
 

 

      高知大学オープンキャンパスを開催               広域医療搬送訓練を実施    

        （31 ページに関連記事）                  （32 ページに関連記事） 

 

 （2）   

○岡村慶准教授が日本海洋工学会 JAMSTEC中西

賞受賞 

○石川勝美教授が日本生物環境工学会 50 周年

記念貢献賞受賞 

○安武大輔准教授が日本生物環境工学会論文賞受賞 

○椿俊太郎特任助教が日本木材学会中国・四国支部

研究発表賞（口頭発表）受賞 

○高知大学オープンキャンパスを開催 

○第 59回よさこい祭りに本学学生が多数参加 

○広域医療搬送訓練を実施 

○附属病院 手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」

導入 

○第 32 回南風祭 

○外国人留学生課外研修 

○教員免許状更新講習シンポジウム 

 

 

 

（31） 

 

（31） 

 

（31） 

（31） 

 

（31） 

（32） 

（32） 

（33） 

 

（34） 

（34） 

（34） 

（36） 

 （7） 

 

○人事異動 

 

（21） 

 

○役員会 

○経営協議会 

○教育研究評議会 

○入試企画実施機構会議 

 

（24） 

（25） 

（26） 

（26） 

 

○医学部が徳島文理大学薬学部と学部間協定

を締結 

○常州大学（中国）からの表敬訪問 

○高知大学大学院秋季修了式・学位記授与式 

○嶺南大学校（韓国）からの表敬訪問 

○高知大学大学院秋季入学式 

○医学部合同慰霊祭 
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○法律 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

労働契約法の一部を改正する法律 法律第 56号 第 5861 号 平成 24年 8月 10日 

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための

国民年金法等の一部を改正する法律 

法律第 62号 号外第 181号 平成 24年 8月 22日 

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の

一部を改正する法律 

法律第 63号 号外第 181号 平成 24年 8月 22日 

社会保障制度改革推進法 法律第 64号 号外第 181号 平成 24年 8月 22日 

子ども・子育て支援法 法律第 65号 号外第 181号 平成 24年 8月 22日 

就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進の関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律 

法律第 66号 号外第 181号 平成 24年 8月 22日 

子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 

法律第 67号 号外第 181号 平成 24年 8月 22日 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行

うための消費税法の一部を改正する等の法律 

法律第 68号 号外第 181号 平成 24年 8月 22日 

社会保障の安定的財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を

行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律 

法律第 69号 号外第 181号 平成 24年 8月 22日 

 

○政令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条

件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律等の一部を

改正する法律の施行期日を定める政令 

政令第 210号 第 5861 号 平成 24年 8月 10日 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者就業条件

の整備等に関する法律施行令及び行政手続法令施行の一部を

改正する政令 

政令第 211号 第 5861 号 平成 24年 8月 10日 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 政令第 241号 第 5889 号 平成 24年 9月 20日 

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 政令第 242号 第 5889 号 平成 24年 9月 20日 

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 政令第 245号 第 5890 号 平成 24年 9月 21日 

薬事法施行令の一部を改正する政令 政令第 254号 第 5895 号 平成 24年 9月 28日 

消防法施行令の一部を改正する政令 政令第 262号 第 5909 号 平成 24年 10月 19日 

 

○府令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を

改正する内閣府令 

内閣府令第 61号 号外第 206号 平成 24年 9月 21日 

 

○省令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

薬事法第 2 条 14 項に規定する指定薬品及び同法第 76 条の 4

に規定する医療品等の用途を定める省令の一部を改正する省

令 

厚生労働省令第 112号 号第 5856号 平成 24年 8月 3日 

関 係 法 令 
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事        項 号 官報番号 掲載年月日 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び就業条件の整備等に

関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省

関係省令整備等に関する省令 

厚生労働省令第 114号 号外第 173号 平成 24年 8月 10日 

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令 厚生労働省令第 113号 第 5861 号 平成 24年 8月 10日 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 115号 第 5863 号 平成 24年 8月 14日 

薬事法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 118号 第 5869 号 平成 24年 8月 22日 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 119号 第 5875 号 平成 24年 8月 30日 

薬事法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 120号 第 5875 号 平成 24年 8月 30日 

薬事法施行規則第 91条第 3項第 3号に規定する講習等を行う

者の登録等に関する省令の一部を改正する省令 

厚生労働省令第 121号 第 5875 号 平成 24年 8月 30日 

地方税法施行規則の一部を改正する省令 総務省令第 83号 第 5875 号 平成 24年 8月 30日 

特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令 

経済産業省令第 65号 号外第 189号 平成 24年 8月 31日 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労

働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の

一部を改正する省令 

厚生労働省令第 125号 号外第 198号 平成 24年 9月 11日 

毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 130号 号外第 205号 平成 24年 9月 20日 

毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 131号 第 5890 号 平成 24年 9月 21日 

厚生年金基金規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 133号 第 5893 号 平成 24年 9月 26日 

薬事法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 140号 号外第 211号 平成 24年 9月 28日 

薬事法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 141号 号外第 211号 平成 24年 9月 28日 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 厚生労働省令第 143号 号外第 214号 平成 24年 10月 1日 

医師法施行規則等の一部を改正する省令 厚生労働省令第 144号 号外第 216号 平成 24年 10月 2日 

歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 145号 号外第 216号 平成 24年 10月 2日 

薬事法第 2条第 14項に規定する指定薬物及び同法第 76条の 4

に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 

厚生労働省令第 146号 第 5907 号 平成 24年 10月 17日 

労働契約法第 18条第 1項の通算契約期間に関する基準を定め

る省令 

厚生労働省令第 148号 号外第 233号 平成 24年 10月 26日 

労働基準法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 149号 号外第 233号 平成 24年 10月 26日 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 152号 第 5917 号 平成 24年 10月 31日 

 

○規則 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

人事院規則 9-17（俸給の特別調整額）の一部を改正する人事

院規則 

人事院規則 9-17-131 第 5858 号 平成 24年 8月 7日 

人事院規則 10-7（女子職員及び年少職員の健康、安全及び福

祉）の一部を改正する人事院規則 

人事院規則 10-7-7 第 5876 号 平成 24年 8月 31日 

人事院規則 1-39（構造改革特別区域における人事院規則の特

例に関する措置及びその適用を受ける特定事業）の一部を改正

する人事院規則 

人事院規則 1-39-4 号外第 204号 平成 24年 9月 19日 

人事院規則 9-30（特殊勤務手当）の一部を改正する人事院規

則 

人事院規則 9-30-80 第 5892 号 平成 24年 9月 25日 
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事        項 号 官報番号 掲載年月日 

人事院規則 17-0（管理職等の範囲）の一部を改正する人事院

規則 

人事院規則 17-0-105 第 5893号 平成 24年 9月 26日 

人事院規則 10-12（職員の留学費用の償還）の一部を改正する

人事院規則 

人事院規則 10-12-18 第 5895 号 平成 24年 9月 28日 

人事院規則 12-0（職員の懲戒）の一部を改正する人事院規則 人事院規則 12-0-35 第 5895 号 平成 24年 9月 28日 

人事院規則 1-50（郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規

則の整備等に関する人事院規則）の一部を改正する件 

人事院規則 1-50-1 第 5895 号 平成 24年 9月 28日 

人事院規則 9-24（通勤手当）の一部を改正する人事院規則 人事院規則 9-24-13 第 5905 号 平成 24年 10月 15日 

人事院規則 9-54（住居手当）の一部を改正する人事院規則 人事院規則 9-54-6 第 5905 号 平成 24年 10月 15日 

人事院規則 9-89（単身赴任手当）の一部を改正する人事院規

則 

人事院規則 9-89-3 第 5905 号 平成 24年 10月 15日 

 

○告示 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

薬事法第 49条第 1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する

医薬品の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 473号 第 5859 号 平成 24年 8月 8日 

派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する

件 

厚生労働省告示第 474号 号外第 173号 平成 24年 8月 10日 

派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件 厚生労働省告示第 475号 号外第 173号 平成 24年 8月 10日 

動物用医薬品の検定手数料並びに試験品及び出願者の保存用

品として抜き取らせるべき数量を定める等の一部を改正する

件 

農林水産省告示第 2006

号 

号外第 173号 平成 24年 8月 10日 

薬事法第 77条の 2第 1項の規定に基づき希少疾病用医薬品を

指定した件 

厚生労働省告示第 480号 第 5863 号 平成 24年 8月 14日 

薬事法第 77条の 2の 5第 1項の規定に基づき希少疾病用医薬

品の指定を取り消した件 

厚生労働省告示第 480号 第 5863 号 平成 24年 8月 14日 

医療法第 30条の 4第 2項第 11号に規定する精神病床に係る基

準病床数の算定に使用する数値等の一部を改訂する件 

厚生労働省告示第 483号 号外第 178号 平成 24年 8月 17日 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件 厚生労働省告示第 484号 号外第 179号 平成 24年 8月 20日 

労働組合が講ずべき個人情報保護措置に関するガイドライン

を定める件 

厚生労働省告示第 486号 号外第 183号 平成 24年 8月 23日 

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確

保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認の件 

厚生労働省・環境省 

第 2号 

第 5870 号 平成 24年 8月 23日 

使用薬価の薬価（薬価基準）の一部を改正する件 厚生労働省告示第 487号 第 5873 号 平成 24年 8月 28日 

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費

用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣

が別に定める者の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 488号 第 5873 号 平成 24年 8月 28日 

厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び副傷病名の一

部を改正する件 

厚生労働省告示第 489号 第 5873 号 平成 24年 8月 28日 

医療法施行規則別表第 1のき手に基づく病院、診療所又は助産

所の管理者が都道府県に知事に報告しなければならない事項

として医療法施行規則別表第 1 に掲げるものの一部を改正す

る件 

厚生労働省告示第 493号 第 5876 号 平成 24年 8月 31日 
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事        項 関係機関 官報番号 掲載年月日 

薬事法施行規則第 2110条第 5号の規定に基づき特別の注意を

要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品の一

部を改正する件 

厚生労働省告示第 495号 第 5878 号 平成 24年 9月 4日 

薬事法施行規則第 216条の 2第 1項の規定に基づき同令第 209

条の 2及び第 210条第 5号に指定する表示が記載されているこ

とを要しない期間として厚生労働大臣が定める期間を定める

件 

厚生労働省告示第 496号 第 5878 号 平成 24年 9月 4日 

遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の

確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認の件 

厚生労働省・環境省 

第 3号 

第 5881 号 平成 24年 9月 7日 

特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を

改正する件 

厚生労働省告示第 500号 第 5881 号 平成 24年 9月 7日 

科学研究費補助金取扱規程の一部を改正する件 文部科学省告示第 143号 第 5884 号 平成 24年 9月 12日 

使用薬価の薬価（薬価基準）の一部を改正する件 厚生労働省告示第 508号 第 5886 号 平成 24年 9月 14日 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣

が定める掲示事項等の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 509号 第 5886 号 平成 24年 9月 14日 

労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の

様式を定める件に一部を改正する件 

厚生労働省告示第 514号 号外第 205号 平成 24年 9月 20日 

組換え DNA 技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経

た生物の公表を行う件 

厚生労働省告示第 517号 第 5892 号 平成 24年 9月 25日 

労働安全衛生法第 57条の 3第 3項の規定に基づき新規化学物

質の名称を公表する件 

厚生労働省告示第 522号 号外第 210号 平成 24年 9月 27日 

労働基準法施行規則第 38条の 7から第 38条の 9までの規定に

基づき、休業補償の額の算定にあたり用いる率を定める件 

厚生労働省告示第 523号 号外第 210号 平成 24年 9月 27日 

日本薬局方の一部を改正する件 厚生労働省告示第 519号 第 5894 号 平成 24年 9月 27日 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条

件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴

う厚生労働省関係告示の整理に関する告示を定める件 

厚生労働省告示第 519号 第 5894 号 平成 24年 9月 27日 

薬事法第 14条第 1項の規定に基づき製造販売の承認を要しな

いものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正

する件 

厚生労働省告示第 520号 第 5894 号 平成 24年 9月 27日 

薬事法施行令第 20条第 1項第 6号及び第 7号並びに薬事法施

行規則第 96条第第 6号及び第 7号の規定に基づき厚生労働大

臣が指定する医薬品の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 521号 第 5894 号 平成 24年 9月 27日 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件 厚生労働省告示第 542号 第 5896 号 平成 24年 10月 1日 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣

が定める掲示事項等の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 543号 第 5896 号 平成 24年 10月 1日 

字放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の

規定により登録資格講習期間に係る登録事項を変更する件 

文部科学省告示第 159号 第 5896 号 平成 24年 10月 1日 

著作権不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定

める件 

文化庁告示第 31～38号 号外第 218号 平成 24年 10月 4日 

労働安全衛生法第 28条第 3項の規定に基づき厚生労働大臣が

定める化学物質の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 546号 第 5902 号 平成 24年 10月 10日 
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○公告［諸事項］ 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

平成 23年度共済組合の決算（財務省・文部科学省）関係 特殊法人等 第 5886 号 平成 24年 9月 14日 

特殊法人等 平成 23事業年度財務諸表等関係  号外第 215号 平成 24年 10月 1日 

 

○官庁事項 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

関東地方整備局公示 関東地方整備局 第 5856 号 平成 24年 8月 3日 

人事院規則 8-18の規定に基づき、経験採用試験に関し、決定

した件 

人事院公示第 14号 第 5856 号 平成 24年 8月 3日 

平成 8年人事院公示第 18号の一部改正に関し、決定した件 人事院公示第 15号 第 5876 号 平成 24年 8月 31日 

組換え DNA 技術応用飼料の安全性関する確認を受けた飼料に

ついて（公表） 

農林水産省 第 5894 号 平成 24年 9月 27日 

 

○官庁報告 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

平成 25年（第 63回）計量士国家試験 厚生労働省 号外第 191号 平成 24年 9月 3日 

 

○国家試験 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

看護師国家試験の施行 厚生労働省 号外第 166号 平成 24年 8月 1日 

助産師国家試験の施行 厚生労働省 号外第 166号 平成 24年 8月 1日 

保健師国家試験の施行 厚生労働省 号外第 166号 平成 24年 8月 1日 

保健師助産師看護師試験委員の公告 厚生労働省 号外第 166号 平成 24年 8月 1日 
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国立大学法人高知大学規則第 31 号 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程教務委員会規則の一部を改正する規則を次のように定

める。 

平成 24年７月 23日 

国立大学法人高知大学長 脇 口 宏 

 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程教務委員会規則の一部を改正する規則 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程教務委員会規則（平成 19 年規則第 78 号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第３号を次のように改める。 

(3) 高知大学学則第63条に定める準専攻及び副専攻の開発・実施に関する事項 

同条中第４号を削り、第５号を第４号に、第６号を第５号に改める。 

 

附 則（平成24年７月23日規則第31号） 

この規則は、平成 24年７月 23日から施行し、平成 24年４月１日から適用する。 

 

改正理由 

平成 24 年度から大学院修士課程の準専攻に新たに植物医学準専攻が加わったことによる審議事項の

見直し 

 

国立大学法人高知大学規則第 32 号 

高知大学医学部振興基金規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 24年７月 24日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学医学部振興基金規則の一部を改正する規則 

高知大学医学部振興基金規則（平成 24年３月 14日規則第 78号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１号及び第２号中「医学教育」を「医学・看護学の教育」に改める。 

 

   附 則（平成 24年７月 24日規則第 32号） 

 この規則は、平成 24年７月 24日から施行する。 

 

改正理由 

  第２条に規定する目的を達成するために掲げる事業の「教育及び研究に関する事業」及び「教育及び

研究の環境整備に関する事業」に、「看護学」を追加するもの 

 

国立大学法人高知大学規則 33 号 

国立大学法人高知大学職員の懲戒等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 24 年９月 14 日 

                 国立大学法人高知大学長  脇 口   宏 

 

国立大学法人高知大学職員の懲戒等に関する規則の一部を改正する規則 

 国立大学法人高知大学職員の懲戒等に関する規則（平成 16 年規則第 42 号）の一部を次のように改正す

る。 

 第５条第５項「事情により学内に公示することがある。」を「原則として学内外に公表するものとする。」

に改める。 

  附 則（平成 24年９月 14日規則第 33号） 

この規則は、平成 24年９月 14日から施行する。 

 

改正理由 

懲戒処分の公表に関しては、懲戒処分の公表に関する申合わせ（平成 18 年 1 月 23 日学長裁定）により

ホームページ等で学内外に公表を行っていたところであるが、懲戒等に関する規則では学内の公表しか規

定していないため、規則の改正を行うものである。 

 

国立大学法人高知大学規則第 34 号 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科博士課程黒潮圏総合科学専攻規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。 

  平成 24 年９月 10 日

学 内 規 則 
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                 国立大学法人高知大学長 脇口  宏 

 

   高知大学大学院総合人間自然科学研究科博士課程黒潮圏総合科学専攻規則の一 

   部を改正する規則 

 高知大学大学院総合人間自然科学研究科博士課程黒潮圏総合科学専攻規則（平成 19年規則第 125号）の

一部を次のように改正する。 

 第３条第２項中「本専攻」を「専攻」に改める。 

別表（第８条関係）表中 

「 

 近世東アジア地域社会史特論  ２ 

                                 」を 

「 

 

 

近世東アジア地域社会史特論  ２ 

考古学特論  ２ 

                                 」に改める。 

 

   附 則（平成 24 年９月 10 日規則第 34 号） 

１ この規則は、平成 24年 10月１日から施行する。 

２ 平成 23年度以前の入学生については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお 

 従前の例による。 

 

   改正理由 

１ 字句の修正 

２ 教育課程の充実のための授業科目の新設 

 

国立大学法人高知大学規則第 35 号 

 国立大学法人高知大学コンプライアンス委員会規則を次のように定める。 

  平成 24年９月 26日 

国立大学法人高知大学長 脇 口   宏 

 

   国立大学法人高知大学コンプライアンス委員会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則第 13条第２項の規定に

基づき、国立大学法人高知大学コンプライアンス委員会（以下「委員会」という。）に関し必要な事項を

定める。 

  （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

  (1) コンプライアンスに係る事項の決定に関すること。 

 (2) コンプライアンス推進のための活動方策の策定、更新及び実施に関すること。 

(3) コンプライアンスに反する事案に係る事実解明のための調査とその公表に関する 

こと。 

(4) コンプライアンスに反する行為に対する対応と再発防止策の策定に関すること。 

(5) その他コンプライアンスに関する事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1)  安全・安心機構倫理・人権部門長 

 (2)  各学系から選出された教員 各１人  

  (3)  センター連絡調整会議から選出された教員 １人 

(4)  医学部附属病院から選出された教員 １人  

(5)  弁護士等の法律専門家 

(6)  企業運営に関する有識者  

(7)  総務部長 

(8)  その他委員長が必要と認めた者 

２ 前項第５号、第６号及び第８号の委員は学長が委嘱する。 

３ 第１項第２号から第６号及び第８号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠

員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長等） 

第４条 委員会に委員長を置き、安全・安心機構倫理・人権部門長をもって充てる。
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２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務

