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明治２年に開院した神戸病院

神戸市立
湊翔楠中学校

昭和33年12月　医学部本館

昭和５年　病院本館
昭和41年　第一病棟（左11階建て）

＊学生





　定時（社員）総会は、平成28年６月25日（土）午後３
時から外来棟６階大講義室（例年のシスメックスホール
でなく）で評議員会議長の大林良和先生（昭和55年卒）
の司会で開始しました。

　開会に際しての会長挨拶
　梅雨真っ最中で九州地方では大雨が降り、近畿でも厳しいとも思われる中、
何とか開催にこぎ着けました。ご多忙な中、ご出席いただいた参加者へのお礼
と総会運営のため、１）チケット販売、２）委任状確保のための関連病院と学
内教室のご協力にお礼を申しあげます。１）の多くは各支部、２）は、往復葉
書での出席確認と委任状の確保です。その不足分を関連病院長と学内教室に署
名依頼を行い、最初の葉書による委任状1,880名と病院等からの委任状384名、
当日参加者の組み合わせで総会が２分の１の参加で成立した（登録社員数2,895
名、同過半数1,448名、委任状1,643〈当日出席者108名含む〉）。更に、定款変更
には、３分の２の確保が必要で、総会審議途中で改めて確認し、どちらも問題
なく成立しました。これらの作業にご協力いただいた各支部、学内支部（各教
室）、関係病院長等に感謝します。昨年６月に役員選挙が行われ、ちょうど一
年です。学生を準会員から学生会員（正式会員）とすることにより、神緑会へ
の親近感を早くから持たせるため活動参加させることにしました。受付や運営
を昨年同様６名の学生（１，２，５年）が手伝っています。
　神緑会の近況を手短に報告します。ベテラン職員２名で長らく運営してきま
したが、退職に伴い新戦力で運営しています。HPの充実のため IT専門家を確
保し、会計ソフトの導入など、社会保険労務士百合岡事務所の指導により的確
に運営しております。
　昨年10月の名簿発行では、学年クラス代表のご努力等で内容の充実に努めま
した。更に広告や発行協力費により収入確保に努めました。同様に、神緑会事
務局として初めて留学者の調査を行い、ネットによる情報伝達で連携に努めま
した。
　支部活動支援の体制が一般社団法人への移行により、本部と支部が直接連携
できるようになりました。山陰支部の発足以来、関東支部の運営に本部共々取
り組んでおります。５月８日に千葉支部を発足させ、栃木、群馬、茨城、埼玉、
千葉の北関東地区と東京･神奈川の南関東地区としてグループ化する予定です。
　記念事業（医学部75周年、神戸病院150周年）では、神戸大医学部のWGと
連携し、昨年12月から募金活動を開始しました。今後、医学専門学校、県立医
大から国立移管までの時期の失われつつある資料の整理に取り組みます。
　会の運営にご協力を御願いします。最後の情報交換会まで長時間にわたりま
すがご協力御願いします。

平成28年度一般社団法人神緑会定時（社員）総会開催報告

前田会長

司会　大林評議員会議長

奥町副会長

永井監事



議長（会長が務める）による開会宣言の後、議事に進む
　２名の議事録記名人として昭和32年卒業の三崎教正、望月眞人両会員を承認して議事に進んだ。

　審議事項
１）平成28年度事業計画について　宮本常務理事担当　
２）平成28年度決算（案）について　奥町財務担当副会長報告
　 　会費収入減が著名に見られた。ただ、職員の異動に伴い、対応が遅れたなどが影響したと考えられた。
入会金は、ほぼ例年通りの額（300万円）であったが、４月入学生からの入金は、預かり金として４月以
降に収入計上することになった。当初の基本財産の費消は順調で、ほぼ残り１年で一般社団法人移行に伴
う額を費消できる予定です。
３）永井監事の監査結果の報告：監査の結果、適切に運営されていた。
　 　以上の提案について参加者の賛成多数で承認されました。詳細は神緑会ホームページ掲載
４）定款変更　定足数の３分の２以上の出席（委任状を含む）で総会の成立を再確認した。
　 名誉会員の追加：（３）特別会員は他大学出身の教授、准教授に適用しています。退職に伴って教授を名
誉会員とする事で運用しています。名誉会員の項に第②項を追加し、理事会が会員からの推薦を受けて審
議し、名誉会員を追加できる事とする提案に対し賛成多数で承認がえられました。

　報告事項：委員会報告　
１）学術委員会研究助成事業募集報告　宮本常務理事から次の表彰者の報告を行った。　
２）学術誌編集・広報委員会報告　中野副会長から広報活動全般について報告した。
　 　広報内容についての御意見を広く求める。

田中千賀子賞、学術研究、小規模講演会の開催助成　一覧表　リストにより表彰と目録の贈呈　
　田中賞の辻野先生に記念の楯、目録の贈呈を会長から行った。研究助成では、藤岡一路（平成16年卒）、
祖父江慶太郎（平成14年卒）、河野誠司（昭和61年卒）の３名に表彰状と助成目録を贈呈した。最後に小規
模講演会の表彰を行い、５名に順次助成金目録を贈呈しました。神戸労災病院鷲見正敏病院長（昭和52年卒）
からは、パワーポイントを使って「会の特徴の説明と日本中心の会からアジア各国の参加など国際性を持っ
た会になってきた」と紹介されました。いずれも全国規模の各種会合や外国からの講演者招聘など工夫が凝
らされており、会の成功を祈ります。

平成28年度一般社団法人神緑会田中千賀子学術奨励賞受賞者

氏名・所属 研　究　業　績

辻野佳代子（昭和62年卒）
兵庫県立がんセンター
放射線治療科・部長

肺癌放射線治療における放射線肺炎の
発症予測に関する研究

前田会長、辻野先生



平成28年度一般社団法人神緑会研究助成金授与者

募集対象１：医学に関する学術交流・教育・研究の助成 （円）

番号 申　請　者 研　究　課　題　等 助成額

1
藤岡　一路（平成16年卒）

神戸大学大学院医学研究科
内科系講座小児科学分野

早産児敗血症においてヘムオキシゲナーゼ・1が果たす
役割の解明 500,000

2
祖父江慶太郎（平成14年卒）
神戸大学医学部附属病院
放射線科・血管内治療センター

Dual-energy CT を用いた薬剤溶出性ビーズ内の抗がん
剤濃度定量についての基礎研究 500,000

3
河野　誠司（昭和61年卒）

神戸大学大学院研究科医学教育
学分野／総合臨床教育センター

神戸大学医学部医学科の学外臨床実習充実に向けたファ
カルティディベロップメントの開発研究 500,000

募集対象３：小規模な学術講演会等の開催への助成 （円）

番号 申　請　者 研　究　課　題　等 助成額

1
伊藤　智雄（特別会員）

神戸大学大学院医学研究科
病理学講座病理診断学分野

第５回神戸免疫組織診断セミナー（いむーのセミナー） 250,000

2
鷲見　正敏（昭和52年卒）

独立行政法人労働者健康福祉機構
神戸労災病院

8th Annual Meeting of Cervical Spine Research 
Society-Asian Pacific Section- (8th CSRS-AP)
第８回国際頸椎学会（アジア・太平洋部門）

250,000

3 八木麻理子（平成８年卒）
にこにこハウス医療福祉センター 第２回脳神経疾患治療勉強会 250,000

藤岡先生 祖父江先生 河野先生

酒井病理診断科講師（代理） 鷲見先生 八木先生



番号 申　請　者 研　究　課　題　等 助成額

４
的崎　　尚（昭和56年卒）

神戸大学大学院医学研究科
生化学講座シグナル統合学分野

第15回生体機能研究会 250,000

５ 岡山　雅信（特別会員）
神戸大学大学院地域医療教育部門

地域医療のスキルを高める神戸大学医学部生・地域特
別学生（兵庫県養成医学生）交流事業 250,000

　田中千賀子賞受賞記念講演会
八　木　麻理子（やぎ　まりこ）
社会福祉法人 芳友 にこにこハウス医療福祉センター　診療部長
経歴　平成８年３月　神戸大学医学部卒業
　　　平成８年６月　神戸大学医学部附属病院　小児科医員（研修医）
　　　平成８年12月　兵庫県立こども病院　研修医
　　　平成９年４月　加古川市立加古川市民病院　小児科医師
　　　平成11年６月　姫路赤十字病院　小児科医師
　　　平成15年３月　神戸大学大学院医学系研究科修了、博士（医学）
　　　平成15年４月　神戸大学医学部附属病院　助手
　　　平成16年４月　神戸大学大学院医学系研究科　助手
　　　平成21年１月　神戸大学大学院医学研究科　特命助教
　　　平成22年５月　神戸大学大学院医学研究科　助教
　　　平成25年４月　にこにこハウス医療福祉センター　小児科医師
　　　平成26年４月より現職

　研究内容の詳細は、学術誌第32巻に掲載しました。

的崎研究科長へ 岡山先生鷲見先生
国際学会についてPPTを使っ
た説明が行われた

司会の千谷理事 八木先生へ兵医大小児科竹島教授等からの花束の贈呈



　神戸大学学長　武田　廣　特別講演会

プロフィールと講演要旨
武　田　　　廣（たけだ　ひろし）
神戸大学学長
略歴　昭和24年、愛媛県生まれ 
　　　昭和53年　東京大学大学院理学系研究科物理学専門課程博士課程修了
　　　昭和53年から６年間、西ドイツDESY研究所で JADE実験に従事
　　　 昭和59年から５年間、欧州素粒子物理学研究所（CERN）で OPAL 実験に

従事
　　　東京大学理学部助手・助教授を経て
　　　平成元年　神戸大学理学部教授

　　　　　　　　　　　　　　平成10年　神戸大学総合情報処理センター長 
　　　　　　　　　　　　　　平成15年　神戸大学理学部長
　　　　　　　　　　　　　　平成19年　神戸大学附属図書館長
　　　　　　　　　　　　　　平成21年　神戸大学理事・副学長
　　　　　　　　　　　　　　平成27年４月～　国立大学法人神戸大学長
　　　　　　　　　　　専門　高エネルギー物理学（素粒子実験物理学）
　　　　　　　　　　　　　　平成７年　欧州物理学会特別賞（グルオンの存在確認：JADE実験）
　　　　　　　　　　　　　　平成25年　欧州物理学会賞（ヒッグス粒子の発見：ATLAS 実験）

