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人間への幅の広い科学的理解

学校法人兵庫医科大学寄付行為認可及
び兵庫医科大学設置認可
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機構による病院機能評価（ver.4）の
認定
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兵庫医科大学病院急性医療総合セン
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兵庫医科大学病院生殖医療センター設置
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兵庫医科大学ささやま居宅サービスセ
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兵庫医科大学病院が日本医療機能評価
機構による病院機能評価（3rdG：
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教育研究棟　竣工
兵庫医科大学病院　兵庫県アレルギー
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謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　皆様方におかれましては、平素から兵庫医科大学の教育・研究・診療に対して多大な
るご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　兵庫医科大学は、昭和47年の開学以来、順調に発展を続けてまいりました。教育にお
いては常に高い国家試験合格率をあげるようになり、また良き医療人の育成に励み、開
学以降4000名を超える本学卒業生はこの阪神地区の医療を支えております。また、本学
の研究も非常に活発で世界に誇る成果を発表し続けているだけでなく、非常に多くの研
究費を受け入れております。さらに診療の質とレベルは確実に向上し、特定機能病院と
して地域社会からの絶大なる信頼を得るようになりました。
　2019年2月から始まった新型コロナウイルス感染に対しては、2年間にECMO・人工
呼吸器・高流量酸素投与などの重症患者を200人以上受け入れ、阪神間の重点医療機関
としての役割を果たしました。2022年4月1日には兵庫医科大学と兵庫医療大学が統合
して、医学部・薬学部・看護学部・リハビリテ－ション学部の4学部を有する医系総合大
学への歩みを始めました。ただ、ここで立ち止まるのではなくさらに本学が発展し、そ
の使命を拡大することにより、真の意味で社会の福祉へ貢献することができればと考え
ております。
　しかし、このためには安定した財政基盤が不可欠であります。そこで、本法人におい
ては、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行っております。その
活動を支援する組織として学校法人兵庫医科大学兵医・萌えの会を設け、その会員から
会費を寄付金のかたちで募り、基金の運営に役立てております。会員の皆様からの会費
や寄付はこの兵庫医科大学のさらなる発展のための浄財として大切に使わせていただい
ております。皆様方には是非、兵医・萌えの会の趣旨をご理解いただきたく存じます。
　なお、ご入会いただいた方には、本法人が主催するさまざまな行事や講演会などを優
先的にご案内させていただくとともに、本学が提供する診療においてもさまざまな特典
を設けております。皆様方におかれましては何卒、兵医・萌えの会の趣旨にご賛同いた
だき本会へご入会いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹　白　
　2022年4月
　
 学校法人兵庫医科大学　理事　
 兵医・萌えの会運営委員会　
 会長　阪　上　雅　史　

謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　皆様方には、平素より学校法人兵庫医科大学の充実発展のために深いご理解と多大なご
協力を賜り、衷心から厚く御礼申し上げます。
　さて、1972年、「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」を建学の精神として、森村茂樹先生が創設された兵庫医科大学は、医科大学
としての順調な発展を遂げ、2022年３月には、開学50年の大きな節目を迎えました。
　これまでの成長の歴史には、阪神・淡路大震災の試練を克服したあと、先端医学研究
所、平成記念会館、PETセンターなど、時代の流れに即した諸施設の設置をはじめ、ささ
やま医療センターの再建を行いました。さらには、急性医療総合センター、健康医学クリ
ニック、教育研究棟を新設するなどの新規事業を展開し、医学・医療の総合的教育機関と
しての環境とシステム整備に全力を傾注するとともに、全教職員の努力と公正誠実な運営
により、教育・研究・診療の三領域にわたって高い評価を得て参りました。
　また、2007年には、薬学部、看護学部、リハビリテーション学部の3学部からなる兵
庫医療大学を新設しましたが、より深い多職種連携で行う医療を実践する姿勢を明確にす
るため、2022年4月1日を以って二大学を統合し、次の50年に向かって新生　兵庫医科大
学として医系総合大学の体制を整備いたしました。そして、現在、新病院棟の建設に向け
た取り組みを始めたところですが、これは本学の未来に新たなステージを産むものと期待
しています。
　しかしながら、現在、わが国では、少子化や国の私学助成予算の縮小、更には医療費抑
制政策などをはじめとする諸要因により、医科大学を取り巻く環境は厳しさを増してお
り、本法人の将来計画にも大きな負の影響をもたらそうとしています。
　このような状況下において、今後とも、本法人が社会の公器としての役割を充分果たす
べく、教育・研究・診療の強化や施設、設備等の環境整備を絶え間なく図り、更に魅力あ
る大学として発展を推進していくためには、それを支える安定した財政基盤が必須である
ことは言うまでもありません。
　そのため、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、その活動を支える会員組織として兵医・萌えの会を設け、ご入会の方々には様々な
便宜や特典を提供して、募金活動へのご理解とご協力をお願いして参りました。今後、
本法人は、今までにも増して一層の経営努力を重ねてまいる所存ではありますが、皆様
方におかれましても、何卒、本趣旨をご賢察のうえ、ご入会を賜りますようお願い申し
上げます。

