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５ 「京都府立医科大学医学倫理審査委員会規程」の改定について
伏木医学倫理審査
委員会委員長

承認

６ 「京都府立医科大学特定認定再生医療等委員会規程」の制定について
伏木医学倫理審査
委員会委員長

承認

２ 基礎医学系女性教員定数の新設について 学長 承認

３ 基礎医学系女性教員定数の新設について
伏木リエゾンオ
フィス室長

承認

４ 寄附講座「泌尿器先端医療講座」の設置（新規）について
伏木リエゾンオ
フィス室長

承認

１０ 株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR）との包括協定の締結について 福居病院長 承認

７
「京都府立医科大学における公的研究費に係る不正防止に関する規程」の制定につ
いて

学長 承認

８ 「京都府立医科大学　公的研究費に係る不正防止計画」の策定について 学長 承認

９ 平成27年度年度計画（案）について 学長 承認

１１ 教員人事について 学長 承認

(1)
教授（寄附講座）の採用（継続）にかかる選考について

学長 承認　　五條　理志　　　（人工臓器・心臓移植再生医学講座）
　　徳田　隆彦　　　（分子脳病態解析学講座）

(2)

准教授への昇任にかかる選考について
柳澤教授
福居教授

承認
　　小西　英一　　　（人体病理学）
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１

出席

学長

開催日時

８

京都府立医科大学　基礎医学学舎３階会議室

大学管理職　８名

第１号委員

木下委員

１

番号 議題等

教授選考について（医学生命倫理学）１ 学長 承認

Ⅰ　審議事項（定款第23条に基づく）
審議結果説明者

第２号委員

永守委員

　　直嵜　武　　　　（人体病理学）
　　成本　迅　　　　（精神機能病態学）

(3)
准教授の採用にかかる選考について

伊藤教授
佐和教授

承認　　髙木　智久　　　（消化器内科学）
　　村上　剛　　　　（麻酔科学）

(4) 承認
　　安居　幸一郎　　（消化器先進医療開発講座）
　　藤原　斉　　　　（薬物応用腫瘍外科学講座）
　　酒井　晃二　　　（先端的磁気共鳴画像研究講座）
　　森原　徹　　　　（スポーツ傷害予防医学講座）

(5)
特任准教授の採用（継続）にかかる選考について

学長 承認
　　中西　守　　　　（内科学教室（消化器内科学部門））

准教授（寄附講座）の採用（継続）にかかる選考について

学長

(6)
准教授（併任）への昇任にかかる選考について

福居教授 承認
　　土田　英人　　　（精神機能病態学）

(7)
准教授の併任にかかる選考について

伊藤教授
佐和教授

承認　　時田　和彦　　　（消化器内科学）
　　村上　剛　　　　（麻酔科学）

(8)
講師への昇任にかかる選考について

酒井教授
伊藤教授

承認　　友杉　真野　　　（分子標的癌予防医学）
　　保田　宏明　　　（消化器内科学）

(9)
講師の採用にかかる選考について

福居教授 承認
　　富永　敏行　　　（精神機能病態学）



(10)
講師（任期付）の採用（継続）にかかる選考について

学長 承認
　　上山　知己　　　（循環器内科学）

(11)
講師（寄附講座）の採用（継続）にかかる選考について

学長 承認　　谷口　大吾　　　（身体支持制御・骨代謝学講座）
　　上　　大介　　　（人工臓器・心臓移植再生医学講座）

(12)
講師（共同研究講座）の採用（継続）にかかる選考について

学長 承認
　　石川　剛　　　　（がん免疫細胞制御学講座）

(13)
特任講師の採用（新規）にかかる選考について

学長 承認
　　浅野　麻衣　　　（内科学教室（内分泌・免疫内科学部門））

(14)
講師（併任）への昇任にかかる選考について

福居教授
久保教授

承認　　吉井　崇喜　　　（精神機能病態学）
　　徳川　誠治　　　（運動器機能再生外科学）

(15)
講師の併任にかかる選考について

池谷教授 承認
　　垣内　康宏　　　（法医学）

(16)
助教の採用・講師（学内）への任用にかかる選考について

学長 承認
　　堅田　和弘　　　（消化器内科学）

(17)
講師（学内）への任用にかかる選考について

学長 承認　　森口　理久　　　（消化器内科学）
　　山口　寛二　　　（消化器内科学）

(18)
講師（学内）（寄附講座）の採用（継続）にかかる選考について

学長 承認
　　岡　　克彦　　　（心臓血管低侵襲治療学講座）

(19)
講師（学内）（共同研究講座）の採用（継続）にかかる選考について

学長 承認
　　南　　陽一　　　（運動器時間制御学講座）

(20)
助教の採用・講師（学内）への任用にかかる選考について

学長 承認　　伊藤　倫之　　　（運動器機能再生外科学）
　　大橋　鈴世　　　（リハビリテーション医学）

(21)
助教の併任・講師（学内）への任用にかかる選考について

学長 承認
　　柴田　敬祐　　　（精神機能病態学）

(22)

助教の配置換にかかる選考について

学長 承認

　　細井　邦彦　　　（運動器機能再生外科学）
　　齊藤　正純　　　（運動器機能再生外科学）
　　沢田　光思郎　　（リハビリテーション医学）
　　柴﨑　雅志　　　（麻酔科学）
　　中山　力恒　　　（麻酔科学）
　　德平　夏子　　　（麻酔科学）
　　田畑　雄一　　　（麻酔科学）

(23)

