 Knockout Mice Reveal Novel Splicing Defects　in the　Myotonic Dystrophy Brain
（Muscleblind-like 1 ノックアウトマウスを用いた筋強直性ジストロフィー脳でのスプラ
イシング異常の解析）

H27.2.5

甲第673号 藤
ふじわら

原 昌
しょうへい

平
医科学専攻

器官・代謝制御系
循環器病学 

The association between left ventricular twisting motion and mechanical 
dyssynchrony: a three-dimensional speckle tracking study

（心臓ねじれと非同期調律の関連性　経胸壁３Ｄスペックルトラッキングを用いた検討)
H27.3.12

甲第674号 池
い け だ

田（宮
みやがわ

川）慈
や す こ

子
医科学専攻

高次神経制御系
神経解剖学

Peripherally increased artemin is a key regulator of TRPA1/V1 expression in primary 
afferent neurons

（末梢組織で増加するArteminは一次知覚神経におけるTRPA1/V1発現の主要な調節因子である）
H27.3.12

甲第675号 加
か と う

藤（細
ほ そ だ

田）容
よ う こ

子
医科学専攻

器官・代謝制御系
産科学婦人科学

Methylation progress of mouse maternal imprinted genes, Lit1  and Zac1 , in primary 
follicles under in-vitro conditions

（マウス初期発育卵胞の体外培養におけるインプリント遺伝子Lit1 及びZac1 のメチル化進行度の研究）
H27.3.26

甲第676号 蓮
はすぬま

沼 英
ひ で き

樹
医科学専攻

環境病態制御系
公衆衛生学

Decline of ambient air pollution levels due to measures to control automobile emissions and 
effects on the prevalence of respiratory and allergic disorders among children in Japan.

（日本における自動車排出ガス対策による大気汚染レベルの削減と小児の呼吸器・アレル
ギー疾患有病率への改善効果）

H27.3.31

甲第677号 松
ま つ い

井 聖
きよひろ

博
医科学専攻

器官・代謝制御系
総合診療内科学

Clinical correlates of anhedonia in patients with Parkinson's disease
（パーキンソン病患者におけるアンヘドニアと臨床事項との関連） H27.3.31

甲第678号 髙
た か ぎ

木 陽
ようへい

平
医科学専攻

高次神経制御系
整形外科学

Increased horizontal shoulder abduction is associated with an increase in shoulder 
joint load in baseball pitching

（投球動作における水平外転角度の増加は肩関節負荷を増加させる）
H27.3.31

甲第679号 三
み と

戸 宏
ひろのり

典
医科学専攻

高次神経制御系
神経精神医学

The Impacts of Elevated Autism Spectrum Disorder Traits on Clinical and 
Psychosocial Features and Long-Term Treatment Outcome in Adult Patients with 
Obsessive-Compulsive Disorder

（強迫性障害患者の臨床的、社会心理的状態、そして長期治療予後に対し、高度な自閉症
スペクトラム障害傾向が及ぼす影響）

H27.3.31

甲第680号 有
ありかわ

川（福
ふくはら

原）綾
あ や こ

子
医科学専攻

高次神経制御系
神経精神医学

トウレット障害を併存する強迫性障害の臨床像；第一報 
～併存による臨床像への影響に関する多角的検討～ H27.3.31

甲第681号 角
か ど や

谷 学
まなぶ

医科学専攻
器官・代謝制御系

内分泌代謝学

Plasma Brain-Derived Neurotrophic Factor and Reverse Dipping Pattern of Nocturnal 
Blood Pressure in Patients with Cardiovascular Risk Factors

（動脈硬化リスクを有する患者における血漿BDNF値とReverse－Dipper型夜間血圧変動との関連）
H27.3.31

甲第682号 巽
たつみ

 恵
え み こ

美子

医科学専攻
高次神経制御系
耳鼻咽喉科学

・頭頸部外科学

RhoA/ROCK Pathway Mediates p38 MAPK Activation and Morphological Changes 
Downstream of P2Y12/13 Receptors in Spinal Microglia in Neuropathic Pain

（神経障害性疼痛における脊髄マイクログリアのP2Y12/13受容体を介したRhoA/ROCK
によるp38MAPK活性調節と形態変化）

H27.3.31

甲第683号 木
き む ら

村（髙
た か ぎ

木）美
み さ と

智
医科学専攻

生体応答制御系
分子遺伝医学

Enhanced antitumor efficacy of fiber-modified, midkine promoter-regulated oncolytic 
adenovirus in human malignant mesothelioma

