
（ ）

（ ）

（ ）

（

(14)
講師の併任に係る選考について

　　十亀　義生　　（消化器内科学）
伊藤教授 承認

　　金沢　元洪　　（泌尿器外科学）
(15)

講師（学内）の配置換に係る選考について
学長 承認

(2)

教授（特任講座）の採用（更新）に係る選考について

学長 承認　　木下　茂　　　（感覚器未来医療学)

　　髙松　哲郎    （医学フォトニクス講座）

(8)
准教授（寄附講座）の採用（更新）に係る選考について

学長 承認

(7)

准教授（特任講座）の採用（更新）に係る選考について

学長 承認

　　萩屋　道雄　　（感覚器未来医療学）

(4) 学長 承認
　　的場　聖明　　（不整脈先進医療学講座）

(5)
准教授への昇任に係る選考について

特任教授の採用（更新）に係る選考について

(1) 学長 承認

    福居　顯二    （保健管理センター）

浮村教授
　　本郷　文弥　　（泌尿器外科学）

承認

(12)
講師（寄附講座）の兼務に係る選考について

学長 承認

　　五條　理志　　（人工臓器・心臓移植再生医学講座）

水野教授

夜久教授

　　上田　真由美　（感覚器未来医療学）

(10)

准教授（寄附講座）の兼務に係る選考について
学長

(11)

　　上　　大介　　（人工臓器・心臓移植再生医学講座）

講師への昇任に係る選考について

浮村教授 承認

　　岩田　敦子　　（泌尿器外科学）

講師（寄附講座）の採用（更新）に係る選考について

承認

　　牛込　恵美　　（糖尿病治療学講座）

　　白石　裕一　　（不整脈先進医療学講座）

(13)
講師（併任）への昇任に係る選考について

(3)

教授（寄附講座）の採用（更新）にかかる選考について

承認

　　徳田　隆彦    （分子脳病態解析学講座）

教授（寄附講座）の兼務に係る選考について

(6)
准教授の配置換に係る選考について

浮村教授 承認
　　沖原　宏治　　（泌尿器外科学）

　　伏木　信次　　（研究開発・質管理向上統合センター)

(9) 承認

　　藤原　斉　　　（薬物応用腫瘍外科学講座）

　　白山　武司　　（不整脈先進医療学講座）

成本教授 承認
　　柴田　敬祐　　（精神機能病態学）

京都府立医科大学　教育研究評議会（第１０回）会議録

出
席
者

１

第４号委員

開催場所

第３号委員 ５

有識見者　　３名

学長指名　　６名

欠席委員区分(定款第21条第３項)

平成３０年２月２２日（木）　午後２時３０分～４時４３分

０

出席

学長

開催日時

９

京都府立医科大学　大学本部棟２階特別会議室

大学管理職　１０名

第１号委員

星野委員１

１

　　内藤　泰行    （泌尿器外科学）

　　岡　　克彦　　（心臓血管低侵襲治療学講座）

北脇委員

番号 議題等

寄附講座「不整脈先進医療学講座」の設置（新規）について１
中川リエゾンオ
フィス委員会室長

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

３ 永守委員、池坊委員、寺田委員

２ 教員人事について

　　中村　隆宏　　（感覚器未来医療学）

　　板谷　慶一　　（心臓血管血流解析学講座）

夜久教授

学長
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承認
　　和田　  誠  　（皮膚科学）

(17) 承認

　　白石　　匠　　（泌尿器外科学）

(24)

(16)
講師（学内）への任用・配置換に係る選考について

学長 承認
　　妹尾　恵太郎　（不整脈先進医療学講座）

(25)

(23)
助教（特任講座）の採用（更新）に係る選考について

学長 承認
　　戸田　宗豊  　（感覚器未来医療学）

承認

　　坂井　  修　　（心臓血管低侵襲治療学講座）

(26)
助教（共同研究講座）の採用（更新）に係る選考について

学長 承認
　　守田　麻由子　（生体免疫制御学講座）

助教（寄附講座）の採用（更新）に係る選考について

　　井上　  郁  　（在宅チーム医療推進学講座）

(27)
特任助教（産学公連携）の採用（更新）に係る選考について

学長 承認
　　増田　光治　　（保健・予防医学教室（予防医学部門））

特任助教（周産期リハビリテーションプロジェクト）の採用(更新)に係る選考について

　　今井　朝彦  　（小児科学教室（神経・内分泌代謝・新生児小児科学部門））

(29)
特任助教(がんプロフェッショナル養成プラン)の採用(新規)に係る選考について

細井教授 承認
    上野　彰久  　（がんプロフェッショナル養成センター）

(28) 細井教授 承認

(30)

