
１．公益財団法人への移行について

　認定された。

　行うこととなった。

「主　な　経　過」

平成２４年　５月１５日 理事会

・ 最初の評議員候補者の推薦について （承認）

平成２４年　５月１７日 評議員選定委員会

・ 最初の評議員の選任について （承認）

平成２４年　５月３０日 理事会及び評議員会

・ 公益財団法人移行認定申請について （承認）

・ 定款の変更の案等について （承認）

平成２４年　６月１５日 京都府知事に「公益財団法人移行認定申請書」を提出

平成２４年　７月１８日 補正通知（第１回～５回） ※理事会開催

補正申請（第１回～５回） 　　（平成２４年９月３０日）

平成２４年１２月　７日 京都府公益認定等審議会へ諮問（第１回）

※　諮問結果　　 継続審議

平成２４年１２月１１日 補正通知（第６回～７回）

補正申請（第６回～７回）

平成２５年　１月３０日 京都府公益認定等審議会へ諮問（第２回）

※　諮問結果　　 「認定」の答申

平成２５年　２月２５日 補正通知（第８回～９回） ※理事会開催

補正申請（第８回～９回） 　　（平成２５年２月１３日）

平成２５年　３月１９日 京都府知事から「公益財団法人」と認定

（参考）

平成２５年　４月　１日 特例財団法人の名称変更による公益財団法人設立登記

○ 「公益財団法人　京都府医学振興会」に名称変更

特例財団法人の名称の変更による解散登記

○ 「財団法人　京都府医学振興会」は解散

平成２４年度　事業報告書

当振興会は、公益法人制度に関する法律の改正に伴い、公益財団法人への移行認

定申請書を平成２４年６月１５日に京都府知事に提出した。その後の補正通知に対する

補正申請を重ねた結果、平成２５年３月１９日付けで京都府知事から「公益財団法人」と

これにより、当振興会は、平成２５年４月１日に「特例財団法人の名称変更による公益

財団法人設立」登記申請を行い、「公益財団法人 京都府医学振興会」に名称変更を

～平成２４年１１月１２日

～平成２５年　１月２５日

～平成２５年　３月　７日



（参考）

○　公益財団法人京都府医学振興会の役員及び評議員

理事（非常勤）

　　吉川　敏一 理事長（代表理事）　京都府立医科大学長

　　三木　恒治　 副理事長（業務執行理事）　京都府立医科大学教授

　　西川　　功　 常務理事（業務執行理事）　

　　池坊　美佳　　華道家

　　児玉　博行　　京都大原記念病院理事長

　　竹内　孝治　　同志社女子大学客員教授

　　内藤　和世　 地方独立行政法人　京都市立病院機構理事長

　　※　任期　平成２５年４月１日から平成２７年６月（定時評議員会終結の日）まで

　監事（非常勤）

　　村中　平治　 税理士

　　藤井　　貢　 京都府公立大学法人本部総務室長

　　※　任期　平成２５年４月１日から平成２７年６月（定時評議員会終結の日）まで

（ただし、村中監事は平成２５年６月（定時評議員会終結の日）まで）

　評議員（非常勤）

　　井端　泰彦　 京都府特別参与

　　木下　　茂 京都府立医科大学教授

　　久山　　元　 一般社団法人　京都府医師会副会長

　　髙松　哲郎　 京都府立医科大学教授

　　田中田鶴子　 学校法人　大和学園名誉学園長

　　八田　英二　 同志社大学教授

　　前川　　平　 京都大学教授

　　※　任期　平成２５年４月１日から平成２９年６月（定時評議員会終結の日）まで



２．役員等の異動

(１)　役員の異動

藤井　　 貢 　平成２４年５月３０日　新任

稲村　智史 　平成２４年５月２９日　辞任

(２)　評議員の異動

河田　光博

伏木　信次

酒井　敏行

松原　弘明

久　　育男

福居　顯二

三木　恒治　　 平成２４年６月２５日　再任

濵岡　建城

横山　尚彦 平成２５年３月３１日　退任

丸中　良典

大辻　英吾

夜久　　均　

中川　正法

久保　俊一

細井　　創

(３)　平成２４年度助成部委員会委員

髙松　哲郎

木下　　茂 任期

松原  弘明 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

細井　　創

大辻　英吾

西川　　功