（腫瘍溶解アデノウイルスのファイバー改変による悪性中皮腫に対する抗腫瘍効果の増強）
H27.3.31

甲第684号 曽
そ つ か

束 洋
ようへい

平
医科学専攻

生体応答制御系
形成外科学

The dawn of computer-assisted robotic osteotomy with ytterbium-doped fiber laser
（コンピューター制御によるイッテリビウムファイバーレーザーを用いたロボット骨切
り術の幕開け）

H27.3.31

甲第685号 池
い け お

尾 光
こういち

一
医科学専攻

器官・代謝制御系
消化管疾患学

Junctional adhesion molecule-A promotes proliferation and inhibits apoptosis of 
gastric cancer

（JAM-Aは胃癌の増殖を促進し、アポトーシスを抑制する）
H27.3.31

学位授与 
学位記（甲）

兵庫医科大学
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兵庫医療大学兵庫医療大学

平成２６年度 学部・大学院 学位授与式
　平成２７年３月１５日、ポートピアホールにおいて兵庫医療大学 学位
授与式を執り行い、薬学部 医療薬学科９６名、看護学部 看護学科９９名、
リハビリテーション学部 理学療法学科４６名、作業療法学科４３名、計
２８４名、大学院 看護学研究科７名、医療科学研究科９名 計１６名が、
教職員や保護者の方々に見守られながら卒業の日を迎えました。
　馬場学長の式辞では、これから社会に出ていく卒業生の皆さんにコ
ミュニケーションの重要性を説かれ、「『他者と協働して生きていく』
ことはあらゆる社会活動の中で、重要な行動規範の１つであり、コミュ
ニケーションこそがそのための必須ツールとなります。皆さんが夢
の実現を目指して悔いのない人生を送られることを祈っています」と
はなむけの言葉が贈られました。

左から
リハ学部（理）
遠藤 笙子さん
薬学部
中畑 剛さん

優秀な成績を収め、卒業した学生に贈られます。 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。

左から
リハ学部（作）
田中 美紗紀さん
リハ学部（理）
柏木 香澄さん
看護学部
大塚 奈津子さん
薬学部
清水 雄太さん

学長賞 課外活動功労賞

平成２６年度 国家試験結果
第１００回 薬剤師国家試験
試験日：平成27年2月28日、3月1日 発表日：平成27年3月27日

第１０４回 看護師国家試験
試験日：平成27年2月22日 発表日：平成27年3月25日

第１０１回 保健師国家試験 
試験日：平成27年2月20日 発表日：平成27年3月25日

第９８回 助産師国家試験 
試験日：平成27年2月19日 発表日：平成27年3月25日

第５０回 理学療法士国家試験
試験日：平成27年3月1・2日 発表日：平成27年3月30日

第５０回 作業療法士国家試験
試験日：平成27年3月1・2日 発表日：平成27年3月30日

区分
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 96名 60名 62.5％ 125名 70名 56.0％

【参考】
昨年本学 117名 60名 51.3％ 59名 26名 44.1％ 

全国 8,446名 6,136名 72.6％ 5,260名 2,794名 53.1％

区分
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 98名 98名 100.0％ 

【参考】
昨年本学 101名 101名 100.0％ 

全国 55,015名 52,547名 95.5％ 5,932名 2,324名 39.1％

区分
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 98名 98名 100.0％ 2名 2名 100.0％

【参考】
昨年本学 101名 97名 96.0％ 2名 0名 0.0％ 

全国 15,440名 15,381名 99.6％ 1,182名 1,136名 96.1％

区分
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 8名 8名 100.0％ 

【参考】
昨年本学 7名 6名 85.7％ 

全国 1,976名 1,975名 99.9％ 61名 59名 96.7％

区分
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 46名 45名 97.8％ 

【参考】
昨年本学 45名 45名 100.0％ 1名 0名 0.0％

全国 10,360名 9,233名 89.1％ 1,675名 719名 42.9％

区分
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 43名 40名 93.0％ 1名 0名 0.0％

【参考】
昨年本学 39名 38名 97.4％ 2名 2名 100.0％ 

全国 4,656名 3,981名 85.5％ 668名 144名 21.6％ 

校歌斉唱 学位記授与 学長式辞 晴れ姿の卒業生

　　　　　

平成２６年度 卒業生 就職・進学実績
平成２６年度 兵庫医療大学卒業生の就職・進学先について速報にてお知らせします。

調剤薬局・ドラッグストア

進学

【薬学部】
病院薬剤師

兵庫医科大学病院
おおくまセントラル病院
兵庫県立尼崎病院 
協立温泉病院  
協和会病院
医誠会病院
昭和病院
高石病院
岸和田徳洲会病院  
寺元記念病院 
阪堺病院 
京都伏見しみず病院 
洛西シミズ病院 
草津総合病院  
倉敷中央病院  

