
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
平成 25 年度高知大学卒業式                高知大学研究顕彰制度授賞式 

         （32 ページに関連記事）                 （40 ページに関連記事） 

 

 

 （2）  

○卓越した学業等成績優秀者授業料免除決定通知書交付式 

○高知大学研究顕彰制度授賞式 

○医学部附属病院次世代医療創造センター 清木元治特任教授が「高

松宮妃癌研究基金学術賞」受賞 

○室戸市から臨床医学部門 石田健司准教授に感謝状贈呈 

○平成 25 年度 土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業修了

式 

○農学部門 藤原拓教授が「日本水環境学会」水環境国際活動賞（い

であ活動賞）受賞 

○農学部門 山本由徳教授が「平成 26 年度日本作物学会」日本作物

学会賞受賞 

○春の催し（春芸祭およびＳパー祭） 

○教育学部門 阿部鉄太郎講師が「第 44回日彫展」西望賞受賞 

○五台山竹林寺から教育学部門 阿部鉄太郎講師に感謝状贈呈 

○平成 25年度高知大学国際交流基金助成事業報告会 

○学生表彰式及び附属学校園児童・生徒表彰式 
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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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○高知大学生活協同組合と災害時の相互協力等に関する協定

を締結 

○平成 25年度高知大学卒業式 

○平成 25年度高知大学大学院修了式 

○海洋研究開発機構と包括連携協定を締結 

○平成 26年度高知大学入学式 

○平成 26年度高知大学大学院入学式 

 

○教育学部門 服部裕一郎講師の共著論文が「全国数学教育学

会第 39回研究発表会」学会奨励賞受賞 
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○条約 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

政府調達に関する協定を改正する議定書 条約第 4号 号外第 56号 平成 26年 3月 19日 

 
○法律 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

地方税法等の一部を改正する法律 法律第 4号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

所得税法等の一部を改正する法律 法律第 10号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

雇用保険法の一部を改正する法律 法律第 13号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部

を改正する法律 

法律第 20号 第 6271号 平成 26年 4月 16日 

国家公務員法等の一部を改正する法律 法律第 22号 号外第 88号 平成 26年 4月 18日 

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正

する法律 

法律第 27号 号外第 91号 平成 26年 4月 23日 

 
○府令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

人事記録の記載事項等に関する内閣府令の一部を改正する内

閣府令 

内閣府令第 9号 第 6231号 平成 26年 2月 18日 

子ども・子育て支援法附則第十条第一項に規定する保育緊急確

保事業を定める内閣府令 

内閣府令第 34号 第 6260号 平成 26年 4月 1日 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準 

内閣府令第 39号 号外第 96号 平成 26年 4月 30日 

 

○政令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

薬事法及び薬剤師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 24号 第 6223号 平成 26年 2月 5日 

薬事法施行令の一部を改正する政令 政令第 25号 第 6223号 平成 26年 2月 5日 

国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政令 政令第 27号 第 6228号 平成 26年 2月 13日 

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行期日を定め

る政令 

政令第 28号 第 6228号 平成 26年 2月 13日 

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行に伴う関係

政令の整備等に関する政令 

政令第 29号 第 6228号 平成 26年 2月 13日 

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 政令第 40号 第 6232号 平成 26年 2月 19日 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部

を改正する政令 

政令第 68号 第 6252号 平成 26年 3月 19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 政令第 85号 号外第 67号 平成 26年 3月 28日 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する

政令 

政令第 96号 号外第 67号 平成 26年 3月 28日 

文部科学省組織令の一部を改正する政令 政令第 107号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 政令第 113号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

予防接種法施行令の一部を改正する政令 政令第 114号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正 政令第 116号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

関 係 法 令 
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する政令 

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 117号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援

金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 

政令第 124号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

児童福祉法施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令 

政令第 127号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令 政令第 129号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定

による納付金の納付に関する政令 

政令第 130号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

地方税法施行令の一部を改正する政令 政令第 132号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

所得税法施行令等の一部を改正する政令 政令第 137号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

法人税法施行令の一部を改正する政令 政令第 138号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

消費税法施行令の一部を改正する政令 政令第 141号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

子ども・子育て支援法の一部の施行期日を定める政令 政令第 156号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、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の一部の施行期

日を定める政令 

政令第 157号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊

急確保事業に要する費用の補助に関する政令 

政令第 158号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一

部を改正する政令 

政令第 159号 第 6260号 平成 26年 4月 1日 

 
○省令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規

則の一部を改正する省令 

文部科学省令第 4号 号外第 21号 平成 26年 2月 3日 

薬事法施行規則等の一部を改正する省令 厚生労働省令第 8号 号外第 26号 平成 26年 2月 10日 

国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令 財務省令第 7号 号外第 29号 平成 26年 2月 13日 

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 12号 第 6233号 平成 26年 2月 20日 

薬事法施行規則及び医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器

の製造販売後安全管理の基準に関する省令の一部を改正する

省令 

厚生労働省令第 13号 第 6237号 平成 26年 2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 14号 号外第 40号 平成 26年 2月 28日 

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省

令 

厚生労働省令第 17号 号外第 45号 平成 26年 3月 5日 

薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六

条の四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 18号 第 6243号 平成 26年 3月 6日 

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観

察等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 

法務省・経済産業省令第

1号 

第 6250号 平成 26年 3月 17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 21号 号外第 61号 平成 26年 3月 24日 

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 22号 号外第 61号 平成 26年 3月 24日 

文部科学省定員規則の一部を改正する省令 文部科学省令第 12号 号外第 64号 平成 26年 3月 26日 

予防接種法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 27号 号外第 67号 平成 26年 3月 28日 
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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 28号 号外第 67号 平成 26年 3月 28日 

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正す

る省令 

厚生労働省令第 29号 号外第 67号 平成 26年 3月 28日 

国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令 財務省令第 17号 号外第 68号 平成 26年 3月 28日 

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援

金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令 

文部科学省令第 13号 号外第 69号 平成 26年 3月 31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 14号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律施行規則の一部を改正する省令 

厚生労働省令第 35号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する

法律施行規則の一部を改正する省令 

厚生労働省令第 36号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

児童福祉法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 40号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正す

る省令 

文部科学省令第 16号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令 文部科学省令第 17号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 文部科学省・経済産業省

