奈良県立医科大学をご支援いただいている皆様へ

「未来への飛躍」基金

Topics

医 療の
未 来へ
まっすぐに。

名誉称号授与者数（2021年3月31日現在）

30万円以上（法人は50万円以上）
ご寄附いただいた方に
名誉称号を授与させていただきました。
称号区分

金額

累計件数

栄誉会員

個人・法人:1千万円以上

個人： 12
法人： 4

ゴールド

功績会員

個人・法人:100万円以上

個人： 199
法人： 11

シルバー

貢献会員

個人：30万円以上
法人：50万円以上

個人： 491
法人： 7

ブロンズ

N A R A

銘板プレートの色

M E D I C A L
UNIVERSITY

●お問い合わせ先

〒634-8521奈良県橿原市四条町840番地
［総務課 基金推進係］
TEL

0744-22-3051（内線2803・2805）

直通番号

0744-23-9973

FAX

0744-29-8987

E-mail

hiyakukikin@naramed-u.ac.jp

https://www.naramed-u.ac.jp/˜hiyakukikin/
2021.11

基金の概要
公立大学法人奈良県立医科大学「未来への飛躍」基金

ごあいさつ
平素より奈良県立医科大学の教育・研究・診療活動へ

本学が更なる飛躍をするためには、長期的に安定した

ご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

財政基盤を構築することが必要であり、中でも基金の

基金は奈良県立医科大学（以下「本学」という。）における教育、研究、診療の一層の充実を図るとともに、

本学は、ここ橿原の地にあって、常に全国、世界の

充実が不可欠なものとなっています。

社会貢献及び国際交流を推進することにより、本学の「未来への飛躍」を着実に進めることを目的とします。

水準を視野に入れた最先端・最高水準の大学を目指し

皆 様におかれましては、従 前からひとかたならぬ

教職員・学生が日夜を問わず励んでおります。
こうした

ご支援をいただいておりますが、基金設置の趣旨に

日々の努力によって、質・量ともに秀でた、全国の医学

ご理解とご賛同をいただき、更なる一層のお力添えを

部の中でも最上位レベルの医科大学を実現できる

賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

ものと確信しています。
このような未来に向けた新たな飛躍を確実なものに
するため、教育・研究・診療活動や地域貢献活動の
推進、職場・修学環境の充実、キャンパス移転に係る

目的

使途

教育、研究及び診療活動への支援

P15〜18

●大学院博士課程入学者への奨学金
●学生の海外、国内実習への助成
●国際交流活動への支援
●クラブ活動への助成 等

施設整備等に対応するべく、
「未来への飛躍」基金を
創設いたしました。
少子高齢社会・地球温暖化・新型コロナウイルスに
伴う感染症対策など数多くの問題に対して本学に期待
される役割も大きく変化しております。この状況は、
70有余年の歴史を誇る本学が未来に向けて新たな
飛躍を目指す好機であると考えています。国による
大学の経営改革が着実に進められている中で、本学は

大学及び附属病院の施設整備
●大学･附属病院の環境整備
●新キャンパスでの交流会館の建設

P04

等

今後、上記の他にもハード面の環境を充実するための
事業に活用していく予定です。

存在感のある大学として生き残るべく、臨床研究中核
病院の承認に向けた取組をはじめ、さまざまな自己
変革に引き続き尽力してまいります。

大学と社会とのつながりへの支援
公立大学法人
奈良県立医科大学
理事長・学長

●臨床研究中核病院承認取得への取り組み
●健康長寿イベントへの助成 等 P17

P03

上記の他にも大学と社会との繋がりを強化するための
事業に活用していく予定です。

ご寄附の方法

奈良県へのふるさと納税制度を活用されたご寄附 P07へ
本学への直接のご寄附 P11へ
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未来に向けた活動予定
臨床研究中核病院承認取得への取り組み

新キャンパスの整備に向けて

臨床研究中核病院とは、日本発の革新的医薬品・医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究や治験を推進するため、

本学は、教育・研究部門の新キャンパスへの全面移転と、現キャンパスでの附属病院施設の抜本的充実を図るという新しい奈良県

国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的な役割を担う病院として医療法上位置づけられ、厚生労働大臣が要件を満たし

立医科大学を作り上げる絶好の機会を迎え、数十年先の大学と附属病院のあるべき姿を検討するため、
２０１４年１月に「医大

た病院について承認するものです。

の将来像策定会議」を立ち上げました。その後十分な検討を重ねたのち、
２０１７年４月に「奈良県立医科大学の将来像」及び
「奈良県立医科大学キャンパス整備イメージ」を策定、公表しました。
２０１９年３月には基本計画を取りまとめ、
２０２０年度より