を代行する。 

  （議事） 

第５条 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ議事を開くことができない。 

２ 議事は、議長を除く出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。 

 （委員以外の者の出席） 

第６条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができ

る。 

  （事務） 

第７条 委員会の事務は、総務部総務課において処理する。 

  （雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

附 則   

この規則は、平成 24年９月 26日から施行する。 

 

   制定理由 

  コンプライアンス体制を見直し、学内でのコンプライアンス事案に一元的に対応する 

コンプライアンス委員会を設置するため。 

 

国立大学法人高知大学規則第 36 号 

 国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 24年９月 26日 

国立大学法人高知大学長 脇 口   宏 

 

   国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則の一部を改正する規則 

 国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則（平成 19 年規則第 56 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１条中「国立大学法人高知大学（以下「法人」という。）における」の次に「コンプライアンスを推進

し、」を加える。 

第３条第５号の次に次の１号を加える。 

(6) コンプライアンス推進責任者 各部局（各学系、各学部（附属施設を含む。ただし医学部附属病院

を除く。以下同じ。）、医学部附属病院、大学院総合人間自然科学研究科、保健管理センター、各学内

共同教育研究施設、海洋コア総合研究センター、各機構及び事務局）の長をいう。 

第５条の見出し中「管理監督者」を「コンプライアンス推進責任者」に改め、同条中「法人の業務にお

いて管理、監督又は指導する立場にある者は」を「コンプライアンス推進責任者は、法人の業務において

管理、監督又は指導する立場にある者として」に改める。 

第６条の見出し中「管理者」の次に「及び副管理者」を加え、同条第２項中「を置き、理事（総務担当）

をもって充てる」を「及びコンプライアンス副管理者（以下「副管理者」という。）を置き、管理者に安全・

安心機構長を、副管理者に安全・安心機構倫理・人権部門長をもって充てる」に改め、同条第３項中「管

理する」を「管理し、副管理者は管理者を補佐する」に改める。 

 第８条第４項中「コンプライアンス通報は」の次に「、顕名によるものとし」を加える。 

 第 11条の見出し中「管理者」の次に「、副管理者」を、同条第１項中「コンプライアンス通報を受けた

ときは、」の次に「副管理者を通して」を、「管理者へ通報するものとする。」の次に「その際、コンプライ

アンスに該当しないと判断された案件については、他の相談窓口への調整を行う。」を加え、同条第２項中

「管理者」の次に「、副管理者」を加える。 

 第 12条第１項中「その旨を学長に報告し、」の次に「副管理者は」を加え、「関係部局等の長又は関係委

員会等の長に指示する」を「関係各部局のコンプライアンス推進責任者に依頼する」に改め、同条第２項

及び第３項を次のように改める。 

２ 通報が研究活動の不正行為等（競争的資金等の不正使用を含む。）に関わる事案の場合、前項の調査は

理事（研究担当）又は理事（財務担当）を通して行うものとする。 

３ 副管理者は、コンプライアンス推進責任者等から前２項の調査の結果を受け、管理者に報告するもの

とする。 

第 21 条を第 22 条とし、第 18 条から第 20 条までを１条ずつ繰り下げ、第 17 条第１項中「第 15 条」を

「第 16条」に改め、同条を第 18条とする。 

 第 16条を第 17条とし、第 15条を第 16条とし、第 14条を第 15条とし、第 13条第１項中「調査の」を

「委員会の調査」に改め、同条を第 14条とする。 

 第 12条の次に次の１条を加える。
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 （コンプライアンス委員会） 

第 13条 管理者は、前条によりコンプライアンス通報を受理した場合、必要に応じコンプライアンス委員

会（以下「委員会」という。）を招集し、事実関係の調査を指示することができる。 

２ 委員会については別に定める。 

 別記様式（第８条第２項関係）表中下段「調査委員会」を「コンプライアンス推進責任者」に改める。 

 

   附 則（平成 24年９月 26日規則第 36号） 

 この規則は、平成 24年９月 26日から施行する。 

 

   改正理由 

  コンプライアンスの一元的な管理組織として、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス

通報の取扱いを整理するための改正 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 37 号 

 国立大学法人高知大学における競争的資金等の取扱いに関する規則の一部を改正する規則を次のように

定める。 

  平成 24年９月 26日 

国立大学法人高知大学長 脇 口   宏 

 

   国立大学法人高知大学における競争的資金等の取扱いに関する規則の一部を改正する規則 

 国立大学法人高知大学における競争的資金等の取扱いに関する規則（平成 18年規則第 119号）の一部を

次のように改正する。 

 第３条第１項中「次のもの」を「次の各号に掲げるもの」に改め、同条第２項中「以下同じ。）」を「た

だし医学部附属病院を除く。以下同じ。）、医学部附属病院」に、「共通教育実施機構」を「各機構」に改め

る。 

 第 7 条中「コンプライアンス室」を「競争的資金等監査室」に改め、同条第２項中第１号を削り、第２

号を第１号とし、第３号から第 7号まで１号ずつ繰り上げ、同条第３項中「理事（総務担当）」を「理事（研

究担当）」に改め、同条第５項中「総務部総務課」を「研究協力部研究協力課及び財務部財務課」に改める。 

 第９条第２項を次のように改める。 

２ 通報窓口は、国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則第７条の規定を準用し、調

査等が必要となる場合は、同規則に基づき処理することとする。 

 第 10条第１項中「掲げる」を「規定する」に改める。 

 

   附 則（平成 24年９月 26日規則第 37号） 

１ この規則は、平成 24年９月 26日から施行する。 

２ 国立大学法人高知大学における研究活動等の不正行為に関する通報窓口規則（平成 18年規則第 120号）

は廃止する。 

 

   改正理由 

  コンプライアンス通報等規則の改正により、競争的資金に関する通報窓口がコンプライアンス通報窓

口と統合され、コンプライアンス室が競争的資金等監査室に名称変更され、室長が理事（総務担当）か

ら理事（研究担当）に変更するための改正 

 

 

別紙公募様式（第３条第１項関係） 

高大教育 第       号  

平成   年  月  日 

関係機関の長 殿  

 

高知大学教育学部長  

（公印省略） 

 

附属学校園の教員公募について（依頼）  

 

このたび、本学教育学部では下記の要領で附属学校園の教員を公募いたします。  

つきましては、この旨を関係者に広くお知らせいただきたく、よろしくお取り計らいくださるようお願

い申し上げます。
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記  

１．職名・人員             ・   名  

２．所属学校園    

３．担当教科等 

４．応 募 資 格  当該校種の教育職員免許状（１種）を有していること。 

５．応 募 期 限   平成  年  月   日（ ）（  時必着）  

６．採用予定日    平成  年  月   日   

         ※採用年月日については、本人と相談の上決定することがある。 

７．住     所    採用後は、高知市又はその周辺に居住すること。 

８．選 考 方 法    (1) 提出された書類により複数の候補者を選考する。  

(2) 選考された複数の候補者について面接と模擬授業、＊＊試験を行う。 

（旅費は自己負担） 

９．選 考 基 準   (1) 教育実践及び実践研究の遂行に意欲があり、附属学校園の役割について見識があ

ること。 

(2) 高知県教育委員会等との人事交流に理解があり、積極的に応じる意思が 

あること。 

10．提 出 書 類    (1) 履 歴 書（様式自由）  

(2) 教育研究実績及び意向書（別紙様式１） 

(3) 卒業（修了）証明書又は卒業（修了）見込証明書 

(4) 当該校種の教育職員免許状（写）又は教員（教育職員）免許状取得見込 

証明書 

(5) その他、必要と認める書類等の提出を後ほど求めることがある。  

※ 提出書類の(2)別紙様式１は、本学のホームページからダウンロードすること。

http://www.kochi-u.ac.jp/outline/other/saiyou/  

※ 提出された書類は返却しない。  

11．提 出 先    〒780-8520 高知市曙町二丁目５番１号  高知大学教育学部長宛  

なお、提出書類は「書留」とし、封筒に「附属学校園教員応募（附属学校園名）関

係書類在中」と朱書きのこと。  

※  照 会 先   総務課教育事務室  TEL 088-888-8011（e-mail：ks32@kochi-u.ac.jp）  

 

別紙様式１（第３条第３項第２号関係） 

 

平成  年  月  日 

 

教 育 研 究 実 績 及 び 意 向 書 

 

                           氏 名          印 

 

事     項 概          要 

１ 教育職員免許状の種

類 

 

□ 専修（                    ） 

□ １種（                    ） 

 

２ 教育・研究の実績一

覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ks32@kochi-u.ac.jp
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３ 教育実践及び実践研

究の遂行について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 附属学校園の役割に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  附属学校園での教

育、研究に対する抱

負 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ａ４版２枚にまとめること 

 

 国立大学法人高知大学規則第 38号 

 職務発明における補償金に関する細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 24年９月 26日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

職務発明における補償金に関する細則の一部を改正する規則 

  職務発明における補償金に関する細則（平成 16年規則第 351号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「を除き、残りの部分を」を「（以下「諸費用」という。）を除いたものを純利益とし、」に、

「特許等のライセンス又は権利譲渡等」を「知的財産権の実施権許諾等（以下「ライセンス等」という。）」

に改める。 

第４条を第４条第１項とし、同条の次に次の４項を加える。 

 ２ 前項に規定する純利益の算出にあたっては、ライセンス等をする国又は地域ごとに計算するものと

し、当該国又は地域の収入に対して、当該国又は地域の諸費用を差し引くものとする。 

 ３ 前項の収入の根拠となった国又は地域が複数国有り、その内訳が不明確な場合には、 

  全ライセンス等対象国における収入とみなし、当該収入をライセンス等国数で除した
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  うえで、各々の国又は地域において、純利益を算出するものとする。 

