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発刊にあたって
近畿大学医学部附属病院　病院長　工藤　正俊

　2011年３月11日に東北地方を襲った東日本大震災は
1000年に１度の大規模な災害で、東北地方を中心に未曽有の
被害を与えました。被災された皆さま方には深くお見舞を申
し上げますとともに、亡くなられた方には哀悼の意を表しま
す。我々の病院からも災害発生の翌日には緊急医療援助チーム
（DMAT）を自衛隊機にて派遣致しました。
　このような時にこそ家族のきずな、地域のきずな、国民の
きずなが問われるときです。被災地への気配りも忘れること
なく、我々の病院も地域の患者さまとのきずな をより一層
深めて皆さま方の健康を守るべく一層努力いたしたいと存じます。
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表紙写真：医事業務課　尾崎　純子

　　　　　 とっとり花回廊より秀峰・伯耆大山（ほうきだいせん）を眺めた写真です。
　　　　　大山の雄大さ、初夏のそう快感を感じていただけたらと思います。
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ドクタークラークの紹介
 濱田　香奈

　私たちは、厚生労働省の基本指針にある「勤務

医師の負担軽減を図り診療に専念できる環境を整

備する」という目的により、約１ヶ月間院内での

基礎研修を受講した後、平成22年７月からドク

タークラーク（医師事務作業補助者）として各科

診察室に配置されました。

　ドクタークラークとは、これまでの医療事務と

は異なり、電子カルテの代行入力、診断書等の文

書作成補助など、医師から直接指示を受け、医師

の事務作業補助を行う全く新しい職種です。

　私たちドクタークラークは、医師の事務作業を

少しでも軽減することで、患者さまの待ち時間短

縮と担当医師が患者さまと向き合える場面が今ま

で以上に多くなるような環境づくりを心がけてい

ます。

　今後も医師を補助し診察等をよりスムーズに行

えるよう、私たち自身の医療知識を向上させ頑

張ってまいりますので、皆さまのご理解とご協力

をよろしくお願いいたします。

■ 最 新 情 報 
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■ チャイルド・ライフ　スペシャリストの紹介 

チャイルド ･ライフって？
　子どもにとって、病院での体験が、少しでも痛くない、怖くない、楽しいものになるように、子どもの

目線に立って支えようとする考え方をいいます。1950年代から、医療を受ける子どもたちへの精神的な

影響が注目されるようになり、北米を中心に普及が進んできました。

チャイルド ･ライフ ･スペシャリストって ?
　チャイルド ･ライフの考え方のもと、子どものサポートを担う医療スタッフをいいます。Child Life 

Specialist の頭文字からＣＬＳとも呼ばれます。

　大学・大学院で、チャイルド ･ライフ専門課程を専攻、実習、研修、インターンシップののち、資格認

定試験に合格すると、資格が与えられます。また、専門家としての知識、技術、そして価値観を維持する

ため、５年ごとに認定の更新が行われています。

　すでに欧米では、１つの病院に何人、何十人ものＣＬＳがいて、病棟、外来、処置室、検査室など、

どこででもサポートが受けられるように配置が推し進められている職種です。日本には、1998年に初め

て導入され、2011年３月現在は、全国で25人のＣＬＳが働いています。

どんなことをするの ?
・ニーズに則した遊び

　安心感を得たり、負の感情を吐き出したり、苦痛を和らげたり、医療へ

の理解を深めたり…、子どもは、遊びを通して、このような様々な力を発

揮することが出来ます。感覚を刺激する遊び、意識を集中させる遊び、能

動的に表現する遊びなど、遊びの種類も様々あり、必要なときに、必要な

遊びをアレンジします。

・心の準備

　初めて見る物、初めて会う人、見慣れない機械・道具に、新し

い体験。そんな病院のなかで、子どもは医療に出会います。どん

なところへ行くのか、どんな人に出会うのか、どんなことをする

のかなど、その子どもに必要な範囲で、前もって知っておくこと

や、そのときの対策を考えたり、作戦を立てたり、予行演習をし

たりすることで、余計な緊張や興奮を和らげる手助けをします。

・検査、処置、手術に直面するとき

　苦痛や負担を伴いがちな医療行為のさなかにあっても、ずっと子どもの隣りにいて、おもちゃで遊んだり、

手を握ったり、何が起こっているのかを話したり、医師や看護師に気持ちを伝えたりして、子どもが一人

ぼっちにならないように、子どもの頭のなかが不安や恐怖でいっぱいにならないように、お手伝いします。
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 ■ 最 新 情 報