謹　白　
　2022年4月
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 理事長　太　城　力　良　
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謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　皆様方におかれましては、平素から兵庫医科大学の教育・研究・診療に対して多大な
るご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　兵庫医科大学は、昭和47年の開学以来、順調に発展を続けてまいりました。教育にお
いては常に高い国家試験合格率をあげるようになり、また良き医療人の育成に励み、開
学以降4000名を超える本学卒業生はこの阪神地区の医療を支えております。また、本学
の研究も非常に活発で世界に誇る成果を発表し続けているだけでなく、非常に多くの研
究費を受け入れております。さらに診療の質とレベルは確実に向上し、特定機能病院と
して地域社会からの絶大なる信頼を得るようになりました。
　2019年2月から始まった新型コロナウイルス感染に対しては、2年間にECMO・人工
呼吸器・高流量酸素投与などの重症患者を200人以上受け入れ、阪神間の重点医療機関
としての役割を果たしました。2022年4月1日には兵庫医科大学と兵庫医療大学が統合
して、医学部・薬学部・看護学部・リハビリテ－ション学部の4学部を有する医系総合大
学への歩みを始めました。ただ、ここで立ち止まるのではなくさらに本学が発展し、そ
の使命を拡大することにより、真の意味で社会の福祉へ貢献することができればと考え
ております。
　しかし、このためには安定した財政基盤が不可欠であります。そこで、本法人におい
ては、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行っております。その
活動を支援する組織として学校法人兵庫医科大学兵医・萌えの会を設け、その会員から
会費を寄付金のかたちで募り、基金の運営に役立てております。会員の皆様からの会費
や寄付はこの兵庫医科大学のさらなる発展のための浄財として大切に使わせていただい
ております。皆様方には是非、兵医・萌えの会の趣旨をご理解いただきたく存じます。
　なお、ご入会いただいた方には、本法人が主催するさまざまな行事や講演会などを優
先的にご案内させていただくとともに、本学が提供する診療においてもさまざまな特典
を設けております。皆様方におかれましては何卒、兵医・萌えの会の趣旨にご賛同いた
だき本会へご入会いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹　白　
　2022年4月
　
 学校法人兵庫医科大学　理事　
 兵医・萌えの会運営委員会　
 会長　阪　上　雅　史　
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協力を賜り、衷心から厚く御礼申し上げます。
　さて、1972年、「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」を建学の精神として、森村茂樹先生が創設された兵庫医科大学は、医科大学
としての順調な発展を遂げ、2022年３月には、開学50年の大きな節目を迎えました。
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る大学として発展を推進していくためには、それを支える安定した財政基盤が必須である
ことは言うまでもありません。
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名　　　　称

目　　　　的

事　　　　業

設　　　　置

学校法人兵庫医科大学基金概要

本法人の建学の精神を踏まえて、兵庫医科大学における教育・研
究・診療等の強化や施設、設備等の整備を図り、これからの医学・
医療を担いうる幅広い分野にわたる専門職者を育成するとともに地
域医療の向上に貢献していく。

● 兵庫医科大学の教育・研究の充実及びそのための環境整備の支援
● 兵庫医科大学の学生への経済的支援
● 兵庫医科大学の国際交流の支援

2009年4月1日

学校法人兵庫医科大学基金1

2

3

4

兵医・萌えの会
入　会　案　内

5 基金の創設に伴い、継続的な募金活動を開始することとなりまし
たが、同時に基金活動を支援する組織として、兵医・萌えの会を
設け、その会員より、会費を寄付のかたちで募り、基金の運営に
寄与することとなりました。
会員の皆様方より、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。
皆様方には、何卒、本会の趣旨をご理解のうえ、会員としてご入
会いただき併せてご寄付いただけますよう、よろしくお願いいた
します。
なお、ご入会いただきました皆様方には、本法人が主催する行事
や講演会などに優先的にご参加いただくだけでなく、その他、様々
な特典をご用意しております。