奈良県立医科大学が臨床研究中核病院を目指す目的

先行整備建物の基本設計・実施設計を実施しています。

臨床研究中核病院の承認を受けることで、

医大新キャンパスの移転整備

●他の医療機関の臨床研究の実施をサポートし、また、共同研究を行う
場合にあっては中核となって臨床研究を実施することで、他の医療機関
における臨床研究の質の向上が図られる。
●先進的な医療を希望する患者が、質の高い臨床研究を行う病院を把握
した上で当該病院へアクセスできるようになる。

【整備コンセプト】

トップクラスの医療提供と
医療者の
確保・育成を目指す

●患者を集約し、十分な管理体制の下で診療データの収集等を行うことで、

●藤原京をモチーフとして、奈良への愛着を
醸成し、奈良県立医科大学ならではの医学
教育を実践する場にふさわしい姿を具現化
●現在老朽化が著しい教養教育部門及び看護
学科の施設を先行して整備

臨床研究が集約的かつ効率的に行われるようになる。
これらにより、奈良医大が質の高い臨床研究を推進し、次世代のより良質な医療の提供を可能にすることを目的としています。

人材確保等のための
臨床研究中核病院に向けた体制整備
●医師の県外流出防止・人材確保

奈良県のメリット

［施設整備配置イメージ］あくまで現時点での想定であり、細部の利用計画については引き続き検討

高度シミュレータ購入

●優秀な医療者の確保・育成

飛躍基金から初期研修医を中心としたシミュレーション教育の充実・発展をさせるための

●高水準の医療技術の開発・集積

シミュレータを購入することが決まりました。医療従事者の方全てが対象で、様々な職種の

●県民に最高の医療を提供

方にとって、本番さながらの質の高い臨床トレーニングを可能とするだけでなく、卒後の

●産学連携・産業誘致

自己研鑽としても活用できるように管理・運営方法を決めてまいります。
今後、既に本学で所持しておりますシミュレータと共に、本学のシミュレーション教育を充実
させてまいります。

応援メッセージ

平素より本学にご理解、ご支援を賜り、誠にありがとうございます。

日頃から本学にご理解とご支援をいただいておりますこと、厚く御礼申し上げます。

本学医学科同窓会は、1956年に当時の吉松信宝学長を初代の会長として設立して以来、

創立70有余年の奈良県立医科大学の歴史の中で、本学看護学科も奈良県協同病院看護婦

大学の発展に伴い拡大を続け、現在正会員も5,000有余名となり、全国で各方面の医療活動

養成所から時を経て医学部看護学科へと発展し、その過程で、本会も1986年に附属看護

に活躍しておられます。

専門学校統一同窓会として発足し、2008年に現在の組織に改称いたしました。

「未来への飛躍」基金の目的や活用事業を考えたとき、基金への後援は同窓会の本来の目的

医学科同窓会 会長

國分 清和

現役会員の皆さまは、本学附属病院を中心に奈良県内のみならず全国各地で看護活動に

に合致するものであり、同窓会員にとっても、母校の発展にも大いに寄与できるものと確信

活躍されていらっしゃいます。

する次第です。この基金に対し、本会としましても可能な限りの支援ができますことを強く

本会が目指す事業の一つは大学の後援であり、教育、研究、診療への支援であります。基金の

願っているところでございます。

意義、目的を考えたとき、基金への支援は、本会の目標と一致しており、本会としましても可能

現に、多くの同窓会員の方々が母校のため、後輩の学生たちのために毎年寄附をしていた

な限りの協力をしていくべきと考えております。

だいている方も多いと聞いており、感謝しております。もしまだ寄附をしていない会員様が
いらっしゃいましたら、是非とも基金への寄附をお願いいたします。
会員の皆様はもとより、地域の方々を始め広く皆様方に「未来への飛躍」基金へのご理解と

看護学科同窓会 会長

植村 信子

会員の皆さまを始め、広く皆さま方のご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げる次第でございます。
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顕彰制度について

ご寄附の方法

ご寄附いただいた方々に対して、感謝の気持ちを込めて顕彰制度を設けております。

ご寄附の方法には「ふるさと納税制度を活用されたご寄附」と
「本学への直接のご寄附」の2通りの方法があります。

ご芳名の掲載

寄附額に関わらず寄附者全員

寄附者のご芳名を基金ホームページ、学報に掲載させていただきます。
（掲載同意者のみ）

感謝状の贈呈

ふるさと納税制度を活用されたご寄附 P07へ

10万円以上をご寄附いただいた方

寄附額（複数回のご寄附をいただいた方はその合計額）が
10万円以上の方に対して、理事長からの感謝状を贈呈させて
いただきます。

名誉称号の授与

30万円以上をご寄附いただいた方

寄附額（複数回のご寄附をいただいた方はその合計額）に
応じて、下記名誉称号を授与させていただきます。
称号の種別

寄附者銘板

奈良県立医科大学 貢献会員・
・
・
・個人：30万円以上／法人：50万円以上
奈良県立医科大学 功績会員・
・
・
・個人、法人：100万円以上
奈良県立医科大学 栄誉会員・
・
・
・個人、法人：1千万円以上

