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○文部科学省 平成 25 年度「地（知）の拠点整備事業」採択 

○臨床医学部門 大石拓助教が「EAACI-WAO Congress 2013」

Abstract Prize 受賞 

○平成 25 年度高知大学国際交流基金助成事業決定通知書交付式を開

催 

○ 高知大学オープンキャンパスを開催 

○ 第 60 回よさこい祭りに本学学生が参加 

○第３回 SUIJI セミナー高知大会 

○文部科学省 がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン中国・四

国高度がんプロ養成基盤プログラム第２回インテンシブコース（在

宅がん医療・緩和医療）集中セミナー 

○本学教員らの研究発表が「第 7 回日本電磁波エネルギー応用学会シ

ンポジウム」JEMEA ベストポスター賞受賞 

○農学部門 安武大輔准教授が「日本生物環境工学会」最優秀ポスタ

ー賞受賞 

○農学部門 石川勝美教授が「日本生物環境工学会」フェローの称号

および学術賞受賞 

○基礎医学部門 椛秀人教授が「第 14回日本味と匂学会」学会賞受

賞 
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○人事異動 
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○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 
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○上海海洋大学（中国）からの表敬訪問 

○平成 25 年度高知大学大学院（9 月修了）修了式・学位記授

与式 

○バーレーン医科大学（バーレーン）からの表敬訪問 

○平成 25年度高知大学大学院総合人間自然科学研究科入学式 

 

○本学が「平成 25年度高知市男女共同参画企業表彰」受賞 

○医学部附属病院に公益財団法人 骨髄移植推進財団から感

謝状贈呈 
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○櫻井克年理事（総務担当）が「第 58回日本土壌肥料学会」

学会賞受賞 
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○「四国 5大学連携による知のプラットフォーム形成事業」シンポジ

ウム 

○第 33回南風祭 

○高知大学安徽事務所開所式 

○教育学部門 土井原崇浩教授が「第 45回日展」特選受賞 

○黒潮圏科学部門 木下泉教授が「公益財団法人河川財団 河川整備

基金助成事業研究成果表彰」理事長賞受賞 

○南海地震に備えるシンポジウムⅢ 
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（34） 

（34） 
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（36） 

○海洋コア総合研究センター 徳山英一センター長に海上保

安業務協力に係る感謝状贈呈 

（32） 

○臨床医学部門 小林道也教授が「第 45回日本臨床分子形態

学会」安澄記念賞受賞 

（32） 

 

○総合研究センター防災部門  岡村眞特任教授が「日本地質

学会表彰」受賞 

（32） 

○医学部附属病院薬剤部の研究が「平成 25年度高知県産学官

連携産業創出研究推進事業」に採択 

（33） 
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○政令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 政令第 234号 第 6108号 平成 25年 8月 13日 

学校教育法施行令の一部を改正する政令 政令第 244号 号外第 186号 平成 25年 8月 26日 

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の

一部の施行期日を定める政令 
政令第 251号 号外第 190号 平成 25年 8月 30日 

麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律の

施行期日を定める政令 
政令第 252号 号外第 190号 平成 25年 8月 30日 

平成 16年度、平成 17年度、平成 19年度及び平成 20年度の国

民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合

制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関

する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴

う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 

政令第 262号 第 6126号 平成 25年 9月 6日 

国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令及び国

家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令 
政令第 282号 号外第 208号 平成 25年 9月 26日 

予防接種法施行令の一部を改正する政令 政令第 288号 号外第 208号 平成 25年 9月 26日 

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する

特別措置法施行令の一部を改正する政令 
政令第 291号 号外第 208号 平成 25年 9月 26日 

 
○省令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収

等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 94号 第 6100号 平成 25年 8月 1日 

教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 文部科学省令第 22号 第 6105号 平成 25年 8月 8日 

免許状更新講習規則の一部を改正する省令 文部科学省令第 23号 第 6105号 平成 25年 8月 8日 

労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改

正する省令 
厚生労働省令第 96号 号外第 176号 平成 25年 8月 13日 

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に

基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 
厚生労働省令第 97号 号外第 190号 平成 25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 98号 号外第 190号 平成 25年 8月 30日 

確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 99号 第 6127号 平成 25年 9月 9日 

予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する

省令 
厚生労働省令第 100号 第 6129号 平成 25年 9月 11日 

安全な血液製剤の安定供給の確保等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 103号 号外第 200号 平成 25年 9月 12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 107号 号外第 205号 平成 25年 9月 20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 109号 第 6139号 平成 25年 9月 27日 

文部科学省組織規則の一部を改正する省令 文部科学省令第 26号 第 6140号 平成 25年 9月 30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 113号 号外第 212号 平成 25年 9月 30日 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施

行規則の一部を改正する省令 
厚生労働省令第 114号 号外第 212号 平成 25年 9月 30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 116号 号外第 212号 平成 25年 9月 30日 

健康保険法施行規則及び国民年金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 6141号 平成 25年 10月 1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 120号 第 6154号 平成 25年 10月 21日 

関 係 法 令 
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○規則 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

人事院規則 9-42（指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月

額）の一部を改正する人事院規則 
人事院規則 9-42-34 第 6102号 平成 25年 8月 5日 

人事院規則 11-8（職員の定年）の一部を改正する人事院規則 人事院規則 11-8-33 第 6102号 平成 25年 8月 5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 10-12-21 第 6125号 平成 25年 9月 5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 12-0-38 第 6125号 平成 25年 9月 5日 

人事院規則 17-0（管理職員等の範囲）の一部を改正する人事

院規則 
人事院規則 17-0-108 第 6139号 平成 25年 9月 27日 

人事院規則 9-8（初任給、昇格、昇給等の基準）の一部を改正

する人事院規則 
人事院規則 9-8-77 号外第 213号 平成 25年 10月 1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 9-17-135 号外第 213号 平成 25年 10月 1日 

人事院規則 9-123（本府省業務調整手当）の一部を改正する人

事院規則 
人事院規則 9-123-13 号外第 213号 平成 25年 10月 1日 

人事院規則 10-4（職員の保健及び安全保持）の一部を改正す

る人事院規則 
人事院規則 10-4-21 号外第 213号 平成 25年 10月 1日 

人事院規則 16-0（職員の災害補償）の一部を改正する人事院

規則 
人事院規則 16-0-59 号外第 213号 平成 25年 10月 1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 9-30-83 第 6162号 平成 25年 10月 31日 

 
○告示 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

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 265号 第 6100号 平成 25年 8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 266号 第 6100号 平成 25年 8月 1日 

厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の一部を改正す

る件 

厚生労働省告示第 267号 第 6100号 平成 25年 8月 1日 

教育職員免許法施行規則附則第8項第2号イ及びロに掲げるも

のに準ずる施設として文部科学大臣が定める施設を定める件 

文部科学省告示第 132号 第 6105号 平成 25年 8月 8日 

厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等の一部

を改正する件 

厚生労働省告示第 272号 第 6111号 平成 25年 8月 16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・環境省告示

第 2号 

第 6114号 平成 25年 8月 21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 275号 第 6118号 平成 25年 8月 27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 276号 第 6118号 平成 25年 8月 27日 

特掲診察料の施設基準等の一部を改正する件 厚生労働省告示第 277号 第 6118号 平成 25年 8月 27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 278号 第 6118号 平成 25年 8月 27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 厚生労働省告示第 279号 第 6118号 平成 25年 8月 27日 
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用の額の算定方法第1項第5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 

感染症の予防及び感染症の患者の医療に関する法律施行規則

別表第 1の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部

を改正する件 

厚生労働省告示第 280号 第 6118号 平成 25年 8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 281号 第 6122号 平成 25年 9月 2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 282号 第 6122号 平成 25年 9月 2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 284号 第 6125号 平成 25年 9月 5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・環境省告示

第 3号 

第 6125号 平成 25年 9月 5日 

生物学的製剤基準の一部を改正する件 厚生労働省告示第 294号 号外第 200号 平成 25年 9月 12日 

厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品

の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 295号 号外第 200号 平成 25年 9月 12日 

国立感染症研究所試験検査依頼規程の一部を改正する件 厚生労働省告示第 296号 号外第 200号 平成 25年 9月 12日 

薬事法第 43条第 1項の規定に基づき検定を要するものとして

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 297号 号外第 200号 平成 25年 9月 12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 298号 第 6131号 平成 25年 9月 13日 

放射性医薬品基準の一部を改正する件 厚生労働省告示第 302号 号外第 205号 平成 25年 9月 20日 

厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品

の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 303号 号外第 205号 平成 25年 9月 20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 304号 号外第 205号 平成 25年 9月 20日 

医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品の一部を

改正する件 

厚生労働省告示第 305号 号外第 205号 平成 25年 9月 20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