兵庫医療大学大学院

【看護学部 看護学科】
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
神戸大学医学部附属病院
大阪大学医学部附属病院
名古屋大学医学部附属病院
広島大学病院
日本医科大学千葉北総病院
東京女子医科大学病院
市立芦屋病院
西脇市立西脇病院
姫路循環器病センター
兵庫県立柏原病院
神戸市医療センター 西市民病院 
三菱神戸病院
北播磨総合医療センター
甲南病院
大阪府済生会千里病院
尼崎総合医療センター
尼崎医療生協病院
西神戸医療センター
製鉄記念広畑病院
姫路中央病院
北野病院
多根総合病院
大阪赤十字病院
聖路加国際病院

【リハビリテーション学部 理学療法学科】

兵庫医科大学病院
兵庫医科大学ささやま医療センター
兵庫県立加古川医療センター
公立八鹿病院
赤穂市民病院
たつの市民病院
中央市民病院
市立吹田市民病院
鳥取県立中央病院
おおくまセントラル病院
東宝塚さとう病院
西宮協立リハビリテーション病院
ポートアイランド病院
加納総合病院
第二協立病院
西記念ポートアイランドリハビリテーション病院
石川病院
明石リハビリテーション病院
社会医療法人渡邊高記念会
吉田病院附属脳血管研究所 
カノープス姫路
姫路聖マリア病院  
西川整形外科リハビリクリニック
神鋼病院
芦屋セントマリア病院

株式会社アインファーマシーズ
クラフト株式会社
株式会社阪神調剤薬局
株式会社ファーマホールディング
株式会社サエラ
株式会社アルカ
株式会社ぼうしや薬局
株式会社大新堂
株式会社グッドプランニング
株式会社ペガサスメディカル
有限会社ティエスプラン
株式会社Ｊみらいメディカル
法円坂メディカル株式会社
イング株式会社
たんぽぽ薬局株式会社
株式会社ミック
セイコーメディカルブレーン株式会社
イオンリテール株式会社
ウエルシア薬局株式会社
株式会社サンドラッグ
株式会社スギ薬局
株式会社マツモトキヨシ
株式会社ココカラファインヘルスケア
株式会社キリン堂
株式会社サンニシイチ
有限会社アルバ
株式会社ザグザグ

神戸マリナーズ厚生会病院
あんしんクリニック
のだ整形外科クリニック
Ｎクリニック
高槻病院
大阪府済生会泉尾病院
淀川キリスト教病院
関西電力病院
京都九条病院
登美ケ丘リハビリテーション病院
中谷病院
角谷整形外科病院
浜脇整形外科病院
心臓病センター榊原病院

順不同

薬学部 看護学部 リハビリテーション学部

平成２７年４月15日現在
医療薬学科 看護学科 理学療法学科 作業療法学科

26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 25年度

卒業者数 135名 136名 99名 101名 46名 45名 43名 39名

内
訳

就職者数 74名 79名 97名 101名 45名※ 45名※ 40名 37名

進学者数 1名 3名 0名 0名 2名※ 2名※ 0名 0名

その他 60名 54名 2名 0名 1名 0名 3名 1名

※就職し、且つ大学院にも進学した者をそれぞれに計上

企業・その他

アストラゼネカ株式会社
アルフレッサ日建産業株式会社
日本イーライリリー株式会社
株式会社ヤクルト
株式会社エバルス
株式会社マイクロン
学校法人医学アカデミー薬学ゼミナール

【リハビリテーション学部 作業療法学科】

公立八鹿病院
市立吹田市民病院
兵庫県立リハビリテーション病院
宝塚三田病院
おおくまセントラル病院
西宮協立リハビリテーション病院
赤穂中央病院
加納総合病院
行岡病院
仁明会病院
第二協立病院
神鋼病院
有馬病院
老人保健施設あずさ
広畑センチュリー病院
みきやまリハビリテーション病院
北摂三田福祉の里
サンビラ三木
ツカザキ病院
伊丹恒生脳神経外科病院
宝塚リハビリテーション病院
明石こころのホスピタル
荻原みさき病院
吉田病院附属脳血管研究所
大阪府済生会泉尾病院
大阪発達総合療育センター
いずみ診療所
日野病院
大阪府済生会茨木病院
大阪リハビリテーション病院
さくら会病院
辻外科リハビリテーション病院 
きたじま田岡病院
明和会医療福祉センター 渡辺病院
西条中央病院
宮崎江南病院

