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挨拶

旧年は皆様に大変お世話になりました。

お蔭さまで、伊藤賀敏と溝口博重の２名で始めました「医桜」は、３，０００名まで仲間

を増やすことができました。

２０１２年は、もう一つ上のステージを目指したいと考えております。

基本的な姿勢は、変わっておりません。

◇日本全国どこでも同じ水準の医療を提供できるようにすること

上記の目的達成をする為に、試行錯誤をしていきたいと考えております。

特に今年は、実際の勉強会の場を作っていく事で、医桜会員の増加と影響力の増大

を計画しております。昨年、大阪で開催しまして３００名以上を集めました「近畿コメディ

カル循環器・集中治療セミナー」を、今年は関東でも開催をするほか、試験的に年末

に開催しました、医桜臨床セミナーなどを本格化していく予定です。

「医学は広まってこそ意義がある」という信念の下、本年は会員数１万人以上を目標と

して、医学知識の共有と、医療人の交流を活性化させていきたく思います。

旧年に倍するご支援ご教示をお願い申し上げます。

特定非営利活動法人医桜

伊藤賀敏

溝口博重
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医桜の基本設計

「医学は広まってこそ意義がある」「医学は広まってこそ意義がある」「医学は広まってこそ意義がある」「医学は広まってこそ意義がある」

医学情報医学情報医学情報医学情報の共有化を推進していく事が、行動原理の共有化を推進していく事が、行動原理の共有化を推進していく事が、行動原理の共有化を推進していく事が、行動原理



全国の医療者 ２，９９６名 が登録

医学スライド共有サイト「医桜」の基本機能について

活動経緯

� 2010年6月にＷＥＢサイト開設

医桜の内容

運 営：ＮＰＯ法人医桜

所 在：東京都北区豊島１－１－１１ 柴田ビル５Ｆ

ＴＥＬ ：03-5902-3493

ＦＡＸ ：03-5902-3494

運営会社

� 学術スライド スライド資料の投稿／閲覧ができます

� メディカルウィキ 医療用語の解説やコメントを記入できます。

� 生活情報 医療者向け支援サービスを案内しています。

� スケジュール 学会や研究会のスケジュールが確認できます。

� コミュニティ 様々な診療科のコミュニティでの情報交換ができます

● 医桜セミナー セミナーの情報／登録ができます。

医桜の活動

１１１１））））医学情報の水平展開を図るための医学情報の水平展開を図るための医学情報の水平展開を図るための医学情報の水平展開を図るための、、、、情報共有情報共有情報共有情報共有

◇研修スライドの投稿・共有

◇医療人の交流の機会作り

２２２２））））勉強会勉強会勉強会勉強会、、、、研究会の告知研究会の告知研究会の告知研究会の告知

◇参加者集めの手伝い

◇活動報告の頒布

３３３３））））研修研修研修研修・・・・勉強会の企画運営勉強会の企画運営勉強会の企画運営勉強会の企画運営

トップページのここから登録ができます。利用料／登録料は無料です利用料／登録料は無料です利用料／登録料は無料です利用料／登録料は無料です。。。。

研究会、院内研修スライドが投稿／閲覧ができます。

※2011年12月31日

http://www.izakura.jp



活動報告（法人設立について）

２０１１年９月より、東京都より認可を受けて、特定非営利活動法人医桜として、取組を

新たにする事になりました。役員の構成は下記のとおりです。

理事 溝口博重 （会社経営）

理事 池田 健 （医師）

理事 夏川知輝 （医師)