保に関する法律第 4条第 1項の規定の承認の件 

文部科学省・環境省告示

第 3号 

第 6137号 平成 25年 9月 25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 307号 第 6139号 平成 25年 9月 27日 

厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品

の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 308号 第 6139号 平成 25年 9月 27日 

生物学的製剤基準の一部を改正する件 厚生労働省告示第 309号 第 6139号 平成 25年 9月 27日 

薬事法第 43条第 1項の規定に基づき検定を要するものとして

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 310号 第 6139号 平成 25年 9月 27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 311号 号外第 210号 平成 25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当たり用いる率を定める件 

厚生労働省告示第 312号 号外第 210号 平成 25年 9月 27日 

公文書等の管理に関する法律施行令第 5条第 1項第 4号の規定

に基づき、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設

であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究

用の資料について同令第 6条の規定による適切な管理を行う

ものを指定する件の一部を改正する件 

内閣府告示第 213号 第 6140号 平成 25年 9月 30日 

厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の一部を改正す

る件 

厚生労働省告示第 313号 第 6140号 平成 25年 9月 30日 
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厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定

める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能

評価係数Ⅱの一部を改正する件 

厚生労働省告示第 314号 第 6140号 平成 25年 9月 30日 

労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する

単体たる化学物質及び化合物（合金を含む。）並びに厚生労働

大臣が定める疾病を定める件 

厚生労働省告示第 316号 号外第 212号 平成 25年 9月 30日 

ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針 厚生労働省告示第 317号 号外第 212号 平成 25年 9月 30日 

薬事法第 2条第 5項から第 7項までの規定により厚生労働省大

臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機

器の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 319号 号外第 212号 平成 25年 9月 30日 

薬事法施行令第 80条第 2項第 7号ハ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の指定する高度管理医療

機器の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 320号 号外第 212号 平成 25年 9月 30日 

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基

準に関する省令第4条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指

定する医療機器の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 321号 号外第 212号 平成 25年 9月 30日 

補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した

財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、

又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件の一部を

改正する件 

文部科学省告示第 138号 第 6141号 平成 25年 10月 1日 

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定

める性能等の一部を改正する告示 

厚生労働省告示第 326号 第 6141号 平成 25年 10月 1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 327号 第 6141号 平成 25年 10月 1日 

薬事法第 23条の 2第 1項の規定により厚生労働大臣が基準を

定めて指定する医療機器の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 332号 第 6145号 平成 25年 10月 7日 

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第

44条の規定により造血幹細胞提供支援機関の指定をした件 

厚生労働省告示第 333条 第 6150号 平成 25年 10月 15日 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施

行規則別表第 1の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 338号 第 6159号 平成 25年 10月 28日 

公文書等の管理に関する法律施行令第 5条第 1項第 4号の規定

に基づき、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設

であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究

用の資料について同令第 6条の規定による適切な管理を行う

ものを指定する件の一部を改正する件 

内閣府告示第 243号 第 6162号 平成 25年 10月 31日 

 
○公告 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

平成 24年度文部科学省共済組合の決算、独立行政法人国立印

刷局の役員の任命関係 
特殊法人等 第 6103号 平成 25年 8月 6日 

平成 24年度事業年度財務諸表等関係（国立大学法人） 特殊法人等 号外第 218号 平成 25年 10月 7日 

 
○官庁事項 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

労働安全衛生法第 28条第 3項の規定に基づく健康障害を防止

するための指針に関する公示 
厚生労働省 第 6141号 平成 25年 10月 1日 
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○国家試験 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

国家試験 保険師国家試験の施行 厚生労働省 号外第 168号 

国家試験 助産師国家試験の施行 厚生労働省 号外第 168号 

国家試験 看護師国家試験の施行 厚生労働省 号外第 168号 

国家試験 
保健師助産師看護師試験

委員の公告 
厚生労働省 号外第 168号 
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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債権管理事務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 25年９月２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債権管理事務取扱規則の一部を改正する規則 

国立大学法人高知大学債権管理事務取扱規則（平成 16年規則第 84号）の一部を次のように改正する。 

 別紙第 10号様式（第 7条関係）を次のように改める。 

平 成   年   月  

日 

  〒 

 

                      国立大学法人 

               様               高知大学 

                      〒780-8520 

                       高知市曙町２丁目５－１ 

                       ℡ 088-844-8125 

学生番号： 

 

督   促   状 

 

  あなたが保証人となっている本学学生       の授業料がいまだに納付されて 

おりませんので、至急下記のとおり納付してください。 

  直ちに納付されないときは高知大学学則により本人が除籍されますので念のため申し 

添えます。 

 

● 口座振替手続者 

必ず、次回口座振替日【最終】（下記に記載）の前日までに入金しておいてください。 

● 上記以外の者 

本学指定の振込用紙（送付済）にて至急振込手続きをしてください。 

なお、振込用紙を紛失等されている場合は、経理課までご連絡いただくか、下記の 

納付場所へ至急納付してください。 

医学部・農学部以外の学生・・・財務部経理課（朝倉キャンパス） 

医学部学生・・・・・・・・・・医学部・病院事務部会計課（岡豊キャンパス） 

農学部学生・・・・・・・・・・総務部物部総務課（物部キャンパス） 

  

                       記 

 

内        訳 

   年度  分  授業料 円 

合 計                 

円 

学 内 規 則 
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<指定口座情報> 

 

銀行名  ：                 支店名 ：    

口座種別 ： 

口座番号 ： 

口座名義 ： 

次回振替日   平成   年   月   日 

   

                                                           

附 則（平成 25年９月２日規則第 35号） 

この規則は、平成 25年９月２日から施行し、平成 25年４月１日から適用する。 

 

改正理由 

   平成 24 年度第２学期から授業料徴収月の変更（第１学期 4 月→5 月、第２学期 10 月→11 月）のた

め関係規則の改正を行ったが、改正手続きを進める過程（第 44回全学財務委員会審議）において、口

座振替について、従前は各学期の最終月（第１学期 9 月、第２学期 3 月）を除く各月に実施していた

取扱いを、各学期の最終月にも口座振替を実施する取扱いに改めることとなった。 

この際、徴収事務の実務上の取扱い変更で対応可能と考え規則等の改正は行っていなかったが、規

則上に規定されている督促状の様式が、通常の督促状には次回口座振替に関する情報等が記載される

様式となっているのに対し、最終の督促状については口座振替に関する情報等を記載する様式となっ

ていなかった。 

このため、最終の督促状にも口座振替に関する情報等を記載する必要があるため、今回、平成 25

年度第１学期の最終督促（9月 1日）を行うにあたり、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 36 号 

国立大学法人高知大学公印規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 25年９月４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公印規則の一部を改正する規則 

国立大学法人高知大学公印規則（平成 16年規則第 13号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２（第３条、第７条関係）中 

「 

高知大学大学院人文社会科学研究科長の印 23 総務課長 人文事務室長 

高知大学大学院教育学研究科長の印 23 総務課長 教育事務室長 

                                     」を削り、 

 同表に次のように加える。 

高知大学 SUIJI推進室長の印 20 物部総務課長 学務係長 

別表第３（第３条、第７条関係）中 

「 

高知大学大学院人文社会科学研究科

長証明の印 

20 学務課長 全学教育係長 学生関係諸証明

用 

高知大学大学院教育学研究科長証明 20 学務課長 全学教育係長 学生関係諸証明
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の印 用 

                                     」を削る。 

   附 則（平成 25年９月４日規則第 36号） 

この規則は、平成25年９月４日から施行する。 

 

改正理由 

１ 人文社会科学研究科及び教育学研究科に在学する学生がいなくなったため、人文社会科学研究科長の

印、教育学研究科長の印、人文社会科学研究科長証明の印及び教育学研究科長証明の印を廃止するもの

である。 

２ 6 大学 SUIJI 推進室間の公文書および高知県内フィールドで実施する SUIJI-SLP（サービスラーニン

グ・プログラム）への参加学生に交付する修了証等に押印するため、推進室長の印を作成するものであ

る。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 37 号 

高知大学国際・地域連携センター規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 25年９月３日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学国際・地域連携センター規則の一部を改正する規則 

高知大学国際・地域連携センター規則（平成 17年規則第 525号）の一部を次のように改正する。 

第４条第６項中「専任担当教員・兼務教員」を「専任担当教員又は兼務教員」に改め、同項を第７項と

し、同条第５項中「専任担当教員・兼務教員」を「専任担当教員又は兼務教員」に改め、同項を第６項と

し、同条第４項中「専任担当教員・兼務教員」を「専任担当教員又は兼務教員」に改め、同項を第５項と

し、同条第３項中「専任担当教員・兼務教員」を「専任担当教員又は兼務教員」に改め、同項を第４項と

し、同条第２項中「教職員」を「職員」に改め、同項を第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ センターに、国立大学改革強化推進補助金事業「四国５大学連携による知のプラットフォーム形成事