監 事

評 議 員

委 員 長



３．会議等

(１)　理事会

結　果

○ 最初の評議員候補者の推薦 可　決

○ 平成２３年度事業報告 可　決

○ 平成２３年度収支決算 可　決

○ 評議員の選出 可　決

○ 公益財団法人への移行認定申請 可　決

○ 公益財団法人への移行認定申請に係る行政庁から 可　決

の補正指示事項に対する対応

○ 報告

・ 監事の選任について

○ 公益財団法人移行認定に係る関係要綱等 可　決

・ 医学研究等支援事業実施要綱

・ 学会等支援事業実施要綱

・ 医学研究等助成委員会の選考基準

○ 特定費用準備資金に関する理事の定めの制定 可　決

○ 公益財団法人移行認定に係る関係規程及び要綱等 可　決

の一部改正

・ 医学研究等助成委員会規程の一部改正

・ 医学研究等支援事業実施要綱の一部改正

・ 医学研究等助成委員会の選考基準の一部改正

○ 平成２４年度予算の補正 可　決

○ 医学振興基金の取崩 可　決

○ 平成２５年度事業計画、収支予算、資金調達及び設 可　決

備投資の見込を記載した書類 可　決

○ 公益財団法人京都府医学振興会の諸規程等の制定 可　決

○ 医学研究等助成委員会委員の選任 可　決

○ 報告

・ 公益財団法人への移行について

・

平成２４年５月３０日

開催年月日 議　　　　　　題　　　　　等

平成２５年２月１３日

平成２５年３月１９日

平成２４年９月２８日

公益財団法人移行後の公益目的事業等の変更
内容について

平成２４年５月１５日



(２)　評議員会

結　果

○ 平成２３年度事業報告 了　承

○ 平成２３年度収支決算 了　承

○ 監事の選任 可　決

○ 公益財団法人への移行認定申請 可　決

○ 公益財団法人への移行認定申請に係る行政庁から 可　決

の補正指示事項に対する対応

○ 報告

・ 評議員の選出について

○ 平成２４年度予算の補正 了　承

○ 医学振興基金の取崩 了　承

○ 平成２５年度事業計画、収支予算、資金調達及び設 了　承

備投資の見込を記載した書類

○ 公益財団法人京都府医学振興会の諸規程等の制定 了　承

○ 報告

・ 公益財団法人への移行について

・

○ 医学研究等助成委員会委員の選任について

(３)　部会、委員会

　①　助成部会

結　果

○ 了　承

○ 学会寄附（平成２４年度第１・四半期）について 了　承

○ 了　承

○ 学会寄附（平成２４年度第２・四半期）について 了　承

○ 了　承

○ 了　承

○ 了　承

○ 了　承

医学研究支援金（平成２４年度第１・四半期）について

平成２５年　１月１８日

平成２４年１０月１２日 医学研究支援金（平成２４年度第２・四半期）について

平成２４年７月　６日

医学研究支援金（平成２４年度第３・四半期）について

開催年月日 議　　　　　　題　　　　　等

平成２５年　３月２９日

開催年月日 議　　　　　　題　　　　　等

平成２４年５月３０日

平成２５年３月１９日

公益財団法人移行後の公益目的事業等の変更
内容について

学会寄附（平成２４年度第３・四半期）について

医学研究支援金（平成２４年度第４・四半期）について

学会寄附（平成２４年度第４・四半期）について



４．事業報告

【会員の状況】

賛助会員 合計

２３年度から継続会員数 　　　９２ 　　　８７６

２４年度から新規会員数 　　　　０ 　　　　４２

　　合　　　　　　計　　　 　　　９２ 　　　９１８

 会費納入済会員(２４年度） 　　　９２ 　　　７５５

 会員継続意思確認中会員 　　　　０ 　　　１６２

 その他（休会等） 　　　　０ 　　　　　１

【一般会計の主な事業】

（１） 医学研究・教育等支援事業

ア．医学研究等支援事業

するために、研究費の支援を行った。

○ 研究寄附金の状況 ５５件 103，010,527円

○ 医学研究支援の状況 ５５件  97，860,000円

臓器移植における免疫抑制療法

1 脊椎疾患の病態解明と治療法の確立

（決算額　103,162,963円）

14

　　　１６２

　　　　　１

内
訳