監事 伊藤賀敏 (医師）

任期は２年です。（２０１１年９月～２０１２年１２月）

社員総会は２月に開催予定です。

【経緯】

２０１１年２月 法人設立集会の開催

同月 内閣府に特定非営利活動法人の申請

２０１１年３月 却下

（２つ以上の都道府県に事務所がないと、内閣府では認可できないとの事）

２０１１年４月 東京都に特定非営利活動法人の申請

２０１１年８月 東京都職員との面談

２０１１年９月 認可

同月 特定非営利活動法人の登記申請、法人設立



活動実績２０１１（広報活動）

第16回日本緩和医療学会学術大会

第 2回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会

第30回日本脳神経超音波学会総会

第20回脳神経外科手術と機器学会

第31回日本脳神経外科コングレス総会

第48回日本小児外科学会

第53回日本小児神経学会総会

第15回日本神経麻酔・集中治療研究会

第48回日本外科代謝栄養学会学術集会

第55回 日本リウマチ学会総会

第 6回日本統合失調症学会

第27回日本医工学治療学会学術大会

第15回日本看護管理学会年次大会

第12回日本検査血液学会学術集会

第37回日本重症心身障害学会学術集会

第29回日本骨代謝学会学術集会

第40回日本IVR学会総会

第83回日本遺伝学会大会

第17回日本産婦人科乳癌学会

第13回日本言語聴覚士協会総会

第84回 日本超音波医学会 学術集会

第115回日本眼科学会総会

第51回日本呼吸器学会学術講演会

第23回日本ハンドセラピィ学会学

第70回日本医学放射線学会総会

第120回日本補綴歯科学会学術大会

第44回中国・四国整形外科学会

第45回痛風・核酸代謝学会総会

第50回中四国薬学会

第62回北海道理学療法士学術大会

第25回日本軟骨代謝学会

第13回日本リハビリテーション連携科学学会

第25回日本自己血輸血学会

第24回日本喉頭科学会総会・学術講演会

第15回日本病態栄養学会年次学術集会

第26回日本がん看護学会学術集会

第17回日本形成外科学会

第61回日本泌尿器科学会中部総会

第50回日本臨床細胞学会秋期大会

第23回日本リハビリテーション看護学会学術大会

第24回日本内視鏡外科学会総会

第60回日本農村医学会学術総会

第26回日本女性医学学会

第31回医療情報学連合大会

第27回日本ストレス学会

第17回日本臨床死生学会大会

第33回日本小児腎不全学会学術集会

第63回 日本皮膚科学会西部支部学術大会

第87回日本消化器内視鏡学会近畿地方会

第16回認知神経科学会学術集会

第58回日本栄養改善学会学術総会

第41回日本腎臓学会東部学術大会

ほか１４学会

フライヤー、ポスター、ブースでの広報実施した学会、研究会（６６団体）



◇協⼒⽀援企業（１４社）
第一三共株式会社
武田薬品工業株式会社
アステラス製薬株式会社
アストラゼネカ株式会社
中外製薬株式会社
株式会社グッドマン
セント・ジュード・メディカル株式会社
泉工医科工業株式会社
ジョンソンエンドジョンソン株式会社
日本光電工業株式会社
ガリバーインターナショナル株式会社
株式会社メディアルファ
株式会社ＡＭＩ＆Ｉ
社団法人全国医師連盟

【協⼒医療機関】
明和病院 （兵庫県⻄宮市）
辻村病院 （奈良県宇陀市）
済⽣会千⾥病院 （大阪府吹田市）
大阪船員保険病院（大阪府大阪市）
多根総合病院 （大阪府大阪市）
仙台厚⽣病院 （宮城県仙台市）
⼩沢眼科内科病院（茨城県⽔⼾市）

協⼒医療機関については、２０１２年は積極的に声掛けをしていきます。
特にスライドの提供などの面で依頼を強化していきたいと考えます。
ほか、協⼒⽀援を頂いております企業団体につきましても、３０社を目標に⽀援依頼
をしてまいります。そのためにも、医桜会員数の確保は最重要課題であり、そこに注⼒
をしたいと計画をしております。