業」の共同実施に関する協定書第２条に定める「四国産学官連携イノベーション共同推進機構（以下「四

国共同機構」という。）の構築」事業に係るサテライトオフィス（以下「四国共同機構サテライトオフィ

ス」という。）を置く。 

同条第７項の次に次の１項を加える。 

８ 四国共同機構サテライトオフィスは、四国共同機構アソシエイトで組織する。 

第５条に次の１号を加える。 

(5)  四国共同機構サテライトオフィス 

ア 四国共同機構に関すること。 

第６条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 四国共同機構アソシエイト 

第 11条（見出しを含む。）中「・」を「及び」に改める。 

第 14条を第 15条とし、第 13条を第 14条とし、第 12条を第 13条とし、第 11条の次   に次の１条

を加える。 

（四国共同機構アソシエイト） 

第 12条 四国共同機構アソシエイトは、センター長の業務を助け、四国共同機構サテライトオフィスの

業務を処理する。 

２ 四国共同機構アソシエイトは、本学職員から学長が指名する。 

附 則（平成 25年９月３日規則第 37号） 

 この規則は、平成 25 年 10月１日から施行する。 
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改正理由 

四国産学官連携イノベーション共同推進機構の設立に伴い、高知大学国際・地域連携センターにサテ

ライトオフィスが設置されることに伴う規則変更及び字句の修正のための改正。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 38 号 

高知大学医学部附属病院長候補者選考規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 25年９月 10日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学医学部附属病院長候補者選考規則の一部を改正する規則 

高知大学医学部附属病院長候補者選考規則（平成 21年規則第 27号）の一部を次のように改正する。 

別表（第６条関係）第１次選考の選挙資格者表医療職（二）の項中「栄養管理室長」を「栄養管理部副

部長」に改め、「主任理学療法士」を「リハビリテーション部技士長、リハビリテーション部副技士長、臨

床工学技士長」に改める。 

 

附 則（平成 25年９月 10日規則第 38号） 

 この規則は、平成 25年９月 10日から施行する。 

 

改正理由 

平成 23年４月 1日から、それまでの栄養管理室に代わり栄養管理部が新たに設置され、栄養管理部副

部長が置かれたこと、平成 24年４月 1日から、リハビリテーション部に新たに技士長、副技士長が置か

れたことに伴い主任理学療法士の権限が移行されたこと及び平成 24年 4月 1日から、新たに設置された

臨床工学部に臨床工学技士長が置かれたことに伴い、第１次選考の選挙資格者の改正を行う。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 39 号 

 高知大学総合教育センター入試部門四国地区国立大学連合アドミッションセンター 

高知大学サテライトオフィス規則を次のように定める。 

  平成 25年９月 19日 

 国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学総合教育センター入試部門四国地区国立大学連合アドミッションセンター 

高知大学サテライトオフィス規則 

 （趣旨） 

第１条 高知大学総合教育センター入試部門に四国地区国立大学連合アドミッションセンター高知大学サ

テライトオフィス(以下「高知大学サテライトオフィス」という。)を置き、高知大学総合教育センター

規則第 11条の規定に基づき、必要な事項を定める。 

 （目的） 

第２条 高知大学サテライトオフィスは、国立大学改革強化推進補助金事業「四国５大学連携による知の

プラットフォーム形成事業」の共同実施に関する協定に基づき、徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、

愛媛大学及び高知大学の緊密な連携の下で、四国地区国立大学連合アドミッションセンターの設置とＡ

Ｏ入試の共同実施により、地区全体で学生の質保証を行うことを目的とする。 

 （業務） 

第３条 高知大学サテライトオフィスは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。 
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(1) 愛媛大学に置かれる四国地区国立大学連合アドミッションセンター並びに徳島大学、鳴門教育大学

及び香川大学に置かれるサテライトオフィスと一体的に入学志願者の資質や適性を総合的に評価す

るＡＯ入試等（以下「新入試」という。）の企画及び実施準備に関すること。 

(2) 新入試の広報に関すること。 

(3) 新入試に係る出願者の選考業務に関すること。 

(4) 新入試に係る入学予定者の入学前教育に関すること。 

(5) 新入試に係る入学者の成績等の追跡に関すること。 

(6) 高大接続及び入試制度に関する調査・分析に関すること。 

(7) 共同実施を円滑に実施するための大学内の調整に関すること。 

(8) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第４条 高知大学サテライトオフィスに、次の各号に掲げる職員を置く。 

(1)  アドミッションオフィサー 

(2) 兼務教員 

(3) 高知大学サテライトオフィス職員 

２ アドミッションオフィサーは、高知大学サテライトオフィスの業務を掌理する。 

３ 兼務教員及び高知大学サテライトオフィス職員は、高知大学サテライトオフィスの業務を処理し、従

事する。 

４ 第１項に掲げる職員は、学長が指名し、任命する。 

  （委員会） 

第５条 高知大学サテライトオフィスの円滑な運営を図るため、その運営に関する委員会を置くことがで

きる。 

 （事務） 

第６条 高知大学サテライトオフィスに関する事務は、学務部入試課において処理する。 

 （雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、高知大学サテライトオフィスの運営に関し必要な事項は、アドミ

ッションオフィサーが別に定める。 

   附 則 

この規則は、平成 25年 10月 1日から施行する。 

 

   制定理由 

  国立大学改革強化推進補助金事業「四国５大学連携による知のプラットフォーム形成 

事業」の共同実施に関する協定に基づき、「四国地区国立大学連合アドミッションセンタ 

ーの設置と AO入試の共同実施」を推進するため、本学総合教育センター入試部門に高 

知大学サテライトオフィスの設置等に関する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 40 号 

 高知大学総合教育センター大学教育創造部門大学連携 e‐Learning教育支援センター 

四国高知大学分室規則を次のように定める。 

  平成 25年９月 19日 

 国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学総合教育センター大学教育創造部門大学連携 e-Learning教育支援 

センター四国高知大学分室規則 

（趣旨） 
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第１条 高知大学総合教育センター大学教育創造部門に大学連携 e-Learning 教育支援センター四国高知

大学分室（以下「センター分室」という。）を置き、高知大学総合教育センター規則第 11 条の規定に基

づき、必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 センター分室は、国立大学改革強化推進補助金事業「四国５大学連携による知のプラットフォー

ム形成事業」の共同実施に関する協定に基づき、徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学及び高

知大学（以下「四国地区国立大学」という。）の緊密な連携の下で、「四国における e-Knowledge を基盤

とした大学間連携による大学教育の共同実施」を推進し、教育の質の向上を図ることを目的とする。 

（業務） 

第３条 センター分室は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。 

 (1) 大学教育・大学院教育の共同実施に関すること。 

 (2) 四国地区国立大学で相互補完した教養・専門教育コンテンツ群の開発に関すること。 

 (3) 大学教育・大学院教育の共同実施を円滑にするための学内調整に関すること。 

 (4) その他前条の目的を達成するために必要なこと。 

（組織） 

第４条 センター分室に、次の各号に掲げる室員を置く。 

 (1) 分室長 

 (2) 分室教員 

 (3) 分室職員 

２ 分室長は、分室の業務を掌理する。 

３ 分室教員及び分室職員は、分室の業務を処理し、従事する。 

４ 第１項に掲げる室員は、学長が指名し、任命する。 

（任期） 

第５条 前条第１項第１号に掲げる分室長の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、分室長が欠け

た場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員会） 

第６条 センター分室の円滑な運営を図るため、その運営に関する委員会を置くことができる。 

（事務） 

第７条 センター分室に関する事務は、学務部学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、センター分室の運営に関し必要な事項は、分室長が別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成 25年 10月１日から施行する。 

２ この規則の施行後、最初に任命される第４条第１項第１号の分室長の任期は、第５条の規定にかかわ

らず、平成 27年３月 31日までとする。 

 

   制定理由 

  国立大学改革強化推進補助金事業「四国５大学連携による知のプラットフォーム形成業」の共同実施

に関する協定に基づき、「四国における e‐Knowledge を基礎とした大学間連携による大学教育の共同実

施」を推進するために、本学総合教育センター大学教育創造部門に高知大学分室（センター分室）の設

置等に関する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 

 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則を次のように定める。 



 
 
 
 
 
第 23号               高 知 大 学 学 報         平成 25年 11月  （14） 

 
  平成 25年９月 25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国際・地域連携推進機構規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人高知大学組織規則第 10条第１項の規定に基づき国立大学法人高知大学