令第 2号 

号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令 厚生労働省令第 41号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

医療法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 45号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正す

る省令 

厚生労働省令第 46号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

薬剤師法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 48号 号外第 70号 平成 26年 3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の一部を改

正する省令 

厚生労働省令第 49号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

失業者の退職手当支給規則の一部を改正する省令 総務省令第 40号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

 
○規則 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行に伴う関係

人事院規則の整備に関する人事院規則 

人事院規則 1-60 号外第 29号 平成 26年 2月 13日 

人事院規則一－四（現行の法律、命令及び規則の廃止）の一部

を改正する人事院規則 

人事院規則 1-4-24 号外第 40号 平成 26年 2月 28日 

平成二十六年四月一日における号俸の調整 人事院規則 9-134 号外第 40号 平成 26年 2月 28日 

人事院規則九－一二三（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 9-123-15 第 6244号 平成 26年 3月 7日 

人事院規則一六-〇（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 16-0-60 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

人事院規則一六-二在外公館に勤務する職員、船員である職員

等に係る災害補償の特例）の一部を改正する人事院規則 

人事院規則 16-2-14 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

人事院規則一八-○（職員の国際機関等への派遣）の一部を改

正する人事院規則 

人事院規則 18-0-6 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

人事院規則九－六（俸給の調整額）の一部を改正する人事院規

則 

人事院規則 9-6-76 号外第 74号 平成 26年 4月 1日 

人事院規則九－一七（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 9-17-37 号外第 74号 平成 26年 4月 1日 
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人事院規則九－三〇（特殊勤務手当）の一部を改正する人事院

規則 

人事院規則 9-30-84 号外第 74号 平成 26年 4月 1日 

人事院規則九－一二三（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 9-123-16 号外第 74号 平成 26年 4月 1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 21号 第 6221号 平成 26年 2月 3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 22号 第 6221号 平成 26年 2月 3日 

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 23号 第 6221号 平成 26年 2月 3日 

学位の種類及び分野の変更等に関する基準の一部を改正する

件 

文部科学省告示第 15号 号外第 21号 平成 26年 2月 3日 

「政府調達に関する協定」附属書 Iに掲げる我が国の基準額に

対応する邦貨換算額の通報に関する件 

外務省告示第 48号 第 6227号 平成 26年 2月 12日 

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の規定

に基づき平成二十六年度の医療保険者の納付金の算定に関し

て厚生労働大臣が定める率及び額を定める件 

厚生労働省告示第 31号 第 6231号 平成 26年 2月 18日 

薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大

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 35号 第 6234号 平成 26年 2月 21日 

薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特

定保守管理医療機器の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 36号 第 6234号 平成 26年 2月 21日 

薬事法施行規則第九十三条第一項の規定により厚生労働大臣

が指定する設置管理医療機器の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 37号 第 6234号 平成 26年 2月 21日 

薬事法第二十三条の二第一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 38号 第 6234号 平成 26年 2月 21日 

薬事法施行規則第十二条第一項の登録事項を変更した旨の届

出があった旨を公示する件 

厚生労働省告示第 39号 第 6234号 平成 26年 2月 21日 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基

づき労災保険率表の細目を定める件の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 40号 第 6236号 平成 26年 2月 25日 

国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚

生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間

及び納付すべき額の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 42号 号外第 38号 平成 26年 2月 26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

様式を定める件の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 45号 号外第 39号 平成 26年 2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 47号 第 6239号 平成 26年 2月 28日 

薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大

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 48号 第 6239号 平成 26年 2月 28日 

薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特

定保守管理医療機器の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 49号 第 6239号 平成 26年 2月 28日 

薬事法施行令第八十条第二項第七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 50号 第 6239号 平成 26年 2月 28日 
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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

準に関する省令第四条第一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 51号 第 6239号 平成 26年 2月 28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 52号 第 6239号 平成 26年 2月 28日 

薬事法施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき同令

第二百九条の二及び第二百十条第五号に規定する表示が記載

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 53号 第 6239号 平成 26年 2月 28日 

環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更について 環境省告示第 15号 号外第 43号 平成 26年 3月 4日 

国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減

に配慮した契約の推進に関する基本方針の変更について 

環境省告示第 16号 号外第 43号 平成 26年 3月 4日 

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等

の取扱い及び担当に関する基準及び高齢者の医療の確保に関

する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関す

る基準の一部を改正する件の一部を改正する告示 

厚生労働省告示第 55号 号外第 45号 平成 26年 3月 5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 56号 号外第 45号 平成 26年 3月 5日 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件 厚生労働省告示第 57号 号外第 45号 平成 26年 3月 5日 

基本診療料の施設基準等の一部を改正する件 厚生労働省告示第 58号 号外第 45号 平成 26年 3月 5日 

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 厚生労働省告示第 59号 号外第 45号 平成 26年 3月 5日 

酸素及び窒素の価格の一部を改正する件 厚生労働省告示第 60号 号外第 45号 平成 26年 3月 5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 61号 号外第 45号 平成 26年 3月 5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 62号 号外第 45号 平成 26年 3月 5日 

良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するた

めの指針を定める件 

厚生労働省告示第 65号 号外第 48号 平成 26年 3月 7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

行規則別表第一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 70号 第 6248号 平成 26年 3月 13日 

政府調達に関する協定を改正する議定書の日本国による受諾

に関する件 

外務省告示第 74号 号外第 56号 平成 26年 3月 19日 

複数手術に係る費用の特例を定める件 厚生労働省告示第 87号 号外第 58号 平成 26年 3月 19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

用の額の算定方法の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 88号 号外第 58号 平成 26年 3月 19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 89号 号外第 58号 平成 26年 3月 19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 90号 号外第 58号 平成 26年 3月 19日 

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 91号 号外第 58号 平成 26年 3月 19日 

保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等の一

部を改正する件 

厚生労働省告示第 109号 号外第 64号 平成 26年 3月 26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 110号 号外第 64号 平成 26年 3月 26日 
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療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省

令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の

一部を改正する件 

厚生労働省告示第 111号 号外第 64号 平成 26年 3月 26日 

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関す

る省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一

部を改正する件 

厚生労働省告示第 112号 号外第 64号 平成 26年 3月 26日 

要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額

を算定できる場合の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 113号 号外第 64号 平成 26年 3月 26日 