30万円以上をご寄附いただいた方

附属病院及び新キャンパス双方に銘板を設置し、寄附額（複数
回のご寄附をいただいた方はその合計額）が30万円以上の
方のご芳名を刻んだ記念プレートにより顕彰させていただき
ます。
（掲載同意者のみ）
プレートの色

紺綬褒章について

本学への直接のご寄附 P11へ

ブロンズプレート・
・
・
・
・個人：30万円以上／法人：50万円以上
シルバープレート・
・
・
・
・個人、法人：100万円以上
ゴールドプレート・
・
・
・
・個人、法人：1千万円以上

この度、本学が紺綬褒章に係る公益団体として内閣府賞勲局より認定されました。基金に500万円
以上のご寄附をいただいた方（個人）及び1,000万円以上のご寄附をいただいた団体は紺綬褒章
授与の対象となります。なお、授与申請については本学の取扱基準に基づいて申請を行いますので、
まずは総務課基金推進係までお問い合わせください。

実質負担額2,000円で寄附が可能！

税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合
その年の寄附金が2,000円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。

その年の寄附金が2,000円を超える場合、その超えた金額の10％が、寄附した年の翌年の個人住民税から減額されます。
基本控除
住民税
（税額控除）

基金の管理運営方法
●基金が皆様方からの寄附金という大変貴重なご厚志によって成り立っていることから、適正な管理・運営を図るべく、学内関係者だけではなく
奈良県や同窓会関係者にも参画いただいた運営委員会を組織し、同委員会で事業計画等を審議し、その結果に基づき、基金の管理・運用を
行っています。
●基金への寄附の受入や基金での支出等に関しては、本法人の会計関係規程に基づき処理しています。又、ふるさと納税制度を活用した
県への寄附についても、県の会計規則等に基づき処理されています。
●基金は法人に設置していますので、地方独立行政法人法の規定に基づき、監事及び会計監査人による監査を、毎年度、法人会計全体の中で
受けています。又、自己規律を担保するため本法人に設置している監査室による監査の対象にもなっていますが、いずれの監査においても、
現在に至るまで、基金の管理・運用に関し不適切等の指摘を受けたことはなく、関係職員の高い意識の下、適正に管理・運用させていただいて
います。
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×「所得税の税率」×「復興特別所得税率2.1%上乗せ」
（寄附金※1−2,000 円）

所得税（所得控除）

ふるさと納税
活用の場合

特例控除

本学へ直接ご寄附の場合

（寄附金※2−2,000 円）
×10%
（寄附金−2,000円）
×
（90%★−「所得税の税率」×「復興特別所得税率2.1%上乗せ」）

※3

（寄附金※2−2,000 円）
×10%※4

※1 総所得金額等の40%が限度 ※2 総所得金額等の30%が限度 ※3 個人住民税所得割額の20%が限度
※4 橿原市内にお住まいの方の場合（橿原市以外の奈良県にお住まいの方は４％）

★100%ー10%（基本控除）

※ふるさと納税ワンストップ特例制度を活用される場合は、所得税控除分相当額を含めて住民税から減額され、確定申告を行った場合と同額が減額されます。
ワンストップ特例制度についてはP.7をご覧ください。

本学へ直接ご寄附いただく場合は、下記の税制上の優遇を受ける手続きを行ってください。

①寄附金の入金が確認され次第、
「寄附金領収書」を本学からお送りいたします。
②税制上の優遇を受けるには、確定申告が必要です。確定申告の際に「寄附金領収書」を添えて住所地の税務署に申告してください。
③所得税の確定申告を行われない方で個人市町村民税の寄附金控除のみを受ける場合は、住所地の市町村に申告を行っていただく必要があります。

個人情報の保護

法人の場合（法人税法第37条第3項第2号）

本基金のためにご提供いただいた個人情報は、寄附金の収受及び管理に関する業務にのみ使用し、適正な管理を行います。

寄附金全額を損金算入することができます。
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ふるさと納税制度を活用されたご寄附
ふるさと納税制度の趣旨

「ふるさと納税制度」
をご活用いただくことで
寄附額から最低2,000円を除いた額が翌年の税金から控除され、
更に奈良医大への支援につながります。

ふるさと納税制度によるご寄附のながれ

現在の住所地の都道府県と市町村に納税している個人住民税の一部を、自分が「ふるさと」と思う地方公共団体に対し、寄附と
いう形で納付することのできる制度です。学生時代に奈良医大で学び人生の礎を築いたことなどにより、奈良を「心のふる