に設置する国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構（以下「機構」という。）に関し、同条第２項

の規定に基づき必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 機構は、高知大学の 国際連携及び地域連携に関し、全学的な連携及び学外機関との連携を通じ、

「高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業」等各種事業を円滑に実施するとともに、高知

大学が行う 教育、研究及び社会貢献の国際志向及び地域志向を 推進することを目的と する。 

 （任務） 

第３条 機構は、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 高知大学の国際連携及び地域連携の総括に関すること。 

(2) 「高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業」等各種事業の実施に関すること。 

(3) 高知大学が行う教育、研究及び社会貢献の国際志向及び地域志向の推進に関すること。 

(4) その他必要な国際連携及び地域連携に関すること。 

２ 機構の業務については、国際・地域連携センター及び関係部署が連携して行うものとする。 

(機構長及び副機構長)  

第４条 機構に、機構長及び副機構長を置く。 

２ 機構長は、学長をもって充てる。 

３ 副機構長は、理事（総務担当）をもって充てる。 

(機構会議) 

第５条 機構に、全学的な連絡調整その他機構に関する重要事項を審議するため、機構会議を置く。 

２ 機構会議については、別に定める。 

 （事務） 

第６条 機構の事務は、関係各課の協力を得て、研究国際部地域連携課において処理する｡ 

 （雑則） 

第７条 この規則に定めるほか、必要な事項は別に定める｡ 

附 則 

この規則は、平成 25年９月 25日から施行し、平成 25年９月１日から適用する。 

 

 制定理由 

「平成２５年度文部科学省大学改革推進等補助金 地（知）の拠点整備事業」に、本 

学が申請した『高知大学インサイド・コミュニティ・システム（KICS）化事業』が採択 

されたことから、同事業の実施に向けて、国際・地域連携推進機構を設置し、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 42 号 

 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議規則を次のように定める。 

  平成 25年９月 25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国際・地域連携推進機構会議規則 



 
 
 
 
 
第 23号               高 知 大 学 学 報         平成 25年 11月  （15） 

 
（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則第５条第２項の規定に基づき、

国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議（以下「機構会議」という。）に関し必要な事項を定

める。 

（組織） 

第２条 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 国際・地域連携推進機構長 

(2) 国際・地域連携推進機構副機構長 

(3) 理事（教育担当） 

(4) 理事（研究担当） 

(5) 理事（地域（社会）連携担当） 

(6) 総合教育センター長 

(7) 国際・地域連携センター長 

(8) 事務局長 

(9) その他国際・地域連携推進機構長が必要と認めた者 

（審議事項） 

第３条 機構会議は、次の各号に掲げる重要事項を審議する。 

(1) 高知大学の国際連携及び地域連携の総括に関すること。 

(2) 国際連携及び地域連携に関する全学的な連携及び学外機関との連携の総括に関すること。 

(3) 「高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業」等各種事業の実施に関すること。 

(4) 高知大学が行う教育、研究及び社会貢献の国際志向及び地域志向の推進に関すること。 

(5) その他必要な国際連携及び地域連携に関すること。 

（議長等） 

第４条 機構会議に、議長及び副議長を置く。 

２ 議長は、国際・地域連携推進機構長をもって充てる。 

３ 副議長は、国際・地域連携推進機構副機構長をもって充てる。 

４ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長の職務を代行する。 

（議事） 

第５条 機構会議は、委員の２分の１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、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 議長が必要と認めたときは、機構会議に委員以外の者を出席させることができる。 

（事務） 

第７条 機構会議の事務は、関係各課の協力を得て、研究国際部地域連携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、機構会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。 

附 則 

この規則は、平成 25年９月 25日から施行し、平成 25年９月１日から適用する。 

    

制定理由 

「平成２５年度文部科学省大学改革推進等補助金 地（知）の拠点整備事業」に、本学が申請した『高

知大学インサイド・コミュニティ・システム（KICS）化事業』が採択されたことから、同事業の実施に

向けて、国際・地域連携推進機構会議を設置し、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 43 号 

 高知大学倫理・人権・苦情処理委員会規則の一部を改正する規則を次のように定める。 



 
 
 
 
 
第 23号               高 知 大 学 学 報         平成 25年 11月  （16） 

 
  平成 25年９月 25日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏   

 

高知大学倫理・人権・苦情処理委員会規則の一部を改正する規則 

 高知大学倫理・人権・苦情処理委員会規則（平成 16年規則第 401号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第１号を次のように改める。 

(1) 安全・安心機構長 

同項中第７号を第８号とし、第２号から第６号を１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 安全・安心機構倫理・人権部門長 

 同条第２項中「前項第２号、第３号、第６号及び第７号」を「前項第３号、第４号、第７号及び第８号」

に改め、同条第３項中「理事（総務担当）」を「安全・安心機構長」に改める。 

 第５条第１項中「３分の２以上」を「２分の１以上」に改める。 

 第７条第２項第１号を次のように改める。 

(1) 安全・安心機構長 

同項中第４号を第５号に、第３号を第４号に、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 安全・安心機構倫理・人権部門長 

 同条第３項中「理事（総務担当）」を「安全・安心機構長」に改める。  

   附 則（平成 25年９月 25日規則第 43号） 

 この規則は、平成 25年９月 25日から施行する。 

 

改正理由 

副理事が設置され安全・安心機構長に指名されたことに伴い、倫理・人権・苦情処理委員会の円滑な

運営のため、委員会委員及び幹事会委員にかかる規則の改正を行う。 

  併せて、委員会の開催を円滑にし、案件の早期解決を図るため、定足数について改正を行う。 

 

 

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宇佐野外活動施設貸付規則を廃止する規則を次のように定める。 

  平成 25年９月 25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宇佐野外活動施設貸付規則を廃止する規則 

 国立大学法人高知大学宇佐野外活動施設貸付規則（平成 16年規則第 95号）を廃止する。 

 附 則 

 この規則は、平成 25年９月 25日から施行する。 

 

   廃止理由 

  第 198回役員会（平成 25年 7月 10日開催）において施設の利用停止が承認されたため。 

国立大学法人高知大学規則第 45 号 



 
 
 
 
 
第 23号               高 知 大 学 学 報         平成 25年 11月  （17） 

 
 国立大学法人高知大学宇佐外国人研究者等宿泊施設貸付規則を廃止する規則を次のように定める。 

  平成 25年９月 25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宇佐外国人研究者等宿泊施設貸付規則を廃止する規則 

 国立大学法人高知大学宇佐外国人研究者等宿泊施設貸付規則（平成 16年規則第 96号）を廃止する。 

 附 則 

 この規則は、平成 25年９月 25日から施行する。 

 

   廃止理由 

  第 198回役員会（平成 25年 7月 10日開催）において施設の利用停止が承認されたため。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 46 号 

高知大学医学部看護学科授業科目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 25年９月 30日   

               国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

   

 高知大学医学部看護学科授業科目履修規則の一部を改正する規則 

高知大学医学部看護学科授業科目履修規則（平成 16年規則第 229号）の一部を次のように改正する。 

 別表１ 教育課程表(看護学科)(第２条、第３条第４項関係)専門科目の項中 

「 

  

                                        」を 

「 

 

 

                                        」に、 

「73」を「74」に改め、同表卒業要件単位数計の項中「127」を「128」に改める。 

附 則（平成 25年９月 30日規則第 46号） 

この規則は、平成 26 年４月１日から施行する。ただし、平成 25 年度以前の入学生については、改正後

の本規則にかかわらず、なお従前の例による。 

 

改正理由 

 災害時における看護支援の基礎的知識を修得すべく、授業科目「医療安全論Ⅱ［演］」内の一部で講義を

実施してきたが、さらなる充実をはかるため、授業科目「災害看護学［演］」を新設し、災害発生時に対応

できる看護師養成に取り組む。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 47 号 

国立大学法人高知大学公印規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

医療安全論Ⅱ 1(15)

災害看護学[演] 1(30)

医療安全論Ⅱ[演] 1(30)



 
 
 
 
 
第 23号               高 知 大 学 学 報         平成 25年 11月  （18） 

 
平成 25年 10月 29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公印規則の一部を改正する規則 

国立大学法人高知大学公印規則（平成 16年規則第 13号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２（第３条、第７条関係）中 

「 

高知大学大学院理学研究科長の印 23 総務課長 理学事務室長 

                                     」を削る。 

別表第３（第３条、第７条関係）中 

「 

高知大学大学院理学研究科長証明の

印 

20 学務課長 全学教育係長 学生関係諸証明

用 

                                     」を削る。 

   附 則（平成 25年 10月 29日規則第 47号） 

この規則は、平成25年10月29日から施行する。 

 