小児疾患の研究(1)神経芽細胞浮腫研究
(2)小児ネフローゼ研究

小児難治性疾患研究

普通会員

研　究　課　題　等

医学・医療研究を推進するため、医学・医療研究者の研究グループの「研究課

題等」について、企業、病院、団体等から寄附金を募り、医学・医療の発展に寄与

研　究　課　題　等

（決算額　141,871,128円）

　　　６６３

区　　　　　　　分

　　　７８４

　　　　４２

3 16

2 15運動器機能評価の確立

不整脈の成因に関する研究

5 18

4 17高血圧の成因に関する研究

病院内倫理委員会の機能と効果に関する研
究

7 20

6 19光の波長（色）が健康に与える影響の研究

視覚機能再生研究

9 22

8 21
効率のよい消化器がん治療法の開発に関す
る研究
川崎病冠動脈障害に対する酸化ストレスと抗
酸化能の関与

11 24

10 23
ヒトｉＰＳ細胞による川崎の病態解明と治療法
の開発

再生医療の臨床に向けての研究

13

12 25小児難治性疾患の診断と治療研究

先天性心奇形の外科的形態研究

頭頸部腫瘍手術におけるエネルギーデバイス
の有用性に関する研究
関節スポーツ、脊椎疾患の病態解明と治療法の
確立
心周期における大動脈弁・僧帽弁の関係性研
究

　　　８２６

関節疾患、外傷の病態解明と治療法の確立

皮膚アレルギー研究

リンパ浮腫研究

心筋バイアビリティ評価に基づいた左室形成術
の開発

膵移植感染症研究

先端癌治療の研究



イ．学会等支援事業

開催経費の支援を行った。

支援学会数　　　１０学会 寄附金取扱件数　123件（32,190,000円）

支援金額　　　　　30,580,500円

国際学会 ３学会 前年度継続学会 ３学会

国内学会 ７学会 ２４年度完了 ２学会

２５年度へ継続 １学会

２４年度新規学会 ７学会

２４年度完了 ４学会

２５年度へ継続 ３学会

開催年月日 開催経費(千円）

1,400 41,716

600 43,900

500 27,161

100 2,880

550 42,800

150 5,000

300 7,600

150 2,025

1,100 53,660

300 4,850

学会総会・学術集会

第40回日本生体電気・物理刺激研究会

第302回公益社団法人日本医学

9 第40回日本肩関節学会

参加人数(人）学　　会　　名

1

7 第29回臨床フリーラジカル会議

6 第３回国際癌水素イオン動態学会

第14回国際組織細胞化学会議2

第48回日本小児循環器

内

訳

（決算額　35,333,781円）

京都府内で開催される学会に対する寄附金等を企業、病院及び団体等から募

り、学会水準の向上を図り、京都府の医学・医療の発展に寄与するために学会等

国際・国内の別 継続・新規等の別

第23回バイオメカニズム・シンポジウム

3

8

10

放射線学会関西地方会

4 第８回アスタキサンチン研究会

5
第11回国際ハイパーサーミア腫瘍学会

・第29回日本ハイパーサーミア学会

25.7.26～28

24.12.7～8

25.9.27～28

24.7.5～7

24.8.26～30

25.3.8～9

24.9.14

24.8.28～9.1

24.10.12～13

24.11.10



ウ．医学教育等支援事業

（ア）．国際交流支援事業

た。

○　支援の状況

7

1

1

2

2

2

1

2

1

1

20

　カーデイフ大学(留学生）

　ハリム大学(留学生）

中 国

  British Columbia大学

  University of Niceフ ラ ン ス

　Oxford University UK

　ソウル大学

　Bruker Daltonik GmbH

　Childrens  Hospital大学

　University of Science ＆
　Technology of China

  University of  Bologna

  Istitute　Superiore Di Sanita

ア メ リ カ

スウェーデン

ポ ー ラ ン ド