申込用紙の取得

さと」として親しんでいただいている方であれば、ふるさと納税制度を活用して奈良県へ寄附申込・納付していただくことが可能

https://www.naramed-u.ac.jp/˜hiyakukikin/

です。この場合、県はご寄附の趣旨を踏まえ、公立大学法人奈良県立医科大学「未来への飛躍」基金に交付します。

※郵送、FAX、メールでも対応していますので、お問い合わせください。

ふるさと納税制度活用イメージ
例

年収1,000万円の方が30万円を
ふるさと納税制度により寄附をすると

つまり、実質負担2千円で

税額控除により税金が

29万8千円減額

ワンストップ特例制度を活用する場合

HPからダウンロード

申込用紙を本学に提出

郵送

FAX

電子メール

持参

※裏表紙のお問い合わせ先に提出してください。本学で申込書をとりまとめ、奈良県へ送付します。

30万円の寄附が可能に！

納付方法がクレジットカード・コンビニ納付・インターネットバンキングの場合

確定申告を行う場合

寄附をした翌年の6月以降に支払う住民税から
29万8千円の税額控除が受けられます。

寄附をした翌年に確定申告を行い、およそ1〜2ヶ月後に
所得税の還付※1があります。その後6月以降に支払う住民税から
残りの額の税額控除が受けられます。

ワンストップ
特例制度で申請

納付方法が払込書の場合

本学よりＵＲＬを送付

翌年、確定申告で申請

ふるさと
納税で
30万円
寄附

ふるさと
納税で
30万円
寄附

あなた

ホームページにアクセス後
「寄附申込はこちら」をクリック、
申込書をダウンロード
できます

奈良県

住所地市町村

Ｗｅｂ申込フォームに必要事項を入力し申込

あなた

翌年の6月以降

奈良県

税務署

住所地市町村

1〜２ヶ月後 所得税の還付

住民税から29万8千円税額控除
※ワンストップ特例制度を活用できる方
確定申告の不要な給与所得者等で、1年間の寄附先が
5自治体以内である方。

納付に必要な書類が、
奈良県から寄附者のもとへ
送付されます

6月以降 税額控除

クレジットカードの場合

コンビニ納付・
インターネットバンキングの場合

クレジットカード決済

コンビニ決済・
ネットバンキング
決済利用の上振り込み

※1 所得税からの控除（還付）
＝
（ふるさと納税の寄附金額−2,000円）
×
「所得税の税率（令和19年までは復興特別所得税の税率を加えた率）」

控除される額には上限がありますので、P10の目安もしくはお近くの市区町村にお尋ねください。

※上限額あり

寄附金の納付

『ふるさと納税ワンストップ特例制度』について
寄附金領収済証明書が発行され、奈良県から送付されます

税の控除を受けるためには確定申告を行っていただくことが必要ですが、
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用すると
確定申告を行わなくても税の控除を受けることができます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、寄附をされる方が寄附先の地方公共団体（奈良県）へ申請を行い、寄附先の地方
公共団体（奈良県）から、その方の住所地の市町村に通知を行うことにより、所得税の控除相当額を含め個人住民税からまと

確定申告をする場合

確定申告をしない場合

めて控除を受けることができる制度です。

ワンストップ特例制度

①ふるさと納税後、奈良県から送付される申告特例申請書の提出
ふるさと納税
ワンストップ
特例制度を
希望される場合

ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方や
その年に６団体以上にふるさと納税をする方は対象となりません

ふるさと納税を
した方

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を奈良県へご返送ください。

奈良県

②納税者の控除に必要な
情報を連絡

③ふるさと納税をした
翌年の住民税の減額

住民税：ふるさと納税をした翌年6月以降に
支払う住民税が減額されます

税金
控除

所得税：ふるさと納税をした年分の
所得税が控除（還付）されます
住民税：ふるさと納税をした翌年6月以降に
支払う住民税が減額されます

住所地市町村

申請書提出後、申請書の内容（電話番号を除く。）に変更があった場合は、寄附した年の翌年1月10日までに変更届出書を奈良県へ提出してください。
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税金
控除

確定申告

奈良県より発行された寄附金領収済証明書を添付してください

ふるさと納税額のうち2,000円を超える全額が控除
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ふるさと納税制度を活用されたご寄附
ふるさと納税寄附による軽減例

※税制改正にて変更になる場合もあります。

全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安（2,000円を除く）
自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税（復興特別所得税を含む）及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の

夫婦共働きで子ども１人（大学生）の3人家族が、
30万円寄附をしたケース

モデル
ケース

給与収入1,500万円の場合
給与収

課税所得1,000万円（所得税率33%）、
所得税・住民税額200万円の場合

目安一覧（平成27年度以降）です。ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。
全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
※掲載してる表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、
住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
※社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。
※掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住い（ふるさと納税翌年1月1日時点）の市区町村にお問い合わせください。

ふるさと納税を
行う方本人の
給与収入
所得税の減額
△100,405円

寄附金

300,000円

住民税の減額

実質負担額

2,000円

寄附をした場合の軽減額合計

△197,595円

所得税の減額：
298,000円×33%×102.1%

基本控除の減額：
298,000円×10%
特例控除の減額：
298,000円×
（90%−33%×102.1%）

100,405円＋197,595円＝298,000円軽減
（所得税）

実質負担額

（住民税）

2,000円で300,000円を寄附

●確定申告をされる場合
所得税は確定申告後1〜2か月で還付され、住民税は翌年（6月以降）に控除されます。
●ワンストップ特例制度を活用される場合
所得税控除分相当額を含めて住民税から控除され、確定申告を行った場合と同額が減額されます。