就職・進学先一覧

進学

大阪大学大学院
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　平成２７年４月５日、ポートピアホテルにおいて平成２７年度兵
庫医療大学入学式を執り行い、薬学部１５３名、看護学部１０４名、
リハビリテーション学部9０名（理学療法学科４６名、作業療法学
科４４名）の合計３４７名が入学しました。また大学院の入学式も
併せて行われ、薬学研究科３名、看護学研究科8名、医療科学研究
科8名がそれぞれ入学しました。
　馬場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、
入学への決意を新たにしました。学長式辞では「大学での学びは、『人
間力を高めること』『専門的学術体系の理解と習得』の２つがありま
す。これは、これからの皆さんの人生を大きく方向づけるととも
に、専門的学術の習得、生きていくための人間力を高めるために、極めて重要なものです」と大学での学びについて語ら
れ、新入生に対する激励の言葉を贈りました。次いで、兵庫医科大学中西学長による祝辞、来賓祝辞、祝電披露、校歌斉唱
が行われました。
　保護者の方々には、式の後引き続き同会場で行われた「保護者全体説明会」、午後からは兵庫医療大学へ移動し「学部別
保護者説明会」にご参加いただきました。新入生は午後から兵庫医療大学にて、オリエンテーションに参加し、学生生活
を送っていくにあたっての説明を熱心に聞いていました。

兵庫医療大学 兵庫医療大学

教授就任挨拶 〈４月１日就任〉

　このたび共通教育センター教授を拝命いたしま
したので、ご挨拶申し上げます。
　共通教育センターは本学に入学した学生が、高校
での学習から大学での学びへとスムーズに移行で
きるようにするための第一歩と、チーム医療教育を

担う組織です。私自身は、平成２５年度より科目責
任者として「アカデミックリテラシー」を開講し、共
通教育センター教員をはじめとして、全学の教職員
の皆様のご協力を得て、運営してまいりました。引
き続きこの初年次教育に取り組んでいきたいと思っ
ております。
　また、専門は哲学／倫理学で、「生命・医療倫理学」
や兵庫医科大学では「医の倫理とプロフェッショナ
リズム」という科目を担当させていただいておりま
す。倫理とは、単に知識の問題ではなく、判断力や
態度の問題であるという観点から、教育を行ってい
きたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほど、
よろしくお願いいたします。

共通教育センター
紀平 知樹

副学長就任挨拶 〈４月１日就任〉

　平成２７年４月１日付で兵庫医療大学副学長を拝
命いたしました。
　少子化や高齢化による社会構造の変化は、医療や福
祉のみならず、大学にも大きな影響をもたらしてい
ます。特に、医療系大学は、受験生減少や新設大学増

加により、厳しい環境に置かれています。
　兵庫医療大学は9年目を迎えます。初代松田学長の
もとで大学としての基盤を築き発展してきた６年間
に引き続き、現在は第２代馬場学長のもとで、さらな
る飛躍を目指す第２ステージに入っています。
　受験生確保、大学での教育、国試合格、就職および生涯
のキャリア形成などを着実に行い、建学の精神を持った
優秀な薬剤師、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、刻々と変化する社会に対する貢献に
なるとともに、確固たる立ち位置の大学を築く最善の方
策と考えます。
　皆様のご指導ご鞭撻を賜り、本学の発展に尽くした
いと存じますので、よろしくお願い申し上げます。

リハビリテーション学部
理学療法学科
藤岡 宏幸

リハビリテーション学部長就任挨拶 〈４月１日就任〉

　このたび、リハビリテーション学部長を拝命いた
しました。
　私は国際基督教大学で言語学を修め、一般企業に
勤めた後に作業療法士の資格をとり、子どもと成人
の認知機能・高次脳機能の障害を中心として臨床・
教育・研究に従事してまいりました。平成２０年に

兵庫医療大学リハビリテーション学部教授として
着任し、平成２３年より同学部作業療法学科長を拝
命しております。
　リハビリテーション学部は理学療法学科と作業療
法学科から成る学部で、今年３月には第５期生を輩出
いたしました。卒業生のコンピテンシーにはおかげ
さまで高い評価をいただいており、両学科へ寄せら
れる求人の数は毎年確実に増加しています。今後も社
会に広く貢献できる卒業生を輩出すべく、学部として
邁進すべきところと両学科の独自性を尊重すべき部
分を見極めながら、リハビリテーション学部のさら
なる発展に向けて全力を尽くす所存でございます。
　どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し
上げます。

リハビリテーション学部
作業療法学科
山﨑 せつ子

入学宣誓 馬場学長 式辞 兵庫医科大学 中西学長祝辞 正門で歓迎を受ける新入生

平成２７年度 入学試験結果
一般入学試験

試 験 期 日：平成２７年1月29日
合格者発表：平成27年2月6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 35名 392名 380名 106名 3.6倍