寄付金募集要項6

募 集 目 標1

募 集 期 間2

寄付金の種類3

別紙「兵医・萌えの会申込用紙」に必要事項をご記入のうえ、同封の
返信封筒にて「寄付申込書」と併せてご送付願います。

　学校法人兵庫医科大学　総務課
　　〒663－8501 西宮市武庫川町1番1号 

■ お問い合わせ先

■ 会員申込方法

0120－456－991（月～金  9：00～16：45）
0798－45－6219
bokin＠hyo-med.ac.jp

寄 付 金 額4

2009年4月～

現金、現物寄付、遺贈　等
※現物寄付、遺贈、その他寄付の方法については、
総務課にお問い合わせください。

※終身会員・ゴールド会員・シルバー会員の制度があります。

　詳細については、上記までお問い合せ下さい。

目標額　　　年間1億円

法　人　一口 50,000円／年 以上
個　人　一口 5,000円／年 以上

HYOGO MEDICAL UNIVERSITY HYOGO MEDICAL UNIVERSITY

F A X

E-mail
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返信封筒にて「寄付申込書」と併せてご送付願います。
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■ お問い合わせ先
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個　人　一口 5,000円／年 以上

HYOGO MEDICAL UNIVERSITY HYOGO MEDICAL UNIVERSITY

F A X

E-mail
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税制上の優遇措置5

寄付金控除制度については、下記2種類のどちらか有利な制度を選択いた
だけます。確定申告の際、「税額控除制度」もしくは、「所得控除制
度」の2つの制度から免税効果の高くなる一方の制度を選択し、税の還付
を受けることができます。

学校法人兵庫医科大学を寄付金控除の対象法人として条例で指定している
西宮市・神戸市・丹波篠山市にお住まいの方は、個人県民・住民税の控除
を受けることが出来ます。控除率は合わせて最大10％です。詳しくは総
務省ホームページ（個人住民税の寄附金税制の概要）をご覧ください。
※個人住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、各自治体に申告をお願い
いたします。

■税額控除制度

※1  寄付金額は総所得金額等の40％までが税額控除対象額。  ※2  控除対象額は所得税額の25％を限度。

寄付金額から2千円（税額控除額）を引いた額の40％が、税額控除対象額となります。
寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、
小口寄付の減税効果が高くなるのが特徴です。

〔　　　　　　　  〕※1寄付金額　  － 2,000円    × 40% ＝    控除対象額※2

■所得控除制度
寄付金額から2千円を差引いた金額が所得金額から控除できる制度。所得控除後、
所得金額に応じた税率を掛けて税額を算出。所得控除を行った後に税率を掛けるた
め、所得税額が高い高所得者の減税効果が高いのが特徴です。

〔　　　　　　　　  〕所得金額　－ 所得控除額　 ×　 税率　 ＝　 税額

所得控除額　 ＝ 寄付金額 － 2,000円

■西宮市・丹波篠山市在住の方の税額控除対象について

〔 〔〕 〕寄付金額※

控除対象額

－2,000円 県民税4％

控除対象額

兵庫県の県民税 西宮市・丹波篠山市の市民税

市民税6％× ＋

＝

「受配者指定寄付金」として、寄付者（企業等法人）から、日本私立学校
振興・共済事業団を通じて指定した学校法人へ寄付していただく制度で、
寄付者に対して、法人税法上、寄付金の全額を損金として算入することが
認められています。

寄付金に対する減免措置については、寄付金を支出した日の属する事業年
度（決算日）を過ぎると、その年度の損金算入が認められなくなりますの
で、ご注意ください。

HYOGO MEDICAL UNIVERSITY HYOGO MEDICAL UNIVERSITY

西宮市・神戸市・丹波篠山市にお住まいの方

個人の場合

法人の場合

※西宮市・神戸市・丹波篠山市以外にお住まいの方は、個人市民税（都道府県民
税・市民税）が控除対象となりません。ただし、兵庫県にお住まいの方の個人県
民税（4％）は税額控除の対象となります。