　       　合　　　計

イ タ リ ア

カ ナ ダ

イ ギ リ ス

韓 国

ド イ ツ

　ワルシャワ大学

  Karolinska Institute

  National Cancer Institute,
  NIH

（決算額　1,282,978円）

医学・医療研究者が行う海外の医学研究者との交流や大学、研究機関等との医学・

　　　　　　　　支　　　援　　　の　　状　　況
　　国　　　　　　名 支援数

医学研究者との交流 大学等(留学生）との交流

医療研究に関する交流に対して、記念品の贈呈及び意見交換会の経費の支援を行っ

  University of Washington

（決算額　3,374,384円）

  University of Colorado
  School of Medicine

  Yale University
  School of  Medicine

  ピッツバーグ大学 　オクラホマ大学（留学生）

  Mayo Clinic



（イ）．地域医療教育推進支援事業

進事業」を実施し、その経費の一部を支援した。

地域滞在実習の実施結果

①　日　程 平成２４年９月２日（日）～７日（金）  　６日間

②　場　所 ７病院及び当該地域の保健・医療・福祉関連施設等

　 ①　公立南丹病院

　 ②　綾部市立病院

 　③　福知山市民病院

 　④　国立病院機構舞鶴医療センター

　 ⑤　京都府立与謝の海病院

　 ⑥　京丹後市立弥栄病院

 　⑦　京丹後市立久美浜病院

③　実習概要 　 ①　病院内外での合同臨床実習

 　②　地域住民等との懇談会

　 ③　医療スタッフとの意見交換等

④　参加者 京都府立医科大学医学部　学生　１１８名

（医学科第５学年　８９名、看護学科第４学年　２９名）

⑤　成果発表

（報告会） 平成２４年１１月１１日（日） 　 京都府立医科大学　図書館ホール

都府及び京都府立医科大学と当振興会が三者共同で「地域医療機関滞在型教育推

（決算額　2,091,406円）

将来、京都府内において活躍が期待される医療従事者を育成することを目的に、京



（２） 医学医療、啓発普及支援事業

ア．医学講演会等開催事業

当振興会主催で、「府民公開講座」を開催した。

○　名　　称 府民公開講座

　『動けてこその長寿～健康運動の役割と実践～』

○　日　　時 平成２４年１０月１３日（土）

１３：３０～１６：３０ （開場１３：００～）

○　場　　所 シルクホール（きらっ都プラザ）

（京都市下京区四条通室町東入　京都産業会館８F）

○　参 加 者 約７００名

※　参加者は、京都新聞に開催内容を掲載して、募集（先着順）

○  講演の目的

　　 で、健康や運動について今一度見直していただく。

○　講演の内容

・　発展する運動の科学－運動はなぜ健康寿命を延ばすのか－

講　　師 医学博士　青井　渉

・　運動習慣が身につく人、身につかない人、その違いとは？

講　　師 医療ジャーナリスト　宇山　恵子

・　いつまでも若々しいね！と言わせたい～キレイを磨くラジオ体操

講　　師 整形外科医師　中村　格子

・　独立独歩！一生自立して生きるために必要な心と体の育み方

講　　師 京都府医学振興会　理事長　吉川　敏一

（京都府立医科大学長）

・　パネルディスカッション「生涯現役でいるために、今すぐ自分でできること」

　　　　 講師全員とコーディネーター　宇山　恵子

（決算額　5,283,904円）

健康に生活するための講演やパネルディスカッションを行うこと

（決算額　3,051,570円）

京都府民・市民を対象とした、健康増進及び医学・医療に関する啓発普及のために

京都府民・市民を対象とした医学・医療に関する啓蒙、普及の

ための府民公開講座であり、運動の専門家を招き、正しい運動で



イ．健康増進・啓発普及支援事業

同開催や後援、協力等を行うことにより健康増進に寄与した。

支援件数　１７件

共催等 開 催 場 所

後援 京都府立医科大学

基礎第一講義室

後援 京都府立医科大学

基礎第2講義室

後援 京都ホテルオークラ