リハビリテーション学部
理学療法学科 20名 193名 193名 46名 4.2倍

リハビリテーション学部
作業療法学科 17名 54名 53名 26名 2.0倍

大学入試センター試験利用入学試験

合格者発表：平成27年2月6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 7名 61名 60名 12名 5.0倍
看護学部 看護学科 5名 63名 62名 11名 5.6倍

リハビリテーション学部
理学療法学科 2名 40名 40名 9名 4.4倍

リハビリテーション学部
作業療法学科 2名 21名 21名 6名 3.5倍

試 験 期 日：平成27年1月30日
合格者発表：平成27年2月6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 213名 207名 46名 4.5倍

リハビリテーション学部
理学療法学科 8名 153名 152名 23名 6.6倍

リハビリテーション学部
作業療法学科 8名 62名 60名 23名 2.6倍

試 験 期 日 ：平成27年2月28日
合格者発表：平成27年3月6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 156名 147名 29名 5.1倍
看護学部 看護学科 7名 75名 73名  8名 9.1倍

試 験 期 日：平成27年2月15日
合格者発表：平成27年2月20日

試 験 期 日：平成27年1月30日
合格者発表：平成27年2月6日

前期Ｃ日程

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 15名 186名 173名 25名 6.9倍

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 50名 425名 416名 110名 3.8倍

合格者発表：平成27年3月25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 3名 4名 4名 3名 1.3倍
看護学部 看護学科 3名 11名 11名 5名 2.2倍

平成２７年度 学部・大学院 入学式
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兵庫医療大学 兵庫医療大学

　平成２６年９月２０日付けで、故・東 純一 薬学部教授に学校法人兵庫医科大学名誉教授の称号が授与され
ました。

　磯 博行名誉教授（前 共通教育センター教授）におかれましては、かねてより病気療養中のところ、平成２７
年２月１７日にご逝去されました。ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んでご冥福をお祈りいたします。

東 純一 薬学部教授
（平成２６年9月２０日ご逝去）

名誉教授称号授与

磯 博行名誉教授 ご逝去

地域連携実践センター長就任挨拶 〈４月１日就任〉

　この度、地域連携実践センター長を拝命いたしました。
私は、平成２６年４月に本学に着任するまでは、兵庫県
立大学地域ケア開発研究所（ＷＨＯ災害と健康危機管理
に関する看護協力センター）の勤務のなかで、主に地域
在宅の人々の健康増進に関する看護実践と研究をして

来ました。高齢化、災害の多発など今後一層、地域の自
助共助と連携、新たな社会システムの構築が必要となっ
ています。
　私は自身の研究としても、「まちの保健室ナースの看
護力で形成する急病や災害に備えられるまちづくりと
効果の検証」や「病院・在宅療養を支援するリウマチ看
護の質を担保するアプローチ方略の開発と促進」に取
り組んでいます。臨床から離れず現場の看護実践と共
に研究をしていくというのが私の信条でもあります。
　これまでのノウハウや人材交流を本学でも十分に
活かし、センターの目的を達成できるよう取り組ん
でまいりますので、ご指導ご鞭撻をよろしくお願い
いたします。

看護学部
神﨑 初美

看護学部長就任挨拶 〈４月１日就任〉 Try out ！１日体験入学イベント

　この度、看護学部長を拝命いたしました。看護学
部は、開学以来、幅広い教養と倫理観に富んだ豊かな
人間性を兼ね備えた看護職者の育成に取り組んでま
いりました。平成２７年３月の卒業生を加えますと
５１６名もの人材を輩出し、彼らは兵庫医科大学病院
をはじめとする臨床の場で活躍しています。初代学
部長土居洋子名誉教授、２代目学部長竹田千佐子教授

のリーダーシップのもとに、看護学部としての基盤
が構築され発展を遂げてきたと確信しています。そ
の後任として、就任することに責任の重さを強く感
じております。
　看護系大学の開学・看護学部の増設が著しい今日の
状況、看護職者への社会的要請の変化などから、本学
看護学部の強みを活かした独自性の発信・教育の充
実が、今後の看護学部の立ち位置をゆるぎないもの
とすると考えています。ボーダレスな教育環境、兵
庫医科大学・病院との連携を大切にするとともに、看
護学部の省察力のある・変革をいとわない素地を強
みとして、さらなる発展に力を尽くしたいと思います。
今後とも、益々のご指導ご鞭撻をどうぞよろしくお
願いいたします。

看護学部
網島 ひづる

<体験実習>
「スポーツ理学療法」
講義）スポーツ理学療法とは
実技）自分で出来るコンディショニング

オリンピックや世界大会などの
日本代表フィジオとして参加経
験のある理学療法学科の川口教授や坂口准教授が、理学療法の基礎か
らスポーツ理学療法についての講義を行いました。
実習では、自分で出来るコンディショニングとして、正しいストレッ
チ方法などを教員や在学生スタッフとともに実践を踏まえながら学
びました。

