公益財団法人 橘勝会

平成２６年度事業報告
（資料編）

平成27年3月31日

公 益 財 団 法 人 橘 勝 会

公益財団法人橘勝会設立趣旨
本法人は、保健衛生及び成人病の早期発見に関して地域住民を啓発するとともに、
これらに関連する研究を奨励助成し、かつ、県内の医療機関における患者さまの援助そ
の他必要な事業を行うことにより、石川県の保健・医療水準の向上に寄与することを目
的として、昭和６０年、石川県の認定を受け、財団法人橘勝会として設立いたしました。
平成２０年の公益法人制度改革により、公益財団法人への移行申請を経て、
平成２４年３月、石川県及び石川県公益認定等審議会より移行認定されました。
平成２４年度より、新たな「公益財団法人橘勝会」としてスタートをいたしました。
本法人の主な事業内容は、以下の通りです。

◆保健衛生知識の啓発・普及事業
＜放送事業＞
金沢医科大学等での取材を中心に、各診療科のドクターが番組に出演し、
隔週土曜日午前１１時４５分からテレビ金沢にて健康情報番組「カラダ大辞典」
として、視聴者にわかりやすい医学番組を制作、放送。
放送後には、いつでもどなたでもご覧いただけるよう、番組ホームページ上で
動画を公開します。

＜出版事業＞
地域住民の健康に関する啓蒙活動を目的に、雑誌「生命への畏敬」を年１回発刊し、
広く県民に配付します。

＜セミナー事業＞
予防医学を中心として地域の人々の予防医療や健康増進に積極的に貢献するため
のセミナー＆健康測定会などを開催し、地域との連携を図ります。

◆研究の奨励助成に関する事業
＜研究助成＞
生活習慣病、特にがんの予防及び早期診断治療技術の研究・開発を行っている石川
県内の医学研究所・医療機関等に対して助成を行います。

◆諸施設の便宜供与に関する事業
＜便宜供与＞
医療・福祉施設の利用者に必要な車いす、歩行器、備品等を設置し、施設の利便性
の向上を図ります。
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平成２６年度事業報告事項

＜放送事業＞ ・・・・・ｐ４

＜出版事業＞・・・・・ ｐ７
＜セミナー事業＞・・・ ｐ８

＜便宜供与事業＞・・・ ｐ９

＜組織・運営＞・・・・ ｐ１０
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放送事業報告①～健康情報番組「カラダ大辞典」放送
◆番組概要
時 間：隔週土曜日午前１１時４５分から放送「カラダ大辞典」
放送局：テレビ金沢
ナビゲーター：山口ちひろ、佐竹 美希

◆放送実績（1／2）

平成２６年４月〜平成２７年３月 全２６話
日 付
4月5日
4月19日
5月3日
5月17日
5月31日
6月14日
6月28日
7月12日
7月26日
8月9日
8月23日
9月6日
9月20日
10月4日
10月18日
11月1日