 ４ ライセンス等の対象に、特許協力条約（PCT）に基づく出願又は欧州特許条約（EPC）に基づく出

願が含まれる場合には、当該出願に要した諸費用については、移行国又は地域の数で除したうえで、

当該収入の根拠となった国における諸費用に加算し、純利益を算出するものとする。 

 ５ 前４項の規定に定められていない事項については、発明者と大学との間で誠実に協議し、定めるも

のとする。 

 

附 則（平成 24年９月 26日規則第 38号） 

 １ この細則は、平成 24年９月 26日から施行する。 

 ２ 前項の施行日以前に得た収入の取り扱いについては、本改正が発明者にとって有利 

になる場合には、改正後の細則を適用するものとする。 

 

改正理由 

国立大学法人高知大学が保有する知的財産の実施により、本法人が収益（収入）を得た場合の「純利

益」について取扱いを明確にし、本法人及び発明者間での配分を円滑に行うため。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 39 号 

 国立大学法人高知大学財産取扱規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 24 年 10 月 10 日 

国立大学法人高知大学長  脇 口  宏 

 

   国立大学法人高知大学財産取扱規則の一部を改正する規則 

 国立大学法人高知大学財産取扱規則（平成 16 年４月１日規則第 90 号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「及び海洋コア総合研究センター」を「、海洋コア総合研究センター及び小津地区附属

学校園」に改め、同条第３項中「総務部物部総務課長」の次に「、総務部総務課長」を加える。 

 第４条第１項表を次のように改める。 

区   分 財産管理役 財産管理役代理 

医 学 部 医 学 部 長 
医学部・ 

病院事務部長 

農 学 部 農 学 部 長 財 務 部 長 

総合研究センター海洋生物研究

教育施設 
総合研究センター長   〃 

総合研究センター遺伝子実験施

設 
  〃   〃 

海洋コア総合研究センター 
海洋コア総合研究センター

長 
  〃 

小津地区附属学校園 教 育 学 部 長   〃 

上記部局等以外 理事（財務担当）   〃 

 

   附 則（平成 24 年 10 月 10 日規則第 39 号） 

 この規則は、平成 24 年 10 月 10 日から施行する。 

 

   改正理由 

  現在の組織体制と整合性を図った財産監守体制とするための改正 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 40 号 

国立大学法人高知大学エネルギー管理規則を次のように定める。 

 平成 24年 10月 10日 

                国立大学法人高知大学長 脇 口   宏
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国立大学法人高知大学エネルギー管理規則 

（目的） 

第１条 この規則は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号。  以下「省エネ

法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法      律第 117 号。以下｢温対

法｣という。）に基づき、国立大学法人高知大学(以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合

理化及び温室効果ガス排出削減の適切かつ有効な実施(以下「エネルギー管理」という。)について定め、

もってエネルギー使用の節減とエネルギーの有効な利用を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「エネルギー」とは、省エネ法第２条第１項に規定するものを 

いう。 

２ この規則において「温室効果ガス」とは、温対法第２条第３項に規定するものをいう。 

（エネルギー管理最高責任者） 

第３条 本学にエネルギー管理最高責任者を置き、学長をもって充てる。 

（エネルギー管理統括者） 

第４条 学長は、本学に省エネ法の定めるところにより、エネルギー管理統括者を置く。 

２ エネルギー管理統括者は、理事（財務担当）をもって充てる。 

（エネルギー管理統括者の職務） 

第５条 エネルギー管理統括者は、本学のエネルギー管理に関し、エネルギーの使用の合 

理化、温室効果ガス排出削減に関する目標を達成するための中長期的な計画の作成及びエネルギーを消

費する設備の維持並びにエネルギーの使用の方法の改善及び監視等の業務を統括管理する。 

２ エネルギー管理統括者は、本学のエネルギー管理に関し、年次目標及びその目標達成 

のために計画的に取り組むべき事項について定めた｢基本計画｣（以下｢基本計画｣という。）を作成し公

表する。 

（エネルギー管理企画推進者） 

第６条 本学に、省エネ法の定めるところによりエネルギー管理企画推進者を置く。 

２ エネルギー管理企画推進者は、本学の職員で省エネ法第 13条に定める資格を有する 

者のうちから、学長が任命する。 

（エネルギー管理企画推進者の職務） 

第７条 エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理統括者の業務を補佐する。 

（エネルギー管理員） 

第 8条 エネルギー管理統括者は、省エネ法に基づきエネルギーの管理を適切に行うため、 

省エネ法第 13条に定める資格を有する者のうちから、特定事業者として指定された地区 

にエネルギー管理員を置く。 

２ エネルギー管理員は、本学職員をもって充てることが困難な場合は、業務を委託することができる。 

（エネルギー管理員の職務） 

第９条 エネルギー管理員は、担当する地区において省エネ法第 11条に定める業務を行う 

ほか、次の業務を行う。 

(1) エネルギー使用状況の把握、分析及び記録に関すること。 

(2) エネルギー使用の具体的な対策・検討に関すること。 

(3) その他エネルギー管理について必要と思われる事項に関すること。 

２ エネルギー管理員は、省エネ法及びこの規則を遵守し、職務を誠実に行うものとする。 

（エネルギー管理地区責任者） 

第 10条 各地区に、エネルギー管理地区責任者（以下「地区責任者」という。）を置く。 

２ 地区責任者は、当該地区の業務について実質的に総括する権限及び責任を有する者とし、国立大学法

人高知大学財産取扱規則（以下「財産取扱規則」という。）第４条に定める財産管理役とする。 

（地区責任者の職務） 

第 11条 地区責任者は、財産取扱規則第４条に定める区分（以下「地区区分」という。）におけるエネル

ギー管理を総括する。 

２  地区責任者は、基本計画に基づき、担当する地区区分のエネルギー管理計画を毎年度定め、その計画

を推進しなければならない。 

３ 地区責任者は、前項のエネルギー管理計画を定めたときは、エネルギー管理統括者に報告しなければ

ならない。 

４ 地区責任者は、職員及び学生（以下「職員等」という。）に対して必要な教育活動を行わなければな

らない。 

（エネルギー管理責任者及びエネルギー管理担当者） 

第 12条 エネルギーを使用及び温室効果ガスを排出する地区区分にエネルギー管理責任者（以下「管理責

任者」という。）及びエネルギー管理担当者（以下「管理担当者」という。）を置く。 

２ 管理責任者及び管理担当者は、財産取扱規則第８条に定める財産監守者及び財産補助監守者とする。 

（管理責任者及び管理担当者の職務）
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第 13条 管理責任者は、財産管理役が定める財産監守計画に定める区分（以下「建物等区分」という。）

におけるエネルギー管理を統括する。 

  ただし、学生寄宿舎、職員宿舎等は除くものとする。 

２ 管理責任者は、地区責任者の定めるエネルギー管理計画に基づき、担当する建物区分におけるエネル

ギー管理を統括する。 

３ 管理担当者は、管理責任者の指示を受け監守区域ごとのエネルギー管理を担当する。 

（職員等の義務） 

第 14条 職員等は、地区責任者、管理責任者及び管理担当者の指示に従うとともに、エネルギーの使用の

合理化及び温室効果ガス排出削減に努めなければならない。 

（エネルギー管理標準） 

第 15条 本学におけるエネルギー管理を推進するため、各地区につきエネルギー管理標準を定める。 

（雑則） 

第 16条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附  則 

１．この規則は、平成 24年 10月 10日から施行する。 

２．高知大学医学部エネルギー管理規則（平成 18年規則第６号）は、廃止する。 

 

  制定理由 

 省エネ法の改正により、規制の対象が事業場単位でなく事業者単位となったため、高 

知大学医学部から高知大学全体が、エネルギー使用量を国に届出をする特定事業者の指 定を受けるこ

とになった。このため、「高知大学医学部エネルギー管理規則」を廃止し 

「高知大学エネルギー管理規則」を制定するものである。 

 

国立大学法人高知大学規則第 41 号 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科委員会規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 24年 10月 15日 

国立大学法人高知大学長 脇 口 宏 

 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科委員会規則の一部を改正する規則 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科委員会規則（平成 19 年規則第 77 号）の一部を次のように改正

する。 

第６条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 第３条第２号に掲げる委員が都合により出席できない場合は、代理出席を認めるものとする。ただし、

複数の専攻長を兼務する委員の代理出席者は１人とする。 

 

附 則（平成24年10月15日規則第41号） 

この規則は、平成24年10月15日から施行する。 

 

改正理由 

委員の欠席によって研究科委員会が不成立となることを回避するため、代理出席を認める規定を設け

ようとするもの 

 

国立大学法人高知大学規則第 42 号 

国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 24年 10月 24日 

国立大学法人高知大学長 脇 口 宏 

 

国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項の一部を改正する規則 

国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項（平成 22年規則第 41号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「学外の」を削る。 

 

附 則（平成24年10月24日規則第42号） 

この規則は、平成 24 年 10 月 24 日から施行し、平成 24年１月 23日から適用する。 

 

改正理由 

感謝状を贈呈する対象者の見直し。 
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国立大学法人高知大学規則第 43 号 

高知大学人文学部社会経済学科履修規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 24年 10月 22日                

   国立大学法人高知大学長 脇 口   宏 

 

 

高知大学人文学部社会経済学科履修規則の一部を改正する規則 

高知大学人文学部社会経済学科履修規則（平成 16年規則第 170号）の一部を次のように改正する。 

第３条表中 

「                   「 

         選択必修 12   選択必修 10 

選  択 34 選  択 36 

                  」を                 」 

に改める。 

附 則（平成 24年 10月 22日規則第 43号） 

１ この規則は、平成 24年 10月 22日から施行し、平成 24年４月１日から適用する。 

２ 平成 23年度以前の入学生については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

改正理由 

「選択必修科目」及び「選択科目」の最低修得単位数の変更に伴うもの 

 

