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学校法人 兵庫医科大学 広報誌

兵庫医科大学（医学部）
兵庫医科大学病院
〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1番1号
☎0798-45-6111（代） 
https://www.hyo-med.ac.jp/（大学）
https://www.hosp.hyo-med.ac.jp/（病院）　

西宮キャンパス

兵庫医科大学（薬学部・看護学部・リハビリテーション学部）
〒650-8530 兵庫県神戸市中央区港島1丁目3番地6
☎078-304-3000（代）
https://www.hyo-med.ac.jp/

神戸キャンパス

兵庫医科大学

梅田健康医学クリニック
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス13F
☎0120-682-701（代）
https://umeda-kenshin-clinic.jp/

梅田キャンパス

兵庫医科大学

ささやま医療センター
〒669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡5番地
☎079-552-1181（代）
https://www.sasayama.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学

ささやま老人保健施設
兵庫医科大学

ささやま居宅サービスセンター
〒669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡36番地
☎079-552-6840（代）
https://www.sasayama.hyo-med.ac.jp/

篠山キャンパス

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

【兵庫医科大学 医学部 卒業生（緑樹会会員）の方】
　兵庫医科大学 医学部 同窓会緑樹会
　　　〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1番1号
　　　　兵庫医科大学 西宮キャンパス 教育研究棟 3階
　　　☎0798-45-6448（平日13:00～17:00）
　　　　ryokuju@hyo-med.ac.jp

【兵庫医科大学 医学部 保護者の方】
　兵庫医科大学 大学事務部 西宮教学課
　　　〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1番1号
　　　　兵庫医科大学 西宮キャンパス 教育研究棟 2階
　　　☎0798-45-6159（平日8:30～16:45）
　　　　kyo-gaku@hyo-med.ac.jp

【兵庫医療大学 卒業生（海梟会会員）の方】
　兵庫医科大学 キャリアデザインセンター
　　　〒650-8530 兵庫県神戸市中央区港島1丁目3番地6
　　　　兵庫医科大学 神戸キャンパス M棟 1階
　　　☎078-304-3100（平日8:30～17:00）
　　　　careerdesign@hyo-med.ac.jp

【兵庫医科大学 薬学部・看護学部・リハビリテーション学部 保護者の方】
　兵庫医科大学 大学事務部 学生支援課
　　　〒650-8530 兵庫県神戸市中央区港島1丁目3番地6
　　　　兵庫医科大学 神戸キャンパス P棟 1階
　　　☎078-304-3007（平日8:30～17:00）
　　　　gakuseishien@ml.hyo-med.ac.jp

学校法人 兵庫医科大学 広報誌
兵医広報 vol.259（2022 AUTUMN）
発行日／2022年10月24日
発行元／学校法人兵庫医科大学 総務部 広報課

【その他の方】
　学校法人 兵庫医科大学 総務部 広報課
　　　〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1番1号
　　　☎0798-45-6655
　　　　kouhou@hyo-med.ac.jp
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大阪・梅田に今春全面開業した「大阪梅田ツインタワーズ・サウス」。
阪神梅田本店上のオフィスゾーン・13階に、
健康診断・人間ドックエリアと外来診療エリアを兼ね備えた、
「兵庫医科大学 梅田健康医学クリニック」が開院。
都心ビルにおけるクリニックならではの魅力に迫ります。

13階の医療フロアは「梅田健康医学クリニック」を中核に、歯
科・専門外来や調剤薬局などが揃います。阪神「大阪梅田」駅
直上・JR「大阪」駅すぐなので、梅田で働く人はもちろん関西
一円から通院しやすい好立地。またビルのコンセプト「ウェル
ビーイング（幸福で身体・精神・社会的に満たされる）を実感」
に基づき、悪くなってから治すのではなく予防医療・早期治療
に力を入れたサービスを提供します。