<体験実習>
「コミュニケーションと療法体験」

実習１）コミュニケーションのとり方
実習２）作業療法体験

２グループに分かれ、作業療法と
はどのような分野なのかを理解
していただくために２つのプログラムを体験しました。
１つ目は医療専門職として、特に高齢の患者さんにどのように接し
たらよいのか、2人1組になってのコミュニケーション実技を実践し
ました。２つ目は、実際に医療現場で使われている機器を使いながら、
感覚検査などに挑戦。作業療法における身体機能チェックがどのよ
うに行われているのかを体験しました。

　平成２７年３月２２日、高校新２・３年生を対象として、一足早く兵庫医療大学生を体験できる全学部合同で
の「１日体験入学」を実施しました。参加は事前申込制となっており、昨年度に引き続き、多数の応募があった
学部は抽選となりましたが、当日は全学部全学科合わせて１６７名の高校生にご参加いただきました。
　午前中は、全員でオープニングガイダンスをオクタホールで受講。在学生スタッフの案内による兵庫医療大
学キャンパスツアー後には、場所をレストランに移し、本学の特徴である「チーム医療」を学ぶ特別講義とグルー
プワーク「チームビルディングゲーム」を行っていただきました。
　昼食を在学生スタッフや教員と一緒にとったあと、午後からは各学科に分かれて実習を行い、普段なかなか
体験できない大学での実習や実験形態の授業をじっくりと体感していただきました。

参加者からは、「大学では、実際にどのようなことを学ぶのか、実習や研究ではどのようなことをするのかが
分かって良かったです」「在学生とたくさん話すことができ、大学生活を知ることができました」「グループで
はなくチームとして働くことが大切だということが分かった」などの感想が寄せられました。

　１グループ６名に分かれ、チーム医療特別講義とグループワークでチーム
ビルディングゲームを行いました。自己紹介から始まり、グループワークでは、
各自に与えられた情報をもとに、互いに口頭で情報を伝達、共有しながら１枚
の地図を完成させるという課題に取り組みました。スムーズにコミュニケー
ションを図り、情報共有することの難しさをゲームを通じて楽しんでもらえ
たとともに、特別講義では、医療職者にはコミュニケーションが重要である
ことも感じてもらえたのではないでしょうか。

<実験実習>
１）毒化学「染色体を見てみよう！」
２）物理化学「化学実験を楽しもう！」
３）臨床ゲノム薬理学
　 「お酒に強いか弱いかを予見！」
４）天然薬物学「美白効果を確かめてみる！」
５）分析化学「汚染された水はどれだ！？」
６）有機合成「医薬品を合成してみよう！」
７）臨床薬学「薬剤師の業務を体験！」
８）生化学「目で見るＤＮＡ」
９）放射化学「放射線を測定してみよう！」

白衣を着て、９つの研究室に分かれて様々
な実験を体験しました。初めて扱う器具にとまどいながらも、起こる
現象に深く興味を示しながら実験を行っていました。

<体験実習>
「手洗い・バイタルサインを測定
しよう」
実習１）正しい手洗い方法
実習２）バイタルサインを測定

在学生と同じユニフォームを着用して
体験実習を行いました。
まずは、看護を実践する際の正しい手
洗い方法を学びました。普段とは違う
徹底した方法に驚いた様子でした。
さらに、バイタルサインの中の「脈拍・
体温・血圧」の３つを測定してもらいました。在学生1人に対して高校
生が2人と個別に指導が行われ、観察方法やそれぞれのサインが示す症
状も学ぶことができました。

薬学部

理学療法学科 作業療法学科

看護学部

〈チームビルディングゲーム〉



　平成２７年２月１６日から３月５日までの１８日間、オー
ストラリアにあるアデレード大学 看護学部から来日した学
生１０名を対象に、学術交換留学プログラムが本学キャンパ
スにて実施されました。
　本プログラムは、兵庫医療大学とアデレード大学が学術交流
協定を結び、相互に交換留学を行うもので、８月に約３週間実
施された本学学生のアデレード大学留学に続き実現されました。
　留学中は本学教員の授業を受講したり、兵庫医科大学病院で見
学実習に参加するなど、日本の医療制度や医療現場を体感しました。
　アデレード大学はオーストラリアが誇る名門大学であり、そこか
ら学生が訪れて相互に学びを深めることは、本学の学生にとっても
国際的な視野を深める貴重な機会となったのではないでしょうか。