演題「神戸大学の機能強化について」
講演要旨：国立大学の機能強化に対する社会の要請が高まるなか、神戸大学は、昨年４月に新たなビジョン

「先端研究・文理融合研究で輝く卓越研究大学」を掲げました。開学時の理念である「学理と実際の調和」

の伝統を発展させ、本学の有する様々な研究分野の連携・融合による力を最大限に発揮する「卓越研究大学」

として、世界最高水準の教育研究拠点を構築し、現代及び未来社会の課題を解決するための新たな価値の創

造に挑戦しております。そして、この新ビジョンの実現に向けて、新領域創出に向けた社会と協働した先端

融合研究の推進とその成果の社会実装、世界で活躍できる先導的人材の育成、そして、大学のガバナンス機

能の強化を進めております。

　一方で本学は、第３期中期目標期間における国立大学の機能強化への重点支援の三つの類型から、「全学

的に世界で卓越した教育研究、社会実装を推進する取組を第３期の機能強化の中核とする大学」に名乗りを

上げ、世界と競うグローバルな大学を目指すこととしております。本学の機能強化に関する取り組みは、京

都大学、九州大学と共に高い評価を得ております。

　今回の講演では、上記のような本学の取り組み内容を神緑会会員の皆さまにお伝えすると共に、国立大学

が置かれている厳しい財政状況と本学の実状、そして、神戸大学長として新たに進めている改革の概略をお

話しできればと思います。



的崎　尚　神戸大学大学院医学研究科長 ･医学部長による紹介
　神緑会総会で学長講演を行うのは、今回が初めてと
の紹介で学長講演がスタートした。責任の重さを痛感
しながら、何とか神戸大を発展させようとする熱意が
聴衆に伝わり、あっという間の講演であった。

1 2

3 4

5 6

学長と司会の的崎研究科長



9 10

7 8

13

　ここでは言葉での説明を省いた

が、学長の了解の上で神緑会ホー

ムページに動画及びパワーポイン

トを公開しています。併せてご覧

ください。
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謝辞を述べる藤澤病院長 移動について説明する
春日野事務局長

質問をされる望月先生（32年卒）

　会場からの質問では、「米国の手厚い研究支援と違って何で日本では研究費支援が乏しいのか？」との質
問に、11年間の海外生活を経験された学長からは、「比較は難しいが日本での財政難などが影響している。
確保に全力で取り組む」などと説明された。
　最後に藤澤正人附属病院長から感謝の言葉が述べられました。学長は日頃、医学部・附属病院の大変な運営
状況にも理解があり、引き続き学長 ･病院長が協調しての神戸大学の発展を目指す方向性が確認されました。



　情報交換会
　特別講演会終了約10分後に会場を神緑会館多目
的ホールに移動して、武田学長の参加の下、情報
交換会に移った。
開会に際しての会長挨拶
　特別講演をいただいた武田学長及び田中賞の八
木先生におかれましては、本当に有り難うござい
ました。学長講演は、学長就任後の早い時期に同
窓会主催の「学長懇談会」でお聞きしましたが、
本日の学長講演は数倍も迫力に満ちており、大変
感動しました。神戸大学の前途が明るいと思いま
した。長時間の総会及び講演会でしたので簡単な
挨拶とします。記念事業を行っておりますが、会
館入り口からこの部屋の前の廊下では、小川瑳五
郎医学専門学校長の若い頃の写真の背景のモニュ
メントについてです。私は何度も「大発見」と
言ってますが、昭和17年頃の病院の看護部運動会
の背景写真に写っていたモニュメント、昭和27年
卒業生の写真の背景は、「楠町今昔」の本、近く
の喫茶店店主がお持ちの本で明快に解明されまし
た。記念事業の寄付は、５月末で3,800万円、神緑
会会員122名からは900万円と言われてます。皆さ
んの一層のご支援を御願いします。それでは、こ
の会が皆さんの情報交換会として有意義であるこ
とを期待して挨拶を終わります。

開会挨拶する前田会長

乾杯の発声（望月先生　32年卒）

司会の中野副会長 藤岡先生辻野先生

岡山先生 田中千賀子先生





代表的な写真を掲載します。それぞれの説明としての文章については、今後の写真提供状況によりどのよう
な内容にするかも含めて検討します。ただ、この機会を除けばこの時期の詳細が闇の中となるのは明瞭と思い
ます。この時代を精一杯生きた証を残すのにご協力を御願いします。特に姫路での医学予備課程、医進課程の
写真と学生生活についてお寄せ下さい。「篠山予科」「南寮寮歌」の楽譜や音源の提供を御願いします。

医学部初期の沿革
昭和19年１月　兵庫県立医学専門学校の設置が認可された。
　　　　２月　小川瑳五郎が校長に就任した。
　　　　４月　 市立第二高等女学校及び女子商業学校の校舎、敷地を神戸市から譲渡された。
　　　　　　　県立医学専門学校開校式と入学式を挙行した。
　　20年３月　３月17日の神戸大空襲により学校及び附属病院の建物８棟568坪を消失した。
　　21年４月　県立医科大学の設置が認可された。正路倫之助が学長に就任した。
　　　　６月　大学予科が多紀郡篠山町に設置され、開校式挙行。森　為三が予科長に就任した。
　　22年４月　医科大学専門課程第１回入学式を挙行した。
　　　　５月　附属図書館が基礎校舎の４階に設置された。
　　25年４月　 新制度による一般教養学科（医学予備課程）が兵庫県立農科大学及び姫路工業大学に設置

された。
　　27年２月　神戸医科大学の設置は認可された。
　　　　４月　神戸医科大学の開校式を挙行した。
　　28年４月　旧制医学研究科が設置された。
　　30年１月　 神戸医科大学医進課程を兵庫県立農科大学及び姫路工業大学に設置することが認可された。
　　　　　　　旧制学位審査権が付与された。
　　31年４月　遠藤中節が学長に就任した。

資料として１）神戸医科大学史（昭和43年３月発行）に加えて、２）わが母校誕生のころ－本学の神話時代
－中村和成（昭和38年12月20日印刷）、３）兵庫県立医科大学一覧昭和24年（昭和24年７月５日印刷）が有名
だが偶然見つかった。医学専門学校が修業年限５年、予科は３年、医科大学専門課程の修業年限は４年等を整
理したい。

医専 ･医科大学の貴重な写真の募集―
下奥先生の思い出の写真と引き続き提供の御願い

予科見取図 大学及附属医院見取図



４．医科大予科
竹内賢吉先生（ドイツ語）
昭和22～25年頃

５．医科大予科
芳栴寮北寮15室メンバー文化祭出し物（学生服
が下奥氏）第二回記念祭「父帰る」菊地寛作品
上演後役者達　昭和23年６月20日

６．医科大予科
第三回体育祭前日の宣伝隊仮装行列（誓願寺山門前にて）
（左旗持ち）下奥氏　昭和23年10月30日

７．医科大予科
第三回体育祭　応援団　昭和23年10月31日

８．医科大予科
第三回体育祭　棒倒し　昭和23年10月31日

１．医科大予科
（左）芳栴寮南寮（右）教官室 ･事務室　昭和22～25年頃

２．医科大予科
芳栴寮南寮　昭和22～25年頃

３ ．医科大予科
森為三先生（予科長）
昭和22～25年頃



９．医科大予科
芳栴寮北寮15室の仲間たち
（医科大予科テニスコート前）

昭和23年２月20日

10．医科大予科
芳栴寮北寮15室及び20室１年～３年混同
下奥先生予科２年次　
昭和23年４月～昭和24年３月頃

11．医科大予科
卒業写真食堂前（２列左４人目）斉藤（英）山本（英）森（予科長）三浦（数）竹内（独）松居（物）西羅（化）久寿米木（物）　
昭和25年３月

12．医科大
バレーボール部合宿（洲本）
洲本高校への陣中見舞　昭和25～29年頃

13．医科大　実習見学
戸田嘉秋助教授　昭和25～29年頃

14．卒業後　米国航空母艦
（左）窪田助教授（第二外科）,
（左３）武田先生（解剖）,（左４）上田先生（法医）,
（右）酒谷（26, 専）, 下奥氏　撮影日不詳

15．（左）須田勇先生（学長）,
（中）下奥先生 ,
（右）石川友衛先生
（日大医学部第一生理）　撮影日不詳



１ ．神戸医学専門学校小川瑳五郎校長 ･病院長の写
真提供

小川元学校長・病院
長のご功績は、昭和５
年竣工のドイツ風病院
本館に始まり、昭和26
年の病没まで総て病院
と医学校に捧げられた。
小磯良平画伯の名画や
写真まで残されていた
が、胃がんの発症後に
亡くなられたのでご遺
族が心配され、「若かり
し日の元気な姿を皆さ

んに見ていただきたい」として50回忌の慰霊の会で
提供を受けました（神緑会ニュースレター第７巻第
２号、ｐ34～35）。立派な体格と希望に燃えた風貌
はご遺族の思いの通りでした。背景にあるモニュメ
ントも見たことのないものでした（写真１）。

２．学内のどこなのか？　前任地か？
前任地の長崎や京都

も含めて古い写真探索
を行いました。そのう
ちに昭和28年卒業生６
名の写真背景にあるこ
とが判明しました（写
真２）。卒業生６名中３
名が存命中で、新光　
毅先生の御意見を伺う
ことができました。モ
ニュメントの人物像は
勝手な想像で「ナイチ

ンゲール説とかこども説」までありましたが、根拠
のないものでした。「60年以上前のことでほとんど覚
えていない」とのことと、戦後の間もない頃で生活

に追われ学生生活も大変だったとお話いただきまし
た。ここから、問題解決に至る過程は、ほんとか ???
に近い話ですが、神緑会が保存していた写真に偶然
に写っていたのを、これも偶然に認識したに尽きる
話です。卒業記念写真と小川元校長の写真の背景は
大きく異なり、石段が積まれてモニュメント然とし
ていたのが、卒業写真では背景に木々が被さり、手
前にも草木雑草が見られる状態でした。この段階で
は、モニュメントはどこか他の場所に移設されたと
の考えでしたが、賢者がいて「戦争中･戦後の大変
な時期で患者や遊歩道：グランドにも芋を植えてい
た」との話にぴんときたヒトがいました。ただ、神
戸医科大学史にも患者遊歩道に野菜を植えた記載は
ありませんでした。