大阪梅田ツインタワーズ・サウスの
「医療フロア」

梅田健康医学クリニックとは？

2022年10月開院

予防医療に注力！

特集 最新版！

OPENNew
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外来診療エリア
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最新版！大阪梅田駅直結の都市型クリニックがOPEN特集

1 Support 最先端のオフィス機能が充実！

オフィスコンセプトの実現に向けて、12階にはオフィスワー
カー専用フロアWELLCO（ウェルコ）を設置。カフェやラウン
ジ、フィットネスなどの機能を備え、仕事はもちろん、リフレッ
シュや学びの場としても活用されます。一般の人が利用するこ
とはできませんが、新時代の働き方のモデルとなるような仕組
みが満載です。

多様な働き方を支援する機能を集約した
オフィスワーカー専用フロア「WELLCO」

2 Eat

栄養士が監修する健康的なランチは、定食に加え、
丼や麺類など豊富なメニューが揃っています。

食で支える「WELLCO DINING」

ラウンジ&ワークスペース

3 Work

打ち合わせやワーカー同士の交流の場として利用できる
ラウンジスペース。ワークブースやWEB会議ブース／テレ
フォンブースを併設しており、多様なニーズにあわせて利
用できます。

4 Refresh

フィットネス
気分転換やストレス解消に利用できるフィットネス。ラン
ニングマシンなどの機器に加えて、シャワーやロッカー
を完備し、眺望を楽しみながらの運動が可能です。

屋上広場
緑地が広がる約1 ,0 0 0m ²の屋上広場。憩いと潤いの
あるリフレッシュ空間を楽しめます。「梅田健康医学クリニック」で受診された方には、

阪神梅田本店の飲食店で使用できる食事券を支給。
ぜひご利用ください！

百貨店外のスペースは一般の方も利用OK。
ショッピングやお出かけ時の休憩に、お立ち寄りを。

Point

Point

オススメのお店はこちら 「ボタニカリー」
※人気店舗のため、来店の時間によっては売り切れの場合があります

大阪梅田ツインタワーズ・サウスの内部を特別公開

※一部コースを除く
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あなたの適正体重を知ろう！梅田健康医学クリニックと考える！

オフィスワーカーと健康
時代の流れに伴い、現代人の健康に関する悩みも変わってきました。

快適なオフィス環境のもと働く上で、さらに気をつけなければならないことはなんでしょうか。

日本人の3大死因に悪性新生物、心疾患、脳血管障害がありま
す。いずれも早期発見と予防が重要です。喫煙や飲酒、肥満
（過度の摂取や運動不足）などが肺がんや大腸がんなどの原
因にもなり、またこれらの生活習慣の乱れが、高血圧や２次性
糖尿病、脂質異常症などを生じ、動脈硬化増悪の要因となり、
心臓病や脳血管障害になります。これら生活習慣病の是正や
予防が大切で、ドックでの早期発見や治療が重要です。

梅田健康医学クリニック
大柳 光正院長

教えてくれるのは

都心部で働くオフィスワーカー特有の悩みは？

1 日頃から予防する
年々進んでいる高齢化を背景に、まず
は生活習慣病などの予防がとても重要
になっています。普段の生活習慣を見
直すことで、病気を寄せつけない身体
づくりを心がけましょう。

2 定期的に振り返る
予防を実践しても、どのくらい達成できてい
るかが分からないと、モチベーションは上が
りません。そこで年に1回の健康診断をきちん
と受けて、自分の健康状態をチェックしま
しょう。受けたら終わりではなく結果を振り
返り、気になる項目や数値について専門家の
アドバイスを受けながらメンテナンスをする
ことが重要です。

BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）
BMIの判断基準

18.5未満 瘦せぎみ

正常

肥満

18.5～25.0

25以上

健康的な食生活

ごはんやパンなどの主食、魚や肉などの主菜、野菜やイモ
などの副菜を組み合わせて、バランスの良い食事を心がけ
ましょう。

1日3食をきちんと食べる1

塩を摂りすぎると血圧が上昇し、循環器疾患や胃がんリス
クが高まります。普段から調味料のかけすぎ・つけすぎに
注意するなど、濃い味つけに気をつけましょう。

塩分の摂り過ぎに注意2

定期的な運動

一日中デスクに座りっぱなしだと身体を動かす機会が少なく
なりがち。今よりプラス10分身体を動かすだけで、糖尿病や
足腰の痛み、うつ、認知症などのリスクを下げられます。