国立大学法人高知大学規則第 44 号 

 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 24年 11月 21日 

国立大学法人高知大学長 脇 口   宏 

 

   国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則 

 国立大学法人高知大学職員給与規則（平成 16年規則第 26号）の一部を次のように改正する。 

   附 則（平成 24年 11月 21日規則第 44号） 

（施行日） 

第１条 この規則は、平成 24 年 11月 21日から施行し、平成 24 年５月１日から適用する。 

（附属学校教員調整手当等） 

第２条 附属学校教員調整手当は、平成 24 年規則第３号第２条第１項に定める特例期間において、附属学

校教員に対する次の各号に掲げる給与を支給するときに、それぞれ当該各号に定める額を支給する。 

(1) 本給月額 平成 24 年規則第３号附則第２条第１項第１号により減額される額 

(2) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に 100 分の 10 を乗じて得た額 

(3) 地域手当 当該職員の本給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

並びに当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に 100 分の 10 を乗じて得た額 

(4) 広域異動手当 当該職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じ

て得た額並びに当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に 100 分の 10 を乗じて得た額 

(5) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当に 100 分の 9.77 を乗じて得た額 

(6) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当に 100 分の 9.77 を乗じて得た額 

(7) 超過勤務手当 職員給与規則第 33 条に規定する「勤務 1 時間当たりの給与額」を「勤務１時間当

たりの給与減額分」と読み替えて同条の規定により得た額 

(8) 休日給 職員給与規則第 34 条に規定する「勤務１時間当たりの給与額」を「勤務１時間当たりの

給与減額分」と読み替えて同条の規定により得た額 

(9) 夜勤手当 職員給与規則第 35 条に規定する「勤務１時間当たりの給与額」を「勤務１時間当たり

の給与減額分」と読み替えて同条の規定により得た額 

２ 附属学校教員においては、職員給与規則第 47 条の規定を適用する場合は、平成 24 年規則第３号附則

第２条第２項は適用しない。 

（附属学校教員調整手当の取扱い） 

第３条 高知県の公立学校教員給与に変動が生じた場合には、均衡を図るため本学の予算の範囲内で見直

しを図るものとする。 

 

   制定理由 

附属学校教員について、平成 24年 5月からの本給月額等の減額措置による公立学校教員との不均衡を

解消し、円滑な人事交流を確保するため、附属学校教員調整手当を新設することに伴う規則の改正 
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国立大学法人高知大学規則第 45 号 

高知大学教育学部附属学校園教員採用規則を次のように定める。 

平成 24年 12月 12日 

国立大学法人高知大学長 脇 口   宏 

 

高知大学教育学部附属学校園教員採用規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、高知大学教育学部附属幼稚園規則（平成 23年規則第 77号）第 13条、高知大学教育

学部附属小学校規則（平成 23 年規則第 74 号）第 14 条、高知大学教育学部附属中学校規則（平成 23 年

規則第 75号）第 14条及び高知大学教育学部附属特別支援学校規則（平成 23年規則第 76号）第 14条に

規定する附属学校園（以下「附属学校園」という。）の教諭及び養護教諭（以下「教諭等」という。）

の採用に関し必要な事項について定める。 

 （基準） 

第２条 教諭等を採用するための選考対象者の選考基準は、次の各号のとおりとする。 

 (1) 当該校種の教育職員免許状（１種）を有していること。 

 (2) 教育実践及び実践研究の遂行に意欲があり、附属学校園の役割について見識があること。 

 (3) 高知県教育委員会等との人事交流に理解があり、積極的に応じる意思があること。    

（公募） 

第３条 教諭等の採用に当たっては、原則として公募（別紙公募様式）により広く人材を求めるものとす

る。 

２ 公募に当たり、選考において重視する視点を公表することにより求める教員像を明確にする。 

３ 公募に当たり、次に掲げる書類の提出を求める。 

 (1) 履歴書 

  (2) 教育研究実績及び意向書（別紙様式１） 

(3) 卒業（修了）証明書又は卒業（修了）見込証明書 

(4) 当該校種の教育職員免許状（写）又は教員（教育職員）免許状取得見込証明書 

 （審査委員会） 

第４条 教諭等の選考を必要とする場合、学部長は附属学校園の校園長の要請に従って、 

教諭等採用候補者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くものとする。 

 （組織）   

第５条 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1)  副学部長（附属担当） １人 

(2)  当該附属学校園の校園長 １人 

(3)  当該附属学校園以外の校園長 １人 

 (4)  当該附属学校園の副校園長 １人 

(5) 当該附属学校園の教諭 ２人 

２ 審査委員会に委員長を置く。 

３ 委員長は、副学部長（附属担当）をもって充てる。 

４  審査委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

５  審査委員会は、構成員の３分の２以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

６  審査委員会の審議事項は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、 

議長の決するところによる。 

 （審査方法） 

第６条 審査委員会は、教諭等採用候補者を選考する際には第２条に定める基準について 

審査するとともに、次の各号に掲げる事項を実施し、多面的な評価を行う。 

(1) 面接及び模擬授業 

(2) 第３条第３項に規定する書類の審査 

(3) その他教科に関する筆記または実技試験等、審査委員会が特に必要と認める事項 

 （推薦） 

第７条 審査委員会は、高知大学教育学部附属学校園教諭等採用人事選考関係資料（別紙様式２）、候補者

審査結果報告書（様式自由）及び第３条第３項に規定する書類を添え、教諭等採用候補者１人を学部長

に推薦する。 

（選考） 

第８条 学部長は、審査委員会から推薦された候補者を附属学校園連携会議において選考 

のうえ承認する。 

（教育学部教授会への報告） 

第９条 学部長は、教諭等の選考結果を速やかに教育学部教授会に報告し、了承を得るも 

のとする。
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（審査委員会の解散） 

第 10条 審査委員会は、採用候補者が発令されたとき任務を終了し、解散する。 

 （選考の適用外） 

第 11条  高知県教育委員会と国立大学法人高知大学との人事交流に関する協定書に基づ 

き採用される者については、この規則を適用しない。 

  （事務） 

第 12条  教諭等の採用に関する事務は、総務課教育事務室において処理する。 

 （雑則） 

第 13条  この規則に定めるもののほか、教諭等選考に関し必要な事項は学部長が附属学校 

園連携会議において定める。 

附 則 

 この規則は、平成 24年 12月 12日から施行し、平成 24年 10月 10日から適用する。 

 

制定理由 

   高知大学教育学部附属学校園の教員採用手続等について明確にするため。 

 

 国立大学法人高知大学規則第 46号 

 高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。 

  平成 24年 11月 30日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部を改正する規則 

 高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則（平成 16年規則第 57号）の一

部を次のように改正する。 

別表第１（第２条関係）の表中 

「 

 総

務

部 

総務課 総務課長 総務課 

人文事務室長 

総務課人文事務室職員の勤

務時間の管理に関すること。 

                                      」を 

「 

 総

務

部 

総務課 総務課長 総務課 

人文事務室 

人文事務係長 

総務課人文事務室職員の勤

務時間の管理に関すること。 

                                     」に、 

「 

    総務課 

理学事務室長 

総務課理学事務室職員の勤

務時間の管理に関すること。 

                                      」を 

「 

    総務課 

理学事務室 

理学事務係長 

総務課理学事務室職員の勤

務時間の管理に関すること。 

                                     」に、 

「 

人文社

会科学

系 

人文社会科学部門 学系長 総務課人文事務室長 

総務課教育事務室教

育事務係長 

総務課理学事務室長 

物部総務課総務・ 

会計グループ総務係

長 

総務企画課職員係長 

研究協力課研究推進

特別支援室研究支援

係長 

学系に所属する職員の勤務

時間に関すること。ただし、

学内共同教育研究施設、海洋

コア総合研究センター、保健

管理センター及び共通教育

実施機構の所属職員及び専

任担当を命じられた職員を

除く。 

教育学部門 

自然科

学系 

理学部門 学系長 

農学部門 

医療学

系 

基礎医学部門 学系長 

連携医学部門 

臨床医学部門 

医学教育部門 

看護学部門 
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総合科

学系 

黒潮圏科学部門 学系長   

地域協働教育学部

門 

生命環境医学部門 

複合領域科学部門 

」を 

「 

人文社

会科学

系 

人文社会科学部門 学系長 総務課人文事務室人

文事務係長 

総務課教育事務室教

育事務係長 

総務課理学事務室理

学事務係長 

物部総務課総務・ 

会計グループ総務係

長 

総務企画課職員係長 

研究協力課研究推進

特別支援室研究支援

係長 

学系に所属する職員の勤務

時間に関すること。ただし、

学内共同教育研究施設、海洋

コア総合研究センター、保健

管理センター及び共通教育

実施機構の所属職員及び専

任担当を命じられた職員を

除く。 

教育学部門 

自然科

学系 

理学部門 学系長 

農学部門 

医療学

系 

基礎医学部門 学系長 

連携医学部門 

臨床医学部門 

医学教育部門 

看護学部門 

総合科

学系 

黒潮圏科学部門 学系長 

地域協働教育学部

門 

生命環境医学部門 

複合領域科学部門 

」に、 

 