研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当た

って執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認

定宿主ベクター系等を定める件の一部を改正する告示 

文部科学省告示第 49号 号外第 65号 平成 26年 3月 26日 

予防接種に関する基本的な計画を定める件 厚生労働省告示第 120号 号外第 67号 平成 26年 3月 28日 

風しんに関する特定感染症予防指針を定める件 厚生労働省告示第 121号 号外第 67号 平成 26年 3月 28日 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の

基準の一部を改正する件 

内閣府告示第 19号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

南海トラフ地震防災対策推進地域を指定した件 内閣府告示第 21号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域を指定した件 内閣府告示第 22号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援

金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号イ及びロ

の各種学校及び団体を指定する件の一部を改正する告示 

文部科学省告示第 58号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要

する費用の額の算定に関する基準及び食事の提供に要する費

用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針の一部を改正す

る告示を定める件 

厚生労働告示第 128号 号外第 69号 平成 26年 3月 31日 

租税特別措置法施行規則第二十条第七項第一号又は第二十二

条の二十三第七項第一号に規定する試験研究機関等の長又は

当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機

関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定

めた件 

国家公安委員会・総務

省・財務相・文部科学省・

厚生労働省・農林水産

省・経済産業省・国土交

通省・環境省・防衛省告

示第 1号 

号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

租税特別措置法施行規則第五条の六第七項第一号に規定する

試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行

政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行

う認定に関する手続を定めた件 

国家公安委員会・総務

省・財務相・文部科学省・

厚生労働省・農林水産

省・経済産業省・国土交

通省・環境省・防衛省告

示第 2号 

号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

租税特別措置法施行規則第二十条第七項第二号又は第二十二

条の二十三第七項第二号に規定する試験研究機関等の長又は

当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機

関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定

めた件 

国家公安委員会・総務

省・財務相・文部科学省・

厚生労働省・農林水産

省・経済産業省・国土交

通省・環境省・防衛省告

示第 3号 

号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

租税特別措置法施行規則第五条の六第七項第二号に規定する

試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行

政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行

う認定に関する手続を定めた件 

国家公安委員会・総務

省・財務相・文部科学省・

厚生労働省・農林水産

省・経済産業省・国土交

通省・環境省・防衛省告

号外第 70号 平成 26年 3月 31日 
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示第 4号 

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令及び租税特別措

置法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い告示を廃止

する件 

総務省・財務相・文部科

学省・厚生労働省・農林

水産省・経済産業省・国

土交通省・環境省告示第

1号 

号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

国立大学法人会計基準の一部を改正する告示 文部科学省告示第 61号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

薬事法第四十三条第一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 132、

133号 

号外第 70号 平成 26年 3月 31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 134号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

国立感染症研究所製品交付規程の一部を改正する件 厚生労働省告示第 135号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部を

改正する件 

厚生労働省告示第 139号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚

生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間

及び納付すべき額の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 146号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保

険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第三項第一号及

び第八項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 

厚生労働省告示第 155号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基

づき厚生労働大臣が定める施設の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 156号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観

察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要す

る費用の額の算定方法の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 158号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項第一

号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正す

る件 

厚生労働省告示第 163号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保

険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

政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものと

された公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生

年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の

整備等に関する政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基

金令第三十九条の三第三項に規定する予定利率及び予定死亡

率を定める件 

厚生労働省告示第 170号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき

厚生労働大臣が定める基準を定める件 

厚生労働省告示第 172号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚

生労働大臣が定める者の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 175号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

平成二十六年度における高齢者の医療の確保に関する法律に

よる保険者の前期高齢者交付金等の額の算定に関して厚生労

働大臣が定める率及び額を公示する件 

厚生労働省告示第 176号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

薬事法第二十三条の二第一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 181号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働

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 182号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

厚生労働科学研究費補助金取扱規程の一部を改正する件 厚生労働省告示第 197号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 
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施設等機関に委任した補助金の交付に関する事務 厚生労働省告示第 198号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

船舶のトン数に関する証書交付規則及び船舶安全管理認定書

等交付規則の一部を改正する件 

国土交通省告示第 407号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法施行令の規定に基づき、避難地等に係る主務大臣が定める基

準の一部を改正する件 

国土交通省告示第 411号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労

働大臣が指定する地域を定める件 

農林水産省告示第 200号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

住生活基本法第十二条の規定に基づき、国が密集市街地の整備

改善を通じた地域における居住環境の維持及び向上を図るた

め講ずべき施策を定める件 

国土交通省告示第 428号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

租税特別措置法施行令第二十五条第十二項及び第三十九条の

七第六項の規定に基づき、国土交通大臣が定める基準を定める

件 

国土交通省告示第 430号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

租税特別措置法第四十一条第二十四項等の規定の適用を受け

ようとする場合の申請書の様式を定める件 

国土交通省告示第 431号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

租税特別措置法施行令第四十二条の二の二第二項第三号の規

定に基づき、家屋のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室

で国土交通大臣が財務大臣と協議して定める件 

国土交通省告示第 433号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

地方税法第七十三条の二十七の二の規定の適用を受けようと

する場合の証明書の様式を定める件 

国土交通省告示第 438号 号外特第 6号 平成 26年 3月 31日 

薬事法第七十七条の二第一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 204号 号外第 74号 平成 26年 4月 1日 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項

の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した

件 

厚生労働省・経済産業

省・環境省第 2号 

号外第 74号 平成 26年 4月 1日 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項

の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質の指定を取り消

した件 

厚生労働省・経済産業

省・環境省第 3号 

号外第 74号 平成 26年 4月 1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

行規則別表第一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 205号 第 6262号 平成 26年 4月 3日 

著作権者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 18～28号 号外第 80号 平成 26年 4月 9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 206号 第 6267号 平成 26年 4月 10日 

文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県教育委員会が

行うこととなった件の一部を改正する件 

文部科学省告示第 62号 第 6269号 平成 26年 4月 14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 63号 第 6269号 平成 26年 4月 14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 219号 第 6272号 平成 26年 4月 17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 220号 第 6272号 平成 26年 4月 17日 

厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名

の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 221号 第 6272号 平成 26年 4月 17日 
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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 222号 第 6272号 平成 26年 4月 17日 