独身または
共働き※１

共働き＋子１人
（高校生※2）

共働き＋子１人
（大学生※2）

(単位：円)

夫婦※3＋子１人
共働き＋子２人
夫婦＋子２人
（高校生）
（大学生と高校生）（大学生と高校生）

500万円

61,000

49,000

44,000

40,000

36,000

28,000

550万円

69,000

60,000

57,000

48,000

44,000

35,000

600万円

77,000

69,000

66,000

60,000

57,000

43,000

650万円

97,000

77,000

74,000

68,000

65,000

53,000

700万円

108,000

86,000

83,000

78,000

75,000

66,000

750万円

118,000

109,000

106,000

87,000

84,000

76,000

800万円

129,000

120,000

116,000

110,000

107,000

85,000

850万円

140,000

131,000

127,000

121,000

118,000

108,000

900万円

151,000

141,000

138,000

132,000

128,000

119,000

950万円

163,000

154,000

150,000

144,000

141,000

131,000

1,000万円

176,000

166,000

163,000

157,000

153,000

144,000

1,100万円

213,000

194,000

191,000

185,000

181,000

172,000

1,200万円

242,000

232,000

229,000

229,000

219,000

206,000

1,300万円

271,000

261,000

258,000

261,000

248,000

248,000

1,400万円

355,000

343,000

339,000

343,000

277,000

277,000
361,000

1,500万円

389,000

377,000

373,000

377,000

361,000

1,600万円

424,000

412,000

408,000

412,000

396,000

396,000

1,700万円

458,000

446,000

442,000

446,000

430,000

430,000

1,800万円

493,000

481,000

477,000

481,000

465,000

465,000

1,900万円

528,000

516,000

512,000

516,000

500,000

500,000

2,000万円

564,000

552,000

548,000

552,000

536,000

536,000

2,100万円

599,000

587,000

583,000

587,000

571,000

571,000

2,200万円

635,000

623,000

619,000

623,000

607,000

607,000

2,300万円

767,000

754,000

749,000

754,000

642,000

642,000

2,400万円

808,000

795,000

790,000

795,000

776,000

776,000

2,500万円

849,000

835,000

830,000

835,000

817,000

817,000

※総務省ホームページより抜粋 「給与収入」とは1〜12月までの総支給額から非課税収入（通勤手当、旅費等）
を差し引いた金額。
（源泉徴収票の支払金額欄に掲げる金額）
※中学生以下の子供は（控除額に影響がないため）、計算に入れる必要はありません。例えば、
「夫婦子2人（高校生と中学生）」は「夫婦子1人（高校生）」と同額になります。
※１「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者（特別）控除の適用を受けていないケースを指します。
（配偶者の給与収入が201万円超えの場合）
※２「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、
「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※3「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。

控除額計算シミュレーション
総務省が作成しているホームページ「総務省ふるさと納税ポータルサイト」
（http://www.soumu.go.jp/main̲sosiki/jichi̲zeisei/czaisei/czaisei̲seido/furusato/mechanism/deduction.html）で、
給与額や家族構成をもとに、控除額のシミュレーションができます。
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本学への直接のご寄附
ご寄附のながれ

本学への直接寄附による軽減例

WEB申込

書面申込

（クレジットカードによる払込のみ）

モデル
ケース

（銀行振込のみ）

「未来への飛躍」基金
ホームページにアクセス

※税制改正にて変更になる場合もあります。

橿原市在住の夫婦共働き・子ども1人（大学生）の3人家族が、
30万円寄附をしたケース
給与収入1,500万円の場合
給与収

課税所得1,000万円（所得税率33%）、
所得税・住民税額200万円の場合

寄附申出書の取得
HPからダウンロード

郵送

FAX

電子メール

所得税の減額
△100,405円

※郵送、FAX、メールでも対応していますので、お問い合わせください。

「寄附申込はこちら」
をクリック後、
ここをクリック！

住民税の減額
△29,800円

寄附金

300,000円
実質負担額

申出書に必要事項を記入し、
本学に提出
郵送

https://www.naramed-u.ac.jp/˜hiyakukikin/

FAX

電子メール

住民税の減額：
298,000円×10%

169,795円

持参

寄附をした場合の軽減額合計

100,405円＋29,800円＝130,205円軽減
（所得税）

WEB申込フォームに
必要事項を入力し、申込み

所得税の減額：
298,000円×33%×102.1%

本学より決定通知書・納付書を
ご送付いたします

実質負担額

（住民税）

169,795円で300,000円を寄附

●確定申告をされる場合
所得税は確定申告後1〜2か月で還付され、住民税は翌年（6月以降）に控除されます。

振込（金融機関）

クレジットカード決済

※南都銀行以外で振込される場合は、
振込手数料は寄附者負担となります。

（カード会社）

納付

本学より寄附金領収書をご送付いたします
税制上の優遇を受けるには、確定申告が必要です。確定申告の際に「寄附金領収書」を添えて住所地の税務署に申告してください。
所得税の確定申告を行われない方で個人市町村民税の寄附金控除のみを受ける場合は、住所地の市町村に申告を行っていただく必要があります。
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2020年度寄附申込額と使途実績
［差額は基金に積み立てています。］