改正理由 

 理学研究科に在学する学生がいなくなったため、理学研究科長の印及び理学研究科長証明の印を廃止

するものである。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 48 号 

高知大学国際連携推進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 25年 10月 17日 

国立大学法人高知大学長 脇口 宏 

 

高知大学国際連携推進委員会規則の一部を改正する規則 

高知大学国際連携推進委員会規則（平成 18年規則第４号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第12条第２項」を「第13条第２項」に改める。 

附 則（平成25年10月17日規則第48号） 

この規則は、平成25年10月17日から施行し、平成25年10月１日から適用する。 

 

改正理由 

高知大学国際・地域連携センター規則第12条に四国共同機構アソシエイトに関する規定を追加したこ

とにより、本規則第１条で引用していた国際・地域連携センター規則の条にずれが生じたため。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 49 号 

 高知大学国際・地域連携センター利用規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 25年 11月 14日 

国立大学法人高知大学長 脇 口   宏 

 

高知大学国際・地域連携センター利用規則の一部を改正する規則 

高知大学国際・地域連携センター利用規則（平成 17年規則第 570号）の一部を次のように改正する。 



 
 
 
 
 
第 23号               高 知 大 学 学 報         平成 25年 11月  （19） 

 
第１条中「第 14条」を「第 15条」に改める。 

   附 則（平成 25年 11月 14日規則第 49号） 

 この規則は、平成 25年 11月 14日から施行し、平成 25年 10月１日から適用する。 

 

   改正理由 

高知大学国際・地域連携センター規則第12条に四国共同機構アソシエイトに関する規定を追加したこ

とにより、本規則第１条で引用していた国際・地域連携センター規則の条にずれが生じたため。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 50 号 

高知大学土佐さきがけプログラム運営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 25年 10月 16日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学土佐さきがけプログラム運営委員会規則の一部を改正する規則 

高知大学土佐さきがけプログラム運営委員会規則（平成 23年規則第 105号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) ＴＳＰ専任教員 

   附 則（平成25年10月16日規則第50号） 

 この規則は、平成25年10月16日から施行する。 

 

改正理由 

土佐さきがけプログラムにおいて、専任教員が運営委員会の構成員として運営業務に携わっていくための

改正。 

 



○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
H25.8.30 森澤　憲 医療学系臨床医学部門　特任助教 医療学系臨床医学部門　助教
H25.8.31 片岡　優子 医療学系臨床医学部門　特任教授

高尾　俊弘 医療学系看護学学部門　教授
河野　充彦 医療学系臨床医学部門　助教

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H25.8.1 馬場　裕一 医療学系臨床医学部門　助教
H25.8.31 森澤　憲 医療学系臨床医学部門　特任助教 医療学系臨床医学部門　助教
H25.9.1 浅野　健人 医療学系医学教育部門　特任准教授

森信　繁 医療学系臨床医学部門　教授
古谷　博和 医療学系臨床医学部門　教授

H25.10.1 海野　晋悟 人文社会科学系人文社会科学部門　講師

喜多尾　哲 人文社会科学系教育学部門　講師
幸　篤武 人文社会科学系教育学部門　助教
横畠　悦子 医療学系臨床医学部門　助教
藤本　飛鳥 教育学部附属小学校　教諭
柴田　雄介 総合教育センター　特任講師
KERN　JENNIE　YGUICO 総合教育センター　特任講師
唐　千友 国際・地域連携センター　特任准教授

下方　晃博 国際・地域連携センター　特任助教

【任用更新】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.8.1 北川　博之 医療学系臨床医学部門　助教

弘瀨　かほり 医療学系臨床医学部門　助教
高石　樹朗 医療学系臨床医学部門　助教
西山　一美 教育学部附属中学校　教諭

H25.10.1 平野　伸二 医療学系基礎医学部門　准教授
H25.10.31 藤本　飛鳥 教育学部附属小学校　教諭

【昇任】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.8.1 大塚　智子 医療学系医学教育部門　准教授 医療学系医学教育部門　助教

[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
H25.8.31 山本　和弘 医学部・病院事務部施設管理課建築係技術職員

H25.9.29 山崎　智紀 総務部総務課長
H25.9.30 佐藤　宏通 医学部・病院事務部長

東　新一 医学部・病院事務部学生課学生支援係長

【出向】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.8.1 山下　美緒 独立行政法人日本学術振興会研究事業部研究助成第一課研究助成第二係係員 総務部人事課付（独立行政法人日本学術振興会フェロー）

佐々木　和久 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学生課生活支援係長 学務部入試課入試広報室入試広報係長
鈴木　敦士 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係員 医学部・病院事務部会計課外部資金担当係係員

安井　理絵 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財務係係員 財務部財務課決算係係員
西森　朋香 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学生課教務係係員 研究国際部研究推進課研究助成係係員

【採用】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.8.1 谷脇　源太 総務部人事課人事管理係係員
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人  事 



発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
隅田　友里 財務部経理課出納係係員
依光　奈津 医学部・病院事務部会計課外部資金担当係係員

大熊　絵理菜 医学部・病院事務部医事課地域医療連携係係員医療ソーシャルワーカー（命）

H25.10.1 森下　元文 総務部総務課長

【採用（転籍）】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.8.1 林　和也 財務部施設企画課課長補佐 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

【復帰】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.8.1 岩崎　奈津美 総務部物部総務課学務室学務係係員 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係員

辻　明代 財務部財務課専門職員（決算担当） 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財務係主任

溝渕　浩 学務部入試課入試広報室入試広報係長 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学生課学生支援課係長

手嶋　利枝 医学部・病院事務部学生課大学院系主任 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学生課教務係主任

【研修生期間終了】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.8.1 西川　智行 総務部人事課共済係係員 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

【昇任】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.8.1 森田　ひとみ 総務部人事課安全衛生係長 総務部人事課給与認定係主任

名和　恵 総務部物部総務課学務室学務係長 総務部物部総務課学務室学務係主任
筒井　要一郎 総務部物部総務課学務室学務課主任 総務部物部総務課学務室学務係係員
野口　 　悟 研究国際部学術情報課情報係長 医学部・病院事務部学生課大学院係主任
前田　英武 医学部・病院事務部医事課地域医療連携係主任医療ソーシャルワーカー（命） 医学部・病院事務部医事課地域医療連携係係員医療ソーシャルワーカー（命）

田邊　和廣 医学部・病院事務部施設管理課機械係主任 医学部・病院事務部施設管理課機械係係員

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係員

H25.10.1 西村　仁秀 医学部・病院事務部長 法人企画課長
中島　一浩 医学部・病院事務部次長 財務部財務課長

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.8.1 土居　千里 総務部総務課法規係主任
 総務部総務課小津地区事務室小津地区学校係主任 

廣瀬　賢二 総務部人事課専門職員
 総務部人事課付専門職員
岡林　徹 総務部人事課専門職員 財務部施設企画課総務係係長
市川　美波 総務部人事課給与認定係係員
 財務部経理課出納係係員
松本　光代 総務部総務課小津地区事務室小津地区学校係長
 学務部学務課教育支援室理学部教務係係長

松岡　美紀 総務部物部総務課学務室学生支援係長
 総務部物部総務課学務室学務係長
天畠　慎一 財務部財務課予算企画係係員 学務部学生支援課学生支援・課外活動係係員

弘瀬　公美子 財務部財務課予算企画係係員 財務部財務課予算管理係係員
若狭　忠司 財務部経理課長 学長事務総括本部付課長
山田　和弥 財務部施設企画課活用係技術職員 財務部施設整備課建築係技術職員
有藤　壽子 財務部施設整備課建築係技術職員 財務部施設企画課活用係技術職員
洞口　由美 研究国際部研究推進課研究推進係長 総務部人事課安全衛生係長
濵田　昌代 研究国際部研究推進課研究助成係主任 総務部人事課人事管理係主任
有本　浩紀 研究国際部学術情報課窓口サービス係係員
 医学部・病院事務部会計課医学情報・経営分析係係員

岡本　優 研究国際部地域連携課知的財産係長
 学務部入試課総務係長
武内　智之 学務部学務課総合教育センター事務係長
 研究国際部地域連携課知的財産係長
松岡　美保 学務部学生支援課専門職員 学務部学生支援課学生支援・課外活動係長

町田　啓介 学務部学生支援課学生支援・課外活動係長
 総務部物部総務課学務室学生支援係長
井上　世志子 学務部入試課総務係長
 研究国際部研究推進課研究推進係長
有澤　英之 学務部学務課教育支援室理学部教務係長 学務部学務課総合教育センター事務係長
下元　仁子 医学部・病院事務部総務企画課調査・広報係係員 医学部・病院事務部総務企画課総務係係員