・病気と向き合うこと

　遊びに行くつもりで来た先が病院だった、痛くないと言われ

たのに痛かった、もう元気なのに家に帰らせてもらえない、そ

うした悲しい医療体験をしないよう、子どもなりに、自分に何

が起こっているのか、何が必要なのか、これからどうなるのか、

病気や病状、治療を知る必要があります。遊びを通して知った

子どもの不安や希望に沿って、医師から子どもへの説明を一緒

に聴いたり、子どもの理解や気持ちに応じた説明をしたりして、

疑問や誤解が残らないようにします。

・子どもを囲む人や物との連携

　病院には、医師や看護師など医療支援のスペシャリスト、保育

士やソーシャルワーカーなど生活支援のスペシャリストがいて、

皆で子どもを支えています。チャイルド ･ライフ ･スペシャリス

トは、医療と生活のまんなかにいて、両方を行ったり来たりする子どもをつなぎます。

　また、医療スタッフは既に慣れてしまっている病院の景色や習慣を見直して、少しでも子どもに馴染み

のあるところになるよう提案していきます。

＜保護者の方へ＞

　現在のところ、ＣＬＳは小児科に１名のみの配置のため、病院を訪れる子どもたち全員に出会える体制

には至っておりません。どうぞご理解ください。

　お子さまに関して、通院や入院を嫌がっている、どのように検査について伝えれば良いか分からない、

普段から緊張や不安が強いといったような場合で、ＣＬＳによるサポートを希望される方は、介入方法を

検討させていただきますので、主治医にご相談ください。また、サポートを希望されない方につきましても、

ご遠慮なくお申し出ください。

（文責　上田素子，ＣＬＳ）　

　2011年４月より放映の関西テレビ制作ドラマ「グッドライフ」（原作：韓国小説「カシコギ」）に、

ＣＬＳが登場します。当院ＣＬＳも、アイデアを提供しています。ただし、ドラマ演出上、実際の医療

場面にそぐわない内容も含まれていますので、あくまでフィクションとしてご覧ください。

お知らせ
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各診療科の紹介 ■ 内 科 学 系

神経内科
　脳、脊髄、末梢神経、筋肉の病気を担当してい

ます。症状は頭痛、手足の麻痺、ふるえ、ろれつ

が回らない、物が二重に見えるなどで、対象疾患

は脳梗塞、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、

脊髄小脳変性症、重症筋無力症、多発性硬化症、

ギラン・バレー症候群、髄膜炎などです。当科

では神経難病の新薬治験を積極的に行っており、

顔面痙攣や痙性斜頚へのボツリヌス注射を用いた

特殊治療も行っています。医員一同、患者さま

の立場に立った親切丁寧な診療を心がけておりま

す。
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各診療科の紹介 ■ 外 科 学 系

形成外科
　当科では、やけど、頭蓋顎顔面外科、手足の先

天異常や外傷、その他体表の先天異常、良性腫瘍、

悪性腫瘍後における再建手術、瘢痕・ケロイド、

難治性腫瘍・褥瘡を中心に診療しており、年間約

1000例の手術を行っています。また、骨・軟骨

の再生誘導研究を継続的に行い、①３次元的細胞

配置技術、②複数種類の細胞の共存技術および

配置技術、③血管などの栄養源供給ルートを確保

する技術などを開発し、早期の臨床応用に向けて

全力で取り組んでおります。

（文責：西脇　仁）　
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基礎系教室の紹介 ■ 生　化　学

　私たちの体には自然治癒力が備わっており、た

とえば怪我をして傷ができても程度が軽ければ自

然に治ります。その過程を創傷治癒といいます。

いろいろな細胞や活性物質がその過程に働いてい

ます。体内の臓器が障害を受けた場合も創傷治癒

機転が働きますが、その反応が過剰におきると臓

器の線維化、機能不全がもたらされます。それら

の病変を臓器線維症といいます。臓器の線維化は

肺、肝臓、腎臓など全身の臓器でおこります。臓

器線維症治療法の開発をめざして、私たちは臓器

の線維化がどのようにしておきるのか、また、ど

のようにすれば過剰な線維化を抑えることができ

るのかを研究しています。
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■ 臨床心理センターだより

 奥野　洋子

　さまざまなこころの悩みに直面している方々の

お役に立ちたいと願い、地域の皆さまにこころ