「 

総合研究センター センター長 研究協力課研究推進

特別支援室長 

総合研究センター（「イノベーティ

ブマリンテクノロジー研究者養

成」事業関係）職員の勤務時間の

管理に関すること。 

」を 

「 

総合研究センター センター長 研究協力課研究推進

特別支援室研究支援

係長 

総合研究センター（「イノベーティ

ブマリンテクノロジー研究者養

成」事業関係）職員の勤務時間の

管理に関すること。 

」に、 

「 

若手研究者評価支援機

構 

機構長 研究協力課研究推進

特別支援室長 

若手研究者評価支援機構職

員の勤務時間の管理に関す

ること。 

                                      」を 

「 

若手研究者評価支援機

構 

機構長 研究協力課研究推進

特別支援室研究支援

係長 

若手研究者評価支援機構職

員の勤務時間の管理に関す

ること。 

安全・安心機構 機構長 人事課労務管理グル

ープ労務管理係長 

安全・安心機構職員の勤務時

間の管理に関すること。 

」に改める。 

 

附 則（平成 24年 11月 30日規則第 46号） 

この規則は、平成 24年 12月１日から施行する。 

 

改正理由 

１．平成 24年 12月１日付けで安全・安心機構に特任教員を採用するため。
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２．総務課人文事務室、総務課理学事務室、人文社会科学系、自然科学系、総合科学系、総合研究センタ

ー（「イノベーティブマリンテクノロジー研究者養成」事業関係）及び若手研究者評価支援機構に所属す

る職員の勤務時間管理員が変更になったため。 
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○人事異動

[教員]

【退職】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H24.8.31 公文　義雄 医療学系臨床医学部門　准教授

香川　亨 医療学系臨床医学部門　助教

岡崎　瑞穂 医療学系臨床医学部門　助教

H24.9.30 安田　雅春 医療学系臨床医学部門　助教

横川　真紀 医療学系臨床医学部門　助教

佐竹　宏文 医療学系臨床医学部門　助教

H24.10.31 井上　眞理 医療学系臨床医学部門　講師

佐藤　哲也 医療学系臨床医学部門　助教

【採用】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H24.9.1 中山　修一 医療学系臨床医学部門　助教

H24.10.1 谷口　佳代 医療学系臨床医学部門　助教

田村　賢司 医療学系臨床医学部門　助教

伊藤　広明 医療学系臨床医学部門　助教

深田　聡 医療学系臨床医学部門　助教

志賀　建夫 医療学系臨床医学部門　助教

【昇任】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H24.8.1 駄馬中　研 医療学系臨床医学部門　講師 医療学系臨床医学部門　助教

政平　訓貴 医療学系臨床医学部門　講師 医療学系臨床医学部門　助教

H24.10.1 西森　秀明 医療学系臨床医学部門　准教授 医療学系臨床医学部門　講師

[事務系職員]

【退職】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H24.8.31 高瀬　圭 学務部学務課総務グループ教育企画係係員

H24.9.30 竹島　充彦 学務部学生支援課学生支援・課外活動係長

【退職（転籍）】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H24.9.30 田中　千尋 国立大学法人九州大学 総務部人事課付係員

【出向】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H24.8.1 廣瀬　賢二 独立行政法人国立高等専門学校機構高知高等専門学校総務課総務係長 総務部総務課教育事務室教育事務係長

井手　顕一 　〃　高知工業高等専門学校総務課企画係長 医学部・病院事務部会計課調達グループ病院担当係長

武内　真理 　〃　高知工業高等専門学校学生課教務係長 学務部学務課教育支援室専門教育グループ理学部教務係長

青木　麻佳 　〃　高知工業高等専門学校総務課人事・労務係主任 医学部・病院事務部総務企画課人事グループ職員係主任

竹下　佳 　〃　高知工業高等専門学校総務課財務係主任 研究協力部学術情報課情報係主任

氏部　美香 　〃　高知工業高等専門学校総務課契約係主任 医学部・病院事務部会計課調達グループ外部資金担当係主任

福島　愛加 　〃　高知工業高等専門学校学生課教務係係員 総務部物部総務課学務室学務係係員

H24.10.16 廣瀬　暢彦 　〃　高知工業高等専門学校総務課総務係長 総務部総務課理学事務室理学事務係長

人  事 
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【研修生】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H24.10.1 西川　智行 総務部人事課付・文部科学省関係機関職員行政実務研修生 総務部人事課人事グループ人事管理係係員

【復帰】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H24.8.1 川﨑　美保 総務部人事課課長補佐（昇任） 独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校総務課企画係長

小林　克巳 総務部物部総務課総務・会計グループ総務係長 　〃　高知工業高等専門学校総務課総務係長

松本　光代 学務部学務課教育支援室専門教育グループ理学部教務係長 　〃　高知工業高等専門学校学生課教務係長

松本　憲一 医学部・病院事務部会計課調達グループ病院担当係長（昇任） 　〃　高知工業高等専門学校総務課契約係主任

唐岩　美奈子 財務部経理課出納グループ出納係主任 　〃　高知工業高等専門学校総務課財務係主任

八松　七重 医学部・病院事務部総務企画課人事グループ人事係主任 　〃　高知工業高等専門学校総務課人事・労務係主任

筒井　要一郎 総務部物部総務課学務室学務係係員 　〃　高知工業高等専門学校学生課教務係係員

H24.10.16 廣瀬　賢二 総務部人事課付専門職員 　〃　高知工業高等専門学校総務課総務係長

【採用】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H24.8.1 友永　貴久 研究協力部学術情報課情報係係員

高橋　俊裕 学務部学務課総務グループ教育企画係係員

天畠　慎一 学務部学生支援課学生支援・課外活動係係員

笹山　明伸 学務部入試課入試実施グループ入試実施係係員

米澤　温果 学務部入試課入試実施グループ入試実施係係員

H24.9.1 澤村　明信 法人企画課広報戦略室広報戦略係係員

【昇任】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H24.8.1 坂本　昌直 総務部人事課人事グループ共済係長 医学部・病院事務部総務企画課人事グループ人事係主任

西村　康子 研究協力部学術情報課医学部分館サービスグループ専門職員 医学部・病院事務部医事課医療安全係主任

井沖　浩美 医学部・病院事務部医事課診療情報管理係長 医学部・病院事務部医事課診療請求係主任

川内　博文 財務部財務課財務戦略グループ財務戦略係主任 財務部財務課財務戦略グループ財務戦略係係員

古谷　慶一 医学部・病院事務部施設管理課電気係主任 医学部・病院事務部施設管理課電気係係員

医学部・病院事務部施設管理課病院再開発整備室電気係主任　兼務（命） 医学部・病院事務部施設管理課病院再開発整備室電気係係員　兼務（命）

H24.10.1 松岡　美保 学務部学生支援課学生支援・課外活動係長 学務部学生支援課学生支援・課外活動係主任

【兼務免】

発令年月日 氏名 兼務職 元所属・職

H24.8.1 正木　博 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室企画係長

【配置換】

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

H24.8.1 石黒　尋希 学務部学生支援課就職室就職支援係係員 法人企画課評価室評価係係員

水口　知子 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室研究支援係係員 法人企画課広報戦略室広報戦略係係員

宮内　卓也 法人企画課法人企画係主任 研究協力部研究協力課研究協力係主任

橋本　典佳 研究協力部研究協力課研究推進特別支援室研究支援係係員 総務部総務課総務・法規グループ総務係係員

岡林　徹 総務部総務課総務・法規グループ専門職員 総務部人事課人事グループ共済係長

岡本　宣夫 総務部総務課教育事務室教育事務係長 総務部物部総務課総務・会計グループ総務係長

池田　由季子 医学部・病院事務部医事課医事係主任 財務部経理課出納グループ出納係主任

山脇　由子 研究協力部地域連携課国際連携室国際連携係係員 研究協力部研究協力課研究推進特別支援室研究支援係係員

吉本　昌代 研究協力部研究協力課研究協力係係員 研究協力部地域連携課国際連携室国際連携係係員

宮原　康代 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室企画係長 研究協力部学術情報課医学部分館サービスグループ医学部分館サービス係長

中村　千都世 研究協力部学術情報課医学部分館サービスグループ医学部分館サービス係長 研究協力部学術情報課医学部分館サービスグループ専門職員

東　高大 学務部学務課教育支援室専門教育グループ人文学部教務係係員 学務部学生支援課学生支援・課外活動係係員

中城　由貴 医学部・病院事務部総務企画課人事グループ職員係係員 学務部学生課就職室就職支援係係員
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発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

林本　和昌 医学部・病院事務部会計課調達グループ外部資金担当係係員 学務部入試課入試実施グループ入試実施係係員

野口　悟 医学部・病院事務部学生課学生支援係主任 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室研究支援係主任

貞弘　展弘 医学部・病院事務部医事課医療安全係主任 医学部・病院事務部医事課医事係主任

下元　憲明 医学部・病院事務部医事課診療情報管理係係員 医学部・病院事務部医事課診療請求係係員

野口　真理 医学部・病院事務部医事課診療情報管理係係員 医学部・病院事務部医事課診療請求係係員

渡邉　善雄 総務部総務課理学事務室理学事務係長 財務部財務課財務管理グループ総務係長

武政　淳志 財務部経理課出納グループ出納係長 財務部財務課財務管理グループ予算係長

山本　栄一 財務部財務課財務戦略グループ決算係長 財務部経理課出納グループ出納係長

安岡　隆一 財務部財務課財務管理グループ総務係長 財務部財務課財務戦略グループ決算係長

[病院職員]

【辞職】

発令年月日 氏名 元所属・職

H24.8.31 掛橋　香恵 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

雫　博之 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

H24.9.15 戸井　崇之 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

H24.10.31 立石　恵美 医学部附属病院　看護部看護師
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第１７８回役員会（９月１４日） 