毎日の軽い運動を習慣化1

理想は散歩などの軽い運動を1日に30～60分、週3回以
上。通勤時に歩いたり階段を使ったり、椅子に座ったまま
できる足の上げ下げ運動など、まずは無理なくプラス10
分運動にチャレンジ！

簡単な筋トレでリフレッシュ2

正しい睡眠を お酒とタバコはほどほどに

1日にビール500mL（1合相当）であれば”適度”とされています
が、それ以上は高血圧や生活習慣病の危険性が高まります。
飲まない日を決めるなど、お酒と上手につき合いましょう。

休肝日をつくる1

禁煙を始めるのに遅すぎることはありません。心臓発作
の危険性が減り、1年後に肺機能が改善、5年後以降は肺
がんの危険性も低下します。

禁煙を始めましょう2

3 病気について知る
「まだ若いから」「これまで大病を患ったこと
はないから」と安心している人が突然病気に
かかってしまうことも。脳卒中やがん、糖尿病
など、よく聞く病気が一体どのような症状な
のか、検査や治療の方法などについて知って
おきましょう。

https://www.hosp.hyo-med.ac.jp/
disease_guide/

こちらをチェック

これが当たり前になってしまうと、
現代病や病気の発見が遅れるなどのリスクがあります。

ではオフィスワーカーは、どう気をつければよいのでしょう。

！

忙しくて

受診の時間が

取れない…

生活習慣が

乱れている…
かかりつけ医が

いない…

Case.1 Case.2 Case.3

日々の睡眠習慣はとても大切です。毎日同じ時間に寝るこ
とで体内時計がきっちりと作動し、ホルモンの分泌や生
理的な活動を調整してくれるので、快眠を得られます。

規則正しい生活リズムを意識1

テレビやスマホのブルーライトを寝る直前まで浴びると、
寝つきが悪くなったりホルモンバランスが崩れるなどの影
響を及ぼすので控えましょう。

寝る前のスマホは控えめに2

最新版！大阪梅田駅直結の都市型クリニックがOPEN特集

兵庫医科大学病院「もっとよく知る！病気ガイド」
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梅田健康医学クリニックならでは！

キーワードは「予防」「治療」「連携」

1 予防医療

感染症や病気の重症化、再発を防ぐこと、
また病気にかからないよう健康な状態を保つ
ための医療のこと。人生100年時代を迎える
にあたり、健康寿命を延ばすことが重要です。

◆予防医療とは？

健診では食事や運動など生活習慣を含めて、
総合的な健康指導を受けられます。定期的に
データを見ることで「数値がどんどん良くなって
いる！」など、予防医療の効果も実感できます。

◆健診の大切さ

3 大学病院との連携

健診や人間ドックで異常が発生した場合は、
兵庫医科大学病院や連携する医療機関を
紹介することができます。

◆大学病院や連携医療機関に紹介

内科全般から生活習慣病まで、大学病院の
医師による専門外来を設置。そのため継続的に
本クリニック内で診療を受けられます。

◆大学病院の医師による専門外来

2 早期診療

例えば、がんは早期に発見・治療をすることで、
約9割が完治すると言います。初期には自覚症
状が出ない病気も多数あるため、定期的な検査
によって命を守ることができるのです。

◆早期発見が早期治癒につながる

早期診療は、こころの健康を保つことにも有効
です。うつ病などのこころの不調は自覚できな
いことが多いため、周囲の人が専門医へつなぐ
など、早期に治療を始めることが大切です。