助教の併任に係る選考について

学長 承認

　　山下　誉子　　（精神機能病態学）

(31)
特任教授（産学公連携客員）の委嘱（新規）に係る選考について

学長 承認
　　安居　幸一郎　（消化器内科学）　他1名

　　中嶋　義幸　　（精神機能病態学）

(32)
特任教授（産学公連携客員）の委嘱（更新）に係る選考について

学長 承認
　　石原　憲治　（法医学）　他11名

(33)
特任准教授（産学公連携客員）の委嘱（更新）に係る選考について

学長 承認
　　西村　伊三男（精神機能病態学）　他1名

(20)
助教の配置換に係る選考について

加藤教授 承認
　　若林　祐輔  　（皮膚科学）

(19)
講師（学内）（併任）への任用に係る選考について

学長 承認
　　中村　佳永子　（精神機能病態学）

(22)
助教（任期付）の採用に係る選考について

学長 承認
　　高島　康郎　　（腫瘍分子標的治療学）

(18)
助教（共同研究講座）の採用(更新)・講師（学内）への任用に係る選考について

学長 承認
　　伊藤　慎英　　（リハビリテーション先進医療開発講座）

(21)

助教の採用にかかる選考について

学長他 承認

　　松ヶ角　透　　（泌尿器外科学）

　　山本　裕子　　（看護学科看護学講座）

　　馬淵　亜希　　（女性生涯医科学）

　　髙岡　宰  　　（女性生涯医科学）

　　寺田　兼輔　　（循環器内科学）

　　足立　悠  　　（循環器内科学）

　　井上　健　　　（消化器内科学）

　　岡山　哲也　　（消化器内科学）

　　浅岡　希美　　（病態分子薬理学）

　　吉丸　和宏　　（精神機能病態学）

　　小嶋　晃義　　（リハビリテーション医学）

　　鈴木　  啓　　（泌尿器外科学）

　　山根　由起子  （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）

　　山田　剛司　　（在宅チーム医療推進学講座）

　　大西　佳子    （在宅チーム医療推進学講座）

　　藁谷　深洋子　（女性生涯医科学）

　　小森　敏史  　（皮膚科学）

　　中村　緑佐    （移植・再生外科学）

　　越野　勝博　　（移植・再生外科学）

　　竹谷　祐栄　　（総合医療・医学教育学）

助教（寄附講座）の採用（新規）に係る選考について

講師（学内）への任用に係る選考について

学長

　　長澤　慎介　　（放射線診断治療学）

　　権代　竜郎  　（心臓血管外科学）

学長

加藤教授
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●次回の教育研究評議会日程　　平成３０年３月１５日（木）　午後２時３０分から

Ⅱ　報告事項

●議事録確認　

Ⅲ　その他

２

1
平成30年度医学部医学科推薦入学試験合格者状況及び医学部一般選抜入学試験
出願状況について

田中学生部長

(34)
特任講師（産学公連携客員）の委嘱（新規）に係る選考について

学長 承認
　　半田　  修　（消化器内科）　他1名

(35)
特任講師（産学公連携客員）の委嘱（更新）に係る選考について

学長 承認
　　青木　繁明　（法医学）　他9名

(36)
特任助教（産学公連携客員）の委嘱（新規）に係る選考について

学長 承認
　　若尾　純子　（小児外科学）　他3名

(37)
特任助教（産学公連携客員）の委嘱（更新）に係る選考について

学長 承認
　　ﾏｸﾘｰﾝ ｽﾁｭｱｰﾄ　（法医学）　他10名

(38)
客員教授・講師の委嘱（新規）に係る選考について

学長 承認
　　白石　  公　（小児科学）　他18名

(39)
客員教授・講師の委嘱（更新）に係る選考について

学長 承認
　　小笹　晃太郎（地域保健医療疫学）　他306名

(40)
臨床教授等の委嘱（新規）に係る選考について

学長 承認
　　西山　  慶　（救急・災害医療システム学）　他22名

(41)
臨床教授等の委嘱（更新）に係る選考について

学長 承認
　　山木　垂水　（救急・災害医療システム学）　他235名

(44)
病院助教の称号付与に係る選考について

学長 承認
　　林　 成樹　 （整形外科）　他1名

(42)
非常勤講師の委嘱（医学科）に係る選考について

学長 承認
　　Claire Murray （医学英語）　他2名

(43)
非常勤講師の委嘱（看護学科）に係る選考について

学長 承認
　　水阪　志麻　（地域看護学）

教員の学外研究（長期）について 学長

４ 平成29年度競争的資金の間接経費の配分（最終見込）について 事務局次長

３ 京都府立医科大学広報ガイドラインについて 学長
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