赤木　正美 医学部・病院事務部総務企画課職員係主任

 医学部・病院事務部総務企画課教室等支援室主任

谷岡　賢治 医学部・病院事務部会計課専門職員 研究国際部学術情報課情報係長
H25.9.1 佐藤　宏之 研究国際部地域連携課地域連携・再生係係員 財務部財務課予算企画係係員

洞口　武文 医学部・病院事務部会計課専門員 研究国際部研究推進課海洋コア室長
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発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.10.1 沖　淳一 財務部財務課長 医学部・病院事務部会計課長

吉田　亮太 係員 医学部・病院事務部会計課 病院担当係 総務部人事課共済係係員

[病院職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.8.31 入野　汐香 医学部附属病院　栄養管理部栄養士
H25.9.30 梶田　賢 医学部附属病院　看護部看護師

森　恵理子 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H25.8.1 佐竹　美緒 医学部附属病院　看護部看護師（有期）

H25.9.1 津野　紗矢香 医学部附属病院　栄養管理部栄養士（有期）

○叙位・叙勲
　　　 元高知大学教育学部事務長　　酒　井　　昭　雄
　　　　　　 　 　　　　（平成25年9月19日死亡）

　　　　　　叙位　正六位（平成25年9月20日付）

　　　　　　叙勲　瑞宝双光章
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第２００回 役員会（９月１１日） 

議事 

審議事項  

１．国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構の設置及び関係規則の制定について 

２．大学教員の採用人事について 

３．高知大学土佐さきがけプログラム推奨学事業実施要項の一部改正について 

４．総合人間自然科学研究科教育学専攻特別支援教育コース短期履修プログラムの設置について 

５．平成 26年度学年暦及び年間行事予定について 

６．戦争遺跡「旧高知海軍航空隊通信所跡」の保存及び上部土地の活用に関する基本方針について 

７．土地の譲渡について 

８．人事委員会の審議事項について 

報告事項 

１．安徽大学との覚書に基づく高知大学中国語センターへの受入れ教員について 

２．大学教員採用人事の変更について 

３．高知大学教職員による賃金の返還請求訴訟（未払い賃金等請求事件）について 

４．平成 25年度進学担当者説明会について 

５．平成 25年度オープンキャンパスについて 

６．平成 26年度農学部第３年次編入学試験について 

７．平成 26年度概算要求について 

８．公的研究費の適正な執行について 

９．その他 

 

第２０１回役員会（９月２５日） 

議事 

審議事項 

１．国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構の設置及び関係規則の制定について 

２．「高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業」に関する連携協定の締結について 

３．倫理・人権・苦情処理委員会規則の一部改正について 

４．総合人間自然科学研究科教育学専攻特別支援教育コース短期履修プログラムの設置について 

５．平成 26 年度学年暦及び年間行事予定について 

６．国立大学法人高知大学と独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の教育研究への連携・ 

協力に関する協定について 

７．平成 24 年度間接経費等決算及び平成 25 年度間接経費等執行計画について 

８．土地の譲渡について 

９．国立大学法人高知大学宇佐野外活動施設貸付規則及び国立大学法人高知大学宇佐外国人研究者等宿泊施設

貸付規則の廃止について 

報告事項 

１．「四国５大学連携による知のプラットフォーム形成事業」の進捗状況について 

２．平成 25年度国際交流基金助成事業について 

３．平成 25年度第１四半期までの財務状況について 

４．平成 25年度第１四半期の資金管理状況について 

５．規則の制定等について 

会 議 



 

 
第 23号                 高 知 大 学 学 報           平成 25年 11月  （24） 

 

 

第２０２回役員会（１０月９日） 

議事 

審議事項 

１．大学教員の採用人事について 

報告事項 

１．平成 24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 

３．その他 

 

第４５回経営協議会（９月２４日） 

議事 

審議事項 

１．平成 25年度「地（知）の拠点整備事業」（事業名：高知大学インサイド・コミュニティ・システム（ＫＩ

ＣＳ）化事業）について 

２．高知大学教職員による賃金の返還請求訴訟（未払賃金等請求事件）について 

３．平成 24年度間接経費等決算及び平成 25年度間接経費等執行計画について 

４．平成 25年度教員研究経費（特別分）の配分について 

５．平成 25年度業務達成基準の適用事業について 

６．平成 26年度概算要求について 

７．土地の譲渡について 

８．戦争遺跡「旧高知海軍航空隊通信所跡」の保存及び上部土地の活用に関する基本方針について 

９．資金運用状況について 

10．その他 

 

第 59回 教育研究評議会 議事要録（９月１８日） 

議題 

１．25年度「地（知）の拠点整備事業」（事業名：高知大学インサイド・コミュニティ・システム（ＫＩＣＳ）

化事業）について 

２．大学法人高知大学国際・地域連携推進機構の設置及び関係規則の制定について 

３．大学倫理・人権・苦情処理委員会規則の一部改正について 

４．人間自然科学研究科教育学専攻特別支援教育コース短期履修プログラムの設置について 

５．26年度学年暦及び年間行事予定表について 

６．26年度農学部第３年次編入学試験について 

７．25年度進学担当者説明会について 

８．年度オープンキャンパスについて 

９．法人高知大学と独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の教育研究への連携・協力に関する協定に

ついて 

10. 平成 26年度概算要求について 

11.戦争「旧高知海軍航空隊通信所跡」の保存及び上部土地の活用に関する基本方針について 

12．公的研究費の適正な執行について 

13．規則の制定等について 

14．その他 
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平成２５年度第５回入試企画実施機構会議（９月２日） 

議事 

審議事項 

１．平成 26年度学生募集要項（案）（ＡＯ入試Ⅱ）について                    

２．平成 26年度高知大学農学部第 3年次編入学学生募集要項（案）について 

３．平成 26年度大学入試センター試験日程（案）について 

４．その他 

報告事項 

１．平成 27年度大学入学者選抜に係る大学入試センター試験出題教科・科目の出題方法等について（通知） 

２．平成 25年度進学担当者説明会について 

３．平成 25年度オープンキャンパスについて  

４．平成 26年度オープンキャンパス日程について 

５．平成 26年度人文学部社会経済学科ＡＯ入試Ⅰの出願状況等について 

６．平成 26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Ⅰの出願状況等について 

７．平成 26年度医学部医学科ＡＯ入試Ⅰ，医学科学士入学（第 2年次編入学）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 

８．その他 

 

平成２５年度第６回入試企画実施機構会議（１０月７日） 

議事 

審議事項 

１．平成 27年度入試変更事項の確認について 

２．平成 26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旧教育課程履修者に対する経過措置について 

４．その他 

報告事項 

１．平成 26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 26年度人文学部社会経済学科ＡＯ入試Ⅰの実施状況について      

３．平成 26年度医学部入学試験の実施状況について         

４．平成 26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Ⅰの実施状況について 

５．その他 
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○上海海洋大学（中国）からの表敬訪問 

 8 月 27 日（水）、大学間協定校である上海海洋大学（中国）から Zhong Junsheng 教授・高知大

学帰国留学生ネットワーク（中国）会長他 1 名が来学し、学長表敬訪問のほか、櫻井理事（総務担

当）らとの懇談などを行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
○平成 25 年度高知大学大学院（9 月修了）修了式・学位記授与式 

 9 月 20 日（金）、メディアの森メディアホールにおいて、「平成 25 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看護学専攻 2
名、農学専攻（AAP）1 名に修士の学位、総合人間自然科学研究科応用自然科学専攻 1 名、社会医

学系専攻 1 名、医学専攻 1 名に博士の学位がそれぞれ授与された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○バーレーン医科大学（バーレーン）からの表敬訪問 
 10 月 7 日（月）、大学間協定校であるバーレーン医科大学（バーレーン）から Ziauddin Khan 医

師他 1 名が来学し、医学部長、病院長、学長表敬訪問のほか、手術見学や懇談などを行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 

学 事 
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○平成 25 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（木）、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

科秋季入学式が挙行され、農学専攻（AAP）3 名に入学が許可された。 
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○本学が「平成 25 年度高知市男女共同参画企業表彰」受賞 

平成 25 年 8 月 1 日に、本学は「高知市男女共同参画企業表彰」として、高知市から表彰された。 

これは本学が男女共同参画に関して、以下の取組を積極的実施している事業者として評価された

ものである。 

【1】女性の職域拡大や登用などを積極的に行っている 

【2】仕事と家庭生活の両立を支援している 

【3】セクハラ防止や男女の人権に配慮した職場環境づくりを行っている 

【4】男女の固定的な役割分担意識を是正する職場環境づくりを行っている 

【5】男女が共同して参画できる職場環境づくりを行っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○医学部附属病院に公益財団法人 骨髄移植推進財団から感謝状贈呈 