◆現代人ならではの病気にも注意

標準ドック、1泊ドック、レディースドック、エグゼクティブコース、脳ドック、
大腸がん検診、循環器ドック、胃がん、脳疾患、大腸がん、循環器系、甲状腺、
肺がん、消化器系、乳がん、子宮がん、腫瘍マーカー、血液その他、PET/CT

健診・人間ドックメニュー

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、胃カメラ、大腸カメラ、生活習慣病、
高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、予防接種、自費診療、術前・術後フォロー

外来診療メニュー

オフィスワーカーにおすすめ

標準ドックのほか、自分が気になる
項目をオプションで追加できます。
CTなど最新設備も導入しています。

オフィスワーカーにおすすめ

当クリニックでは、女性医師が大腸内
視鏡検査（大腸カメラ）を実施してい
ます。初めての方もご安心ください。

AIを備えた内視鏡システムを導入

A I（人工知能）を備えた富士フイルムのLED搭載次世代内視
鏡システムと、4K対応大型モニターを導入している数少ないク
リニックの一つです。微細な病変も見逃さない、内視鏡専門医
による精度の高い検査を提供します。

高層ビル内に最新のMRI機器を完備

今回設置したMRIは3 .0T（テスラ）の高性能機種で、鮮明な画像を撮影す
ることができます。約7トンという大型設備のため搬入が難しく、高層ビルの
上階に設置されるのは珍しい事例です。

Web・電話予約受け付け中。ぜひご利用ください。

梅田健康医学クリニック

大阪府大阪市北区梅田1-13-1
大阪梅田ツインタワーズ・サウス13F

住所

阪急「大阪梅田」駅徒歩7分
阪神「大阪梅田」駅徒歩1分
大阪メトロ御堂筋線「梅田」駅徒歩1分
大阪メトロ四つ橋線「西梅田」駅徒歩3分
大阪メトロ谷町線「東梅田」駅徒歩2分
JR各線「大阪」駅徒歩3分
JR東西線「北新地」駅徒歩4分

最寄り駅

WEB

https ://umeda-kenshin-c l in ic . jp

TEL
人間ドック：0120-682-701
内 科外来：06-6131-4461

予約可能な項目 人間ドック・内科外来

※人間ドックのご予約につきましては、上記の電話またはWeb
で受け付けております。Web予約につきましては上記URLにあ
る予約バナーよりお願いいたします。また、外来予約は上記の電
話にて受け付けています。

選べるオプション

大腸カメラ

最新版！大阪梅田駅直結の都市型クリニックがOPEN特集

富田 寿彦 副院長

最新鋭の設備を整えました！
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ニュース & トピックスニュース & トピックス

医科大

兵庫医科大学は今年4月に兵庫医療大学と統合し、医学部・薬学部・看護学部・リハビリテーション学部の4学部を擁する医系総合大学と
してスタートしました。その最大の強みである、IPE（多職種連携教育）を一層発展させることを目的として、2022年9月5日（月）～9日（金）
の間、兵庫医科大学ささやま医療センターにて4学部合同の「多職種連携総合臨床実習」を行いました。

医学部・薬学部の５年生と、看護学部・リハビリテーション学部の４年生計16名が参加し、担当患者さんの診察への立ち会いや、入院・治
療・退院計画の作成、カンファレンスや退院指導への参加、受け持ち患者さんの診察やミニカンファレンスへの参加・ささやま老人保健施設
や病院内の各施設の見学などを行いました。