後援 ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都

西館4F「瑞穂の間」

後援 京都府立医科大学

南臨床講義棟

共催 京都府立大学

合同講義室棟3階

第3講義室

共催 京都府立大学

合同講義室棟3階

第3講義室

後援 護王会館

(護王神社内）

共催 京都府立医科大学

看護学学舎

視聴覚教室

共催 京都府立医科大学

図書館ホール

に、京都府・市民を対象として開催される講演会、シンポジウム等について、当振興会が共

300名

　ためのﾘﾗｸｾｰｼｮﾝ法」

公開講座

「癌を治す！―新しい癌局所療法―」

公開講座 ・京都府公立大学法人 平成24年11月10日（土）

　「第20回医療文化史サロン展 ・医療文化史サロン協賛会

10：00～17：00

公開講座

　「はたらく記憶ー日常を支える

250名

古典の日に『医心方と源氏物語』」 ・京都医学史研究会

平成24年11月

1日（木）～3日(金)

・京都府公立大学法人 平成24年10月13日(土)

13：00～15：00

第９回「京都肺癌をなおす会｣

公開講座

「第15回　歯の健康講座」

9：00～16：30

事　　業　　名

公開講座

　「第14回　歯の健康講座」

（決算額　2,232,334円）

京都府立医科大学や他団体等が、健康増進及び医学・医療に関する啓発普及のため

・京都府立医科大学
　附属病院歯科

平成24年4月7日（土） 100名

　緩和ケア研修会」

100名

主　　催　　者 開　催　日　時 定員

・京都府立医科大学
　附属病院

平成24年8月4日(土) 70名

平成24年8月5日(日)・同緩和医療検討会

・同がん征圧ｾﾝﾀｰ

「がん診療に携わる医師に対する

・同附属疼痛緩和医療部 10：00～17：30

・京都肺癌をなおす会 平成24年9月8日(土) 100名

16：00～18：00

・京都府立医科大学
　附属病院歯科

平成24年10月6日（土）

13：00～

・がん征圧センター

・京都府公立大学法人 平成24年12月9日（日） 300名

・京都府立医科大学 13：30～16：00

・京都府立医科大学 平成24年7月7日(土） 100名

200名

10：00～12：00

フォーラム

14：00～16：00　「医療者の子育て支援」

・京都府公立大学法人 平成24年10月27日(土) 200名公開講座

　ワーキングメモリと脳ー」

10：00～12：00「暑さ・寒さ、住まい、暮らし」

・京都府立医科大学
　附属病院

「身近なｽﾄﾚｽとうまく付き合う
・京都府立医科大学 13：30～16：00



共催等 開 催 場 所

後援 京都府立図書館

3階　ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ

後援 ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都

後援 京都府立医科大学

図書館ホール

共催 京都府立医科大学

図書館ホール

後援 京都府立医科大学

図書館ホール

後援 ﾎﾃﾙ　ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都

後援 京都府立医科大学

図書館ホール

基礎医学学舎
１階　講義室

事　　業　　名 主　　催　　者 開　催　日　時 定員

がん医療の最前線

小児がん拠点病院指定記念研修会
・京都府立医科大学
　附属病院

・京都がん薬物療法
　専門医会

市民公開講座
・がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ養成ﾌﾟﾗ
ﾝ

平成25年3月10日(日) 100名

　「看護の魅力を伝える」

平成24年度女性の健康週間
市民公開講座

・京都産科婦人科学会 100名

女性のヘルスケア
・京都産婦人科医会 14：00～16：00

100名

14：00～16：00

・京都府立医科大学
　附属病院

平成25年3月25日(月) 200名小児がん相談支援事業

18：30～

平成25年3月22日(金)