の相談・援助を提供するために、平成19年近畿

大学医学部キャンパス内に「近畿大学臨床心理セ

ンター」が開設されました。平成21年には近畿

大学会館（日本橋）に ｢日本橋カウンセリング

ルーム｣ が開設されました。

　私たちは、日々の生活のなかで、さまざまな

ストレスにさらされ、悩み、トラブルを抱え、

こころや身体の健康を乱すようになります。さら

に、思いがけず病名の告知を受けたり、あるいは

事件・災害に遭遇したりすることもあります。

このような場合、誰かに打ち明けることで、気持

ちの整理がつき、考えがまとまり、問題が解決に

向うこともあるでしょう。悩みによっては、家族

や友人には話しにくいこともあると思います。

　現在、当センターにはセンター長以下、相談員

７人、事務員１人が在籍しており、内訳は、臨床

心理士（協会認定資格）６人に加えて、特にスポー

ツ選手・指導者に対しては、国際応用スポーツ

心理学会認定コンサルタント１人が応じています。

　｢こころの専門家｣ である相談員にどうぞ

ご相談ください。

ホームページ

　 http://www.kindai.ac.jp/sangaku/center/

psychology/

電話番号

　072-366-0221　（内線）3288

　（火・水・木曜日　10時～17時）

JUN 2011 KIZUNA・No.6

8



■ 看護部だより

看護師は、各科病棟、救命センター、手術室、各科外来、ＥＲ部、
中央放射線部、通院治療センター、透析室、光学治療センターにおいて、

患者さまによりよい看護の提供に努めております。

今回は、70病棟を紹介いたします。

優しさのある
心あたたかい看護

透析室

中央手術室

救命センター

各科病棟
中央放射線部

ＥＲ部

通院治療
センター

各科外来

光学治療
センター

病棟の紹介　70病棟 看護長　　上野　純子

　70病棟は耳鼻科・放射線治療部・放射線診断
部の42床の混合病棟です。
　今年度から、放射線治療部は、がんセンターの
一部となりました。

　頭頸部や耳などの疾患の患者さまが多く、
「話す」・「聞く」・「食事をする」といった患者さま
の日常生活の基となる大切なところに関わり看護
を提供しております。

＜看護長からの一言＞
　看護部の理念と方針にもある「心温かい看護」
をモットーに、患者さまの気持ちや思いを大切に

看護者のコミュニケーション能力に磨きをかけ、
日々実践に臨んでいます。
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■ 看護部だより

当院には、スペシャリストナース（専門看護師）２名、
エキスパートナース（認定看護師）７名が

それぞれの分野の役割を果たすべく日々活動しております。

今回は、緩和ケア看護認定看護師を紹介いたします。

専門・認定看護師

がん化学
療法看護

新生児
集中ケア

がん看護 家族支援
救急看護 感染管理

緩和ケア
皮膚・
排泄ケア
（２）

緩和ケア認定看護師の紹介
がんセンター　緩和ケア室　緩和ケア認定看護師　　森山　めぐみ

　皆さまは、「緩和ケア」と聞いてどのような

イメージをされますか？

　緩和ケアは、がん治療の初期段階から、痛みや

呼吸困難などの身体的な症状や不安や落ち込み

などの精神的な苦痛を和らげるための医療です。

　当院でも、緩和ケア科の医師を中心に構成され

た緩和ケアチームがあり、緩和ケアチームの看護

師として、症状緩和に努め、穏やかな生活を送る

事ができるように、患者さま・ご家族のサポート

に取り組んでいます。また、ご自宅での生活への

支障を軽減する為に、地域の施設との連携に努め

ています。
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みんないいお顔！

研修医の先生が
ハンドベルで演奏
してくれました！

景品当たるかな？

研修医の先生による手品大会も！

すごーい！

■ ほいくだより ～小児病棟のイベント紹介～

マ
マ
と
ピ
ー
ス

ビンゴ大会！何が出るかな？

研修医の先生の手品

風船のプレゼント
看護師さんの
バルーンアート

10月
28日ハロウィンお楽しみ会

サンタさんから
文具と風船のプレゼント

がんばってる君に
メリークリスマス！

12月
24日サンタさんがたくさん来ました！

1月2
0日お楽しみ会で

ビンゴをしました！
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※写真は保護者の了解を得て掲載しています。