科学技術研究調査規則に基づく、調査票の様式を定める件 総務省告示第 167号 号外第 87号 平成 26年 4月 17日 

指定医療機関医療担当規程の一部を改正する件 厚生労働省告示第 223号 号外第 88号 平成 26年 4月 18日 

平成二十六年度就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定

試験の施行期日、場所及び出願の期限を定める件 

文部科学省告示第 64号 第 6276号 平成 26年 4月 23日 

平成二十六年度幼稚園教員資格認定試験を実施する件 文部科学省告示第 65号 第 6278号 平成 26年 4月 25日 

平成二十六年度小学校教員資格認定試験を実施する件 文部科学省告示第 66号 第 6278号 平成 26年 4月 25日 

平成二十六年度特別支援学校教員資格認定試験を実施する件 文部科学省告示第 67号 第 6278号 平成 26年 4月 25日 

教科用図書の検定に関する件 文部科学省告示第 70号 号外第 96号 平成 26年 4月 30日 

遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に

当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の

規定に基づき経済産業大臣が定めるＧＩＬＳＰ遺伝子組換え

微生物の一部を改正する件 

経済産業省告示第 94号 号外第 96号 平成 26年 4月 30日 

 

○公告 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

文部科学省共済組合定款の一部変更関係 特殊法人等 第 6269号 平成 26年 4月 14日 

 
○官庁報告 

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 42号 平成 26年 3月 3日 

平成二年人事院公示第八号の一部改正に関し、決定した件 人事院公示第 8号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

平成四年人事院公示第六号の一部改正に関し、決定した件 人事院公示第 9号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

平成四年人事院公示第七号の一部改正に関し、決定した件 人事院公示第 10号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

平成八年人事院公示第十一号の一部改正に関し、決定した件 人事院公示第 11号 号外第 70号 平成 26年 3月 31日 

平成二十六年度秋期情報処理技術者試験 経済産業省 第 6261号 平成 26年 4月 2日 
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規則等名 制定者 内容 制定日 制定番号 施行日 改正理由等 

国立大学法人高知大学宿舎規則 学長 一部改正 平成

26.2.25 

規則第 64 号 平成

26.2.25 

国家公務員宿舎法（昭和 24 年法律第 117 号）に準じ

た字句の整備及び本学と安徽大学との大学間協定に

よる特任教員の入居に伴う無料宿舎の貸与の範囲の

拡大のため。 

国立大学法人高知大学公印規則 学長 一部改正 平成

26.2.18 

規則第 65 号 平成

26.2.18 

先端医療学推進センターで研究を行う教員が研究助

成を申請するにあたり、センター長が推薦者として

押印する場合に、センター長としての公印を押印す

る必要があるため。 

国立大学法人高知大学政府調達事務取扱

規則 

学長 一部改正 平成

26.2.25 

規則第 66 号 改正協定

（※）が

日本国に

ついて効

力を生ず

る日 

平成 24 年３月 30 日、ＷＴＯ政府調達委員会におい

て、「政府調達に関する協定を改正する議定書」（以

下「改正議定書」という。）が採択され、第 185 回国

会（平成 25 年度臨時会）において改正議定書の締結

について承認された。 

これを受け、外務省から文部科学省経由で、「政府調

達協定改正議定書の受諾に伴う政府調達協定付表３

機関による作業について（依頼）」（平成 26 年１月

17 日付け事務連絡）により、会計規程改正の作業依

頼があったため、規則の改正を行う。 

（※2012 年３月 30 日ジュネーブで作成された政府

調達に関する協定を改正する議定書によって改正さ

れた協定のこと。） 

国立大学法人高知大学職員の表彰に関す

る規則 

学長 一部改正 平成

26.2.26 

規則第 67 号 平成

26.4.1 

職員退職手当規則により在職期間を通算することが

定められた機関を、本学の永年勤続表彰の対象とな

る機関とするものとして、表彰に関する規則の改正

を行う。 

また、整理退職した機関の在職期間についても、上

記機関の在職期間とみなす。 

高知大学医学部医学科授業科目履修規則 学長 一部改正 平成

26.1.27 

規則第 68 号 平成

26.4.1 

カリキュラムの見直しによる授業科目の統合に伴う

改正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程人文社会科学専攻規則 

学長 一部改正 平成

26.2.17 

規則第 69 号 平成

26.4.1 

コース・領域名称の変更並びに科目の再編成に伴う

授業科目の追加、授業科目名変更。 

高知大学農学部履修規則 学長 一部改正 平成

26.1.27 

規則第 70 号 平成

26.4.1 

カリキュラムの充実を図るための科目の追加及び廃

止と、それに伴う教育職員免許状取得のための「教

科に関する科目(理科)」の科目変更による改正。 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程農学専攻規則 

学長 一部改正 平成

26.2.17 

規則第 71 号 平成

26.4.1 

１ カリキュラムの見直しによる科目名の変更 

２ 担当教員の異動による科目の削除 

高知大学理学部学科履修規則 学長 一部改正 平成

26.1.27 

規則第 72 号 平成

26.4.1 

１ 応用理学科（情報科学コース）の選択科目を必

修科目に変更することにより卒業要件を厳格化する

ための改正。 

２ 応用理学科（情報科学コース）の授業科目に卒

学 内 規 則 



 
 
 
 
 
第 25号               高 知 大 学 学 報         平成 26年 5月  （12） 

 
業研究有資格判定科目が規定されていないため、「共

通専門科目」、「プライマリ科目」のそれぞれに卒業

研究有資格判定科目を明記するための改正。 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程理学専攻規則 