法人・企業

2020年度 決算額
※詳細に関するお問い合わせ・ご要望は基金事務局までお願いします。

1,735,000円

事業名

その他

役員・教職員

11,924,000円

16,833,000円

大学院医学研究科博士課程
入学者に対する奨学金

事業概要
希望者に対して入学金相当額及び授業料相当額を貸与
入学金相当額：282,000円×2人
授業料相当額：535,800円×12人＋267,900円（6か月分）
学生の支援を行う講座へ運営費を助成

2020 年度

在学生の家族

11,320,000円

未来基礎医学への活動支援

寄附申込合計

81,313,218円

実績のご報告

医学科臨床実習への助成

本学卒業生を始めとする多くの方々からの

39,501,218円

ご支援・ご協力により、総額約9億円の

医学科生及び看護学科生へ国家試験対策模試費用を支援
国家試験対策への支援

3

その他

5,045,954円

1

ご寄附をいただいております。

学生への助成支援

皆様からいただいたご寄附は、

35,293,270円

基金の目的に沿って、大学・学生への支援等

医師国家試験模試：1,199,500円
看護師・保健師国家試験模試：400,920円
クラブ活動に必要な環境整備への助成

クラブ活動への助成

看護学科学生への支援

総事業費

臨床英語での
教育活動への助成

2
臨床研究中核病院

35,893,755円

事業の概要
1

学生への助成支援について

学生が関係するところへの助成費用合計です。

【活用例】
国内外の研修への活動費
学生の支援を行う講座への活動費
医師・看護師・保健師の国家試験模試費用の支援
クラブ活動への支援
看護学生への実習着の授与
新型コロナウイルス対策遠隔授業支援奨学金 等

2

臨床研究中核病院について

本学は臨床研究中核病院の承認取得に向けて体制整備※を行って
います。承認を受けることで、本学が質の高い臨床研究を推進し、
次世代のより良質な医療の提供を可能にすることが目的です。
※体制整備・
・
・承認されるためには大きく分けて能力、施設、人員要件の3つがあり
ます。例えば、人員要件であれば経験年数が3年以上の臨床研究に携わる専従の
職員の確保、高度な統計解析支援ができる職員の確保などがあります。承認を
受けることで、本学に優秀な医療者の確保・育成、県民へトップクラスの医療の
提供、高水準の医療技術の開発・集積が可能になります。

3

その他について

健康長寿イベント、事務費等の合計です。
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91,106円

1,600,420円

181,500円

グラウンド整備費

幅広く活用させていただいております。

76,232,979円

2,000,000円

実施中止となり、宿泊先キャンセル料に使用

本学卒業生（役員・教職員を除く）

2020年で創設から6年目を迎え、

7,261,500円

消耗品費、備品費、図書費、郵送料等
医学科6年生対象の病院での臨床実習に対して活動費を助成

奈良県立医科大学「未来への飛躍」基金は、

支出額

臨床研究中核病院
承認取得への
取組に対する助成

健康長寿イベント事業への
助成

新型コロナウイルスに
伴う学生への支援策

募金推進事業

看護学科学生へ実習用白衣及びシューズを授与
医学・看護学の準備教育としての臨床英語の
強化を図るための講座の活動費を助成

1,383,549円
2,175,195円

講座職員人件費
臨床研究中核病院承認取得に向けた体制整備（人件費）

20,893,755円

臨床研究中核病院承認取得への研究費補助金

15,000,000円

本学と地域社会との繋がりを強化するための取組である
健康長寿イベントへの助成

1,000,000円

遠隔授業における環境整備等を行うための学生への支援

20,600,000円
20,000円×1,030人
印刷費・郵送費・広報費等

合

計

4,045,954円

76,232,979円
14

活動事業のご報告
2017年度活動報告より

「未来への飛躍」基金の使途から一部ご紹介します。

理化学研究所 脳科学総合研究センター 精神疾患研究チームに研究実習留学しました。
（当時）医学科２年生

神保 ことり

このような実習を「未来への飛躍」基金で行かせていただいたことに関してお礼を申し上げ

教育・研究への支援

ます。まだ臨床の現場についてよく知ったわけではありませんが、研究者としての考え方、
研究生活、最先端の研究、そして研究の世界全てに関してじっくり勉強できたことはとても
良い経験になりましたし、自分も科学者の一員であるという意識が生まれました。また、今まで
は研究に関して興味はあったものの、進んでやりたいと思う程関心を持ってはいません
でしたが、リサーチ・クラークシップを通じて、これからも何らかの形で研究に携わっていき
たいと思いました。とてもありがたい経験をさせていただいたと思っています。