放送タイトル
慢性化する目の渇き

ドライアイ 最新治療
別名「パソコン症候群」

頸肩腕障害とは？
身体に優しい手術

早期胃がんの内視鏡治療
患者に優しい治療の選択肢

早期胃がんに対する最新内視鏡治療
増加する大腸がんを減らせ！

カプセル内視鏡の可能性
うまく血糖をコントロール

糖尿病 最新情報
注射・点滴がつらいという方へ

中心静脈ポート
難治の新たな蓄膿症

好酸球性副鼻腔炎
ホルモン異常でおこる高血圧

原発性アルドステロン症
負担が軽くなった手術

下肢静脈りゅう 最新外科治療
免疫異常でおこる皮膚症状

乾癬の最新治療
アナタの肝臓 大丈夫？

肥満とお酒でたまる脂肪肝
早期であれば怖くない

大腸がん 検診のすすめ
「切除」から「温存」へ

乳がん 最新外科治療
一刻を争う治療が必要！

心筋梗塞 早期対処のために
心臓の病気 心房細動とは？

血栓予防の新たな薬

出演教員

視聴率

金沢医科大学病院眼科

北川 和子 教授

金沢医科大学病院リハビリテーション医学科
（金沢医科大学衛生学）

中田 実 講師

金沢医科大学病院内視鏡科

伊藤 透 教授

金沢医科大学病院内視鏡科

伊藤 透 教授

金沢医科大学病院消化器内科

有沢 富康 教授

金沢医科大学病院内分泌・代謝科

西澤 誠 准教授

金沢医科大学病院放射線科

北楯 優隆 助教

金沢医科大学病院耳鼻咽喉科

寺口 奏子 講師

金沢医科大学病院内分泌・代謝科

小西 一典 講師

金沢医科大学病院血管外科

小畑 貴司 講師

金沢医科大学病院皮膚科

阿部 真也 講師

金沢医科大学病院肝胆膵内科

堤 幹宏 教授

金沢医科大学病院一般・消化器外科

藤田 秀人 講師

金沢医科大学病院乳腺・内分泌外科

野口 昌邦 教授

金沢医科大学病院循環器内科

河合 康幸 准教授

金沢医科大学病院循環器内科

藤岡 央 准教授
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放送事業報告②～健康情報番組「カラダ大辞典」放送

◆放送実績（2／2）

平成２６年４月〜平成２７年３月 全２６話
日 付
11月15日
11月29日
12月13日
12月27日
1月10日
1月24日
2月7日
2月21日
3月7日
3月21日

放送タイトル
手術や副作用の強い薬を使わない治療

スロートリートメントとは？
「歳のせい…」ですませない！

五十肩 最新外科治療
乳幼児からの早期発見・治療を！

子どもの斜視
日本は？ 石川県は？

感染症 その対策
音楽の持つ力を医療に活用

音楽療法とは
発展するがん医療

胃がんに対する化学療法
治療の効果を高めるために

胃がんの術前化学療法
喫煙者は注意

ＣＯＰＤ 早期発見を！
健康のための食生活

糖尿病管理・予防の食事
子どもの心臓病

先天性心疾患

出演教員

視聴率

金沢医科大学病院産科婦人科

笹川 寿之 教授

金沢医科大学病院整形外科

市堰 徹 准教授

金沢医科大学病院眼科

柴田 伸亮 助教

金沢医科大学病院感染症科

飯沼 由嗣 教授

金沢医科大学病院神経科精神科

北本 福美 講師

金沢医科大学病院一般・消化器外科

木南 伸一 准教授

金沢医科大学病院一般・消化器外科

木南 伸一 准教授

金沢医科大学病院呼吸器内科

水野 史朗 准教授

金沢医科大学病院内分泌・代謝科

金﨑 啓造 講師

金沢医科大学病院心臓外科

川平 洋一 教授

平均視聴率
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放送事業報告③～健康情報番組「カラダ大辞典」動画配信
◆テレビ金沢「カラダ大辞典」ホームページ
放送後には、いつでもどなたでもご覧いただけるよう、番組ホームページ上で動画を
公開。平成１８年からの全放送を、診療科別、ドクター別、そして放送一覧のいずれ
かから閲覧ができます。ＰＣ、携帯電話用のサイトが用意されています。

◆ホームページアクセス数

４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
1月
２月
３月
合 計

ホームページ
1,935
2,247
1,934
1,722
1,631
1,576
1,858
1,960
1,725
1,904
1,488
1,745
21,725
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出版事業報告～健康情報誌「生命への畏敬」発刊
◆「生命への畏敬」第１２号

発 行 日
発 行 元
発行部数
形
態

平成２６年１２月２５日
公益財団法人 橘勝会
３,０００部
２８Ｐ Ａ４・カラー

【内容】
生命への畏敬スペシャル①

100歳まで生きるために
人間ドックへ行こう
金沢医科大学 浅地 孝能 / 利波 久雄 / 野口 昌邦
■フォーカス■
金沢医科大学能登北部地域医療研究所長

中橋

毅

生命への畏敬スペシャル②

女性の身体の不調
金沢医科大学

藤本 由貴 / 赤澤 純代

～クローズアップ～
早期胃がんの最新内視鏡治療
金沢医科大学 伊藤 透
下肢静脈瘤の最新カテーテル治療
金沢医科大学 小畑 貴司
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セミナー事業報告～糖尿病と糖尿病腎症に対する栄養を考える
【事業名】平成26年度