1.　所得税の寄付金控除と住民税の寄付金税額控除について、確定申告を
することにより、同時に適用を受けることができます。

2.　申告に当たっては、本学発行の領収証、領収証裏面の「税額控除に係
る証明書（写）」及び「特定公益増進法人であることの証明書
（写）」が必要です。

3.　ご寄付いただいた年の翌年１月１日より前に対象地域から、転出した
場合は寄付金税額控除の対象となりません。

4.　ご寄付をいただいた日の住所が対象地域でなくても、翌年1月1日ま
でに対象地域に転居された際は、寄付金税額控除の対象となります。

5.　当該都道府県・市区町村から要請があった場合は、本学より寄付者名
簿を提出することとなっておりますので、あらかじめご了承ください
ますようお願い申し上げます。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、
寄付金額、寄付金受領日等を記載いたします。

※税額控除対象となる寄付金額の上限は、総所得額の30％まで

■神戸市在住の方の税額控除対象について

〔 〔〕 〕寄付金額※

控除対象額

－2,000円 県民税2％

控除対象額

兵庫県の県民税 神戸市の市民税

市民税8％× ＋

＝ ※税額控除対象となる寄付金額の上限は、総所得額の30％まで

■お手続きについて

・所得税の確定申告に関すること
　　お住いの地域を管轄する税務署へ

・住民税（府県民税・市民税）や条例指定の寄付金制度に関すること
　　お住いの地域を管轄する役所へ

■税控除等についてのお問合せ先
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（法人）
寄付金の受領日は、事業団指定銀行の口座に寄付金が入金された日
となりますが、事業団発行の「寄付金受領書」がお手元に届くまで
に約1ヶ月程度が必要となります。

別添の「払込用紙」に必要事項をご記入のうえ、お振り込み願い
ます。

● 次の銀行の本支店において同封の「振込用紙」をご利用いただけ
れば、振り込み手数料は不要となります。

なお、「振込用紙」をご利用されない場合は、振り込み手数料
は、ご負担願います。

（個人・法人共通）

指 定 銀 行 名 種　　類 口 座 番 号

三井住友銀行西宮支店 普　　通 Ｎｏ．8442266

上記銀行の預金口座名　　：　　学校法人　兵庫医科大学基金口  
ガッコウホウジン　　　  ヒョウゴイカダイガクキキングチ

ご寄付を賜りました個人及び企業名・団体名をご芳名録、大学広報、
Web上に掲載させていただきます。
なお、ご芳名録、大学広報、Web上への掲載については、別紙
「芳名録、大学広報及びWeb上等への掲載について」にて、その
旨ご指示をお願いいたします。

別紙「寄付申込書」に必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒
にて学校法人兵庫医科大学　総務課にご返送願います。

ご寄付を賜りました方々には、兵庫医科大学病院の診療等に
かかる割引及びその他の優遇措置を受けることができます。

ご寄付により取得した個人情報につきましては、本学法人からのお
礼状、領収書の送付及び大学広報、ご芳名録への掲載等に関する業
務のほか、本学法人からご寄付者にご連絡する必要がある場合のみ
利用させていただきます。

個人情報の取扱い

寄付金払込方法10

優 遇 措 置6

芳名録の作成等7

寄付申込方法8

9

HYOGO MEDICAL UNIVERSITY HYOGO MEDICAL UNIVERSITY

寄　付　者

④

②
送付

③
送付

振込

⑤
振込

⑥

⑨
送付

⑧
送付

⑦
送
付

①

⑩

兵庫医科大学
日本私立学校振興

・
共済事業団

「寄付申込書」を
兵庫医科大学へ送付

「寄付金受領書」
の受理

（法人税申告時に使用）

「寄付申込書」を送付
後、別添の「振込依頼
書」により、電信扱い
で兵庫医科大学にお振
り込み願います。

「寄付申込書」を
事業団へ送付

寄付金の一時預かり

※寄付金受領書の日付は⑥の振
込がされた日付となりますの
で、ご注意ください。

「寄付金受領書」を
寄付者へ送付

確　　認

寄付金の受理

「寄付金受領書」を
兵庫医科大学へ送付

入金確認後、
約1ヵ月程度で受領書送付

事業団より受領書受理後
速やかに送付 （ ）（ ）

■ 受配者指定寄付金の流れ
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基金設置に伴う募金活動倫理方針