１週間の実習終了後、参加した学生たちは学んだことをまとめたプレゼンテーションをグループごとに実施し、教員から講評を受けた後、
それぞれに修了証が授与されました。

多職種連携総合臨床実習を実施　多職種連携総合臨床実習を実施　
 CONTENTS

01 特集 最新版！大阪梅田駅直結の
　　 都市型クリニックがOPEN

学校法人 兵庫医科大学 広報誌
vol.259  2022 AUTUMN

10 NEWS & TOPICS
・多職種連携総合臨床実習を実施
・3年ぶりに「夏のオープンキャンパス」を4日間開催
・医学部対象の「夏のオープンキャンパス」を開催
・宮本看護部次長が「兵庫県看護功績賞」を受賞
・医療科学研究科修了生が
「第33回日本運動器科学会学会奨励賞」を受賞
・「科研費申請支援セミナー（ワークショップ・講演会）」を開催
・「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する
倫理指針」にかかる講演を開催
・ザンビアでのNPO法人活動に当院看護師長が参加
・夏休みわくわく体験！
子ども科学教室「ひかりの世界へようこそ」を実施
・ポーアイ４大学による連携事業
公開講座「新型コロナウイルスワクチンを知ろう！」を開催
・2022年度秋季学位授与式を挙行
・「当帰葉栽培プロジェクト」振興に関して
有馬ビューホテルと協定を調印
・台風14号（ナンマドル）に対する
兵庫医科大学病院災害対策本部を設置
・梅田健康医学クリニック開業
・神戸市中央区役所「中央BONフェスタ」にて
バスボムづくりのブースを出展
・大学統合後初めて4学部によるチーム医療演習を実施
・医療科学研究科大学院生らが
サルコペニアスクリーニングに有用な指標を解明

兵医広報

25 主な行事予定（11月～1月）

法人からのお知らせ
21 開学50周年記念事業募金 状況報告
22 兵医・萌えの会 状況報告／表彰・受賞など
23 2022年度 科学研究費助成事業交付状況一覧
24 人事情報

17 OUR CREW　
～兵医メンバーのEMPOWER EPISODE～
失敗を恐れず挑戦し続けた4年間で
好きな科学が明確な将来の道標になった
兵庫医科大学 医学部医学科4年次 生理学 生体機能部門
桝谷 直子

19 HYO-i LAB 研究紹介
リウマチ看護師の看護実践能力尺度の開発から、
看護師の専門性の向上へつなげる
兵庫医科大学 看護学部 看護学科 教授　神崎 初美
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ニュース & トピックスニュース & トピックス

神戸キャンパスにおいて、薬学部・看護学部・リハビリテーション学部対象の8月オープンキャンパスを2022年8月6日・7日・20日・21日に
開催しました。新型コロナウイルス感染症対策として、事前申込制・一部イベントを定員制にて実施しました。予定していた4日間を開催でき
たのは3年ぶりでした。
イベントでは学部ガイダンス、入試ガイダンス、授業体験、キャンパスツアー、個別相談を実施し、4日間を通して1,418名の高校生・受験生
が参加しました。各イベントの企画・運営には在学生の組織であるブランディングサポーターズが従事し、参加した高校生からは「スタッフの
皆さんがとても明るくて話しやすかった」などの感想が寄せられました。

2022年7月9日・10日の2日間にわたり札幌
で開催された第33回日本運動器科学会にお
いて、本学リハビリテーション学部および大学
院 医療科学研究科出身の尾崎晴美さんが、
第33回日本運動器科学会学会奨励賞を受賞
しました。今回の受賞論文は、尾崎さんが修士
課程で行った研究をもとにまとめられたもの
で、本学とユニ・チャームとの共同研究で誕生
した「歩行アシストパンツ」（現 歩行らくらくパ
ンツ）の開発にも貢献しました。

3年ぶりに
「夏のオープンキャンパス」を4日間開催
3年ぶりに
「夏のオープンキャンパス」を4日間開催

講演ワークショップ

宮本看護部次長が
「兵庫県看護功績賞」を受賞
宮本看護部次長が
「兵庫県看護功績賞」を受賞

　2022年7月7日、兵庫医科大学ささやま医療センター 看護部次長 宮本 順子が「令和4年度兵庫県看
護功績賞」を受賞しました。この賞は、兵庫県保健医療部が県下の看護業務または助産、保健指導業務
に貢献する県内の看護師を称えることを目的に、昭和42年度より授与しているものです。
　宮本看護次長は、看護管理者として、「質の高い組織的看護サービスの提供」と「次世代の看護職の
育成」を大事にしながら、お互いが協力し合える環境を整備してきたことから今回の受賞に至りました。