 議事 

  審議事項 

   １．コンプライアンス体制の見直しについて 

   ２．就業規則関係規則の一部改正について 

   ３．退職手当の支給水準き引下げ等に関する方針について 

   ４．四国地区国立大学法人の資金共同運用の実施計画について 

   ５．「国立大学法人高知大学節電実行計画」の継続実施について 

   ６．職務発明における補償金に関する細則の一部改正について 

   ７．職員の懲戒処分について 

報告事項 

   １．大学教員の再任について 

   ２．平成 25年度概算要求について 

 

第１７９回役員会（９月２６日） 

 議事 

  審議事項 

   １．コンプライアンス体制の見直しについて 

   ２．大学教員の採用・昇任人事について 

   ３．退職手当の支給水準引下げ等に関する方針について 

   ４．平成 23年度間接経費等決算及び平成 24年度間接経費等執行計画について 

   ５．国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4条に該当する基金に 

ついて 

   ６．四国地区国立大学法人の資金共同運用の実施計画について 

   ７．職務発明における補償金に関する細則の一部改正について 

報告事項 

   １．科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」について 

   ２．平成 24年度オープンキャンパスについて 

   ３．平成 24年度進学担当者説明会について 

   ４．平成 24年度第 1四半期までの財務状況について 

   ５．平成 24年度第 1四半期の資金管理状況について 

   ６．規則の制定等について 

   ７．その他 

会 議 
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第１８０回役員会（１０月１０日） 

 議事 

  審議事項 

   １．戦略的管理人員枠による人事について 

   ２．戦略的管理人員枠による人事案について 

   ３．大学教員人事案について 

   ４．教員評価の結果を活用した処遇への反映に関する基本方針について 

   ５．就業規則関係規則の一部改正について 

   ６．「財産監守計画等の見直し」及び「エネルギー管理規則の制定」について 

   ７．朝倉団地減速帯改修整備（案）について 

   ８．（朝倉）総合研究棟 2階多目的室の使用について 

   ９．人事委員会の審議事項について 

報告事項 

   １．平成 23事業年度財務諸表の承認について 

   ２．資金運用状況について 

 

第１８１回役員会（１０月２４日） 

 議事 

  審議事項 

   １．国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項の一部改正について 

   ２．大学教員の採用人事について 

   ３．高知大学全学教育機構会議規則の一部改正について 

   ４．平成 25年度学年暦及び年間行事予定表について 

報告事項 

   １．災害時ウェブサーバの構築について 

   ２．資金運用状況について 

 

第３７回経営協議会（９月２５日） 

 議事 

   １. コンプライアンス体制の見直しについて 

   ２. 退職手当の支給水準引下げ等に関する方針について 

   ３．平成 25年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて 

   ４．東日本大震災により被災した平成２５年度高知大学志願者の入学検定料の免除について 

   ５．平成 23年度間接経費等決算及び平成 24年度間接経費等執行計画について 
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   ６．国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第４条に該当する基金に 

ついて 

   ７．四国地区国立大学法人の資金共同運用の実施計画について 

   ８．平成 24年度教員研究経費（特別分）の配分について 

   ９．平成 24年度予備費の執行について 

   １０．平成 24年度業務達成機銃の適用事業について 

   １１．平成 25年度概算要求について 

   １２．資金運用状況について 

   １３．職務発明における補償金に関する細則の一部改正について 

   １４．知的財産権の活用状況について 

   １５．教育組織改革実施検討本部について 

 

第５２回教育研究評議会（９月２１日） 

 議事 

   １．コンプライアンス体制の見直しについて 

   ２．平成 25年度の大学教員人事に係る配分ポイントについて 

   ３．平成 24年度入試・広報だよりについて 

   ４. 平成 24年度科学研究費助成事業に係る申請・採択状況について 

   ５．職務発明における補償金に関する細則の一部改正について 

   ６．規則の制定等について 

   ７．平成 25年度概算要求について 

   ８．教育組織改革実施検討本部について 

   ９．その他 

 

 

平成２４年度  第６回入試企画実施機構会議（９月３日） 

 議題 

  審議事項 

   １. 平成 25年度大学入試センター試験日程（案）について 

   ２. 平成 21年告示高等学校学習指導要領に対応した大学入試センター試験の数学、理科の出題等の

一部変更について 

   ３. その他 

  報告事項 

   １．平成 24年度進学担当者説明会について 



 第 19号                高 知 大 学 学 報        平成 24年 11月 （27） 

 

   ２. 平成 24年度オープンキャンパスについて 

   ３. 平成 25年度人文学部社会経済学科 AO入試の出願状況等について 

   ４．平成 25年度「土佐さきがけプログラム」国際人材育成コース AO入試の出願状況等について 

   ５．平成 25年度医学部医学科 AO入試、医学科学士入学（第 2次編入学）試験看護学科第 3年次 

編入学試験の出願状況等について 

   ６．平成 25年度人文学部・理学部第 3年次編入学試験の出願状況について 

   ７．入学試験時における出願書類並びに面接・作文について（お願い） 

   ８．その他 

 

平成２４年度  第７回入試企画実施機構会議（１０月１日） 

 議題 

  審議事項 

   １. 平成 26年度入試変更事項の確認について 

   ２．平成 25年度医学部看護学科第 3年次編入学試験＜第 2次＞学生募集について 

   ３．平成 27年度高知大学入学者選抜における数学・理科の出題科目等について 

   ４．その他 

  報告事項 

   １．平成 25年度人文学部・理学部第 3年次編入学試験の実施状況について 

   ２．平成 25年度人文学部社会経済学科 AO入試の実施状況について 

   ３．平成 25年度医学部入学試験の実施状況について 

   ４．平成 25年度「土佐さきがけプログラム」国際人材育成コース AO入試の出願状況等について 

   ５．その他 
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○高知大学医学部が徳島文理大学薬学部と学部間協定を締結 

  8 月 6 日（月）、高知大学医学部と徳島文理大学薬学部間で、「薬学教育と研究に関する連携協定」

を締結した。 

  岡豊キャンパスで行われた調印式には、桐野徳島文理大学長、福山徳島文理大学薬学部長と高知

大学関係者が出席し、橋本医学部長が協定書に署名した。

 

 

 
 

 

 

○常州大学（中国）からの表敬訪問 

 8 月 29 日（水）～30 日（木）、大学間協定校である常州大学（中国）から史国東書記他 2 名が来

学し、学長表敬訪問のほか、理学部長との懇談や DC セミナーなどを行った。 

 

 

 

○高知大学大学院秋季修了式・学位記授与式 

 9 月 20 日（木）、メディアの森メディアホールにおいて、「平成 24 年度高知大学大学院（9 月修

了）修了式・学位記授与式」が関係者出席のもと挙行され、総合人間自然科学研究科教育学専攻 1

名、農学専攻（AAP）3 名に修士の学位、総合人間自然科学研究科医学専攻 1 名、黒潮圏総合科学

専攻 2 名、医学系研究科生命医学系専攻 2 名に博士の学位がそれぞれ授与された。 

 

学 事 
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○嶺南大学校（韓国）からの表敬訪問 

 10 月 5 日（金）、韓国の嶺南大学校から朱祥佑国際交流担当副総長ほか国際交流担当職員 2 名が

来学し、菊地副学長（国際・地域連携担当）、国際連携室職員と両校の紹介及び教育環境に対する取

組みについて意見交換した。 

 

 

○平成 24 年度高知大学大学院総合人間自然科学研究科入学式 

 10 月 10 日（金）、メディアの森メディアホールにおいて、高知大学大学院総合人間自然科学研究

科入学式が挙行され、農学専攻（AAP）2 名、黒潮圏総合科学専攻 1 名に入学が許可された。 
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○医学部合同慰霊祭 

 平成 24 年度高知大学医学部合同慰霊祭が、10 月 23 日（火）、同学部体育館において、ご遺族、

ご来賓、爽風会会員、学生及び教職員約 600 名参加のもと厳かに執り行われた。 

この慰霊祭は、医療の教育・研究の発展を願い、これまでに献体していただいた方々に改めて感

謝し、ご冥福をお祈りするため昭和 55 年度から執り行われている。「医の礎」の碑が正面に置かれ、

白菊で飾られた祭壇を前に、平成 21 年 10 月から平成 24 年 9 月までに系統解剖に献体された 109

名の方々及び平成 23 年 10 月から平成 24 年 9 月までに病理解剖に献体された 19 名の方々のご芳名

が奉読され、医学部長が「献体者御尊名簿」を祭壇に奉納した後、これまでに献体されたご尊霊に

対して参加者全員が黙祷を捧げた。 

この後、橋本医学部長、坂本爽風会理事長、降幡病理学教授、学生代表の方々から追悼のことば

があり、引き続き、参加者全員が白菊を祭壇に捧げ諸霊の冥福をお祈りした後、本家医学科長の挨

拶をもって終了した。 
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○ 岡村慶准教授が日本海洋工学会 JAMSTEC 中西賞を受賞 

総合科学系複合領域科学部門岡村慶准教授が、海洋調査技術誌掲載の共著論文「ADCP曳航と AUV

潜航で観測された伊是名海穴における底層流と高反射強度アノマリ」により、日本海洋工学会の

JAMSTEC 中西賞を受賞した。 

 

○ 石川勝美教授が日本生物環境工学会 2012 年大会で 50 周年記念貢献賞を受賞 

自然科学系農学部門石川勝美教授は、「生物環境調節ならびに植物工場に関して」の研究が評価

され、日本生物環境工学会 2012年大会において、50周年記念貢献賞を受賞した。 

 

○ 安武大輔准教授が日本生物環境工学会論文賞を受賞 

自然科学系農学部門安武大輔准教授は、「Kinetics of Root Ion Absorption by Environmental 

Factors and Transpiration（3つのシリーズ論文で、共著での発表）」により、日本生物環境工学

会論文賞を受賞した。 

 