学長 一部改正 平成

26.2.17 

規則第 73 号 平成

26.4.1 

カリキュラムの充実による授業科目の見直しのため

の改正。 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程海洋鉱物資源科学準専攻履修規

則 

学長 一部改正 平成

26.2.17 

規則第 74 号 平成

26.4.1 

海洋鉱物資源科学関連科目の見直しによる科目の変

更を行うための改正及び字句の修正。 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程看護学専攻規則 

学長 一部改正 平成

26.2.17 

規則第 75 号 平成

26.4.1 

看護学専攻における教育の充実を図るための授業科

目の追加。 

国立大学法人高知大学職員の採用等に関

する規則 

学長 一部改正 平成

26.3.12 

規則第 76 号 平成

26.4.1 

医療職員の職名変更等に伴う改正を行う。また、外

国人登録法の廃止に伴い、採用時提出書類の様式を

一部変更する。 

国立大学法人高知大学非常勤職員就業規

則 

学長 一部改正 平成

26.3.12 

規則第 77 号 平成

26.4.1 

医療補佐員及び事務補佐員の職名変更等に伴う改正

を行う。 

国立大学法人高知大学非常勤職員給与規

則 

学長 一部改正 平成

26.3.12 

規則第 78 号 平成

26.4.1 

医療補佐員の職名変更等に伴う改正を行う。 

国立大学法人高知大学岡豊事業場の勤務

時間等に関する規則 

学長 一部改正 平成

26.3.12 

規則第 79 号 平成

26.4.1 

医学部附属病院で勤務する職員のうち、医学部附属

病院の収入に関する業務に勤務する事務職員及び外

来窓口に関する業務に従事する事務職員並びに４週

間単位の変形労働時間制を適用する看護職員の勤務

パターンの変更等を行う。 

国立大学法人高知大学非常勤職員就業規

則 

学長 一部改正 平成

26.3.12 

規則第 80 号 平成

26.4.1 

非常勤職員のリフレッシュ休暇の取得期間につい

て、一の年（暦年）から一の年度（４月１日から翌

年の３月 31 日まで）にするための改正。 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程人文社会科学専攻入学・修了認

定等に関する審議委員会規則 

学長 制定 平成

26.3.6 

規則第 81 号 平成

26.4.1 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程人

文社会科学専攻会議規則第４条第 11 項に基づき、同

専攻会議の付議事項である入学・修了認定等の処理

の権限を委任することにより、かかる議事の円滑な

運営に資するため、規則を制定するものである。 

高知大学医学部附属病院諸料金規則 学長 一部改正 平成

26.3.11 

規則第 82 号 平成

26.4.1 

１ 平成 26 年４月１日から、消費税が５％から８％

に引き上げに伴う改正。 

２ 平成 26 年４月１日から、先進医療の難治性眼疾

患に対する羊膜移植術が保険適用となることに伴う

改正。 

３ 先進医療の蛍光膀胱鏡を用いた５-アミノレブ

リン酸溶解液の経口投与又は経尿道投与による膀胱

がんの光力学的診断（筋層非浸潤性膀胱がん）の取

り下げに伴う改正。 

４ 平成 18 年に特定療養費制度から保険外併用療

養費制度が導入されたことに伴う改正。 
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高知大学医学部附属病院薬剤部規則 学長 一部改正 平成

26.3.11 

規則第 83 号 平成

26.4.1 

現在、薬剤部は、業務内容に応じ 7 つのセクション

（調剤室、製剤室、薬剤管理室、薬務室、薬品情報

室、治験管理室、試験研究室）を配し、各セクショ

ンを超えた連携を行ない、薬剤業務の拡充および他

部署からの薬剤部への様々な要望に対応して来た。 

平成 24 年度の診療報酬改定において、病棟薬剤業務

実施加算が新設された。これにより入院患者に対す

る薬物療法の質的向上の他、病棟における薬剤関連

インシデントの減少や医師の負担軽減等の社会的要

請に対して、薬剤師の病棟での活動を主体とした病

棟薬剤業務を推進していく予定である。 

そこで、今回業務体制を見直し、新たに病棟薬剤業

務支援室を設けることにより、役割分担を明確化し、

効率的な業務運営を実施するため整備するものであ

る。 

高知大学医学部附属病院治験受託取扱規

則 

学長 一部改正 平成

26.3.11 

規則第 84 号 平成

26.4.1 

平成 26 年４月１日から、消費税が５％から８％に引

き上げられるための改正。 

高知大学医学部附属病院受託実習生規則 学長 一部改正 平成

26.3.11 

規則第 85 号 平成

26.4.1 

高知大学医学部附属病院では、看護師、臨床検査技

師、診療放射線技師、薬剤師等の医療技術者の養成

機関等から実習生の受入れを行っており、各部門に

おいては、将来の医療を担うスタッフの育成という

目的のため積極的に受入れている。 

その実習料については、平成 18 年度以降見直しを行

っていないため、他大学等の実態を調査し、単価の

改正等を行うものである。 

また、養成機関等において実習料金を定めている場

合又は養成機関等との協議により定める場合がある

ため、ただし書きを追加する。 

高知大学医学部附属病院研修生受入規則 学長 一部改正 平成

26.3.11 

規則第 86 号 平成

26.4.1 

高知大学医学部附属病院では、薬剤師、看護師、そ

の他の医療従事者が、より高度な医療に対応できる

よう研修生の受入れを行っている。 

その研修料については、平成 18 年度以降見直しを行

っていないため、他大学等の実態を調査し、単価等

の改正を行うものである。 

また、研修生の受入申請は、個人からも申請及び施

設からの申請の場合があり、当該施設で研修料金を

定めている場合又は施設との協議により定める場合

があるため、ただし書きを追加する。 

高知大学医学部附属病院研修登録医受入

規則 

学長 一部改正 平成

26.3.11 

規則第 87 号 平成

26.4.1 

平成 26 年４月１日から、消費税が５％から８％に引

き上げられるための改正。 

高知大学総合情報センター（図書館）利

用規則 

学長 一部改正 平成

26.3.19 

規則第 88 号 平成

26.4.1 

平成 26 年１月から国立国会図書館において、図書館

向けデジタル化資料送信サービスが開始された。サ

ービスの利用を申請するためには、当該図書館の利

用規則の定めるところにより、利用図書館における

利用条件を謳った規則を添付する必要がある。現在
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本学図書館利用規則には、他機関の図書館の利用条