・京都府立医科大学
　附属図書館

14：00～16：00

「老い」と脳の健康

・京都府立図書館 平成24年12月1日(土) 80名府民講演会

・がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ
　養成ｾﾝﾀｰ

平成25年2月8日(金) 130名第５回京都がん化学療法フォーラム

～いつまでも生き生きと若々しく～

9：00～16：30

平成25年2月16日(土) 300名

19：00～21:10

京都府立医科大学看護研究交流会
・京都府立医科大学
　看護実践ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ

14：00～16：50

：月経～出産～がん

京都市内のがん医療の専門医による

平成25年3月2日(土)



（３） 「学術雑誌」の発行・会員等への配付事業

誌」の発行を受託して会員等に配付を行った。

○　発行回数等 毎月２５日発行 年間12号

○　配付先

 振興会会員 部 862 部

部 5 部

 雑誌関連事業会員 部 92 部

 他大学等図書館 部 83 部

 法人団体 部 36 部

 広告会社 部 14 部

 その他 部 158 部

　　合　　計 部 1,250 部

○　掲載内容

6

3

12

16

年間件数

40

30

区　　　　分

 総説・原著  集談会抄録

 症例報告  博士論文要旨

 部門紹介  特集

 病院だより  その他

　　合　　　計 173

26

40

 国  外 60

1,104

996

区　　　　分 年間件数

15,000

429

172

1,892

年間配付延べ部数 月平均配付部数

（決算額　10,750,730円）

 国  内 10,347

明治30年以降、会員の原稿を基に刊行されている医学研究誌「京都府立医科大学雑

区　　　　分



（４） 医学教育（解剖）支援事業

解剖体追悼法要事業

医療の進歩、発展に不可欠で、ご遺族に献体を要請している。

このため、医学研究者、医学生等の関係者による追悼式を開催した。

164名  病理解剖 37体

 教職員等 66名  系統解剖 17体

 学部学生等 94名  法医解剖 130体

324名 184体

１５２名  病理解剖 ３６体

 教職員等 ７３名  系統解剖 １７体

 学部学生等 １８４名  法医解剖 １１８体

４０９名 １７１体計

秋　期
 １０月２０日（土）

 　西本願寺

　午後2時～3時

計

　午後1時30分
　　　　　～3時30分

計 計

平成２４年
 遺族

平成２４年
 遺族

春　期
 ５月１９日（土）

 　安養寺

（決算額　1,129,00円）

解剖による医学教育は、医師の養成、死因の原因追求、病因の病態解明など医学・

区　分 開催日時 場所 参列者数 剖検件数



【特別会計の事業】

「京都府立医科大学附属図書館情報ネットワークサービス事業」

（５） 学術情報（医学）提供事業

他大学等図書館などが所蔵する医学に関する学術情報を提供した。

【会員の状況】

２３年度 病院

２４年度 病院

病院

病院

【事業内容】

○　医学学術情報の提供

件 枚

件 枚

件 枚

　学外図書館所蔵の学術情報 ２７３ １，２５４

　　　　　　　合　　　　　　計 ２，５８７ ８，２７４

　　　　　合　　　　　　計　　　 ５９

区　　　　　　分 提供件数等 提供のコピー枚数

　附属図書館所蔵の学術情報 ２，３１４ ７，０２０

から継続会員数 55

新規加入会員数  ５

退会会員数   １

（決算額　3,016,641円）

京都府の地域医療水準の向上並びに医学研究の発展に資することを目的に、本事業

に加入の京都府立医科大学関係病院等協議会及び京都府医療センターに加入の病院

や診療所等の医療従事者に対し、京都府立医科大学附属図書館と共同で同図書館、

区　　　　　　　分 会　　員　　数　