篠山
キャンパス

神戸
キャンパス

医療科学研究科修了生が
「第33回日本運動器科学会学会奨励賞」を受賞
医療科学研究科修了生が
「第33回日本運動器科学会学会奨励賞」を受賞

神戸
キャンパス

科学研究費助成事業（科研費）の採択率向上
を目的として、2022年度の「科研費申請支援セ
ミナー」を社学連携・研究推進センター 産学連
携・研究推進部門とダイバーシティ推進室*との
共催で開催しました。今年度は、久留米大学 児
島教授をお迎えして若手研究者を対象とした
ワークショップと全研究者へ向けた講演を企画
し、貴重なお話を伺いました。

※文部科学省 科学技術人材育成費補助事業　ダイバー
シティ研究環境実現イニシアティブ（特性対応型）

「科研費申請支援セミナー（ワークショップ・講演会）」を開催「科研費申請支援セミナー（ワークショップ・講演会）」を開催

医学部対象の
「夏のオープンキャンパス」を開催
医学部対象の
「夏のオープンキャンパス」を開催

西宮
キャンパス

医科大

学部ガイダンス 学部体験企画来場の風景

在学生トーク企画 在学生交流企画 模擬授業

西宮キャンパスにおいて、医学部対象の8月オープンキャンパスを2022年8月9日・10日に開催しました。新型コロナウイルス感染症対策と
して、事前申込制・定員制にて実施しました。
イベントでは主任教授による模擬授業や大学・入試概要説明、在学生トーク企画、キャンパス見学、在学生交流コーナーなどを実施し、2
日間で195名の高校生・受験生が参加しました。参加した高校生からは「模擬授業を聞いて医療技術の発展に驚いた」「きれいな施設で立
地もよかった」「在校生相談会で丁寧に優しく説明してくださったので、モチベーションもあがりました」などの感想が寄せられました。
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ニュース & トピックスニュース & トピックス

8/8

リハビリテーション学部第４学年次を
対象に「社会人スキルガイダンス（就活
直前対策講座）」を実施し、68名が出席
しました。

9/5～9、11/14～18

すべての医療従事者を対象に、手指
消毒の基本について実技とレクチャー
方式で学ぶことのできる「クリーンハ
ンドキャンペーン」を実施しました。

大学病院 医科大

教育実績を自己省察し、記録・学
内共有する「ティーチング・ポート
フォリオ」を2022年度から大学統
合に伴い全学部で導入しました。

松山琴音先生

7/15、9/26

7/15に第1回、9/26に第2回兵庫医科大学
医学会学術講演会を開催しました。活発な
質疑応答が行われ、医学会会員など第1回
は53名、第2回は60名が出席しました。

日本医科大学 医療管理学 特任教授 (研究統括センター 副センター
長) の松山琴音先生をお招きし、「人を対象とする生命科学・医学系研究
に関する倫理指針」にかかる講演（2022年度 研究者倫理講習会）を
Web配信形式で開催しました。個人情報保護法の改正に伴う「人を対象
とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の改正（令和4年3月10
日）に関し、指針の解釈や考え方、研究者からの疑問点について分かりや
すく説明いただきました。

2022年8月29日から9月9日にかけて、当院の山岡 綾子看護師長がアフリカの
ザンビアで行われた心臓血管外科手術技術移転事業に協力しました。
この取り組みは、特定非営利活動法人TICOが、ザンビアにおける国際協力活
動の一環として実施したもので、9回目となる今回は、首都ルサカにあるNational 
Heart Hospitalへ医師、臨床工学技士、看護師などを派遣。本学卒業生の松村 
武史氏をリーダーとするこの一団に、急性・重症患者看護専門看護師の山岡看護
師長もメンバーとして同行しました。
国境に関係なく一人でも多くの命を救うためのこの取り組みは、地元有力紙の一
面にも大きく掲載されるなど高く評価されました。