公益財団法人骨髄移植推進財団より、医学部附属病院の骨髄バンク事業への貢献に対し感謝状が

贈呈された。 

同財団は平成 22 年度から、非血縁者間のドナーコーディネートにおいて特に貢献度が高い採取認

定施設および調整医師に対して、地区事務局および地区代表協力医師の推薦に基づき感謝状を贈呈

していて、本学医学部附属病院は同財団との業務委託契約に基づき、骨髄バンクに登録した骨髄提

供希望者に対して、数多くドナー適格性確認及び骨髄採取を行ってきた活動が評価された。 

 
○文部科学省 平成 25 年度「地（知）の拠点整備事業」採択 

高知大学は、文部科学省が実施する平成 25 年度「地（知）の拠点整備事業」に採択された。今後

は、本事業期間中に地域志向に特化した新学部「地域協働学部（仮称）」の新設を含めて「地（知）

の拠点」機能を強化する全学改組により教育改革及び大学ガバナンス改革を行う。 

本事業ではその一環として以下に取り組む。 

（1）高知県の地勢的問題から全域的な域学連携対応が困難である状況を克服して、地域ニーズと

大学シーズを効果的にマッチングする体制（高知大学インサイド・コミュニティ・システム：

ＫＩＣＳ）を構築する。ＫＩＣＳは、県が設置する７か所の産業振興推進地域本部に大学教員

が常駐し、官学一体となって隈なく地域と向き合うことで域学連携を推進する。 

（2）ＫＩＣＳを地域ニーズに柔軟かつ戦略的に対応して運用するため、学内には学長直轄の機構

諸 報 
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およびセンターを新設し、高知県とは幹部級連携推進会議を設ける。さらに、 

（3）「地域志向教育研究経費」を措置して課題を組織的かつ機動的に解決する域学連携教育研究を

発展させる。 

 
○臨床医学部門 大石拓助教が「EAACI-WAO Congress 2013」Abstract Prize 受賞 

医療学系臨床医学部門（医学部附属病院小児科） 大石拓助教が、イタリアのミラノで開催され

た EAACI-WAO Congress2013（欧州アレルギー臨床免疫学会・世界アレルギー機構合同学会）の

ポスターセッションにおいて、Abstract Prize（セッションごとの最優秀賞）を受賞した。 

喘息発作への対応を適切に行いながら、かつ予定外受診をも減らせることを示したはじめての大

規模な研究結果である点が高く評価された。  

 
○平成 25 年度高知大学国際交流基金助成事業決定通知書交付式を開催 

 8 月 2 日、メディアの森メディアホールにおいて、平成 25 年度高知大学国際交流基金助成事業決

定通知書の交付式を開催し、脇口宏学長より本年度の採択者 24 名へ助成金の決定通知書が授与され

た。 

 本年度の高知大学国際交流基金助成事業は、「外国人留学生への奨学事業（一般型および戦略型）」、

「外国へ留学する学生への奨学事業」および「大学院生の研究発表を目的とする海外派遣事業」の

３つの事業で募集が行われ、多くの申請者の中から合計 30 件が採択された。 

 

 

 

 

 

 

 
○ 高知大学オープンキャンパスを開催 

8 月 3 日（土）、4 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、生協での学長めし提供、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 1,909 人の参加があった。 
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○ 第 60 回よさこい祭りに本学学生が参加 

8 月 10日（土）、11日（日）に開催された「第 60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「青ノ春－あおのはる－」「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 
青ノ春                      南溟寮 

 
○第３回 SUIJI セミナー高知大会 

高知大学は、SUIJI コンソーシアム機構長として 8 月 28 日～30 日の日程で「第３回 SUIJI セミ

ナー高知大会」を南国市内のホテルで開催した。「大学は地域とどうかかわるのか（地域協働・サ

ービスラーニング）」をテーマに、文部科学省高等教育局北山浩士氏、駐日インドネシア共和国大

使館モハマド イクバル ジャワド氏、在大阪インドネシア共和国総領事館バンバン スギヤント氏

を招聘、各大学の教員、学生ら約 200 名が参加した。 

SUIJI(Six University Initiative Japan Indonesia)とは、インドネシア３大学（ガジャマダ大学、

ボゴール農業大学、ハサヌディン大学）、四国３大学（愛媛大学、香川大学、高知大学）の６大学

のコンソーシアムであり、熱帯地域における農業発展に関する教育研究を協働ですすめることを目

指し、2011 年に創設された。 
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○文部科学省 がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン中国・四国高度がんプロ養成基盤プログ

ラム第２回インテンシブコース（在宅がん医療・緩和医療）集中セミナー 

高知大学医学部では、9 月 1 日に高知会館（高知市）にて第 2 回インテンシブコース集中セミナ

ーを開催、在宅がん及び緩和医療における問題点を再認識し、施設間及び多職種における連携の構

築と業務への意欲喚起にもつなげようと、県内の病院・介護福祉施設・薬局等から医師・看護師・

薬剤師・ケアマネージャー・ソーシャルワーカー・理学療法士等多職種の計 48 名が参加した。 

 
○本学教員らの研究発表が「第 7 回日本電磁波エネルギー応用学会シンポジウム」JEMEA ベストポ

スター賞受賞 

 9 月 2 日から 4 日に東京工業大学にて開催された第 7 回日本電磁波エネルギー応用学会シンポ

ジウムにおいて、「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業テニュア・トラック教員 椿

太郎（つばき しゅんたろう）特任助教、総合科学系黒潮圏科学部門 平岡雅規准教授、複合領域科

学部門 上田忠治准教授、恩田歩武講師、大阪大学 東順一特任教授らの共同研究発表が JEMEA

ベストポスター賞を受賞した。 

本研究は「マイクロ波照射を用いた緑藻類バイオマスからのラムノース製造」というタイトルで、

マイクロ波エネルギーを効率よく吸収する材料を組み合わせて、マイクロ波照射下において緑藻類

バイオマスの加水分解を促進する技術について報告し、高く評価された。 

また、本研究の一部は、独立行政法人科学技術振興機構（JST）の平成 24 年度研究成果最適展開

支援プログラム（A-STEP）探索タイプ“新規マイクロ波高活性化固体触媒の開発と、海藻バイオマ

スからのラムノース製造への応用”による支援を受けた。 

 
○農学部門 安武大輔准教授が「日本生物環境工学会」最優秀ポスター賞受賞 

9 月 3 日から 5 日に開催された日本生物環境工学会において、自然科学系農学部門 安武大輔准

教授の「午後の CO2 施用は光合成促進に有効か？－個葉のガス交換特性に基づく考察－」が、最優

秀ポスター賞を受賞した。 

 
○自然科学系農学部門 石川勝美教授が「日本生物環境工学会」フェローの称号および学術賞受賞 

自然科学系農学部門 石川勝美教授が、生物環境工学におけるこれまでの基礎研究への長年の貢

献とその業績に基づき、日本生物環境工学会から本会のフェローの称号を授与された。さらに学会

理事会において、学術賞受賞候補者に推薦され、9 月 4 日に開かれた総会で受賞が決定した。 
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○基礎医学部門 椛秀人教授が「第 14 回日本味と匂学会」学会賞受賞 

医療学系基礎医学部門（生理学講座） 椛秀人教授が第 14 回日本味と匂学会賞を受賞した。 

椛教授は、嗅覚特にフェロモンの記憶の研究の発展に貢献するとともに学会の運営と発展に貢献

したことが高く評価された。 

 
○櫻井克年理事（総務担当）が「第 58 回日本土壌肥料学会」学会賞受賞 

櫻井克年理事（総務担当）が第 58 回日本土壌肥料学会賞を受賞した。 

櫻井理事の研究テーマ「東・東南アジアの土壌生態環境および機能の評価と修復」の業績が高く

評価された。 

 
○海洋コア総合研究センター 徳山英一センター長に海上保安業務協力に係る感謝状贈呈 

9 月 12 日、第 142 回水路記念日において海上保安庁長官から海洋コア総合研究センター 徳山英

一センター長に海上保安業務協力に係る感謝状が贈呈された。 

徳山センター長は海上保安庁「海底地形の名称に関する検討会」座長として参画し、多くの海底

地形名の統一と標準化に貢献したことが高く評価された。 

 
○臨床医学部門 小林道也教授が「第 45 回日本臨床分子形態学会」安澄記念賞受賞 

9 月 13 日（金）・14 日（土）にアクロス福岡（福岡市）で開催された第 45 回日本臨床分子形態

学会総会・学術集会において、医療学系臨床医学部門（医療学講座） 小林道也教授が安澄記念賞

を受賞した。 

同賞は、毎年 1 名の正会員に贈られる賞で、学術的業績と学会発展への貢献度を基に選考される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○総合研究センター防災部門  岡村眞特任教授が「日本地質学会表彰」受賞 