手作りオニだよ。

オニと一緒にシュワッチ！

泣いちゃう！？

オ
ニ
は
そ
と
〜

2月3
日 節分でオニが登場！

3月3
日 ひなまつりお楽しみ会

福
は
う
ち
〜

怖いよー！

院内学級のみんなで
ひなまつりを演奏したよ。 研修医の先生は

折り紙を教えてくれました。

おひなさまに変身して
記念撮影 !!

看護師さん・お医者さんの劇に
みんな大爆笑！！
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■ 栄養部だより〈食中毒を防ごう〉

　食中毒とは、食品や飲料を口にすることによって起こる腹痛や下痢、嘔吐、発熱などの健康被害の事です。
過去５年間の全国食中毒発生状況によると、第１位がサルモネラ、第２位が腸炎ビブリオ、第３位がカン
ピロバクターによる食中毒で、原因施設では、飲食店36％、家庭30％で、病院での発生は1.5％です。
外食での食中毒発生が多いようです。
　下痢などの症状が治まっても細菌は４～５週間後でも便に排泄される事があります。
　症状のない健康保菌者からの感染を防ぐために、栄養部職員も夏季は月２回、便の細菌検査を実施し
食中毒発生予防をしています。

食中毒分類１

・ワースト３ → サルモネラ、腸炎ビブリオ、カンピロバクター
・少量発症菌（感染型）→ サルモネラ、カンピロバクタ、腸管出血性大腸菌
・食品内毒素型 → 黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌
・＊赤痢菌、コレラ菌、腸チフスなども追加

細 菌 性 食 中 毒

・ノロウィルス（別名：小型球形ウィルス）ウイルス性食中毒

・動物性 → ふぐ毒、貝毒
・植物性 → 毒キノコ、ジャガイモの芽など自 然 毒 食 中 毒

細菌性食中毒予防の３原則2
　細菌を付けない ⇒ 清潔　（調理器具の衛生、手洗い、食品取扱者の衛生に心がける）
 二次汚染に注意！　生肉や生魚、卵を触った手はよく洗いましょう
 焼肉で生肉を触った箸で焼いた肉を食べることも危険です。
 冷蔵庫内で生肉と生野菜が隣どうしで保存されると二次汚染されます。
 保存するときは肉や魚はラップで包むか蓋付の容器に入れましょう。
 生肉を切った包丁で生野菜を切る等、包丁やざる、ボール、
 手を介して細菌が調理済み食品や生食する食品に移り汚染される
 Iまな板・ふきん、包丁は食品別（肉・魚・野菜）に使い分ける L
 L消毒：煮沸100℃前後で５分…ふきん、80℃で５分…まな板、包丁
 J
 L塩素剤：200ppm　５分以上浸漬 ⇒ ノロウィルスに有効 L
 N消毒用アルコール：70%… まな板、包丁、冷蔵庫、調理台

乾燥させた調理器具に使用する。

　細菌を増やさない ⇒ 迅速・温度管理　（温度、水分、栄養が最適であれば菌量が増加）
 １個の腸炎ビブリオ菌は → １時間後に64個 → ２時間後4096個
 　　　　　　　　　　　 → ５時間後には10億個に増殖します
 食品の期限や保存方法を確認して購入する
 食品の保存温度を守り冷蔵庫や冷凍庫で保存する
 冷蔵：10℃以下　　冷凍：-15℃以下　　チルド：４℃以下
 調理したら、出来るだけ早く食べる
　　　　　　　　　　　　　
　細菌をやっつける ⇒ 加熱　　加熱調理は85℃以上１分加熱を行う
  生焼けのハンバーグ、レアなステーキ、生レバーやタルタルステーキ等の摂取は

大変危険
  鶏卵には１万個に２～３個はサルモネラ菌に汚染された卵があるので抵抗力の弱

い人や幼児やお年寄りは、生卵は避けて十分に加熱した卵を食べましょう。

細菌の好きな
温度は５℃～
65℃です
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おもな細菌性食中毒菌の原因食品と症状、予防のポイント3