01

医学科2年生を対象に、学生自ら直接専門領域の研究内容に触れ、

リサーチ・
クラークシップ

さらには高度な実験科学の進め方を実際に体得するための授業です。
研究活動の意義及びそれを支える研究者の心を理解して
research mindを培うことを目的とします。
国内及び海外の研究室での11週間の実習で、宿泊費の一部を本基金から助成しました。

2019年度活動報告より

看護学科臨床研修

（国際看護論Ⅱ）

医療の実際を海外研修において見学し、人間の健康と病が
社会的・文化的に構築されたものであることについて
理解を深めることを目的とした授業です。
チェンマイ大学への海外実習の際の宿泊費の一部を本基金から助成しました。

2019年度活動報告より

早稲田大学先進理工学部へ実習留学をしました。

今まで持ち合わせていなかった新しい視点で、物事のとらえ方を知れた研修

南 俊太朗

（当時）医学科2年生

02

看護学科4年生を対象に、異文化における看護と

（当時）看護学科4年生

服部 由貴

2年生という早いうちから研究に触れ、本当に貴重な経験ができました。臨床医という選択肢だけでなく、実際に基礎医学研究に

タイの医療体制や問題に対するコミュニティーでの活動の様子など、

触れてみて、重要性がわかりました。今回の経験が将来について考える

実際に地域に行って見学し、直接お話を聞かせていただくことができ

とてもいいきっかけになったのではないかと思います。

ました。私にとってこれからの看護師としての人生においてとても

学外での研究実習に参加を悩んでいる方へ、私は研究室を選ぶ際に研究

貴重な学びと経験になりました。この経験から感じたこと、得た学び

内容を重視しました。楽をしようと思うのではなく、自分の興味のある分野

を忘れず、今後に活かし、患者やスタッフに対して真摯に向き合い

の研究室を選ぶと、この2ヶ月間とても楽しくなると思います。この短い

寄り添うことのできる看護師を目指したいと思います。最後に、この

期間をうまく使って研究についてよく学び、そしてたくさんの人と交流し、

研修にかかる費用を一部負担いただきありがとうございます。
「未来

有意義な時間を過ごしていただければと思います。

への飛躍」基金があったことで、研修に参加することへのハードル

最後に、このような貴重な経験を可能にしてくださった「未来への飛躍」

が下がり、金銭面で悩むことなく研修を終えることができました。

基金には深く感謝をしております。今回学んだことを生かしてこれからの

大きな発見から小さな気づきまで、とても良い経験となりました。

▲左から2人目が服部さん

勉強に生かしていきます。
▲前列右から2人目が南さん

2018年度活動報告より

2018年度活動報告より

Sidra Medicineへ研究実習留学しました。
（当時）医学科2年
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▼左から4人目が丸谷さん

小澤 享平

世界中で働ける看護師になりたい
（当時）看護学科4年生

丸谷 良美

この度は研修先への渡航や滞在において多大なるご支援をいただき、大変ありがとうございました。
「未来への飛躍」基金のおかげ

今回は、助成金による援助をいただき誠にありがとうございます。大学入学

で留学を決断し、自分の本当にやりたいことをすることができました。今回関わったプロジェクトは始まったばかりで被験者となる

前から将来世界中どこでも働くことのできる看護師になりたいと考えていた

患者さんの募集や、実験に必要なキットの検討をしている段階で、新しく

ので、援助として助成金をいただけると伺い、諦めず参加を決意することが

できたラボだからこそ経験できることや学べることもあり、大学ではでき

できました。この研修では、旅行では訪れることのできない病院内や、大学、

ない経験がたくさんできたと思います。医学研究なしで現在のような医療

その他の医療に関する施設の見学ができます。タイの医療の実際について

は存在し得ません。2年生という早い段階で医学研究について学ぶことが

学び、毎日英語に触れ、チェンマイ大学の看護学生の意識の高さを感じ、現在の自身の状況と向き合う良い機会となりました。

できたのは、サポートいただいた教授や先生方、大学関係者のすべての

費用を援助してくれた両親と大学、講義や指導を行っていただいた看護師・医師の方々、受け入れてくださったチェンマイの方々

方々のおかげです。心から感謝しております。

へ感謝すると共に、この貴重な経験を今後の私自身の成長と立派な看護師になるために活かしていきたいと思います。

後列右から2人目が小澤さん▶
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活動事業のご報告
「未来への飛躍」基金の使途から一部ご紹介します。

03

健康や医療等に関する教材を用いて、
reading,writing,listening and speakingを

海外留学

総合的に修得するための訓練を行うもので、医学科3〜6年生、

（ADVANCED CLINICAL ENGLISH Ⅱ） 看護学科を対象としたニュージーランドへの海外留学です。
交通費、宿泊費等の一部を本基金から助成しました。