件を遵守することが規定されていないため、このた

び新たに規定するもの。 

高知大学医学部附属病院長候補者選考規

則 

学長 一部改正 平成

26.3.21 

規則第 89 号 平成

26.4.1 

医学部附属病院長候補者選考規則の職名を整理し、

実状と合致するように一部改正する。 

高知大学土佐さきがけプログラムグリー

ンサイエンス人材育成コース履修規則 

学長 一部改正 平成

26.3.25 

規則第 90 号 平成

26.4.1 

英語力を向上させるため、土佐さきがけプログラム

国際人材育成コースにおいて新たに開設する科目を

グリーンサイエンス人材育成コースの専門科目とし

て追加するための改正 

国立大学法人高知大学における規則等の

取扱基準に関する規則 

学長 一部改正 平成

26.3.26 

規則第 91 号 平成

26.3.26 

１ 部局長の定義に「土佐さきがけプログラム運営

委員会委員長」を追加する。 

２ 現在、規則等の制定、改廃にあたっての事前審

査には、制定の理由や新旧対照表等を求めているこ

とから、これらの書類の位置づけを「参考書類」か

ら「必要書類」に変更し、提出する書類をわかりや

すい号区分により表記し直す。 

３ 規則等の一部改正に当たっては、改正を発議す

る担当課において、改正理由書と新旧対照表を作成

し、関係会議での審議を経た後、総務課に提出する

際に、制定規則文を作成しているが、この制定規則

文中の改め文は、法令改正の際の技術的な手法に過

ぎず、改正後は、意味をなさなくなるにも関わらず、

その作成に当たっては、専門的な知識が必要なこと

から、多大な労力を費やしている。今回、事務処理

の負担軽減のため、運用上、改め文を廃止し、制定

規則文の様式を変更することに併せて、現在、高知

大学学報に掲載している学内規則改正に伴う制定規

則文の掲載を題名に替え、規則の制定、改廃の周知

方法について、高知大学学内特別サイトを追記する。 

国立大学法人高知大学組織規則 学長 一括改正 平成

26.3.26 

規則第 92 号 平成

26.4.1 

国際・地域連携センターを地域連携推進センター及

び国際連携推進センターに改組するもの。 国立大学法人高知大学国際・地域連携推

進機構規則 

国立大学法人高知大学国際・地域連携推

進機構会議規則 

高知大学地域連携推進センター規則 学長 制定 平成

26.3.26 

規則第 93 号 平成

26.4.1 

国際・地域連携センターの地域連携推進センター及

び国際連携推進センターへの改組に伴うもの。 

高知大学地域連携推進センター利用規則 学長 制定 平成

26.3.26 

規則第 94 号 平成

26.4.1 

国際・地域連携センターの地域連携推進センター及

び国際連携推進センターへの改組に伴うもの。 

高知大学地域連携推進センター運営戦略

室規則 

学長 制定 平成

26.3.26 

規則第 95 号 平成

26.4.1 

国際・地域連携センターの地域連携推進センター及

び国際連携推進センターへの改組に伴うもの。 

高知大学国際連携推進センター規則 学長 制定 平成

26.3.26 

規則第 96 号 平成

26.4.1 

国際・地域連携センターの地域連携推進センター及

び国際連携推進センターへの改組に伴うもの。 
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高知大学国際連携推進センター運営戦略

室規則 

学長 制定 平成

26.3.26 

規則第 97 号 平成

26.4.1 

国際・地域連携センターの地域連携推進センター及

び国際連携推進センターへの改組に伴うもの。 

高知大学国際連携推進委員会規則 学長 制定 平成

26.3.26 

規則第 98 号 平成

26.4.1 

国際・地域連携センターの地域連携推進センター及

び国際連携推進センターへの改組に伴うもの。 

高知大学国際・地域連携推進センター規

則 

学長 一括廃止 平成

26.3.26 

規則第 99 号 平成

26.4.1 

国際・地域連携センターを地域連携推進センター及

び国際連携推進センターに改組するもの。 

高知大学国際・地域連携推進センター利

用規則 

高知大学国際・地域連携推進センター運

営戦略室規則 

高知大学国際連携推進委員会規則 

国立大学法人高知大学職員の早期退職に

関する規則 

学長 制定 平成

26.3.26 

規則第 100 号 平成

26.4.1 

国は、再就職あっせんの禁止等に伴い在職期間が長

期化している状況等を踏まえ、年齢別構成の適正化

を通じた組織活力の維持等を目的として、定年前に

退職する意思を有する職員を募集する制度を創設

し、退職手当についても同制度を反映させたものと

なるよう国家公務員退職手当法（以下「退職手当法」

という。）の改正を行った。 

本学においても、組織構成及び職員の年齢別構成の

適正化を図ることを目的として早期退職制度を導入

するため、国立大学法人高知大学職員の早期退職に

関する規則を制定する。 

国立大学法人高知大学職員の定年規則 学長 一部改正 平成

26.3.26 

規則第 101 号 平成

26.4.1 

定年年齢を経過措置で満 63 歳と定められている大

学教員について、定年年齢を満 65 歳に引き上げると

ともに、満 63 歳年度末で定年扱い退職を選択するこ

とができるよう、職員の定年規則を改正する。 

国立大学法人高知大学再雇用職員給与規

則 

学長 一部改正 平成

26.3.26 

規則第 102 号 平成

26.4.1 

附属学校教員の再雇用時の職に新たに管理職を設け

ることに伴い、再雇用職員給与規則の改正を行う。 

また、定年年齢を経過措置で満 63 歳と定められてい

る大学教員について、定年年齢を満 65 歳に引き上げ

ることに伴う激変緩和の経過措置として、平成 26

年度及び平成 27 年度においては、再雇用大学教員の

給与を現行の６割相当から８割相当に引き上げる。 

国立大学法人高知大学職員就業規則 学長 一部改正 平成

26.3.26 

規則第 103 号 平成

26.4.1 

組織構成及び職員の年齢別構成の適正化を図ること

を目的として早期退職制度を導入するため、改正後

の退職手当法を参考とした関係規則等の一部改正を

行う。 

国立大学法人高知大学職員退職手当規則 学長 一部改正 平成

26.3.26 

規則第 104 号 平成

26.4.1 

組織構成及び職員の年齢別構成の適正化を図ること

を目的として早期退職制度を導入するため、退職手

当規則の一部改正を行う。また、国の改正後の退職

手当法に合わせ、退職手当規則の整備を併せて行う。 

国立大学法人高知大学再雇用職員就業規

則 

学長 一部改正 平成

26.3.26 

規則第 105 号 平成

26.4.1 

附属学校教員の再雇用時の職に新たに管理職を設け

ることにより、再雇用職員就業規則の改正を行う。 
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国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則 学長 一部改正 平成