３ ．看護部大運動会写真に認めた類似のモニュメン
ト（写真３）
神戸病院の看護学校を卒業し、大運動会に参加し

ていた看護師さんの写真は、偶然ですが、２カ所か
ら提供されました。実際には、篠山市在住の方から
の写真は、一度だけ見たのですが息子さんの古本屋
さんが病気で亡くなられました。明石市在住の方か
らは提供を受け、神緑会の会合などで披露しました。
整然と行われていた看護部の大運動会に驚くばかり
でした。ただ、綱引きの一角に「伊藤博文公の銅像」
（矢印２）を認識した方々は、銅像のあったことを
知っていた方々に限定されました。更に、時を経て、
多分、約２年後にモニュメント（矢印１）の存在が
明らかになりました。今回は、多分、偶然ではあり
ますが「どこかにあるに違いない」の観察眼が解明
したと思います。それで一段落で十分でしたが、更
に具体的な姿で、確認できました。

写真１；
小川校長とモニュメント

写真２；
昭和28年卒業生記念写真と

モニュメント

神緑会事務局　記念事業担当　西　島　政　夫

県立神戸病院のモニュメントの解説
大発見の解明は昔の写真から



４．「楠町の今昔」１）でのモニュメントの全貌
医学部から神戸駅方向に基礎学舎東側の細い道に
沿って帰る道沿いで山手幹線との角の喫茶店（CAFE 
Le GRANC）店主が以前から貴重な情報を提供して
いただいていました。「楠町の今昔」がその本でし
た。医学部や附属病院に限定せず、安養寺、廣厳寺
（楠寺）の紹介や安養寺が強い力を持っていて、現
在の大倉山公園全体を安養寺山と読んでいたことな
どです。興味を以て読んだはずでしたが、この写真
は目に留まりませんでした（写真５）。６月に読み直
したところ、３．春畝館（しゅんぽかん）の項２）で
大倉山３）として、本学敷地の西南からの写真があり、
「幽莚な庭園」の奥に、このモニュメントの全体像
が写っていました。附属病院の絵図に書かれた特徴
を示していることも解りました（附図１）。複雑なく
ぼみとして明記されていました。なお、背景の大倉
山公園は、神戸市がグランド整備や地方の森の開発
を行う前の姿で、大倉喜八郎（ホテルオークラの開

設者、政商）が所有者で伊藤博文公別邸（春畝館しゅ
んぽかん）が認められます。

５．総ては歴史の彼方へ？
疑問は当然残ります。このモニュメントはどうい

う目的で建設され（たとえば、病院本館と同時にな
ど？）、最後はどうなったのでしょうか？　大倉山の

写真３；運動会とモニュメント

1

2

写真4；
昭和17年ごろ、卒業生一同の記念写真
矢印はモニュメント

写真５；
母校・ドイツ式庭園の中のモニュメント。後方は、大倉山と
伊藤博文公別邸の春畝館。附図１）の⑭と赤丸位置の細かい
作図に注意

附図１；⑭患者遊歩場が手術棟などで消えてしまう。



巨大な伊藤博文公の銅像は昭和17年に戦時金属回収
で撤去された４）のですが、最近、異説も提示され昭
和19年に撤去されたと大倉山高射砲の砲手から提示
されているようです５）。銅像は、高い位置からこの
モニュメントの行方をご覧になっていたでしょ
う？ この地域に順次建物が建ち、昭和40年には兵
庫県立がんセンターに発展する病院と事務棟が建て
られ大きく患者遊歩道が変化しました。現実問題と
して昭和初期に病院で過ごされた方の情報をお寄せ
下さい。芋畑は本当でしょうか？

文　献
１）楠町史跡保存会編　昭和11年刊行　非売品。楠
町6丁目の阿部嘉弘氏所蔵（P160）。

２）春畝（しゅんぽ）は伊藤博文の号。博文は初代
兵庫県令（知事）【後の初代内閣総理大臣等要職】
の友人で実業家の大倉喜八郎から別邸として借り
受けていた。

３）大倉山の同写真には「取崩し作業着手中にて緑
樹は殆ど他に移植せられ、殺風景なる禿山となる。
頂上の建物は春畝館」と記す。

４）神戸史談　昭和60年
５）兵庫県公館県政資料館歴史資料部門担当談「資
料はないが傾聴に値する意見」とする（平成27年
聴き取り）

ローンのご案内
HYOGOKEN IRYOU CREDIT UNION（HICU）

兵医信は兵庫県医師会・兵庫県歯科医師会・兵庫県薬剤師会を設立母体とした、
兵庫の医療・医薬に関わる皆さまと共に歩む専門金融機関です。

◎その他の商品についても取扱いを行っておりますので、詳しくは各営業店の融資担当者までご相談ください。
　※１ 本商品は変動金利型の商品です。　※２ 金利情勢等により、内容の変更を行う場合がございます。　※３ お借入に際しましては原則、社保または国保の振込指定が必要です。
　※４ 審査の結果によってはご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承願います。

◎組合への出資のお願い　出資1口の金額は1,000円となります。10口（1万円）以上のご出資を目途にお願いしております。

◎詳しくは各営業店までお問い合わせください。

（平成27年12月1日現在）

本店営業部

〒661-0012 尼崎市南塚口町4-4-8 ハーティ21内

〒651-0086 神戸市中央区磯上通3-2-17

〒662-0911 西宮市池田町13-2 西宮医療会館内

〒670-0932 姫路市下寺町43 姫路商工会議所新館内

尼崎支店

姫路支店

西宮支店

https://www.hyoishin.co.jp兵庫県医療信用組合のホームページ

TEL 078-241-5201 TEL 079-282-0177
TEL 0798-36-1010TEL 06-6426-6288

診療所の移転、増改築、リフォーム、駐車場購入、
医療器械購入等にご利用いただけます

医療事業ローン

年1.350％（変動金利）
1億円

ご融資金利

ご融資限度額

ご融資期間

担　保
25年以内（完済時満７５歳以下）

不動産

自家用車、往診車、自動二輪車の
購入などにご利用いただけます

オートローン

年1.350％（変動金利）
1,000万円

ご融資金利

ご融資限度額

ご融資期間

担　保
5年以内（完済時満７５歳以下）

不　要

（平成28年8月1日現在）



１ ．最新情報記事及びイベント情報への掲載状況の報告（2016.8.2現在）
H28.4.26～ H28.8.2までに掲載させて頂いた情報一覧

No ホームページ掲載日 氏名 卒年 専攻 記事内容 神戸新聞
掲載日 備　考

１ 2016/4/28 　 　 　

2016/6/25
平成28年度　一般社団法人神緑会
定時（社員）総会並びに学術講演
会・情報交換会

　 イベント情報

２ 2016/5/2 勝沼紗矢香 H14 耳鼻咽喉・頭頸部外科

「においを感じる細胞が規則正し
く整列する仕組みを解明」
神戸大学学友会ニュースレター　
Vol.57　2016.3.14発行より

　 　

３ 2016/5/11 　 　 　 楠だより４月号 　 神戸大学病院より

４ 2016/5/19 事　務　局 　 　 平成28年度総会出欠確認はがきの
送付 　 　

５ 2016/5/26 　 　 　
2016年６月24日
第12回　地域医療エキスパートセ
ミナー

　 イベント情報

６ 2016/6/1 事　務　局 　 　 神緑会ニュースレター第８巻第１
号　2016年５月25日発行 　 　

７ 2016/6/11 中内　一揚 H8 眼科 40歳を過ぎたら「アイドック」 2016/6/4 　

８ 2016/6/16 事　務　局 　 　
神戸大学学長　武田　廣　
一般社団法人神緑会　学術講演会
特別講演要旨

　 　

９ 2016/6/23
橋本　章男
（昭和29年卒）
ご遺族

S29 　 橋本　章男先生を偲ぶ会　
ご案内について 　 　

10 2016/6/30 黒田　良祐 H2 整形外科 「膝の痛み和らげ筋力を回復」 2016/6/27 　

11 2016/7/7 　 　 　 楠だより６月号 　 神戸大学病院より

12 2016/7/14 平成28年度（第47回）神戸大学公
開講座の開催について

神戸大学企画部
社会連携課より

13 2016/7/20 厚生労働省関係者による講演会の
開催について（ご案内）

医学部総務課
職員係より

14 2016/7/27 菊池　　章 S57 分子病態生化学
「死亡率の高い膵がんと肺がんを
促進するたんぱく質を発見」 2016/6/21

15 2016/8/2 市橋　正光 S39 皮膚科 「夏の外遊び 紫外線対策を」 2016/7/17

 ※掲載されたい記事や会合があれば、神緑会事務局までご連絡ください。
Mai l：sinryoku@med.kobe-u.ac.jp
TEL：078-361-0616
FAX：078-361-0617

ホームページの活用推進について
 神緑会Web委員会　委員長　宮本　正喜
 神緑会　会長　前田　　盛



２．会員病院・診療所の紹介システム
去る６月25日開催の総会において、昨年２月にリ

ニューアルされたホームページ（HP）についてのご
報告を致しました。リニューアルにあたり特に注意
をおいた点は最新情報をできるだけ早くに皆様方へ
お伝えしたいとの事より、最新情報の記事およびイ
ベントへの掲載情報のお知らせをメールマガジンで
配信し、HPへアクセスして頂くと詳細がわかると
いうシステムを作りあげました。
最新情報の記事につきましては、会員の先生方よ

りご提供頂いた文書や会員の先生方が掲載された新
聞記事等の転載によりご活躍の報告、神戸大学クラ
ブ（KUC）より届いた最新のご案内文書、神戸大学
附属病院より偶数月に発行されている「楠だより」
の紹介、地域医療活性化センター主催で開催されて
いるセミナーの最新情報、D&Nplus ブラッシュアッ
プセンターからのご案内文書等が主となっておりま
すが、先日「橋本章男先生（昭和29卒）を偲ぶ会」
についての掲載依頼を受け掲載をさせて頂きました
ところ多くのアクセスを頂きました。会員の皆様か
らの掲載依頼もお待ちしております。