石川県高度・専門医療人材育成支援事業

糖尿病と糖尿病腎症に対する栄養を
考える
【日

時】2015 年 2 月 22 日（日）
10：00～13：00
【会 場】金沢医科大学 医学教育棟6階 大会議室
（石川県河北郡内灘町大学1-1）
【対 象】一般
【主 催】金沢医科大学
公益財団法人 橘勝会 すこやか健康応援団
【共 催】河北地区糖尿病発症・重症化予防ネット
ワーク協議会
【告 知】カラダ大辞典（2月7日放送）内で告知、
金医大病院にてポスター掲示、チラシ配付、
内灘町近隣の医療関係施設へのチラシ掲示、
河北地区糖尿病発症・重症化予防ネット
ワーク協議会所属団体へメール告知 等々
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諸施設便宜供与事業報告～絵画寄贈
◆絵画寄贈
地域医療機関を利用する患者の利便性を図るため、以下を寄贈しました。

【品 名】絵 画：「遊ぶ子どもたち」 竜生成麻（たつせ
大きさ：１７０㎝×９０㎝
【台 数】１枚
【寄贈先】金沢医科大学病院 新館４階 小児センター
（石川県河北郡内灘町字大学１丁目１番地）

平成２６年７月１８日（金）作者来学 （新館４階小児センターにて）
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ふさお） 作

公益財団法人橘勝会

名 称

組織・運営

公益財団法人 橘勝会

（敬称略）

＜役 員＞（平成２７年３月３１日現在）
□理事長
山下 公一 学校法人金沢医科大学顧問
□理 事
辻口 徹子 元公益社団法人石川県看護協会常任理事
浅田 裕久 株式会社浅田屋代表取締役会長
冨木 隆夫 冨木医療器株式会社代表取締役社長
折本 健次 明祥株式会社代表取締役 社長執行役員
中島 哲夫 株式会社中島建築事務所代表取締役社長
中農 理博 学校法人金沢医科大学副理事長
棚田
進 内灘町総務部総務課長
宮本 治郎 丸文通商株式会社取締役社長
□評議員
髙島 茂樹 学校法人金沢医科大学副理事長
川上 重彦 金沢医科大学教授
近藤 邦夫 石川県医師会長、近藤クリニック院長
北谷 秀樹 河北郡市医師会長、北谷クリニック院長
小川
満 穴水町社会福祉協議会事務局長
北川 晶夫 菱機工業株式会社常任相談役・営業参与
横山 隆昭 株式会社メディカルエーゼット代表取締役社長
小泉 泰之 セントラルメディカル株式会社代表取締役
□監 事
半田 隆彦 株式会社半田代表取締役社長
小平 俊行 元金沢医科大学氷見市民病院副院長
水株 正紀 有限会社アカシア商会監査役

＜賛助会員＞
□法人会員２７社(順不同)
菱機工業株式会社
株式会社北國銀行
米沢電気工事株式会社
株式会社中島建築事務所
株式会社半田
セントラルメディカル株式会社
株式会社福井銀行
有限会社アカシア商会
丸文通商株式会社
冨木医療器株式会社
株式会社ジェイ・エス・エス
株式会社金沢名鉄丸越百貨店
株式会社北國新聞社
株式会社北陸銀行

株式会社ホクコク地水
株式会社トーケン
金沢中央農業協同組合
株式会社林寺メディノール
株式会社ヤギコーポレーション
北川瀝青工業株式会社
三幸電設株式会社
コマニー株式会社
学校法人金沢医科大学
※ 他４社

□個人会員４名

□事務局
石川県河北郡内灘町字大学１丁目１番地（学校法人 金沢医科大学内）
電話：０７６-２１８-８３１０
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