
（ ）

（ ）

（ ）

(13)

講師（学内）の任用に係る選考について

　峠岡　理沙　　（皮膚科学）

　小林　大介　　（生体機能形態科学）

　寺内　竜　　　（運動器機能再生外科学）

学長 承認

(12)

講師の併任に係る選考について

　井戸田　望　　（地域保健医療疫学） 渡邊　教授

　角田　圭雄　　（消化器内科学） 学長

承認

(11)

特任講師の採用（継続）に係る選考について

　吉田　直久　　（がんプロフェッショナル養成センター）

　中村　聡明　　（がんプロフェッショナル養成センター）

学長 承認

(9)
講師（寄附講座）の採用（新規）

　野村　嘉彦　　（リウマチ・関節機能制御学講座）

(10)
講師（寄附講座）の採用（継続）

　谷口　大吾　　（身体支持制御・骨代謝学講座）

久保 教授 承認

学長 承認

久保　教授

(7)
講師の配置換に係る選考について

　森原　徹　　　（運動器機能再生外科学）

(8)
講師の採用に係る選考について ※

　石野　秀岳　　（地域保健医療疫学）

久保 教授 承認

学長 承認

承認

山田 教授 承認

(6)

講師への昇任・配置換に係る選考について

　池田　巧　　　（運動器機能再生外科学） 久保　教授

　中嶋　康文　　（麻酔科学） 佐和　教授

承認

(4)
准教授（寄附講座）の採用（継続）に係る選考について

　岡島　英明　　（臓器応答探索医学講座）

(5)

講師への昇任に係る選考について

　杉山　紀之　　（生体機能形態科学） 横山　教授

　上島　圭一郎　（運動器機能再生外科学）

　白井　寿治　　（運動器機能再生外科学）

学長 承認

承認

(1)

准教授への昇任に係る選考について

　中野　正和　　（ゲノム医科学）

(2)
准教授（併任）への昇任に係る選考について

　髙木　智久　　（消化器内科学）

(3)
准教授の採用に係る選考について ※

　竹内　義人　　（放射線診断治療学）

学長

消化器内科学教授候補者の選考について 学長 承認

2 大学院医学研究科小児整形外科学の設置について 学長 承認

3 教員人事について 学長 承認

京都府立医科大学　教育研究評議会（第１１回）会議録

出
席
者

第４号委員

開催場所

第３号委員 ４

有識見者　　３名

学長指名　　４名

欠席委員区分(定款第21条第３項) 出席

第２号委員

開催日時

６

京都府立医科大学　基礎医学学舎３階会議室

大学管理職　７名

学長 １

長崎委員

永守委員、奥島委員

平成25年3月14日(木)　午後2時～3時55分

番号 議題等 説明者

１

Ⅰ　審議事項（定款第23条に基づく）

第１号委員

審議結果

田代　教授

　三上　靖夫　　（運動器機能再生外科学） 久保　教授

承認

1



　井上　正康　　他４名
(25) 学長 承認

助教の併任に係る選考について

　今井　寛　　　（運動器機能再生外科学）

特任教授の委嘱（新規）に係る選考について

(24) 学長 承認

　垣内　康宏　　（法医学教室）

特任助教の採用（継続）に係る選考について

　横関　恵美　　（総合医療・医学教育学教室）

(22)

(23)

学長 承認

学長 承認

　糸井　素啓　　（視覚機能再生外科学）

　竹下　淳　　　（麻酔科学）

特任助教の採用（新規）に係る選考について

(21) 学長 承認　石本　武史　　（消化器外科学）

　荻野　真平　　（消化器外科学）

　藤田　周平　　（心臓血管外科学）

　隅田　靖之　　（救急・災害医療システム学）

　諸戸　雅治　　（小児発達医学）

　谷口　琢也　　（循環器内科学）

助教（寄附講座）の採用（継続）に係る選考について

　妹尾　高宏　　（リウマチ・関節機能制御学講座）

助教の採用に係る選考について ※

(20) 学長 承認

　越野　幸子　　（医療情報通信学講座）

　喜馬　真希　　（医療情報通信学講座）

　永野　仁美　　（医療情報通信学講座）

(19) 学長 承認

　鈴木　智之　　（臓器応答探索医学講座）

助教（寄附講座）の採用（新規）に係る選考について

　西久保　芳樹　（身体支持制御・骨代謝学講座）

助教（任期付）の採用に係る選考について

　樋口　恒司　　（小児外科学）
(18) 学長 承認

　德平　夏子　　（麻酔科学）

　山本　克己　　（麻酔科学）

　中山　力恒　　（麻酔科学）

(17) 学長 承認

　土田　真嗣　　（運動器機能再生外科学）

　中川　周士　　（運動器機能再生外科学）

　齊藤　正純　　（運動器機能再生外科学）

　前田　吉宣　　（心臓血管外科学）

　下村　雅律　　（呼吸器外科学）

　岡　佳伸　　　（運動器機能再生外科学）

　一条　祐輔　　（放射線診断治療学）

　西田　香織　　（放射線診断治療学）

　後藤　紀子　　（放射線診断治療学）

　佐藤　隆一　　（ゲノム医科学）

　中島　由郎　　（生体機能形態科学）

　畑　譲　　　　（精神機能病態学）

　加藤　陽一　　（救急・災害医療システム学）

　宮地　充　　　（小児発達医学）

　大曾根　眞也　（小児発達医学）

(16)
助教の配置換に係る選考について

　橋本　壮志　　（麻酔科学）

助教の採用に係る選考について

学長 承認

(14)
助教の採用・講師（学内）の任用に係る選考について

　小橋　裕明　　（運動器機能再生外科学）

(15)
助教の採用・講師（学内）の任用に係る選考について ※

　吉田　隆司　　（運動器機能再生外科学）

学長 承認

学長 承認

(13)

　稗田　牧　　　（視覚機能再生外科学）

学長 承認



5 Kyoto Heart Studyに係る研究発表論文案件等の対応について 学長

6 「歴史めぐり」マップについて 学長

2 平成２５年度京都府立医科大学予算案について 事務局経理課長

3
平成25年度京都府立医科大学医学部一般入学試験（前期日程）合格者の決定
について

田代学生部長

4 国内外の大学等との学術交流状況について 学長

1 副学長の指名について 学長

1 平成２５年度・年度計画（案）について 学長

5 受託研究取扱規程、共同研究取扱規程及び共同研究講座規程の改正について
産学公連携戦略本部

伏木 副本部長
承認

　※　附属北部医療センター分

Ⅲ　報告事項
備考

番号 議題等 説明者 備考

Ⅱ　協議事項

　野口　敏史　　他３０名

4 附属北部医療センターの発足に伴う大学規則、規定の改正等について 事務局総務課長 承認

(31) 学長 承認

京都府立医科大学病院助教の称号付与について

　田中　武兵　　他５８名

附属北部医療センター（継続分）

(30) 学長
承認

(取り下げ
１名)

　森下　和広　　他６０名

非常勤講師の委嘱に係る選考について

　三宅　基子　　他１名

(28)

(29)

学長 承認

学長 承認

客員教授・講師の委嘱（新規）に係る選考について

　年森　清隆　　他２名

客員教授・講師の委嘱（継続）に係る選考について

(27) 学長 承認

特任教授の委嘱（継続）に係る選考について

　関本　達之
(26) 学長 承認

番号 議題等 説明者

●議事録確認

●次回の教育研究評議会日程　　平成２５年４月２５日（木）　午後１時から

Ⅳ　その他

●２５年度会議日程確認