26.3.26 

規則第 106 号 平成

26.3.26 

教員特殊業務手当の支給対象となる業務に、附属中

学校の教員が行う入学試験における問題の作成業務

を追加する。 

国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則

の一部を改正する規則 

学長 一部改正 平成

26.3.26 

規則第 107 号 平成

26.4.1 

高知県が同補助金の支援期間を平成 24 年１月１日

から平成 26 年３月末までとしていたため、本学もこ

れに合わせ期間限定で支給することとしていたが、

この度、高知県が支援期間を延長し当分の間とした

ため、本学もこれに合わせた規則の改正を行う。 

高知大学学則 学長 一部改正 平成

26.3.26 

規則第 108 号 平成

26.4.1 

１ 不正行為等によって学位を得た者に対し、その

行為により学位を取り消した場合の身分の扱いを明

確にするための規定の整備。 

２ 現行規定では、懲戒により３カ月以上の停学と

なった者は、在学期間に停学期間を算入していなか

ったため、学部の場合、最大８年を超えて在学する

ことが可能になっていた。今後は、懲戒により３カ

月以上の停学となった者についても、この期間（学

部の場合、８年（修業年限の２倍））を超えて在学す

ることができないようにするため、停学期間を在学

期間に参入することとした。また、３カ月以上の停

学となった者については、在学期間と同様、学部の

場合の卒業要件である修業年限に停学期間を算入し

ておらず、現行規定第 20 条第４項の「在学期間」を

「修業年限」と同義として運用していた。しかし、

このたび、３カ月以上の停学となった者について、

停学期間を在学期間に参入することとした関係上、

その違いを明確にするため、修業年限の取り扱いを

規定に明記することとした。 

３ 現既定の単位数以上の要件を設けている学科及

びコース等があり、現状にそぐわないため、各学部、

各研究科が定めるとする表現に改め、それに伴う規

定の整備。 

４ 教育学専攻に標準修業年限を１年とする短期履

修プログラムを設けることに伴う規定の整備。 

高知大学における大学発ベンチャーの認

定に関する規則 

学長 制定 平成

26.3.26 

規則第 109 号 平成

26.3.26 

本学役職員又は学生を発明人とする特許、研究成果

等から創造的・革新的な経営を展開する大学発ベン

チャーが生まれる可能性が今後期待されるが、本学

には、大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図

るための規則が整備されていないため、新たに制定

するものである。 
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高知大学土佐さきがけプログラム国際人

材育成コース履修規則 

学長 一部改正 平成

26.3.25 

規則第 110 号 平成

26.4.1 

１ 専任教員の追加により、欧米の大学への留学を

希望する学生の英語力を向上させることを目的とし

た科目、及び英語を通じて日本や高知県に対する理

解を深め、英語による説明能力を向上させるための

科目を追加するための改正。 

２ 本コースでは、他学部又は他大学の専門科目を

履修する際、当該科目が教職に関する科目にも該当

する場合には、教職に関する科目として履修できる

ものの、卒業要件である専門科目を履修したことに

はしておらず、このことについて、規則上明確に定

めていなかったため、この機会に改正を行うもので

ある。なお、改正する規則は、現在の在籍者にも適

用となるが、該当する学生はいない。 

高知大学土佐さきがけプログラム生命・

環境人材育成コース履修規則 

学長 一部改正 平成

26.3.25 

規則第 111 号 平成

26.4.1 

英語力を向上させるため、土佐さきがけプログラム

国際人材育成コースにおいて新たに開設する科目を

生命・環境人材育成コースの専門科目（選択科目）

として追加するための改正。 

国立大学法人高知大学における授業料等

費用に関する規則 

学長 一部改正 平成

26.3.31 

規則第 112 号 平成

26.4.1 

１ 消費税法等の改正に伴い、課税収入である受託

研究員等の研究料を改定する。 

２ 受託研究員等の区分について見直しを行い、本

学における受け入れ実績がないものを削除し整備を

図る。 

３ 医学部附属病院の規則において、研究料が規定

されているものを本規則から削除する。 

４ 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等

学校等就学支援金の支給に関する法律（平成 22 年法

律第 18 号）」の名称変更に伴い、関連する条文の改

正を行う。 

５ 一部、字句の修正を行う。 

高知大学共同研究取扱規則 学長 一部改正 平成

26.3.31 

規則第 113 号 平成

26.4.1 

消費税法等の改正により、「国立大学法人高知大学に

おける授業料等経費に関する規則」に定める民間共

同研究員の研究料の改訂による改正を行う。また、

研究期間の延長における研究料徴収の表記の修正を

行う。 

高知大学企画戦略機構規則 学長 一括改正 平成

26.3.31 

規則第 114 号 平成

26.4.1 

国際・地域連携センターを地域連携推進センター及

び国際連携推進センターに改組、地域連携課の「産

学連携係」から「産学官民連携推進係」に、「地域連

携・再生係」から「域学連携推進係」に名称変更及

び「新学部設置準備室」の設置に伴うもの。 

高知大学研究推進戦略委員会規則 

高知大学 SUIJI 推進室規則 

高知大学国際交流基金管理委員会規則 

高知大学発明規則 

高知大学技術移転規則 
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高知大学利益相反マネージメント委員会

規則 

高知大学公開講座規則 

高知大学成果有体物取扱規則 

高知大学安全保障輸出管理規則 

高知大学土佐フードビジネスクリエータ

ー人材創出事業規則 

国立大学法人高知大学事務組織規則 

国立大学法人高知大学文書処理規則 

国立大学法人高知大学公印規則 

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 

国立大学法人高知大学職員労働安全衛生

管理規則 

国立大学法人高知大学職員給与規則 

国立大学法人高知大学における教員の任

期に関する規則 

高知大学におけるベンチャーの認定に関

する規則 

高知大学 SUIJI 推進委員会規則 学長 一括改正 平成

26.3.31 

規則第 115 号 平成

26.4.1 

「副学長（国際・地域連携担当）」が「副学長（国際

連携担当）」と「副学長（地域連携担当）」に分かれ

るための改正。 高知大学国際交流会館規則  

高知大学企画戦略機構規則 学長 一括改正 平成

26.3.31 

規則第 116 号 平成

26.4.1 

「理事（総務担当）」から「理事（総務・国際担当）」

に、「理事（地域（社会）連携担当）」から「理事（地

域連携担当）」に名称が変更されることに伴う改正。 

高知大学企画戦略機構会議規則 

国立大学法人高知大学国際・地域連携推

進機構規則 

国立大学法人高知大学国際・地域連携推

進機構会議規則 

高知大学人事委員会規則 

国立大学法人高知大学全学教員人事審議

会規則 

高知大学全学安全衛生委員会規則 

高知大学国際連携推進委員会規則 
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高知大学情報公開委員会規則 