2022年8月22日、グランフロント大阪北館２階アクティブスタジオで、夏休みわくわく体験！子ども科学教室
「ひかりの世界へようこそ」を開催しました。教室では蛍光物質の紹介、蛍光ペンでのお絵かき、化学発光実験
や偏光万華鏡づくりを体験できるコーナーを設け、子どもたちは目を輝かせながら化学について学びました。
同伴した保護者からは「大人でも楽しめる内容だった」「子どもたちが楽しみながら化学に触れ合える環境は
すばらしい」と好評でした。

ザンビアでのNPO法人活動に当院看護師長が参加ザンビアでのNPO法人活動に当院看護師長が参加 2022年度秋季学位授与式を挙行2022年度秋季学位授与式を挙行神戸
キャンパス

2022年9月17日、兵庫医科大学オクタホールにて「2022年度 兵庫医
科大学秋季学位授与式」を挙行し、薬学部医療薬学科の卒業生24名、リ
ハビリテーション学部理学療法学科卒業生1名、大学院 看護学研究科の
修了生1名が参加しました。
当日は、野口学長による式辞のあと、卒業生・修了生一人ひとりに対して
学位記が手渡されました。

ポーアイ４大学による連携事業
公開講座「新型コロナウイルスワクチンを知ろう！」を開催
ポーアイ４大学による連携事業
公開講座「新型コロナウイルスワクチンを知ろう！」を開催

神戸
キャンパス

薬学部の学生たちによって構成される「薬活オウルズ」で実施中の「当帰
葉」栽培プロジェクトの振興を図るため、2022年9月14日に株式会社有馬
ビューホテルと包括連携協定を締結しました。同社が運営する温泉施設「太
閤の湯」における当帰葉の入浴剤や苗の提供、薬活オウルズによるワーク
ショップなどの活動を通じて、当帰葉の普及に取り組んでいきます。

「当帰葉栽培プロジェクト」振興に関して
有馬ビューホテルと協定を調印
「当帰葉栽培プロジェクト」振興に関して
有馬ビューホテルと協定を調印

2022年9月3日、兵庫医科大学神戸キャンパスオクタホールで地域住民
向け公開講座が開催されました。新型コロナウイルスワクチンについて、
メッセンジャーRNAまたは組み換えタンパク質とその効き方、副反応につ
いて講演いたしました。
約50名の方の参加していただき、「わかりやすかった」「今後のワクチン
接種の参考になりました」と貴重なご意見をいただきました。

神戸
キャンパス

西宮
キャンパス

医科大

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する
倫理指針」にかかる講演を開催
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する
倫理指針」にかかる講演を開催

医科大

夏休みわくわく体験！子ども科学教室
「ひかりの世界へようこそ」を実施
夏休みわくわく体験！子ども科学教室
「ひかりの世界へようこそ」を実施

大学病院

神戸
キャンパス

参加者集合写真

大学病院 8/26・27

2022年8月26日・27日にレクトーレ
神戸にて臨床研修指導医養成講
習会を開催しました。感染対策を徹
底し、無事に32名が修了しました。

兵医広報 vol.259 14 兵医広報 vol.25913

9月末



ニュース & トピックスニュース & トピックス

全国各地に甚大な被害をもたらした台風14号（ナンマドル）に対し、令和4年9月19日から21日
まで兵庫医科大学病院災害対策本部を設置。本部長である阪上雅史病院長も自ら病院に泊り込
み、当院DMAT（災害派遣医療チーム）と共に指揮系統や連絡体制の確立、病院や周辺地域の
被災状況の情報収集など本部活動を行いました。幸い大きな被害はありませんでしたが、兵庫医
科大学病院は、今後も病院全体の重要な取り組みとして病院防災や災害医療の体制整備に努め
て参ります。