細 菌 名 　 原因食品 菌の特徴 症　状 潜伏期間 予防のポイント

サルモネラ
欧米では不動
のナンバー１
食中毒菌

卵及び卵加工品
牛、豚、鶏肉等
の食肉

動物の腸管内に分
布しており、ねず
みやハエ、ゴキブ
リ、ペットも汚染
源になる。多数の
菌が増殖した飲食
物の摂取で感染

下痢、腹痛、
高熱（38℃
以上）

６～72時間

鶏卵の取り扱いに注意
（ＳＥ：サルモネラエン
テリディス対策）
生食する場合は賞味期限
内、10℃以下で保存。
調理は70℃１分以上で
加熱

腸炎ビブリオ 海から襲う食
中毒の帝王

生鮮魚介類及び
その加工品、
調理器具から汚
染された食品
（主に塩分のあ
るもの）

塩分を好み、塩分
２～５％でよく発
育する。
真水に弱い。
増殖が速い。

下痢、
激しい腹痛、
嘔吐　

８～24時間

生食用魚介類と加工品
は10℃以下で保存。冷
蔵庫から出して２時間以
内で食べる。魚介類は真
水でよく洗う。熱に弱く
70℃１分以上加熱する

黄色ブドウ球菌

100℃に30
分の加熱でも
壊れないしぶ
とい毒素

おにぎり、
弁当、ケーキ、
サンドイッチ
調理する人の手
によって菌が食
品を汚染する

人や動物の傷口や
鼻、のどの粘膜に
広く分布。
食品中で増殖する
時に熱に強い毒素
を産生する。

嘔気、嘔吐、
下痢、腹痛 １～５時間

手指に傷口がある人は食
品や調理器具に直接触れ
ない。手指の洗浄・消毒
を十分に行う

カンピロバクター 砂場遊びの子
どもの大敵

食肉（鶏肉など）
及びペットなど
から汚染された
食品、飲料水

少量の菌で発症す
る。ペットの糞便
より感染すること
がある。水中でも
生存し低温（４℃）
でも生存するので
冷蔵庫の過信禁物

まず、頭痛、
発熱などの風
邪様症状、次
に下痢、腹痛

２～７日間
（潜伏期間が
長い）

食肉と他の食品は別々に
保存。肉類は十分に加熱
調理し牛・鶏肉レバーの
生食は避ける。食肉類の
調理器具は専用として２
次汚染を防ぐ

腸管出血性大腸菌
Ｏ‒157

わずか100個
で発症する知
名度 No１の
食中毒菌

生レバー、生肉
（ユッケふくむ）
ハンバーグ
井戸水

牛などの動物の腸
管内に存在する。
体内でベロ毒素を
産生し少量100個
程度の菌数で発症
する。

発熱、
激しい腹痛、
水様性下痢
（血便）
ＨＵＳ（溶血
性尿毒症症候
群）

３～８日
（潜伏期間が
長い）

食品は85℃以上で１分
以上加熱する。生肉は食
べない。調理器具、箸の
使い分けをする。飲料水
（井戸水）の加熱処理

ウィルスによる食中毒の症状と予防のポイント4

細 菌 名 　 原因食品 菌の特徴 症　状 潜伏期間 予防のポイント

ノロウィルス
人体内で増殖
するウィルス
性食中毒

生かき、
飲料水、
二次汚染された
非加熱食品

かき等の２枚貝に
分布する。
人の腸内のみで増
殖せず、食品中で
は増えない。少量
で感染し発症率が
高い。食品だけで
なく接触や空気な
どを介して経口感
染する。

嘔吐、下痢、
発熱 24～48時間

かきは85℃１分以上加
熱調理をする。調理器具
の洗浄、消毒を十分に行
う。アルコールや逆性石
鹸はあまり効果がなく、
次亜塩素酸ナトリウム
（塩素濃度200ppm）で
浸すように拭くこと。手
指の洗浄、消毒を十分に
行う。

食中毒予防も手洗いが基本。加熱せずに食べる食品の細菌汚染に注意しましょう！
よく洗って、十分加熱して、早く食べましょう

JUN 2011 KIZUNA・No.6
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■ 後発医薬品とは