さて、アクセス数も伸びてきてはおりますが、ま
だまだ多くの方々にアクセスを賜りたいと考えてお
り、HPの中にリンク集のページがありますので、
多くの会員の先生方の病院や医院へのリンク登録を
進めていくことを検討しております。
神緑会のリンク集から会員様HPへリンクを張る

ことで、会員様HPの検索エンジン最適化対策（SEO：
Search Engine Optimization、検索結果の表示順位
を上位にする工夫）上の効果も期待できます。リン
クの登録につきましては事務局へお申し出下さい。
（別紙の登録票をご利用ください。）
現在対象が、神戸大学附属病院の関連病院が約
90、神緑会員の病院・診療所におきましては約2,000
あるのではないかと考えられます。ある程度、地域
別に分けての掲載が必要ではないかとも検討してお
ります。

メルマガ受信の為、メールアドレスをご登録下さい。

神緑会ホームページ、会員コーナー、連絡先変更のプロフィール編集よりメールア
ドレス登録が可能です。
　※会員コーナーでは IDとパスワードが必要です。
　　不明な方は神緑会事務局へお問い合わせください。

TEL：078-361-0616　　FAX：078-361-0617 
mail：sinryoku@med.kobe-u.ac.jp
URL：https://www.shinryokukai.com/ （神緑会ホームページへ）



 日付：　　　年　　　月　　　日

一般社団法人　神緑会　御中

神緑会ホームページへのリンク登録票

卒年 氏名

登 録 U R L

病 院 名・ 医 院 名

病院（医院）住所

病院（医院）TEL

メ ー ル アドレス

診療科（複数可）、備考等 （特徴とする診療内容など。長くても結構です。）

※FAXまたは必要項目を入力の上メールにてご送付ください。

一般社団法人 神緑会　会長　前田　　盛
　　　　　　　　 事務担当　高倉　善子

〒650-0017　神戸市中央区楠町７丁目5-1
神戸大学医学部内
TEL（078）361-0616　FAX（078）361-0617
E-mail：sinryoku@med.kobe-u.ac.jp
URL：https://www.shinryokukai.com/



2016年度大倉山祭のごあんない

　今年度も来たる10月30日（日）に大倉山祭の開催
が決定致しました。
　大倉山祭とは、大倉山公園噴水のある広場にて開
催される、神戸大学医学部医学科の公式学園祭で
す。本祭以外にも、有志によるソフトボールチーム
の戦いであるスポーツ大会、医療について関心を深
める医療シンポジウム、そして昨年度好評だった
da Vinci 体験会も引き続き行われます。医学科生だ
けでなく、他学部生、他大学生、一般の方にも遊び
に来ていただき、学生や地域の交流を広げていま
す。実行委員会が主体となり、各部活と一体となっ
て、企画から準備、運営までを行っております。昨
年度までは４回生が主体で実行委員は運営されて
いましたが、カリキュラムの変更により今年度は３
回生も一緒になり活動しております。
　今年のテーマは「EBM～ええやん“僕らの”祭
りやん～」です。
　ここ近年、広報の頑張り等もあり学部外での大倉
山祭の知名度も少し上がってきたように感じます。
今年は来てくださったお客さん方に更に私たちの
ことを知り、交流してもらいたいと思っています。
　まず医学部らしさを出したいということで医学
用語の EBM（Evidence Based Medicine）に掛け
た語感のよいテーマを採用しました。Evidence（昨
年度アンケート等）に基づいた、皆に楽しんでもら
える大倉山祭を提供できればと思っています。“僕

らの”にはこれまでとは違う今年度実行委員のオ
リジナリティーを出していきたい、という気持ちを
込めています。具体的に、今年度は新しい試みとし
て新ステージ企画、学生によるバザー、大倉山祭オ
リジナルグッズの販売等を考えております。
　学生、地域住民、病院関係者、患者様方やご家族
の方々、先生方にも大倉山祭に興味を持ち、飾らな
い我々神大医学部生のことを知ってもらい、親しみ
をもってもらいたいと思っています。学生らしい元
気さや賑やかさを感じ、一見とっつきにくそうな医
学にも興味をもってもらうのが私たちの願いです。
　今年も他学生や協賛企業など多くのご協力を頂
き、大倉山祭の大いなる成功を目指して、日々奮闘
しています。また、この大倉山祭が開催できている
のにはOB・OGの先生方の寄付によるところが大
きいです。近年寄付金が減ってきており大変苦労し
ております。大倉山祭という伝統をさらに発展した
ものにできるよう尽力して参りますので、どうかご
協力をお願い申し上げます。９月頃に寄付願いを送
付致しますので、御一考頂けましたら幸いです。
　まだ先ではございますが、もしお時間がございま
したら本祭・シンポジウム共に、実際に私たちの努
力の成果を見にいらして下さると嬉しいです。
　今後とも実行委員一同、大倉山祭の開催に向けて
尽力して参りますので、ご指導、ご協力のほどよろ
しくお願い致します。

大倉山祭実行委員長　江　口　茉奈美（学部４回生）

実行委員会勢揃い（43名　男女比約１：２）



大倉山祭2016
テーマ：「EBM～ええやん“僕らの”祭りやん～」

2016年10月30日（日）大倉山祭本祭
場　　所：大倉山公園噴水のある広場
内　　容： ステージ、模擬店、受験生への相談ブース 等
ステージ内 容：吉本お笑いライブ、ピープロ（軽音楽部・ 

クラシック愛好会合同ライブ）、ダンス部ステージ、
各部対抗選手権、ビンゴ大会 等

模 擬 店：  各部活による出店ホットドッグ、たこやき、カレー、
ドーナツ　等

10月16日（日）da Vinci 体験会
場　　所：地域医療活性化センター

10月22日（土）スポーツ大会 
場　　所：国際文化学部グランド

10月23日（日）医療シンポジウム
テ ー マ：免疫
内　　容：
　学生発表　 「免疫と老化（仮）」　
  神戸大学医学部医学科２回生　佐藤郷介
　講　　演　「腸内細菌と疾患（仮）」
　　　　　　神戸大学医学部附属病院 循環器内科
 　准教授　山下智也 先生
　　　　　　 「バイオ製剤による免疫治療
  －リウマチから癌まで－（仮）」
　　　　　　神戸大学医学部附属病院 膠原病リウマチ内科
 准教授　森信暁雄 先生
場　　所：神緑会館多目的ホール 
同時開催：東洋医学研究会による展示

10月29日（土）ホームカミングデイ
場　　所：シスメックスホール・神緑会館多目的ホール

● 大倉山祭の情報はこちらで随時更新致しております。

公式ホームページ　 大倉山祭2016 　検索

　　　　　　　　　http://okurayamasai.web.fc2.com/
公式Twitter　　　@OKURAYAMA_PR
公式 Facebook　　「大倉山祭広報」
  　　　http://facebook.com/okurayamasai

● ご質問、お問い合わせは下記アドレスにて受付しております。
2016年度大倉山祭広報 メールアドレス 
okurakoho2016@gmail.com 
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ホームカミングデイ予定
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（神緑会館）



学生生活で大切にしていくべき２つのこと

神戸大学医学部医学科１回生　高　木　望　夢

　大学に入学して３ヶ月が経ちました。私は１年
間浪人したため、去年の予備校で過ごした何の変化
もない日々に比べ、想像以上に毎日が変化に富んで
おり、３ヶ月しか経っていないにも関わらず、すで
に半年は経っている感じがしています。
　そんな３ヶ月で大学の「授業」と「人とのつなが
り」について私が感じたことを述べます。
　まず、授業についてです。浪人時代に現役で大学
に合格した友達から「大学の授業が難しすぎる」と
いう話を聞いていました。そのため、はじめはかな
り身構えていました。授業が始まってみると確か
に難しい授業がありましたが、思っていたほど多く
なく、今はなんとかついていくことができていま
す。数ある授業の中で私が一番気に入っている授
業は、金曜日に楠キャンパスで開講される「医学序
説」です。この授業はオムニバス形式で、毎週異な
る科の先生がいらっしゃってお話をしてください
ます。話の途中で手術の映像が出てきたりするた
め、聞いていてとても面白く、医学への勉強意欲が
かき立てられます。

　次に人とのつながりについてです。医学科は先
輩・同級生とのつながりが他と比べてかなり強いと
私は感じます。その理由は、将来全員が医師とな
り、協力して働くという特殊な事情があるためだと
思われます。しかし、これ以外に部活動・同好会の
影響が強いと思います。普段大学で話をする同級
生は同じ部活の人が多いです。休日も、同じ部活に
所属しているため都合が付きやすく、よく部活仲間
で遊びに行きます。一緒に過ごす時間が長い分と
ても仲がいいです。先輩についても同様です。部
活中は丁寧に指導してくださり、部活後にはご飯に
連れて行ってくださいます。また授業のことや大
学生活のことなどについて親身に相談にのってく
ださり、とても助かっています。
　学生生活をどう送るかがどんな医者になるかに
多大な影響を与えるはずです。良い医師になるた
めにはもちろん勉強することが大切です。それに
加えて人と良好な関係を築き楽しく過ごすことも
大切なことだと思います。今後も勉強と人とのか
かわり合いを大切にして過ごしていきたいです。

２度目の学生生活のスタート

神戸大学医学部医学科１回生　馬　場　圭　祐

　初めまして。神戸大学医学部医学科１年の馬場
と申します。
　私は同級生とは少し違ったバックグラウンドを
持っておりまして、東京大学工学部を卒業した後、
３年ほど会社勤めを経験しております。そしてこ
の度、神戸大学医学部に入学させて頂き、こうして
医学の勉強をさせて頂けることになりました。か
なり寄り道をしてからの再入学となるので、「同学
年の人たちと上手く馴染めるかなぁ」と心配して
いましたが、幸いなことに仲間にも恵まれ、日々楽
しく二度目の学生生活を過ごさせて頂いておりま
す。