医科大 9/9

今年度の新任や過去参加していない
講師以上の職位にある教員を対象
に、2日間にわたって幹部教員FDを
実施しました。

大学院医療科学研究科に属する修士課程２年生の垣田大輔さん、
指導教員の玉木教授、松沢講師らの研究グループは、血液透析患者に
おけるサルコペニアのスクリーニングに、血中のクレアチニン濃度が有
用な指標であることを明らかにし、20 21年発行のJou r n a l  o f  
Cachexia, Sarcopenia and Muscleに論文が掲載されました。本
論文のインパクトファクターは12を超えており、医療関係者から高い注
目を集めています。

左から医療科学研究科 玉木教授、垣田さん、松沢講師

幹部教員FD 保護者懇談会・保護者役員連絡会

台風14号（ナンマドル）に対する
兵庫医科大学病院災害対策本部を設置
台風14号（ナンマドル）に対する
兵庫医科大学病院災害対策本部を設置

医療科学研究科大学院生らが
サルコペニアスクリーニングに有用な指標を解明
医療科学研究科大学院生らが
サルコペニアスクリーニングに有用な指標を解明

神戸
キャンパス

神戸
キャンパス 10/1

神戸キャンパスにて、薬学部・看護学部・リ
ハビリテーション学部の保護者会役員連絡
会と保護者懇談会（全体説明会、学部別・学
年別懇談、個別面談など）を実施しました。

10/４

本学は真に活力のある組織となるため、イ
クボス宣言を行いました。元祖イクボスの川
島氏による基調講演ののち、役員と出席し
た教職員141名が宣言書に署名しました。

学校法人

2022年10月2日、神戸市中央区役所・中央区文化センターで「中央BONフェ
スタ」が開催されました。
本学からはイベントブース「バスボムを作ろう！」を出展し、事前予約をいただ
いた親子連れの参加者72名を迎えてバスボムづくりの体験をしてもらいました。
薬学部学生（5年生）2名によるお手伝いのもと、薬学部教員がバスボム製作
に関連した化学反応やアロマのことについてわかりやすく解説し、子どもたちは
興味津々で耳を傾けていました。

神戸市中央区役所「中央BONフェスタ」にて
バスボムづくりのブースを出展
神戸市中央区役所「中央BONフェスタ」にて
バスボムづくりのブースを出展

神戸
キャンパス

2022年8月29日から9月2日にかけて、兵庫医科大学統合後初めてとなる4学部合同の「チーム医療演習」を実施いたしました。今年も昨
年に引き続き「痛み」をテーマとし、医学部３年生と、薬学部・看護学部・リハビリテーション学部の4年生が西宮キャンパスに集まり、各学部
混成でTBL（Team-Based Learning）形式による症例検討や事例発表を行いました。本授業は本学の強みである「多職種連携教育」を
象徴するものとなっており、これらの演習を通じて医療職種間の相互理解を深め、「チーム医療」を駆使して患者の問題を解決する能力を
身につけることができる内容となっています。

大学統合後初めて4学部によるチーム医療演習を実施大学統合後初めて4学部によるチーム医療演習を実施医科大大学病院

梅田健康医学クリニック開業梅田健康医学クリニック開業

2022年10月1日、梅田健康医学クリニックが阪神大阪梅田駅直結の高層ビ
ル、大阪梅田ツインタワーズ・サウス13階で開設いたしました。最新のオフィスビ
ル内にCTやMRIなどの最新設備を完備し、人間ドックでの検査や外来診療を
提供いたします。
なお、開院に先立ち、9月28日には開設記念式典が催され、9月27～29日に
は報道機関向け、関係者向け及び教職員向けの内覧会が取り行われました。

大学病院 9/17、10/1・22

2015年から阪神電鉄と共催している「阪神沿
線健康講座」を今年度も開催（テーマ：「医学の
進歩と日頃の予防・治療で『病気から身体を守
る』）。本院医師がオンラインで解説しました。

梅田
キャンパス

外来診療受付開設記念式典
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