本法人は、募金活動より得た果実により、本学の教育、研究、診療
等の向上を図り、良き医療人の育成は言うに及ばず高度医療の推進
を図り、広く地域社会に貢献いたします。

本法人の募金活動が社会的に大きな影響を与えることを認識し、そ
の活動に社会的責任を負います。

本法人は、公益を最優先に募金活動を行います。なお、寄付者に対
しては、中立・公平・公正な立場を堅持いたします。

本法人は、募金活動を行うにあたり、諸法規を遵守し、良識、礼節
など社会規範を守り、社会倫理に適合するよう行動します。

本法人は、募金活動を行うにあたり、いかなる理由があろうとも反
社会的勢力との一切の関係を遮断いたします。

本法人は、募金活動を行うにあたり、あらゆる人の尊厳と基本
的人権を尊重して行動いたします。

本法人は、募金活動における寄付者のご意見・ご要望を収集し、
募金活動の健全化に努めます。

社  会  貢  献

社 会 的 責 任

反社会的勢力
との関係遮断

中立、公平、
公正性の堅持

法令等の遵守

1

2

5

3

4

今回、学校法人兵庫医科大学（以下「本法人」という。）に学校法人兵庫医科大学基金（以下「基
金」という。）を設置いたしました。基金の設置は、本法人の建学の精神を踏まえて、兵庫医科大
学（以下「本学」という。）における教育・研究に関する活動の一層の活性化を図り、良き医療
人を育成することを目的といたします。募金活動を行うにあたり、本法人は、諸法規を遵守し、社
会倫理を尊重いたします。

本法人は、個人情報保護に関する基本方針に則り、個人情報保護を
徹底いたします。

本法人は、寄付者とのパ－トナ－シップを大切にし、良好な関係を
保つよう努力いたします。

本法人は、教職員に対して、募金活動を行うための社会的教育を徹
底し、一人一人が、社会人としての良識を保ち、高い倫理観をもっ
た募金活動ができるよう努力いたします。

人 権 の 尊 重

募金活動の健全化

倫理観の向上

個人情報保護

寄 付 者 と の
適切な関係構築

6

7

10

8

9

HYOGO MEDICAL UNIVERSITY HYOGO MEDICAL UNIVERSITY
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兵庫医科大学の現況

〒663-8501　兵庫県西宮市武庫川町1番1号
医学部医学科　 入学定員　112名
約3,300人
兵庫医科大学病院
　963床（一般病床919床、精神科病床44床）　（2022年4月1日現在）

所　在　地
学部学科・定員
職　員　数
病　床　数

社会貢献
兵庫医科大学は、2022年4月、兵庫医療大学と統合し、将来の医学・医療を切り拓く研究の進展
に寄与する研究者及び教育者の育成、並びに国民の多様かつ高度な医療サービスに応える人材の
育成を行い、優れた教育者及び高い臨床力と情熱を併せ持つ数多くの医師・薬剤師・看護師・理
学療法士・作業療法士を輩出しております。また、卒業生の多くは、先端医療を提供する当院
で、高度の医療研修を行い、研修終了後、阪神間の中核的医療を担うのみではなく、地方におい
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〒650-8530　兵庫県神戸市中央区港島1丁目3番地6
薬学部医療薬学科　　　　　入学定員　150名
看護学部看護学科　　　　　入学定員　100名
リハビリテ－ション部
　　　　　　理学療法学科　入学定員　 40名
　　　　　　作業療法学科　入学定員　 40名
約150名

所　在　地
学部学科・定員

職　員　数

14

兵庫医科大学病院 PETセンター

10号館（開学25周年記念基金による建設）

HYOGO MEDICAL UNIVERSITY HYOGO MEDICAL UNIVERSITY

神戸キャンパス

〒669-2321　兵庫県丹波篠山市黒岡5番地
約300人
兵庫医科大学ささやま医療センター
　180床（一般病床136床、療養病床44床）　（2022年4月1日現在）

所　在　地
職　員　数
病　床　数

篠山キャンパス

体育館（兵庫医療大学設立事業募金による建設）

屋外テニスコート

ガーデン・ウイング　アリーナ 2階

1号館ロビー

8号館
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学校法人兵庫医科大学基金
兵医・萌えの会入会のお願い

    0120-456-991     FAX.0798-45-6219
〒６６３－８５０１ 兵庫県西宮市武庫川町１番１号

E-mail : bokin@hyo-med.ac.jp