　さて、大学が始まって３か月が経ちましたが、一
度大学を卒業している身ですので、「学校に慣れて
ようやく一息」というよりも「何だか懐かしい
なぁ」という気持ちが正直なところです（笑）。
　しかし、医学部でのカリキュラムはやはり他学部
とは一線を画しているといいますか、非常に恵まれ
ていると感じると同時に、かなり独特の雰囲気があ
るとも感じています。
　例えば、現在学んでいる教科に「細胞生物学」が
ありますが、一つの章について、その内容を専門に
研究している基礎医学の先生から習うことができ
る、というのは他の学部ではほとんど考えられない

新入生からの寄稿



贅沢さだと言えます。もちろん、全学での教養科目
などにはオムニバス形式の授業もありますが、生物
学の基礎的な事項を専門の先生方からしっかりと
学ばせて頂ける、という状況は非常に恵まれていま
す。まだ大学が始まってほんの少ししか経ってい
ませんが、今後の基礎医学や臨床医学についてもそ
の道の専門家に習えると思うと今から楽しみでな
りません。（もちろんその分だけ学習に求められて
いるハードルは高いと思いますが…。）
　その一方で、医学部は「閉鎖的なムラ社会」と
いった揶揄を受けてしまうことがあるように、医学
部教育独特の閉鎖性というものも多少は存在して
いるのかなと思います。（※少し前に「医師ムラの
真実」という本が出版されて話題になっていた記
憶があります。）

　たしかに、100名を超える学生が６年間同じメン
バーで同じ授業を受けるという環境は医学部以外
にはほぼありえないですし、課外活動に関しても、
皆必ずと言っていいほど何らかの部活に所属する
ことになります。また、医学部にはサークルという
ものがほとんどないことにも少し驚きました。
　とはいえ、このように将来の仲間となるメンバー
と共に、学生の頃から非常に強い結びつきを形成し
ながら過ごしていけるコミュニティがあるという
のは一度会社勤めをした身からすると非常に羨ま
しい限りです。一度「ヨソのムラ」を経験したから
こそ分かるこのありがたみを忘れずに、今後６年間
の学生生活を充実したものにしていきたいと思い
ます。

烏
丸
通



　神緑会の皆様、平素は iPS 細胞研究所（CiRA）へ継続的なご支援を賜り、誠にありがとうございます。
　今年はマウス iPS 細胞の作製成功を報告した論文が、アメリカの科学雑誌『セル』に発表された2006年か
らちょうど10年となる節目の年です。この10年の間に、iPS 細胞に関する研究は飛躍的に進み、2014年には
iPS 細胞から作製した細胞を目の病気の患者さんに移植するにまでいたりました。
　今号では、10周年特集として、論文発表時の様子を振り返るとともに、iPS 細胞研究の最前線をレポート
した新書『iPS 細胞が医療をここまで変える～実用化への熾烈な世界競争～』（７月16日発売）をご紹介した
いと思います。

マウス iPS細胞の発表
2006年８月25日付けの学術雑誌『セル』に掲載さ
れた論文は、研究者の間で大きな話題となりまし
た。たった４つの遺伝子を使って、マウスの皮膚の
細胞から受精卵のように体のあらゆる細胞に分化
する能力を持った細胞を作ることができる、iPS 細
胞が正式に発表されたのです。
1981年、マウスの受精卵から、少し発生が進んだ
段階で、細胞を取り出してきて、培養皿の上で増や
すことができるようになりました。これを胚性幹
細胞（ES 細胞）と呼びます。ヒトで ES 細胞が作
られたのは17年後の1998年でした。ヒト ES細胞か
ら体のあらゆる細胞を作り出すことができるので、
再生医療に使用する細胞として、期待が高まりまし
た。しかし ES細胞は受精卵を元につくることから
使用することに抵抗を感じる人も多く、アメリカで
は当時のブッシュ大統領が ES細胞を使った新たな
研究に連邦政府の予算をつけない方針をとるなど、
強い反対がありました。

そうした状況のなか、奈良先端科学技術大学院大
学で新しく研究室を主宰することになった山中伸
弥博士（当時は助教授）は、「受精卵を使わないで、
体細胞から ES細胞のような細胞を作る」という目
標を立て、2000年に研究室の学生らと共に研究を始
めました。2004年には京都大学再生医科学研究所
に移り、引き続き研究が進められました。数万種類
の遺伝子の中から iPS 細胞を作るために必要な遺
伝子の組み合わせを見つけるという途方も無いプ
ロジェクトで、山中博士は、何十年もかかるだろう
と思っていました。

しかし、予想外にも数年後に、その答えにたどり
つくことができました。iPS 細胞の作り方が思って
いたより容易であったので、論文発表前に他の研究
グループに知られないようにするために、山中博士
は必要最小限のメンバーでこの研究を行ったので
す。

論文投稿が近づいた2006年３月、カナダで開催さ
れた国際学会で、iPS 細胞を作るために必要な遺伝
子の名前を隠して山中教授が発表をすると、多くの
研究者が遺伝子は何なのか、山中博士にたずねたそ
うです。

そうして、2006年８月、ついにマウスで iPS 細胞
ができたという論文が発表されたのです。４つの
遺伝子をマウスの皮膚の細胞に導入することで ES 
細胞と同じような多能性（さまざまな細胞になるこ
とのできる能力）を持った細胞ができたという発
表は、世界中の研究者を驚かせました。たった４つ

〈2007年にはヒト iPS細胞の作製に成功〉

京都大学 iPS細胞研究所（CiRA）便り

国際広報室　　和田濵裕之・渡邉文隆・徳永愛子



の遺伝子だけで細胞が初期化（役割を持った体細胞
が受精卵のような状態になること）できるとは誰
も思っていなかったのです。その前年にヒトク
ローン胚から ES細胞を作ったという研究が虚偽で
あったことが明らかになり、捏造や不正に対して特
に厳しい目が向けられていました。山中博士は、マ
ウス iPS 細胞論文はあまりにも容易な方法で体細胞
が初期化できるという内容だったので、発表すれば
逆風が吹くだろうと覚悟していました。そのため、
この論文に深くかかわった自分と高橋和利博士の
二人だけを著者とし、研究室の他のメンバーに批判
が及ばないようにしました。

論文は、研究者の間で大きな話題となりました。
はじめは懐疑的な意見も多くありましたが、海外の
研究グループで再現できたという報告が相次いだ
ことで、広く認められるようになり、iPS 細胞とい
う名前も定着しました。
そして、iPS 細胞を使った研究競争が一気に加熱
したのです。マウス iPS 細胞の論文は、これまで
9,500本を超える論文に引用され、世界中で研究が
行われています。
（CiRA Newsletter vol.25より／文・和田濵裕之）

iPS 細胞研究の新書がでました！
マウス iPS 細胞論文発表から、10年経ち、現在で
は世界各国で iPS 細胞の実用化に向けた熾烈な開発
競争が繰り広げられています。10周年の節目とし
て、このたび、iPS 細胞研究の最前線をレポートし
た『iPS 細胞が医療をここまで変える～実用化への
熾烈な世界競争～』（PHP 新書／監修：山中伸弥）
が７月16日に発売されました。2006年の論文発表
から、iPS 細胞研究がどこまで進んでいるのかが紹

介され、各国の研究者たちの貴重なインタビューが
詰まった本書は、発売から１週間も経たず、増刷が
決定しました。非常に多くの方が、iPS 細胞研究に
関心をもってくださっていることに感激していま
す。
iPS 細胞研究は、依然として当研究所が世界を
リードし、iPS 細胞を用いた再生医療や創薬の実現
に一歩一歩近づいておりますが、それに伴い必要な
経費も引き続き増大することが予想されておりま
す。
こうした状況を踏まえまして、iPS 細胞研究基金
では、2016年度以降の寄付金の受入目標額を見直
し、従来の５億円／年から、10億円／年へと改訂い
たしました。
今回ご紹介しまし

た『iPS 細胞が医療
をここまで変える～
実用化への熾烈な世
界競争～』の印税は
すべて、iPS 細胞研
究基金に寄付されま
すので、ぜひお近く
の書店でお手にとっ
てみていただけます
と幸いです。

今後も iPS 細胞研
究基金にご理解、ご支援を賜りますようお願い申し
上げます。

iPS 細胞研究の今後
iPS 細胞研究所では、最新の研究成果などを載せ
た「CiRA ニ ュース
レター」を年４回発
行しています。前号
から、最新情報に加
えて、iPS 細胞研究
10周年特集として、
８回に渡って iPS 細
胞研究の10年の歩み
を紹介しています。
毎号、読み応えのあ
る内容になっており
ますので、まだご登〈執筆した和田濵博士（左）、中内彩香博士〉



録いただいていない方は、ぜひこの機会にお申込み
ください。
iPS 細胞技術は、現在進行形で発展しています。
本ニュースレターでその歩みをリアルタイムに体
験いただきたく思います。
なお、ニュースレターの最新版およびバックナン
バーは、iPS 細胞研究所のホームページにて、いつ
でもご覧いただけます。
新採用徳永さんとこれまでの担当者渡邉さんが
神緑会事務局を訪問されました。

【iPS細胞研究基金についてのお問い合わせ先】

【連絡先】
　iPS細胞研究所　iPS細胞研究基金事務局
　　〒606-8507　京都市左京区聖護院川原町53
　　TEL： 075-366-7152　FAX： 075-366-7185
　　メール：ips-kikin@cira.kyoto-u.ac.jp
　　資料請求専用フリーダイヤル：
　　　　0120-80-8748（平日９時～17時）　

　

　
京都大学基金ウェブサイト
　「京都大学基金」で検索してください。
　URLは以下の通りです。
　　http://www.kikin.kyoto-u.ac.jp/

ハシレ ヤマナカ シンヤ

お申込み方法（Web）
①CiRA公式ホームページ

↓
②トップページの「お問合せ」をクリック

↓
③「ニュースメール配信登録」をクリック

↓
④ 申込フォームに必要事項をご入力の上、
　お申込みください。



「兵庫県立こども病院」が今年５月１日にポート
アイランドに移転し新たに開院いたしました。その
こども病院に隣接して同時にオープンしたのが「ド
ナルド・マクドナルド・ハウス　神戸（神戸ハウス）」
です。

神戸ハウスはこども病院に入院または通院される
20歳未満の患者さんと、その家族のための滞在施設
で、16室のベッドルームに加え、ダイニング、キッ
チン、プレイルームなどが完備されているため、利
用者は自宅と同じように過ごすことができます。