○ 椿俊太郎特任助教が日本木材学会中国・四国支部第 24 回研究発表会で研究発表賞（口頭発表）を 

受賞 

総合研究センター椿俊太郎特任助教が、「チャノキ（Camellia sinensis ）葉のクチクラ膜の化

学的特性の解析とバイオリファイナリーへの応用」という発表で、日本木材学会中国・四国支部

第 24 回研究発表会で研究発表賞（口頭発表）を受賞した。 

 

○ 高知大学オープンキャンパスを開催 

8 月 4 日（土）、5 日（日）、朝倉、岡豊、物部キャンパスにおいて、高校生（既卒者可）、高等

学校教諭、保護者の方を対象にオープンキャンパスを実施した。保護者向けガイダンス、サーク

ル紹介、寮見学ツアーの全学企画（朝倉キャンパスで開催）のほか、各学部においては、模擬授

業や体験実習、学生や教員との懇談など趣向をこらしたプログラムが行われ、5学部合わせて1,857

人の参加があった。 

 

       朝倉キャンパス                岡豊キャンパス 

諸 報 
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○ 第 59 回よさこい祭りに本学学生が参加 

8 月 10日（金）、11日（土）に開催された「第 59回よさこい祭り」に、今年も本学の学生チー

ムが多数参加した。 

医学部学生チーム「醫－KUSUSHI－」、本学学生で編成しているチーム「日章寮」、「南溟寮」、本

学学生を中心とした混成チーム「旅鯨人－たびげいにん）」「粋恋－すいれん－」「炎－ほむら－」

「南風－ぱいかじ―」「旅鯨人－たびげいにん－」の各チームが、演舞場に色とりどりの華を咲か

せ、観客から盛んな声援を受けた。 

 

日章寮                     南溟寮 

 

       旅鯨人（たびげいにん）            粋恋－すいれん－ 

 

         醫（くすし）                 炎（ほむら）         
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○ 広域医療搬送訓練を実施 

9 月 1 日（土）、医学部では、南海地震により県内医療機関も甚大な被害を受けたとの想定で、

傷病者を被災地域外に航空機で搬送する「広域医療搬送訓練」を、行政・医療機関など多数の関

係機関とともに実施した。SCU（航空機搬送臨時医療施設）設置後、全国各地から DMAT26 チーム

が参集し、高知県ドクターヘリによる広域医療搬送の一連の流れ、災害時用無線、衛星携帯電話

等の使用、トリアージ訓練など多岐にわたる訓練を行った。 

 

 

○ 附属病院 手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」を導入 

9 月 8 日（土）、医学部附属病院では、高知県から補助を受けて、高知県の医療機関では初とな

る手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」を導入した。難易度の高い内視鏡手術を安全かつ容易に行

うことができ、患者さんの体への負担軽減や早期回復などの効果が期待されている。 

今回の導入に合わせ、ロボット手術のトレーニングができるシミュレーターを、レジデントハ

ウス内の低侵襲手術教育・トレーニングセンターに購入設置し、若手医師等のトレーニング教育

をすでに実施している。 

 

「ダ・ヴィンチ」の説明を受ける関係者 
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○ 第 32 回南風
みなかぜ

祭 

10 月 6 日（土）、7 日（日）の 2 日間、岡豊キャンパスにおいて、第 32 回南風祭が行われた。

南風祭は、高知医科大学の大学祭として昭和 56年にスタートし、統合後は、医学部の大学祭とし

て開催されている。医学部ならではの医療展や講演会、健康チェック、附属病院患者さんの作品

展示、ライブ企画など多くのイベントで賑わった。 

 

 

○ 外国人留学生課外研修を実施 

10 月 27 日（土）、28 日（日）、平成 24 年度入学の外国人留学生を対象に高知県東部（安芸市、

室戸市など）への 1泊 2日の課外研修を実施、留学生 48 名と引率の教職員 10名が参加した。 

安芸市の内原野陶芸館での絵付け体験や野良時計のある美しい町並みの散策、室戸ジオパーク、

赤岡絵金蔵見学など日本の歴史・文化を学んで理解を深めるとともに、国立室戸青少年自然の家

で寝食を共にし、親睦・交流を図った。 

 

安芸市 野良時計前での集合写真 

 

○ 教員免許状更新講習シンポジウムを開催 

10 月 28（日）、高知県教員免許状更新講習実施連絡会の後援により、教員免許状更新講習シン

ポジウムを高知新聞放送会館 RKC ホールで開催し、大学関係者、学生、小・中・高校等の教員及

び高知県教育委員会関係者ら 296名が参加した。 

シンポジウムは、文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画室 鍋島豊室長の「中央教育審

議会答申について」と題した基調講演、「教員免許状更新講習から考える教員の資質向上策と研修

の在り方」と題したパネルディスカッションの 2 部構成で行われた。 
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      講演する鍋島豊室長                シンポジウムの様子 
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８月 

 1 日（水） 辞令交付 

4 日（土） オープンキャンパス（～5 日） 

６日（月） 国際交流基金助成決定通知書交付式 

１０日（金） キャンパスミーティング 

１３日（月） 一斉休業（～１５日） 

２３日（木） 国立大学協会トップセミナー（神奈川） 

       （～２４日） 

SPOD フォーラム 2012（徳島） 

人事委員会 

２４日（金） 教育組織改革実施検討本部幹事会 

２８日（火） 教育組織改革実施検討本部会 

２９日（水） 人文学部社会経済学科 AO 入試第一次 

試験 

環境保全委員会 

専攻会議（理、応用自然科学） 

相談員研修（岡豊） 

３０日（木） 常州大学表敬訪問 

３１日（金） 朝倉地区安全衛生委員会 

 

９月 

１日（土） 広域医療搬送訓練（岡豊） 

      高知大学南溟会講演会（学外） 

２日（日） 専攻会議・部門会議（黒潮圏） 

３日（月） 辞令交付 

平成 24 年度第 6 回入試企画実施機構 

会議 

学長事務総括本部会議 

教育ミーティング 

４日（火） 大学間連携共同実施委員会 

教授会・部門会議（医） 

６日（木） 四国経済連合会懇談会（学外） 

      eK4 平成 24 年度第 1 回運営委員会 

１０日（月） 全学教育機構会議 

       総合人間自然科学研究科委員会 

 

       教授会（農） 

       部門会議（農、生命環境医学） 

       学長事務総括本部会議 

       教育ミーティング 

１１日（火） 科学研究費応募説明会（岡豊、物部） 

１２日（水） 科学研究費応募説明会（朝倉） 

       教授会（人、教、理） 

       専攻会議（人、教） 

       部門会議（教、理、複合領域科学） 

１４日（金） 官公長連絡会（学外） 

       第 178 回役員会 

１９日（水） 大学マネージメントセミナー 

       「企画戦略編」（東京） 

       編入学試験（人、理） 

       土佐さきがけプログラム国際人材 AO 

       入試（～２０日） 

       教育組織改革実施検討本部幹事会 

       教育研究部会議 

       専攻会議・部門会議（教） 

２０日（木） 国立大学協会 財務・施設小員会 

       （東京） 

       秋季大学院修了式 

       教育組織改革実施検討本部会議 

２１日（金） 教育研究評議会 

       自然科学系教授会 

２４日（月） 県内図書館関係者の集い 

       学士課程運営会議 

       学長事務総括本部会議 

       教育ミーティング 

２５日（火） 辞令交付 

       第 37 回経営協議会 

       環境保全委員会 

       学長選考会議 

       教授会・専攻会議・部門会議（医） 

日 誌 
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２６日（水） 人文学部社会経済学科 AO 入試第 2 次

試験 

第 179 回役員会（拡大） 

朝倉地区安全衛生委員会 

 

１０月 

 １日（月） 辞令交付 

平成 24 第 7 回入試企画実施機構会議 

人事委員会 

学長事務総括本部会議 

朝倉キャンパス巡視 

 ３日（水） 四国国立大学協議会 

       平成 24 年度秋季中国・四国地区国立

大学長会議 

総合科学系複合領域科学部門研究発表 

 ４日（木） 全国国立大学学生指導担当副学長協議

会（学外）（～５日） 

 ５日（金） 朝倉キャンパス巡視 

 ６日（土） 第 32 回南風祭（岡豊）（～７日） 

１０日（水） 秋季大学院入学式 

第 180 回役員会 

教授会（人、教、理） 

専攻会議（人、教） 

部門会議（教、理、複合領域科学） 

１１日（木） 国立大学のミッションの再定義に関す

る説明会（東京） 

１５日（月） 全学教育機構会議 

       学長事務総括本部会議 

       総合人間自然科学研究科委員会 

       教育ミーティング 

１６日（火） 教授会（農） 

専攻会議（農、黒潮圏） 

部門会議（農、黒潮圏、生命環境医学） 

修士課程教務委員会 

１７日（水） 教育研究部会議 

       教育学部附属学校運営委員会 

２２日（月） 高知学長会議（学外） 

       学士課程運営会議 

       教育ミーティング 

２３日（火） 教授会・部門会議（医） 

２４日（水） 第 181 回役員会（拡大） 

       大学院入学試験委員会 

２５日（木） 情報公開委員会 

 

２６日（金） 平成 24 年度 JICA 集団研修閉講式 

２９日（月） 中間評価ヒアリング（東京） 

       旧制高知高等学校卒寿の集い（学外） 

       教育組織改革実施検討本部 

       教育ミーティング 

３０日（火） 留学生コンソーシアム評価委員会 

（愛媛） 

朝倉地区安全衛生委員会 

 