助教の採用にかかる選考について

学長 承認

　　山田　丈弘　　　（地域医療学）
　　松井　史裕　　　（小児発達医学）
　　浅井　大介　　　（小児発達医学）
　　青山　幸平　　　（女性生涯医科学）
　　西川　太一朗　　（消化器内科学）
　　張　　財源　　　（皮膚科学）
　　飯田　直子　　　（精神機能病態学）
　　小野　淳子　　　（精神機能病態学）
　　加藤　佑佳　　　（精神機能病態学）
　　林　奈津子　　　（放射線診断治療学）
　　中務　克彦　　　（内分泌・乳腺外科学）
　　毛利　尚史　　　（運動器機能再生外科学）
　　髙取　良太　　　（運動器機能再生外科学）
　　古川　龍平　　　（運動器機能再生外科学）
　　相良　亜木子　　（リハビリテーション医学）
　　山﨑　正記　　　（麻酔科学）

(24)

助教（任期付）の採用にかかる選考について

学長 承認

　　中村　磨美　　　（法医学）
　　坂井　宏平　　　（小児外科学）
　　山田　幸美　　　（放射線診断治療学）
　　上田　崇　　　　（泌尿器外科学）
　　有吉　多恵　　　（麻酔科学）

(25)
助教（寄附講座）の採用（新規）にかかる選考について

学長 承認　　上田　紗弥　　　（泌尿器先端医療講座）
　　石原　健　　　　（身体支持制御・骨代謝学講座）

(26)

助教（寄附講座）の採用（継続）にかかる選考について

学長 承認

　　妹尾　高宏　　　（リウマチ・関節機能制御学講座）
　　小西　博貴　　　（薬物応用腫瘍外科学講座）
　　松田　剛　　　　（在宅チーム医療推進学講座）
　　山田　恭弘　　　（在宅チーム医療推進学講座）
　　権　　哲　　　　（在宅チーム医療推進学講座）
　　建部　陽嗣　　　（在宅チーム医療推進学講座）



●次回の教育研究評議会日程　　平成２７年３月１９日（木）　午後２時３０分から

Ⅱ　報告事項

●議事録確認　

Ⅲ　その他

●臨時教育研究評議会の開催について（３月２６日木曜）

1
平成２７年度京都府立医科大学医学部医学科の推薦入学試験の合格者の状況および
医学部一般選抜入学試験の出願状況

学長

(26) 学長 承認

　　山根　由起子　　（在宅チーム医療推進学講座）
　　西村　拓哉　　　（放射線科診療支援システム開発講座）
　　坂井　修　　　　（心臓血管低侵襲治療学講座）

(27)
助教（共同研究講座）の採用（新規）にかかる選考について

学長 承認　　荻　　寛志　　　（先端技術・医学融合展開講座）
　　伊藤　慎英　　　（リハビリテーション先進医療開発講座）

(28)

助教（共同研究講座）の採用（継続）にかかる選考について

学長 承認
　　守田　麻由子　　（生体免疫制御学講座）
　　東村　泰希　　　（生体食品機能学講座）
　　藤友　結実子　　（先端検査機器開発講座）
　　岡山　哲也　　　（がん免疫細胞制御学講座）

(29)
特任助教の採用（新規）にかかる選考について

学長 承認
　　太田　武志　　　（小児科学教室（神経・内分泌代謝・新生児小児科学部門））

(30)

特任助教の採用（継続）にかかる選考について

学長 承認

　　石川　昂　　　　（法医学教室）
　　一瀨　栄佑　　　（小児科学教室（神経・内分泌代謝・新生児小児科学部門））
　　髙井　あかり　　（小児科学教室（神経・内分泌代謝・新生児小児科学部門））
　　水島　かつら　　（内科学教室（消化器内科学部門））
　　佐藤　貴彦　　　（眼科学教室）
　　大石　正勝　　　（がんプロフェッショナル養成センター）

(31)

助教の併任にかかる選考について

学長 承認
　　楳村　敦詩　　　（消化器内科学）
　　玄　　泰行　　　（消化器内科学）
　　吉岡　直樹　　　（運動器機能再生外科学）
　　山﨑　哲朗　　　（運動器機能再生外科学）

(32)
特任教授の委嘱（新規）にかかる選考について

学長 承認
　　中村　直登　　他6名

(33)
特任教授の委嘱（継続）にかかる選考について

学長 承認
　　西村　恒彦　　他39名

(34)
特任准教授の委嘱（新規）にかかる選考について

学長 承認
　　和田　良久　　他1名

(35)
特任准教授の委嘱（継続）にかかる選考について

学長 承認
　　奥　成博　　　他5名

(36)
特任講師の委嘱（新規）にかかる選考について

学長 承認
　　酒井　雄希

(37)
特任講師の委嘱（継続）にかかる選考について

学長 承認
　　川合　ゆかり　他11名

(38)
特任助教の委嘱（新規）にかかる選考について

学長 承認
　　森脇　三造　　他2名

(39)
特任助教の委嘱（継続）にかかる選考について

学長 承認
　　森崎　千恵子　他10名

(40)
臨床教授・准教授・講師の委嘱（新規）にかかる選考について

学長 承認
　　田中　亨　　　他53名

(41)
臨床教授・准教授・講師の委嘱（継続）にかかる選考について

学長 承認
　　中埜　幸治　　他132名

(42)
客員教授・講師の委嘱（新規）にかかる選考について

学長 承認
　　石川　義弘　　他15名

(43)
客員教授・講師の委嘱（継続）にかかる選考について

学長 承認
　　小笹　晃太郎　他263名

(44)
非常勤講師の委嘱（看護学科）にかかる選考について

学長 承認
　　青地　伯水　　他2名