ドナルド・マクドナルド・ハウスの歴史は1974年
フィラデルフィアから始まりました。
アメリカンフットボールの選手フレッド・ヒルが
愛娘キムの白血病治療で入院したとき、狭いベッド
で小さくなって眠る母親、食事を自動販売機の加工
品ですませている付き添い家族の姿を目の当たりに
し、病気の子供とその家族のために我が家のように
くつろげる第二の家を作りたいと考えました。
そこでフットボールチームの仲間、こども病院の
医師、マクドナルドのオーナーと協力し募金活動を
始め、フィラデルフィア新聞社主が提供した家屋を
改装し世界第１号のドナルド・マクドナルド・ハウ
スが誕生しました。今では世界的に広がりを見せ、
40か国以上に350以上のハウスがあり、患者家族の
支援を行っています。

日本でも子どもの治療のためには遠方から通うご
家族がたくさんいるのが現状です。
遠方から治療を受けるためにはホテルに滞在する
経済的負担、遠方からの長い通院時間、相部屋の場
合のプライバシー保持の難しさなど付き添いする家
族には多くの問題が発生します。ドナルド・マクド
ナルド・ハウスは病院に隣接しているので家族が一
緒にいられる時間が増え、経済的負担も少なく、
ゆっくり休養もできるうえ、同じ境遇の家族同士の
コミュニケーションで精神的支援も得られます。

日本では2001年に東京・世田谷に国内第１号ハウ
スがオープンして以来、毎年のように建立され2016
年には国内11号目となる「神戸ハウス」が誕生しま
した。
家族の経済的負担を軽減するために、ハウスの運

営費は、多くの企業や個人からの寄付や募金でまか
なわれ、さらに運営は地域のボランティアによって
支えられています。多くの方の協力があり、患者家
族は１人１日1000円でハウスに滞在することができ
るのです。

より多くのご家族にハウスに滞在いただき、安心
して看病に専念できるよう、神緑会の皆様のドナル
ド・マクドナルド・ハウス　神戸に対する温かいご
支援をよろしくお願いします。

ドナルド・マクドナルド・ハウス 神戸へのご支援お願いします



 ドナルド・マクドナルド・ハウス 神戸への支援の方法 
１）はやく元気にな～れの会
　　年会費3000円で神戸ハウスを支援するサポート会員になっていただきます。

２）マンスリーサポート
　　クレジットカードや口座振替で毎月ご指定の金額を継続的にサポートしていただきます。
　 　金額は、500円、1000円、2000円、3000円、5000円からお選びください。免税対象
です。

３）感謝の樹
　 　個人で10万円以上ご寄付いただいた方は、ハウスエントランスにある感謝の樹にお名前
を掲載させていただきます。

ドナルド・マクドナルド・ハウス 神戸 支援についてのお問い合わせ先

ドナルド・マクドナルド・ハウス 神戸
ハウスマネージャー　後藤典史
〒650-0047
兵庫県神戸市中央区港島南町１丁目６－７
ＴＥＬ：078-302-7222　　
ＦＡＸ：078-302-7223
メール：dmhc_kobe_mgr@sage.ocn.ne.jp

ウェブサイトからも詳しい内容をご覧いただけます。URLは以下の通りです。
http://www.dmhcj.or.jp/support/
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脳を直接刺激できる手法の一つとして磁気刺激
がある。

磁気刺激法の特徴
磁気刺激法は、体の表面に置いたコイルから強力
な磁場を瞬間的に発生させ神経や筋肉を刺激する
手法であり、コイルから発生した磁場は、電磁誘導
により生体内に渦電流を誘導し、神経や筋肉の細胞
膜に脱分極を生じさせる。磁気刺激は神経を刺激
することができるが、皮膚に直接電気を流して痛み
受容器を刺激することがないので、電気刺激のよう
な痛みは生じない。
1985年にイギリスの Barker らが頭部に磁気刺激
を与え、手の筋から誘発電位を記録することに成功
し、これ以後、経頭蓋磁気刺激（transcranial 
magnetic stimulation; TMS）の臨床応用が広まっ
ている。
その後の研究で連続的にTMSを適用（反復経頭
蓋磁気刺激；rTMS）すると局所大脳皮質の機能変
化を起こす、すなわち可塑性に影響を与えることが
明らかになってきた。rTMSは高頻度と低頻度の２
種類があり、1Hz を境界としている。5Hz 以上の
高頻度では大脳皮質の興奮性を増加させ、低頻度で
は低下させるといわれている。
治療的 rTMS の適応は施設によって異なるが、

頭蓋内金属、心臓ペースメーカー、痙攣の既往など
はWassermann が提唱したガイドラインでは禁忌
項目とされる。また、主な副作用としては痙攣、頭
痛、気分不良、刺激部位の局所不快感などの報告が
あるが、重篤なものはないとされる。実際の磁気刺
激に際しては日本臨床神経生理学会のガイドライ
ンに則って施行すれば安全性は高いと考えられる
が、例えば適用数年後の脳腫瘍の発生率や認知機能
への影響など長期的な副作用については十分な検
討はなされていないのが現状である。

脳卒中への臨床応用
大脳半球間の左右の運動野は脳梁を介して互い

に抑制関係を及ぼしていると考えられている。こ
れは磁気刺激の研究から導かれた概念である。一
方、左右の運動野のバランス異常が指摘され、その
是正が機能回復上重要であると考えられている疾
患が脳血管障害である。
本山リハビリテーション病院では東京慈恵会医
科大学のプロトコールである NEURO-15に準じて
平成27年７月から脳卒中後の上肢片麻痺に対して
磁気刺激療法を併用した集中的なリハビリテー
ションを行っている。
一側の大脳に脳卒中が発生すると、その病側大脳
から対側の健側大脳への半球間抑制が減弱する。
これにより半球間抑制から解放された健側半球が
過活動となり、健側大脳から病側大脳への半球間抑
制を増強させてしまう。病側大脳は病巣に加えて、
より増大した半球間抑制を受けることになり、さら
に活動性が低下してしまう。このような病態に対
して、抑制性 rTMS を健側大脳に適用し、病側大
脳への抑制から解放することで病側大脳の活動性
を高め、これに次いで機能代償部位の神経活動性を
高めるように集中的作業療法を行って機能的再構
築の促進を目指すというのがNEURO-15のコンセ
プトとなっている。
当院での施行結果はまだ症例数が少なく改善の
程度にもばらつきが多いが、論文化された多施設で
の臨床成績では、例えば Fugl-Meyer Assessment
（FMA）上肢項目の点数（max 66点）が中央値で
47点から51点に改善するなど上肢運動機能の改善
がみられている。この対象患者の発症からの平均
経過年数は5.0±4.5年であり、いわゆる６ヶ月の壁
を過ぎても改善が得られる可能性があることは注
目に値する。

磁気刺激治療の可能性
現在までに rTMSの臨床応用の試みには、鬱病、
統合失調症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、ジ
ストニア、てんかん、難治性疼痛、脳卒中（上肢麻
痺、下肢麻痺、失語症、嚥下障害）などの報告があ

本山リハビリテーション病院　リハビリテーション科　佐　藤　友　治（平成６年卒）

磁気刺激を用いたリハビリテーションの試み



る。なかでも鬱病については米国では2008年に
FDAの認可を受けている。
rTMSは刺激部位、刺激頻度、刺激強度、刺激時
間、刺激感覚、刺激回数、刺激日数などの条件に
よって大脳皮質に及ぼす作用が異なるため、個々の
疾患に対する種々のパラメーターの設定には更な

る検討が必要である。特に脳卒中や神経疾患に対
しては単に磁気刺激を行うだけではなく、リハビリ
テーションとの併用が重要であり、その方法論につ
いても今後の検討が必要であるが、様々な脳疾患に
対して非侵襲的な手技として今後の発展が期待さ
れる。

2016年３月５日付
神戸新聞より許可を受けて転載



第14回「52会」ゴルフコンペ記
　中　野　康　治（昭和52年卒）

　我々昭和52年卒の同級生ゴルフコンペは、毎年
５月の連休明けの日曜日に開催されています。今
年は初の遠征として岡山県玉野市の東児が丘マリ
ンヒルズ GCで開催しました。このゴルフクラブ
は石川遼選手がアマチュアでありながら並居るプ
ロを抑えて初優勝した事で知られています。又、
現在赤穂市医師会会長の黒田和司君が何度も倶楽
部選手権を獲得している有力メンバーでもありま
す。今回は前日に赤穂に宿泊して「瀬戸内割烹く
いしん坊」で美味しい食事とお酒で大いに盛り上
がり、翌日のコンペとなりました。
　地元の黒田君、三田市の武中睦美・岡本光治の
両君、三重県鈴鹿市の中野謙二君（何時も遠方よ
り参加ご苦労様です）と小生の５名のコンペでし
たが、瀬戸内海の美しい景色を見ながら楽しい時を過ごしました。
　来年は５月14日（日）or 21日（日）に、六甲国際GC東コースで開催予定しています。
　「○×先生」、「□△さん」でなくて、お互いを呼び捨てに出来る唯一のゴルフコンペです。同級生の皆さ
ん !!　来年は大勢の参加を期待しておりますぞ。





2004年、快く診療所を引き継いでくれる後輩が見
つかったので、私は思い切って退職し「ヤメ医」と
なりました。
それまでも、仕事を辞めたら何をしようかと思案
しておりました。時を忘れるほど夢中になれるも
のは何かと考えたとき、頭に浮かんだのが絵画だっ
たのです。
大学時代どんな経緯か忘れてしまいましたが、１
年先輩の中谷先生から頼まれて、美術部部長を引き
受けてしまいました。しかし、たった一人の美術部
です。部室も何もなく、実際には部活動はすること
はありませんでしたが、当時、神戸市内の大学美術
部の連絡会があり、引き受けた年に神戸医大美術部
が年に一度の合同展覧会開催の当番校になってい
たのです。当番校の仕事として、会場の手配、絵画
の搬入、搬出の手配、目録作成、会場の管理当番
等々、すべて一人でやらなければなりませんでし
た。それに、主催校のてまえ１点は出品せねば恰好
がつかず、急きょ絵筆をとりました。
大学時代の先輩の一言が、今また絵筆をとること
になったのは、絵が私の性に合っていることを先輩
はお見通しだったのでしょうか。
次に絵筆をとったのは卒業アルバムにいれる病
院玄関の油絵を徹夜で描いた時です。
大学時代に描いた油絵はたった２枚のみですが、
何か心の中に引っかかるところがあり、老後の趣味
として、もう一度絵を描いてみようかと思いました。
描くなら今度はきちんと、先生に教えていただこ
うと考え、診療の合間をぬって公募展やグループ展
を見て歩きました。抽象画はいやだし、人物画もむ
つかしそうだ、風景画ならそれを口実に、知らない
土地への旅行、うまい酒、食べ物、ワクワクするよ
うな時が待っているのではないかと。
2004年４月、風景画を主に描かれている、気さく
そうな桂正朗先生に出会い、「波の会」に入門させ
ていただきました。グループには美大出の若手か
ら、私より年上の方などがいらっしゃり、教えてい
ただくというよりは、皆さんは好きなように絵を描