2019年度活動報告より

優秀な大学院博士課程修了者及び学位取得者を
広く社会に、より多く輩出することを目的とした奨学金制度です。
入学料及び授業料相当額を本基金から貸与しました。

2019年度活動報告より

学科と学年の枠を超えたチームで、互いに補い、伸ばし、改善し合える研修
（当時）看護学科1年生

04

大学院医学研究科博士課程
入学者に対する奨学金

▼横たわっているのが永井さん

永井 清香

病原体・感染防御医学教室

三須 政康

私は現在、本学の病原体・感染防御医学教室に所属しながら国立感染症研究所に国内留学し、
ウイルス感染症の研究をしております。

このメンバーで参加できたことを非常に感謝しています。大学内で活躍できる学生でありたいという

初期臨床研修修了後、大学院に進学をしたため、学費への不安が少なからずありました。
しかし、

気持ちを抱きながら入学したこともあり、今回参加することで、英語を用いて発信できる看護師を

本奨学金の貸与により、経済的な不安を抱えることなく研究に没頭する毎日を送ることができて

目指したいという気持ちが一層大きくなりました。参加するためには、基本的な医学的知識は必要で

おります。また多くの方のご指導ご鞭撻により、本年度から日本学術振興会の特別研究員にも

あると思いますが、低学年で知識不足だという理由で参加を諦めることは非常にもったいないです。

採用されることとなりました。今後も真摯に研究に取り組んでいく所存です。そして将来的には、

ぜひ、低学年の方には英語力を磨き、それが自分の強みであるということを主張し、積極的に挑戦して

医師そして研究者として患者に還元可能な臨床応用を見据えた研究を行い、社会貢献していき

ほしいと思います。また、私にとって「未来への飛躍」基金の存在があったからこそ、この貴重な経験に参加する決断を下せました。

たいと考えております。本基金から多大なるご支援いただきありがとうございます。

今後の看護師というキャリアに対する考えに大きな変革をもたらしたと言えます。本当にありがとうございました。
▼手前左が漆谷さん

微生物感染症学講座

2018年度活動報告より

自分の知識を活かし、実用的な場で確認できる研修
（当時）医学科3年生

2017年度活動報告より

漆谷 哲

堀内 沙央里

本基金によるご支援をいただいておりますことに深く感謝申し上げます。誠にありがとうございます。
私は開発途上国の感染症制御に関わる研究に携わっていた経験があり、そこで培った視点を生かした研究をしたいと思い微生物
感染症学講座に入学いたしました。現在は、本学の公衆衛生看護学領域で教員をさせていただきながら同講座に社会人大学院生

実際の環境で生身の人間を相手にした時に動じない精神的な準備と、非日常的な環境

として所属をさせていただいております。看護学科の上司には修学や研究活動において多大な

でチームとして働いていくことの大切さを学ばせていただきました。

る理解と支援をいただくとともに、同講座においては高度な専門知識や技術を持ち合わせた

医学的な知識が定着しているか自信がない状況で、十分に学ぶことができるか不安でし

先生方に知識や実験スキル等について丁寧な指導を密にいただき、優れた環境で充実した日々

たが、いざ行ってみると自分の知識を活かせることが多々あり、自信をつけることができました。研修のすべてが英語で行われて

を送っております。現在は県内において、世界的にも十分解明されていないピロリ菌の感染経路

いるため英語力の向上を図ることができ、現地の医療のことも直接的に知ることができます。今回、海外研修に参加させていただき

の解明や、臨床検査法の開発に関する研究に取り組んでおります。将来は公衆衛生活動と臨床

感謝の気持ちでいっぱいです。他では得られないような経験を得させていただきました。ありがとうございました。

現場の橋渡しができるような研究者になり、この活動を広く普及して行きたいと考えております。

社会とのつながりへの支援

クラブ活動への助成
クラブ棟の老朽化対策や環境整備に助成を
しております。クラブ棟の改修といった大規模
なことから、クラブ棟のコンセント増設やバッ

●健康長寿イベントへの助成
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ティングゲージの購入、クラブ用洗濯機の
買い替え、更に設備だけでなく「西日本医科

奈良医大の教員と学生がショッピングモールで開催した、地域の方々に

学生総合体育大会（西医体）」への参加費の

奈良医大を身近に感じてもらうための健康イベントへ助成を行いました。

助成も行っております。

健康長寿を目指すためのストレスチェックやロコモ・メタボの健康チェッ

クラブ活動は学生生活を有意義にするだけ

クなどに加え、子どもも楽しめるよう診察体験や救急車見学を実施し、

でなく、豊かな人間性や社会性を培うこと

医療に興味をもつきっかけづくりができるようなイベントが行われました。

におおいに役立ちます。基金ではこれからも学生のクラブ活動を応援していきます。
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