兵庫医療大学

初日はwelcome partyを実施♪
学長をはじめ、多くの本学関係
者が参加しました。

日本語レッスンは、医療用語や
関西弁を学ぶなど、和やかな雰
囲気で行われました。

アデレード大学 看護学部長
Alison Kitson 教授による学術
交流記念講演が行われました。

看護学部の講義だけでなく、薬
学部やリハビリテーション学
部の講義受講や実習室の見学を
しました。

約3 週間の学びを発表。
多くの学びを得てオーストラ
リアへ帰国しました。

医療職者との対話は、自国との
違いに気づく貴重な経験となっ
たのではないでしょうか。

兵庫医科大学病院では患者さ
んとも実際に接し、日本の医療
現場を体感しました。

プログラムの合間には、神戸の
南京町をはじめ、名所を観光し、
日本での留学を満喫しました。

■ プログラムの様子

兵庫医療大学の多くの人と交流♪

【主なスケジュール】

★
★南部に位置するアデレード

初来日！

体験実習

ひな人形と
一緒に♪

体験実習

ひな人形と
一緒に♪
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助成団体名 研究課題名 所属部局 研究代表者 交付額

大阪ガスグループ福祉財団 平成２６年度 調査・研究助成 リハビリテーション学部 宮本 俊朗 1,000
中冨健康科学振興財団 平成２６年度 研究助成金 リハビリテーション学部 永井 宏達 1,500

古川医療福祉設備振興財団 平成２６年度 第2回研究助成
リハビリテーション学部 森 明子 1,350
リハビリテーション学部 森沢 知之 1,250

計（４件） 5,100

財団法人等各種団体による研究助成金等の交付状況

アデレード大学 看護学部 学術交換留学プログラム

（単位：千円）

　平成２７年３月２９日、兵庫医療大学キャンパスにて「未来医ＸＰＯ’ １５ アカデミーツアー」を開催しまし
た。本イベントは京都で行われた日本医学会総会２０１５に合わせて開催されたイベントで、最新の医学・医
療を楽しく体験し、一人ひとりの健康ライフを見つけることを目的として実施され、ポートアイランド内の４
大学も、教育機関独自の視点で健康・医療に関する体験展示を行いました。
　本学においても、親子３世代で理解を深められる企画として、各学部での学びを５０分で体験できるアカデミー
ツアーを実施しました。薬・看護・リハビリの３学部全てを体験できる「医療いっき見コース」や、興味のある
分野が定まっている方向けの「じっくりコース」を通して、各学部の在学生や教員と一緒に、楽しみながら医療
大学での学びを体感いただきました。

「未来医ＸＰＯ’ １５ アカデミーツアー」を開催

臨床薬学研修センターにて、軟膏薬を作ったり、分
包体験などを体験していただきました。

薬学
じっくり
コース

看護学実習室にて、妊婦さんの触診体験や赤ちゃん
（人形）の抱っこ体験等を行いました。

看護
じっくり
コース

リハビリテーション実習室にて、理学療法と作業療
法の体験として、身体のストレッチや自助具を使っ
た療法体験を実施しました。

リハビリ
じっくり
コース



　平成２７年２月７日、中期事業計画を基に、兵庫医科大学病院の目標達成に向けた行動計画の策定・検討を行
うことを目的とし、病院運営に係る教職員による研修会を開催しました。研修会では、副院長を進行役として
看護師、薬剤師などのメディカルスタッフ混成で４つのグループに分かれ、「人材育成」「手術センターの効率
的運営」「がん診療・地域連携の充実」「安全・安心な医療の提供」といったテーマでディスカッションを行いま
した。
　現在の課題と改善策について活発なディスカッションが行われ、結果をまとめそれぞれのチームから発表
が行われました。難波病院長より、「今回の発表内容は、今後の病院運営の上でも生かしていきたい」との講評
があり、参加者からも「多職種での研修は非常にためになった」との声が聞かれるなど、有意義な会となりました。

病院職員研修会を開催

　この度、当院は兵庫県と「ひょうごＤＰＡＴ」の協定を締結し
ました。
　ＤＰＡＴとは「災害派遣精神医療チーム」のことであり、災害
時に避難所の巡回や仮設住宅への訪問を行い、被災者や支援者
に対して“こころのケア”を提供することを目的とする、精神科
医療及び精神保健活動の支援を行う専門のチームです。
　東日本大震災後の反省から、厚生労働省が設置を決定しまし
た。兵庫県では、阪神淡路大震災を経験していることもあり、他
県より多い現在４６チームが登録をしています。　
　このチームを平常時に常設するのは兵庫県が全国でも初の
試みであり、当院からは精神科医、リエゾンナース、臨床心理士、そして調整役としての事務員をあわせ計４名が登
録を行いました。
　当院は平成８年より災害拠点病院としての指定を受けており、平成２１年にはＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）
にかかる指定も受けています。ＤＰＡＴとＤＭＡＴが連携することで、万が一県内で災害が発生してしまった場合
には兵庫県における拠点となるべく今後も研修・訓練等を強化していきたいと思います。