いていて、気兼ねのいらない素敵な会でした。また
年２回のグループ展を開催していました。それが
たいへんな励みになり水彩、油絵と無我夢中に、ど
んどん描きました。
絵画展には「波の会」のような小規模な展覧会か
ら、公募の上審査して入選したものを展示する大き
な公募展があります。「波の会」のなかで公募団体
の会員は光風会会員の桂先生と兵庫県美術家同盟
会員の宮地千尋先生（54年卒）の二人だけでした。
公募団体は私には無縁と思っていましたが、一度応
募してみないかと言われて2006年に兵庫県美術家
同盟（以下同盟）に応募したところ入選してしまい
ました。わずか２年で大作を描き、大勢の応募者か
ら選ばれて、有頂天になってしまいました。
公募展での当落の判定は、応募作品を審査委員の
挙手による多数決で決めています。審査委員は大
きな組織では、理事などの役員だけですが、同盟で
は会員全員で判定します。公募団体に所属する人
は、一般、会友、会員のランクにわかれますが、最
初は一般で応募し、何回か入選をすると会友にな
り、また会友で何回か入選をすると会員になれま
す。賞をとると２段階特進でいきなり会員になれ
たりします。同盟展では３回賞をとると会員にな
れます。会員になると審査はなくなり、毎回の展覧
会に無審査で展示してもらえることになります。
日本で一番大きな公募展は明治時代に文部省が
統合する形で国家主導の大規模な公募展として開
始した公益社団法人日展（日本美術展覧会）です
が、日本画、洋画、版画、写真、書道などすべての
部門を持っております。洋画部門の傘下には一般
社団法人光風会、東光会、一水会などの公募団体が
あります。
どの公募展でも個人的にいきなり応募すること
もできますが、入選はなかなか難しいようで、各支
部で、応募前に本部の先生方に来ていただき研究会
を開き、作品の指導をうけてから、応募するのが一
般的です。すなわち最終的には日展での入選を目
的としても、最初は傘下の会派に一般として応募

　藤　谷　哲　造（昭和37年卒）

神緑会展を開催しませんか



し、入選を重ね、会友、会員とピラミッドを上がっ
ていき日展に到達します。
日展の審査委員は各部門の傘下の各会派の代表
数名ずつが努めます。
この仕組みが６－７年前に起こった篆刻部門の
不正審査につながったものと思います。
絵画、書道、生け花、舞踊、なんでも芸事で入賞

すればうれしくなって、先生にお礼をすることがあ
りますでしょうが、あまり咎めることでも無いと思い
ます。しかし、金銭を渡さなければ入選や入賞でき
ないというのは、一般的には耐えがたく思いますし、
私はそのような金銭等要求されたことはありません
でしたが、人間模様が垣間見られるのも事実です。
さて、傘下の各会派には、それぞれ、作品の傾向
に方向性があるようにおもいます。光風会は日本
で一番古い洋画団体「白馬会」の流れ、具象画が主
でおとなしい感じがします。私にはあってるよう
に感じます。最初は趣味としてだけで絵を描こう
と思っていましたが、だんだんと描いているうち
に、多勢の方に見てもらいたい、評価してもらいた
い、競争してみたいという気持ちがわいてきて、神
戸市展、芦屋市展などに応募してきました。
同盟展は2007、2008、2009年に入賞し、2010年に
会員推挙となりました。全国レベルの光風会展は
やはりむつかしく、2012年から2016年まで毎年２
点、計10点チャレンジしましたが、2014、2016年に
各１点、計２点が入選したのみです。会友になるの
にはあと約10回以上の入選が必要ということにな
ります。無理ですね！

雲の上の存在と思っていた「光風会展」に初入選
した作品が出来上がるまでの経過を報告させてい
ただきます。
＃１；スケッチ対象となった風景の写真です。岡山
県瀬戸内市の須恵というところ、古くから集落が
あったらしく石棺が見つかった古墳があります。
３月頃、梅の花が咲いている風景です。段々畑には
枯れた草の間から緑の雑草が芽を出しています。
遠くに紅梅、白梅がさいていますが、柿の木にはま
だ芽も出ていません。この畑になにか私を引き付
ける魅力を感じていました。
＃２；2012年３月にスケッチしたもので、この風景
の一番奥の紅梅、白梅が特に目につき、描きたいと
思っていたのでしょう。その手前の枯れ木、枯れ草

などは奥の梅を修飾するものを無意識にかいていま
す。全体として抑揚のない絵ですが、自分としては
この時、この作品に満足して、筆をおいています。
＃３；翌2013年再び須恵を訪れて描いた春の景色で
すが、前年の作品を改めてみてみると、こじんまり
として弱々しく、単に梅を描いただけで面白くな
い、インパクトがない、人の心をつかむところもな
い、など欠点だらけでした。この年の絵では春らし
く全体を赤っぽくカラフルに、芽が出はじめた緑、

＃１　現場の風景写真

＃２　第１回作品（2012. 3）



手前の沼地にはコケ状の得体のしれない植物を入
れ、力強い大地の息吹を表現しようとしていたらし
いと思います。
＃４；2014年三度目に須恵を訪れ描いたもので、初
めて光風会に入選した作品です。最初の作品とは
随分違います。手前のスペースを広く取り、奥の段
になった畑もはっきりさせました。手前の沼のよ
うになったところは水たまりを多くし、遠方の紅梅
が水面に映っているところを入れたり、手前を暗く
してみたり、暗い土手の上の黄色い菜の花を強く描
き、途中の枯れ草も明るくしたりと、実際の風景と
は細部ではいろいろ違います。その結果、奥行きが
出て、大きな絵になったように思います。
しかし実は制作中に意識していたのではなく、無
意識に描いているうちにこのような作品になりま
した。
前田会長にはご迷惑と思いつつも、展覧会案内状

を毎回お送りしてきましたが、ご多忙にも拘わら
ず、会場に足をお運びいただき、感謝しております。
会長から絵を始めた当初の作品から、最近の作品
までを投稿するようにおおせつかりました。その

言葉を聞いて、今まで、漫然と感じるままに風景と
対面して筆をつかっていたのですが、神縁会ニュー
スレターに投稿するにあたり、改めて自分の描いて
きた作品をながめ、この場面で何を描きたかったの
か、それを意識していたのか、潜在的に意識してい
たとしても、それを表現できているのか、など絵に
対する考えを整理する良い機会になりました。こ
れからは、その景色を見て何を描こうとしているの
かを考え、そのためにはわき役として何をどのよう
に入れるか、色彩はどのようにすればよいのか、明
暗はどうするかとか、構図的に全体を考えて制作し
ていこうと思います。
最後に、神縁会には大先輩、玉垣　龍先生（26年
卒）をはじめ絵を描いておられる先生方が大勢い
らっしゃいます。兵庫県医師会は数年前まで美術
展を開催しており、我々医師も発表する機会があり
ましたが、いつの間にかなくなってしまいました。
神戸大学社会科学系同窓会凌霜会は三ノ宮の
ギャラリーで毎年展覧会を開いているようです。
神緑会としても美術展開催をしてはいかがで
しょうか、提案いたします。

＃３　第２回作品（2013. 3） ＃４　第３回作品（2014. 3）



本の販売
インターネットでの本のご紹介や販売、センター内での販売を承ります。

図書コード・バーコード取得
販売・流通のための図書コード（ISBN）・バーコードの取得を承ります。

図書館納品
完成した本を、当センターから、国会図書館、在住の地方図書館に１冊
ずつ納本いたします。

日本自費出版文化賞への応募
日本自費出版文化賞（大賞賞金20万円）への応募をサポートします。

自治体補助金申請
自治体から補助金が受けられるケースもありますので、ご相談ください。

http://www.koyu-p.com/yuugetu.html
〒651-0096
神戸市中央区雲井通５丁目3-1　サンパルビル２F
TEL（078）221-4886　FAX（078）221-4887
E-mail : kpc@koyu-p.co.jp
営業時間：10：00～18：00
定 休 日：木・日（営業カレンダーをご確認ください）

著者の思いを伝えるすばらしい本ができるよう
お客様と対話を重ねながら、出版に関する
さまざまなお手伝いをさせていただきます。

神緑会会員様につきましては、優遇いたします。

サンパル

国道２号線

ポート
ライナ

ー阪急神
戸三宮

・ＪＲ三
ノ宮駅

駐車場
入　口

フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド

ミ
ン
ト
神
戸

勤
労　会

館

中
央

区
役
所

東
急

Ｒ
Ｅ
Ｉ

ダ
イ
エ
ー

交友プランニングセンター
友　月　書　房

N

交友プランニングセンター 友月書房では
自費出版についてのご相談を承ります。

友月書房では
出版物を常時展示

いつでも自由に
ご覧いただけます

友月書房で制作いただいた本は…

作ってみませんか、あなたの本を‼



75周年、150周年の募金活動は、平成27年末の神
緑会ニュースレター第７巻第３号とともに、「医学
研究科長及び附属病院長の趣意書」と「神緑会の考
え方」を透明ファイル（明治２年の県立神戸病院と
最近の医学研究科 ･附属病院航空写真印刷）に同封
して送付しました。数年前から、神緑会がリードし
ながら明治期の歴史事項を解明しながら大学と連
携して記念事業につなげて参りました。神緑会的
には、学生を含む若手医師の支援事業を念頭に置き
つつ、医学研究科と附属病院の発展に繋がる活動と
なるように記念しております。これまでの記念事
業では、50周年事業の際の神緑会館の設立のように
解りやすいテーマで取り組みましたが、常に大学の
発展に連携した活動の方が成果も大きい事を実感
して参りました。
神緑会としては、目標額の設定を２億円と謳って
おります。減税を基本に考えましたので、神緑会と
しては、寄付者の把握など、総て大学への一任に近
いと言えます。神緑会に分類されるのは、病院関係
者などは外れる可能性もあります。順次、大学と協
議します。当面の目標額は、大学としては、５億円
に設定されています。半年早く募金活動に入った
海事科学部は目標額８億円と聞いております。寄
付の集めにくい時代とは言われていますが、６月に
行った神戸大学武田学長の講演にも明らかなよう
に、国の方針としての運営費交付金の配分の抑制と
厳しい評価で大学を締め付ける大きな流れの中で、