9 月 14 日に東北大学にて開催された日本地質学会第 120 年学術大会において、総合研究センター

防災部門  岡村眞特任教授が日本地質学会表彰を受賞した。 

活断層および津波堆積物の新しい試料採取システムを独自に開発し、地震地質学を切り開いてき

たパイオニアである点や、研究の成果を基にした防災教育を熱心かつ長年に渡って実施してきた点

などが高く評価された。 
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○医学部附属病院薬剤部の研究が「平成 25 年度高知県産学官連携産業創出研究推進事業」に採択 

医学部附属病院薬剤部の研究「ショウガを利用した嚥下機能改善品の開発」が平成 25 年度高知県

産学官連携産業創出研究推進事業に採択された。 

ショウガの中のいくつかの有効成分は、嚥下反射を高めることで、嚥下機能を改善する効果があ

り、今後はこの効果を利用して嚥下機能改善品の開発などを行う。 

 
○「四国 5 大学連携による知のプラットフォーム形成事業」シンポジウム 

四国 5 国立大学（徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学、高知大学）が連携して入試、

大学教育、産学連携に関する事業を実施し、大学の枠を越えて大学改革を推進するという取組「四

国 5 大学連携による知のプラットフォーム形成事業」の一環として、10 月 4 日にシンポジウムを

開催した。当日は、各大学の学長をはじめ、教育関係者や学生、一般の方々を含め約 150 名が参加

し、活発な議論が交わされた。 

シンポジウムでは、『海洋資源の有効活用と四国 5 大学連携海洋系教育プログラムの構築』をテ

ーマに、高知大学がこれまで実施してきた海洋に関する最先端の研究成果が発表された。 

シンポジウム終了後には、四国国立大学協議会が行われ、「四国 5 大学連携による知のプラット

フォーム形成事業」への取組について、今後も積極的に協力していくことが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第 33 回南風
みなかぜ

祭 

10 月 12 日、13 日の 2 日間、岡豊キャンパスにおいて、第 33 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。 
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○高知大学安徽事務所開所式 

国際交流を推進するため、中国における本学の海外拠点として、国際的な共同研究、留学生の受

入・派遣、海外広報の業務など本学の情報発信等を目的として、中国国内では初の海外事務所とな

る「高知大学安徽事務所」を本学の大学間協定校である中国の安徽大学内に開設。10 月 14 日、高

知大学安徽事務所において開所式を開催した。開所式には、高知大学から脇口学長のほか学内関係

者、安徽大学から程樺学長他関係者、来賓として日本学術振興会北京研究連絡センターや高知大学

中国同窓会、高知県貿易協会上海事務所関係者が出席した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
○教育学部門 土井原崇浩教授が「第 45 回日展」特選受賞 

人文社会科学系教育学部門 土井原崇浩教授が第 45 回日展で特選に選ばれた。 

土井原教授は、洋画「鼬を抱く女性」という作品で自身 2 回目の特選に選ばれ、来年からは無鑑

査となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○黒潮圏科学部門 木下泉教授が「公益財団法人河川財団 河川整備基金助成事業研究成果表彰」理

事長賞受賞 

総合科学系黒潮圏科学部門 木下泉教授が公益財団法人河川財団の河川整備基金助成事業による

研究成果表彰で理事長賞を受賞した。 

理事長賞は、助成研究者の中でも河川・ダムに関する学術及び技術の進歩を通して、河川・ダム

事業やそれを取りまく社会に対し特に卓越した功績が認められた者に贈られる。 
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○南海地震に備えるシンポジウムⅢ  

第 36 回高知大学アカデミアセミナー「南海地震に備えるシンポジウムⅢ」を 10 月 26 日に高知

市で開催し、高知県、特に海に面している市町村の地域住民ら約 120 名が参加した。 

三回目となる今回は、『高知県が直面する自然災害』と題し、地震・津波はもちろん気象災害も

加えた、より広範囲な自然災害について“減災を考える”をテーマに実施した。 
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８月 

 １日（木） 辞令交付 

高知市男女共同参画推進企業表彰 

 ２日（金） 国際交流基金助成事業決定通知交付式 

 ３日（土） オープンキャンパス（～４日） 

 ６日（火） GSジョイントセミナー 

海外協定校（中国・メキシコ）表敬訪問 

 ７日（水） 国大協 広報企画小委員会 

２２日（木） SUIJI推進委員会 

SPODフォーラム 2013 

２３日（金） 情報公開委員会 

公会計監査機関意見交換会議 

２６日（月） 人文社会科学系学部再編委員会 

２７日（火） 朝倉地区安全衛生委員会 

上海海洋大学表敬訪問 

２８日（水） 専攻会議（理）（応用自然） 

SUIJIセミナー（～３０日） 

９月 

 ２日（月） 辞令交付 

人事委員会 

平成 25 年度第 5 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 

 ３日（火） 人文学部社会経済学科 AO 入試第 1 次試

験 

５日（木） 修士課程教務委員会 

 ６日（金） 専攻会議（人） 

 ７日（土） 高知大学南溟会記念講演会 

 ９日（月） 全学教育機構会議 

総合人間自然科学研究科委員会 

教育ミーティング 

１０日（火） 教授会（医）（農） 

専攻会議（農） 

部門会議（医）（農）（生命環境） 

科研費応募説明会（岡豊）（物部） 

１１日（水） 第 200回役員会 

教授会（人）（教）（理） 

専攻会議（人）（教）（理） 

部門会議（教）（複合領域） 

科研費応募説明会（朝倉） 

１３日（金） 高知県官公長連絡会 

１７日（火） 国大協大学マネジメントセミナー 

１８日（水） 国際人材コース AO試験（～１９日） 

編入学試験（人）（理） 

第 59回教育研究評議会 

教育研究部会議 

学長事務総括本部会議 

２０日（金） 秋季修了式・学位記授与式 

２４日（火） 学長選考会議 

第 45回経営協議会 

教授会、部門会議（医） 

２５日（水） 第 201回役員会（拡大） 

専攻会議、部門会議（黒潮圏） 

２６日（木） 人文学部社会経済学科 AO 入試第 2 次試

験 

朝倉地区安全衛生委員会 

岡豊地区安全衛生委員会 

国立大学法人の財務等に関する説明会 

２７日（金） 辞令交付 

アドミッションに関する理事間の意見

交換会 

２８日（土） 平成 25 年度学際教育交流セミナー（～

２９日） 

３０日（月） 学士課程運営会議 

国際・地域連携推進機構会議 

安全・安心機構会議 

情報公開委員会 

ミッションの再定義に関する意見交換

会【保健系分野】 

学系教授会（自然科学） 

教育ミーティング 

１０月 

 １日（火） 辞令交付 

ミッションの再定義に関する意見交換

会【人文、理、農】 

日 誌 
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 ２日（水） 辞令交付 

大学改革シンポジウム「成長戦略におけ

るグローバル人材の育成」 

４日（金） 四国国立大学協議会シンポジウム 

四国国立大学協議会 

連携事業推進会議 

 ７日（月） 平成 25 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 

部門会議（地域協働） 

 ８日（火） 高知學長会議 

バーレーン医科大学表敬訪問 

 ９日（水） 第 202回役員会 

教授会（人）（教）（理） 

専攻会議（人）（教）（理） 

部門会議（教）（理）（複合領域） 

１０日（木） 秋季大学院入学式 

全国国立大学学生指導担当副学長協議

会 

１１日（金） 秋季中国・四国地区国立大学長会議 

１２日（土） 第 33回南風祭（～１３日） 

１５日（火） 教授会・専攻会議（農） 

部門会議（農）（生命環境） 

１６日（水） 教育研究部会議 

人文社会科学系再編委員会 

修士課程教務委員会 

博士課程教務委員会 

１８日（金） 教育学部附属学校園運営委員会 

２１日（月） 全学教育機構会議 

総合人間自然科学研究科委員会 

学長事務総括本部会議 

２２日（火） 教授会・部門会議（医） 

２３日（水） 専攻会議・部門会議（黒潮圏） 

２４日（木） 若手研究者評価支援機構会議 

中国・四国地区国立大学法人等施設系職

員研修会 

２５日（金） 大学院入学試験委員会 

２６日（土） 南海地震に備えるシンポジウムⅢ 

２８日（月） 学士課程運営会議 

教育ミーティング 

２９日（火） 小津地区安全衛生委員会 

３０日（水） 高知県地域社会連携推進本部会議 

国際交流基金管理委員会 

人文社会科学系学部再編委員会 

総合科学系複合領域科学部門研究発表

会 

認知症サポーター養成講座 

３１日（木） 朝倉地区安全衛生委員会 
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