ＤＰＡＴ施設に認定

兵庫医大フロンティア医療セミナーを開催
第27回（平成26年12月11日開催）

第29回（平成27年2月12日開催）

第28回（平成27年1月8日開催）

第30回（平成27年3月12日開催）

■ 糖尿病・内分泌・代謝疾患診療 最近の話題
コーディネータ
糖尿病・内分泌・代謝内科 臨床教授 宮川 潤一郎 
　　　
テーマ：糖尿病透析予防指導 
 講師：糖尿病・内分泌・代謝内科 助教 美内 雅之 

テーマ：最新の糖尿病検査・治療 
 　　 －リアルタイムCGMとCSII（インスリンポンプ）－   

 講師： 糖尿病・内分泌・代謝内科 助教 楠 宜樹  

テーマ：内分泌疾患診療におけるトピックス 
 講師：糖尿病・内分泌・代謝内科 講師 藏城 雅文 

テーマ：代謝疾患・動脈硬化診療におけるトピックス 
 講師：糖尿病・内分泌・代謝内科 講師 庄司 拓仁 

■ 小児外科領域における低侵襲手術 最近の話題
コーディネータ
小児外科 診療部長 大植 孝治 
　　　
テーマ：小児外科における内視鏡下手術の適応と現状について 
 講師：小児外科 診療部長 大植 孝治 

テーマ：鼠径ヘルニアと精系水腫に対する内視鏡下手術 
 講師：小児外科 助教 野瀬 聡子  

テーマ：小児外科領域への単孔式内視鏡下手術の応用 
 講師：小児外科 講師 佐々木 隆士 

■当院でのリハビリテーション部の活動
コーディネータ
リハビリテーション部 講師 児玉 典彦 
　
テーマ：血液内科領域におけるリハビリテーション 
 講師：リハビリテーション部 副主任技士 森下 慎一郎 　

テーマ：脳卒中のニューロリハビリテーション（CI療法） 
 講師：リハビリテーション部 副主任技士 竹林 崇 

テーマ：摂食・嚥下リハビリテーション 
 講師：リハビリテーション部 言語聴覚士 福岡 達之

テーマ：心大血管リハビリテーション  
 講師：リハビリテーション部 副主任技士 笹沼 直樹  

テーマ：超急性期の呼吸リハビリテーション 
 講師：リハビリテーション部 主任技士 眞渕 敏

■慢性腎臓病の最新治療
コーディネータ
腎・透析内科 准教授 倉賀野 隆裕 
　
テーマ：慢性腎臓病合併症の管理の現状と当科での取り組み 
 講師：腎・透析内科 講師 蓮池 由起子 　

テーマ：IgA腎症に対する当院の取り組みと最近の話題 
 講師：腎・透析内科 講師 長澤 康行 

テーマ：血液透析の基礎と最近の話題 
 講師：腎・透析内科 助教 名波 正義 

テーマ：腹膜透析の基礎と最近の話題 
 講師：腎・透析内科 助教 木田 有利 

兵庫医科大学病院

　平成２６年１２月１７日と平成２７年１月１３日に、小児患者さんを対象としたイベントを開催しました。
　１２月１７日は折り紙教室で、折り紙でサンタクロースの指人形を作ったり、飛行機を作ってみんなで飛ばし
て楽しみました。１月１３日には、クリニクラウン※によるジャグリングや風船ショーが行われ、一人ひとりに風
船でつくった動物や乗り物がプレゼントされました。どちらの日も、小児患者さんやその保護者の方も活き活き
とした表情で、イベントを楽しんでいる様子でした。
※クリニクラウン：病院を意味する「クリニック」と道化師をさす「クラウン」を合わせた造語

　平成２７年２月２７日、ノボテル甲子園において第７回学校法人兵庫医科
大学連携病院の会を開催しました。この連携病院の会は現在１２４病院にご
入会いただいており、当日は会員病院の病院長をはじめ、医師・看護師・事務の
方々５９名と学内者５６名の合計１１５名の方々にご出席いただきました。
　会議においては、西宮、篠山、神戸の３キャンパスからの現状報告に引き続
き、国際医療福祉大学大学院教授である武藤正樹氏より「２０２５年へのロー
ドマップ～医療計画と医療連携最前線～」と題した講演が行われ、団塊の世代
が７５歳以上の後期高齢者となり、医療、介護、福祉サービスへの需要が高ま
り、社会保障財政のバランスが崩れると指摘されている２０２５年に向けた
ロードマップを示していただきました。
　会議の後、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。

小児患者さん対象イベントを開催

連携病院の会を開催
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