16大学のグループ（世界水準の教育研究）に名乗り
を上げた大学としてグループ内での責任を果たす
しか生き残りの道はありません。苦難の歴史を乗
り越えて現在に至る評価を勝ち取ってきた医学部
として誇りと期待を持って募金活動に取り組むべ
きです。
下記の表は、寄付の進捗状況をどのようにお示し
するか悩みながら提示します。批判もあるかと思
いますが、御意見をお寄せ下さい。大学は、「教授
だといくらなどの金額設定」を前回の60周年記念
事業から示していると聞いています。おおよその
目安は必要かもしれませんが、神緑会理事会として
は、50周年記念事業の時のように、どの卒業年も一
律10万円とは考えておりません。今後も卒業生の
寄付無しには大学は機能しません。卒後何年まで
の方がいくらとの目安をそれぞれの提示する方法
も以前から考えられていました。何とか、神緑会と
しては自由な判断で目標を達成できる様に努力し
たいと考えております。
金額もばらつきましたが、10万円以上が91名で高
額者は100，50，30万円などで相当なご努力の賜物
と考えます（53％）。公表されていませんが、大学
としては、10万円以上の寄付者に対して従来通り、
銘板に記録する方向で検討されています。諸事情
勘案の上、寄付活動にご参加いただきますよう御願
い致します。

神緑会財務委員会　委員長　奥　町　冨久丸（昭和48年卒）

神戸大学大学院医学研究科への募金活動の進捗状況

現在の進行状況の概略（６月末段階）
卒業年度期間 寄付者数（名） 金額（万円）
1952～1960  16 147
1961～1970  31 220.5
1971～1980  33 413
1981～1990  33 292.8
1991～2000  17 109.8
2001～2010  19 183
2011～2014   ４  17

正会員イ）、名誉教授など  19 238

寄付者合計 172 1620.1
（全体で約4,687）



（その１）私傷病に対する現状と対応について－普通解雇
　近年、職員の方が精神疾患を発症し、勤務が不安定となり、遅効や欠勤を繰り返すケースがたびたび起き
ています。メンタルな病気の場合、完治の時期がはっきりせず、治療が長期化する傾向にあり、一旦、治癒
した後も再発することもあります。このため、使用者は労務管理上、どのように扱うべきか、対応に苦慮さ
れることが多くあります。一般的には普通解雇か、一定期間の休職を認めて回復を待つのか（私傷病休職）
を検討することになります。
私傷病による普通解雇について
　私傷病による解雇には、業務上の傷病にあるような「休業期間およびその後30日間は解雇できない」とい
う法令上の制限はありません。多くの就業規則上で規定されている「精神又は身体の障害により、業務に耐
えられないと認められたとき」を根拠に普通解雇を行うことになりますが、この場合には解雇権濫用法理に
よる制約があります。
　解雇権濫用法理とは、「使用者が労働者を解雇するには、合理的な理由が必要で、かつ解雇まですることが
社会一般的に相当な処置だと認められなければ、解雇濫用として解雇を無効とする。」というものです。つまり、
民事上の争いになった場合に使用者側の解雇が認められず、雇用を維持しなければならないということです。
　この対応策として以下を参考としてください。
　裁判上における解雇権濫用の適用は、労働者の職種や業務内容が限定されているかどうかで判断が分かれて
います。労働者の職種や業務内容が限定されている場合は、労働契約上で求められている業務を行うことがで
きないため、普通解雇しても解雇権の濫用とされず、限定されていない場合は、病院の規模や労働者の能力等
を総合的に勘案することを前提に当該職種や業務内容以外の職種や配置転換を検討すべきとされ、私傷病によ
る普通解雇へのハードルが高くなっています。以上のことをふまえて、普通解雇を検討する必要があります。

（その２）「休日の振替」と「代休」について
　「休日の振替」とは、休日と定められていた日を「労働日」とし、そのかわりに振り替えられた労働日を「休
日」とするものです。この場合は、当初休日であった日に労働させても「休日労働」とはならず、休日労働
に対する割増賃金の支払義務も発生しません。休日の振替を実施するときは、次の手続きが必要です。
　ア．就業規則において休日の振替ができる旨を定めておくこと。
　イ ．あらかじめ「労働日」と「休日」を振り替える手続きをとっておく（振り替えるべき日を特定しておく）
こと。

　休日の振替を行ったときは、労働時間の計算にも注意を要します。振り替
えたことにより、１週間あたりの労働時間が増え、法定労働時間（原則40時
間）を超えることとなる場合は、超えた時間は時間外労働となります。その
ような振替を行うときは時間外労働に関する36協定の提出および割増賃金
（２割５分以上）の支払いを要します。
　「代休」とは、休日労働が行われていた場合に、その代償として以後の特定
の労働日を休みとするものです。代休を設けても、前述の振替をあらかじめ
行っていなかった場合は、休日労働に該当しますので、休日に労働させた分
の割増賃金（法定休日労働の場合は３割５分以上）を支払う必要があります。

※ 次回、私傷病による休職について掲載いたします。
　　 　　
　神緑会顧問の社会保険労務士百合岡事務所（TEL078－577－6722）が就業規則の作成に応じます。ご相談
のある場合は、ご遠慮なくどうぞ。 社会保険労務士百合岡事務所





神緑会名簿申し込み手順の手落ちについて
　名簿の充実に努め、これまで踏み込めなかった留学者の追跡なども行い既に報告しました（立花　歩　神
緑会ニュースレター第７巻第３号Ｐ52）。ただ、毎回行われてきた名簿購入の申し込みシステムに手落ちが
あったことが判明しました。すなわち、総会ご案内の葉書きを通じて例年希望を募っていました。平成28年
１月臨時総会の開催通知の葉書きを確認しますと名簿購入の申し込み欄が欠落していることが判明しまし
た。毎年２回の総会の開催通知のうち、名簿
発行後１年経過後のご案内では、希望者がい
ないだろうと考えたようで本来必要な葉書き
では、前回の葉書きを参考にしたため、欠落
したものと思われます。６月総会の開催通知
で、名簿申し込みの欄を大きく最上段に記載
しました｡ その結果、137名の方から申し込
みがあり、一連のミスが判明しました。大変
申し訳ありませんでした。他にも購入漏れの
方には今からでも購入可能です。理事会とし
ては、各学年クラス代表、各支部担当者にお
持ちいただきたく思います。クラス代表に
は、早い時期に自分の学年だけの資料コピー
は送付予定です。

寺島　俊雄　神経発生学教授の退職に伴う記念誌の発行について

　最終講義は多くの出席で大変盛り上がりました。学生の人気は絶大で、厳しい指導も愛情があればと思え
る雰囲気でした。多くの方から教育の熱意と定年を惜しむ声が充満した講演会でした。退職に際し、記念と
しての「神戸　街角の解剖学」は、錐体路研究40年よりも神緑会的な歴史考察が多く、この面でも惜しまれ
る退職でした。246ページもの分厚さの、あるいは、36章の内、14章が神緑会に関係した内容でした。12章が、
神緑会ニュースレターに掲載済みでした。神緑会事務局としては、20部程度を会員の貸し出し対象として皆
さんに順に読んでもらえるようにしたいと計画中です。事務局へお申し出下さい。

2015版会員名簿内訳
区　　分 平成27年度 平成25年度 備　　　考

会 員 購 入 分 428 529

福田商店（業者） 82 90

支部・名刺広告 24 24

理事、監事、顧問 25 できるだけ購入する
ようにしている

支 部 代 表 20 支部広告分除く

寄 贈
（医学研究科長等） 12 12

事 務 用 5 10

在 庫 404 335

計 1,000 1,100 

神緑会ニュースレター
第８巻第２号

発　行　一般社団法人神緑会
　　　　会長　前　田　　　盛

〒650-0017
 神戸市中央区楠町７丁目5-1
神戸大学医学部内
TEL（078）361-0616
FAX（078）361-0617
sinryoku@med.kobe-u.ac.jp

印　刷　交友印刷株式会社
〒650-0047
神戸市中央区港島５丁目4-5
TEL（078）303-0088
FAX（078）303-1320
info@koyu-p.co.jp 

  編集後記
　表紙の写真は一年ごとに変更してきました。前号では行き違いから中途半端だった
ので記念事業に準じて差し替えました。今号の内容は、定時総会の報告と記念事業関
連の内容中心となりました。新入生からの２寄稿は前号からの続きです。「大倉山祭
のごあんない」も含めて学生の協力が得られるのは、将来に向けて「やれやれ」です。
大いに期待します。
　ホームページの活用策として神緑会員の運営する診療所･病院紹介に取り組みます。
10年前から貼り付けられていたのにそのままだった点は連絡不十分だったにしても会
員間の連携の点からも大いに問題ありでした。皆さんの反応を大いに期待していま
す。第一点の最新情報記事掲載についても整形外科黒田教授、大阪大学菊池教授、皮
膚科市橋名誉教授の記事など多彩で会員への価値ある紹介内容です。今後に大いに期
待します。
　ホームカミングデイ10月29日（土）には、多くの学年の同窓会が開催され、かつ、
本部式典や医学科講演会 ･懇親会にご参加御願いします。今号は、「紹介や呼びかけ」
の多いのも楽しみな内容です。ご批判も宜しく御願いします。
 編集委員会