後発医薬品（ジェネリック医薬品）とは
　医薬品の中には、 医療用医薬品（医師が処方

する医薬品）と 一般用医薬品（薬局・薬店の店

舗で販売される医薬品）があります。また、医療用

医薬品の中には同じ成分・同じ効き目の「新薬（先

発医薬品）」と「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」

があります。ジェネリック医薬品は、厚生労働省

によって効き目や安全性が新薬と同等と認められ

た医療用の医薬品です。

（厚生労働省ホームページより）
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■ 第37回金剛祭　Keep your smile ～かけがえのない笑顔を今～

　平成22年11月６日・７日、恒例の近畿大学

医学部金剛祭が開催されました。金剛祭のテーマ

は「Keep your smile ～かけがえのない笑顔を

今～」。学生でも誰かを笑顔にできないかという

思いでつけられたテーマどおり、２日間にわたり、

明るく楽しく笑顔のあふれる金剛祭でした。また

チャリティー活動として空き缶のプルタブを回収

し、医療器具に、またペットボトルのキャップを

回収してポリオワクチンに変換する活動を展開す

るなど、学生自らが将来医療に従事する者として、

地域や社会への貢献を目的として、毎年取り組ん

でいます。

～ 第37回金剛祭開催 ～ プルタブたくさん集まりました！ 感謝！！

みんな笑顔がいっぱい（ ◇^^ ）　模擬店はどれもみんなおいしかった！！

ライブで盛り上がり！！ 気分最高～ 華道部の見事な作品の展示もありました！！

JUN 2011 KIZUNA・No.6
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■ 近大病院ボランティア　ハーティーズ

吉岡　和子

　５年ほど前から病院ボランティアを続けて、

現在10名ほどのメンバーがいます。最初はソー

シャルワーカーの小西さんに声をかけていただい

て始めたのですが、神戸のほうではずっと以前か

ら、病院ボランティアがあったとお聞きしました。

仕事は主に初診と再診受付の案内です。いつもは

午前中青いエプロンをつけて、再診受付機の前に

立ち、患者さまのご質問に答えたり、案内をさせ

ていただいたり、車いすを押したりしています。

案内と一言で言っても、多種多様な質問に答える

のは結構難しいのですが、患者さまの立場に立っ

て、なるべく簡潔に、わかりやすい、的確な応対

をするよう心がけております。毎日ボランティア

がいるといいとは思っているのですが、残念なが

ら毎日といかないのが悩みの種です。最近はおひ

とりで受診される車いすの方も多くなっています

し、年配の方も多いので、少しはお役に立てるか

と思います。お気軽にお声をかけてください。案

内以外でも院内学習のお手伝いや、傾聴などもさ

せていただいていますが、メンバーそれぞれの特

性を生かしてできる活動や午後にできる活動な

ど、範囲を広げていけたらと思っています。
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産婦人科、小児科、眼科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、疼痛制御センター（麻酔科）、形成外科、

歯科口腔外科、東洋医学診療所

循環器内科、内分泌・代謝・糖尿病内科、消化器内科、血液内科、腎臓・膠原病内科、神経内科、

腫瘍内科、呼吸器・アレルギー内科、メンタルヘルス科、外科（上部消化管、下部消化管、肝胆膵）、

外科（肺）、外科（乳腺内分泌）、外科（小児）、脳神経外科、心臓血管外科、心身医療センター（心療内科）

整形外科、放射線治療科、放射線診断科

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

各診療科のご案内

5,250円（消費税込み）をご負担頂きます。

JUN 2011 KIZUNA・No.6
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近畿大学
医学部／附属病院
研究所／看護学校

晴美台

尼　崎

西九条阪神なんば線

お 知 ら せ

ア ク セ ス

広報誌「きずな」のバックナンバーは、
病院ホームページよりご覧いただけます。

　広報誌「きずな Vol.６」をお届けいたします。当院は患者さまを治療するために医師の指示
により様々なコメディカルスタッフが働いています。今回は、部門だよりとは別に「チャイルド
ライフ　スペシャリスト」、「ドクタークラーク」を紹介致しました。今後とも、皆さまとの
つながりを大切にする「きずな」をよろしくお願い致します。

発行日／平成23年６月１日　　発行場所／近畿大学医学部附属病院
編　　集／広報委員会　竹村　司　

アドレス

❶近畿大学・医学部ホームページ　　　 　 　をクリック

❷　　　　　　をクリック

❸　　　　　　　　　　　　　　　　をクリック

▼ 病院

附属病院

広報誌　バックナンバー　きずな