活動実績２０１１（支援／協力団体）



８月に新機能を追加しました。

セミナー情報の登録ができるようにしました。

医療者向けのイベントの告知、集客を念頭に置いたシス

テムとなります。まだ足りない機能が多くありますが、徐々

に改修していく予定です。

医桜に支援を頂いております、企業様のイベント告知な

どにも利用を頂けます。是非、活用を頂ければと思いま

す。イベント情報の収集もしていく事により、医桜本体の

利用頻度、登録推進を図っていきたいと考えております。

【特徴】

参加人数に応じて、参加費を下げる事ができます。

（グル―ポンのようなイメージ）

開催場所の住所入力でグーグルＭＡＰと連動します。

締切日時までの時間表示がされます。

参加者の名簿をエクセルで打ち出しできます。

基本的に、医桜の会員しか参加できません。

活動実績２０１１（サイト改修）



活動実績２０１１（雑誌掲載、学会発表、イベント発表など）

１月 日本看護連盟広報誌「アンフィニ」 紹介記事

２月 医療経営誌「フェイズ３」 巻末カラー特集

４月 医療ビジネス研究会 定例会 発表

５月 メディカルスタディ協会 定例会 発表

６月 日本白内障学会 一般演題 発表（医桜の紹介）

７月 パナソニック新規事業研究会 定例会 発表

７月 脳低温療法学会 ランチョンセミナー（医桜の紹介）

７月 日本集中治療医学会 関東地方会 ランチョンセミナー（医桜の紹介）

８月 医療経営誌「フェイズ３」 紹介記事

８月 看護専門誌「ナーシングビジネス」 紹介記事

１１月 医学専門誌「Coronary Intervention」 特集記事

１１月 日本救急医学会東北地方会 ランチョンセミナー （医桜の紹介）

【まとめ】

雑誌取材 ５社

学会発表 ４回（伊藤賀敏先生の講演を除く）

勉強会発表 ３回（企業開催の勉強会）

以上。



会員数の推移 ２０１１年
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学会会場等での「医桜」のフライヤー設置での広報活動を中心に活動を致しました。
雑誌掲載等があった月は、関連職種の登録会員が多い傾向にありました。
医師の専門科目については、循環器内科に大きく偏りがあり、約3割を占めております。（約400名）
都道府県については、コメディカルは近畿地方に勤務している方が6割を占めており、やや偏りがあり
ますが、医師に関しては、東⻄で半々の⽐率となっております。
また人数が少ない県もありますが、全都道府県に医桜の会員がおります。
2012年度よりクロス集計ができるように、システム改良を致します。

前年度⽐ 352.2％増
医師 378.８％増

コメディカル 341.1％増
医療関係 273.3％増
医療系学⽣ 225.5％増



医桜の利用率 ２０１１年
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震災の影響もあり、３月〜５月は低迷しておりました。
６月以降、学会会場での宣伝活動を再開したこともあり、アクセス数は増加しました。
９月以降に関しては、「近畿コメディカル循環器・集中治療セミナー」の開催がありまして、閲覧者
が増えたと思われます。会に参加するためには、医桜の登録が必須であった為、ついでに⾊々と⾒ら
れたと思われます。
また１２月〜１月に関しては、サイトのアクセス率が低下するとのデータがあるとの事です。サイト
のアクセス数よりも、ページ数をどう増やしていくかが、本年の課題になります。
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医桜の利用者 ２０１１年

年間を通して、５０００名前後です。
アクセス解析ソフトが月単位でＩＰアドレスをカウントする為、同月に複数回利⽤している人もカウ
ントは１名となっています。一方で、職場と⾃宅で異なるＰＣを使っている場合は２カウントとなっ
ています。
昨年２月が一番多くの人がアクセスをしていますが、理由が分かっておりません。
「医桜」のサイトコンテンツ的に、毎日閲覧をするものではありませんが、月１回〜週１回程度のア
クセスをしてもらう為の仕組作りが、本年の課題となります。
昨年、企画していながら実⾏できていないコンテンツが複数ありますので、それらの実施を⾏うと共
に、医桜会員が何を求めているのか、既存のサイトにはない情報と交流の場の提供をしていければと
考えております。
また本年より、本格的にプロボノ（※有資格のボランティア）に参加頂きまして、こうしたサイトの
企画アイディアを出して頂きます。医療人の医療人による医療人の為のサイトとしての地盤を２０１
２年は固めたいと考えます。



２０１２ 新規コンテンツ計画

開業医向けセミナーで４０年の歴史があった

日本医学中央会（メディカルコア）のセミナー

事業を継承させて頂きました。

顧客名簿 医師６１，２０１名

講師名簿 医師 ６，９８７名

実際問題として、古い名簿の為、亡くなられて

いる先生もいらっしゃり、現在、名簿の精査中。

２０１２年４月より本格的に活動予定です。

２０１１年は試験的に３回のセミナー開催を

させて頂きました。

夏井 睦先生 （創傷治療について）

野村総一郎先生（うつ病について

山本晴義先生 （メンタルヘルスについて）

これらを動画配信していく事で、医師や病院の

会員獲得推進を計画しております。

http://www.izakura.org /

（株）学会放送との提携事業

http://gakkaitv.net/



組織名 ＮＰＯ法人医桜
所在地 〒114-0003 

東京都北区豊島1-1-11
柴田ビル5F
TEL:03-5902-3493（代表）
FAX:03-5902-3494 

設 ⽴ 2010年6月設⽴
2011年9月法人化

ボランティアスタッフ（プロボノ）
医 師１３名
看護師 ７名
その他 ７名

URL 医桜 http://www.izakura.jp/

（２０１０年６月開設）

事業
・医学情報共有サイト「医桜」企画運営
・医師向け「臨床セミナー」企画運営
・コメディカル向けイベントの企画運営
・一般市⺠向け医療啓発イベントの企画運営
・講演活動

医桜 概要