高知大学保有個人情報管理委員会規則 

高知大学保有個人情報開示等委員会規則 

高知大学エルダープロフェッサーセンタ

ー運営委員会規則 

国立大学法人高知大学男女共同参画推進

委員会規則 

高知大学 SUIJI 推進委員会規則 

高知大学 SUIJI 推進室規則 

国立大学法人高知大学の保有する個人情

報の適切な管理に関する規則 

国立大学法人高知大学危機管理規則 

国立大学法人高知大学職員労働安全衛生

管理規則 

高知大学国際交流基金管理委員会規則 

高知大学利益相反マネージメント委員会

規則 

国立大学法人高知大学広告掲載要項 

高知大学農学部レンタルラボラトリー規

則 

学長 制定 平成

26.3.5 

規則第 117 号 平成

26.4.1 

農学部の土地、建物等の有効利用を目的として農学

部レンタルラボラトリー規則を制定し農学部の教

育・研究活動の質の向上及び活性化を図るとともに

産学官民連携活動を推進する。 

国立大学法人高知大学学長選考等規則 学長 一部改正 平成

26.3.25 

規則第 118 号 平成

26.3.25 

１ 現行規則では、第１次学長候補者による「所信

表明の会」は定められていないため、任意の「所信

表明の会（立会演説会等）」が開催されている。この

ことから、中立的な立場の学長選考委員会の主催の

「所信表明の会」を設けることとするため規則の改

正を行う。 

２ 学内意向投票において、附属学校の教職員を投

票資格者としていないが、附属学校園は教育学部の

附属組織であり、現行規則で規定されている投票資

格者のバランスを考え、附属学校園の副校長、副園

長、主幹教諭及び主事について投票資格者とするた

めの改正を行う。 

３ 第 12 条第３項では、再度の投票においてなお有

効投票の過半数を得た者がいないときは、得票多数

の者を当選者とする旨の規定が置かれているが、上

位２名に絞られた際の投票結果は、有効投票の過半
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数を得るか又は得票同数のいずれかしかなく、「有効

投票の過半数を得た者がいない」という事態は事実

上想定されないため、その関連の規定するところを

削除する。 

４ 字句の修正及び条ずれによる改正。 

国立大学法人高知大学公印規則 学長 一部改正 平成

26.4.1 

規則第 1 号 平成

26.4.1 

人文社会科学系長、自然科学系長及び総合科学系長

の変更に伴い、公印管守責任者及び公印管守補助者

が変わるため（医療学系長の公印管守は変更なし。）。 

国立大学法人高知大学における会計機関

の補助者の指定に関する規則 

学長 一部改正 平成

26.4.1 

規則第 2 号 平成

26.4.1 

平成 26 年４月１日人事異動による事務組織改編に

より、「学術情報課専門職員（農学部分館担当）」が

なくなることに伴う改正。 

高知大学設備サポート戦略室規則 学長 制定 平成

26.4.23 

規則第 3 号 平成

26.5.1 

平成 26 年度概算要求特別経費において、設備サポー

トセンター整備事業経費（平成 26～28 年度（3 年））

が認められ、同事業の実施に向け、設備サポート戦

略室を設置し、関係規則を制定するものである。 

高知大学研究設備整備計画検討委員会規

則 

学長 制定 平成

26.4.23 

規則第 4 号 平成

26.5.1 

平成 26 年度概算要求特別経費において、設備サポー

トセンター整備事業経費（平成 26～28 年度（3 年））

が認められ、同事業の実施に向け、設備サポート戦

略室を設置することに伴い、研究設備の整備におけ

る全学的な調整を行う委員会の規則を制定するもの

である。 

 



○人事異動
[役員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.3.30 渡邉　廉 理事（財務担当）・事務局長
H26.3.31 大﨑　博澄 監事

小槻　日吉三 理事（研究担当）

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.4.1 大﨑　富夫 監事
H26.4.1 箱田　規雄 理事（財務担当）・事務局長

[教員]
【定年退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.3.31 馬場園　陽一 人文社会科学系教育学部門　教授

脇岡　宗一 人文社会科学系教育学部門　教授
上岡　克己 人文社会科学系人文社会科学部門　教授
加藤　勉 人文社会科学系人文社会科学部門　教授
持尾　伸二 人文社会科学系人文社会科学部門　准教授

那須　恒夫 人文社会科学系教育学部門　教授
北川　修久 人文社会科学系教育学部門　教授
織田　進 人文社会科学系理学部門　教授
横山　俊治 人文社会科学系理学部門　教授
市村　高男 人文社会科学系黒潮圏科学部門　教授
深谷　孝夫 医療学系臨床医学部門　教授
谷　俊一 医療学系臨床医学部門　教授
尾原　喜美子 医療学系臨床医学部門　教授
吾妻　健 医療学系看護学部門　教授
熊澤　秀雄 医療学系基礎医学部門　助教

【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.3.31 池田　徹 自然科学系理学部門　准教授

柴山　善一郎 自然科学系農学部門　准教授
小川　恭弘 医療学系臨床医学部門　教授
石田　健司 医療学系臨床医学部門　准教授
平野　伸二 医療学系基礎医学部門　准教授
山﨑　文靖 医療学系臨床医学部門　講師
尾﨑　信三 医療学系臨床医学部門　助教
滿田　直美 医療学系臨床医学部門　助教
平野　世紀 医療学系臨床医学部門　助教
西　勇一 医療学系臨床医学部門　助教
野中　大伸 医療学系臨床医学部門　助教
刈谷　真爾 医療学系臨床医学部門　助教
岩佐　瞳 医療学系臨床医学部門　助教
山﨑　史幹 医療学系臨床医学部門　助教
上村　直 医療学系臨床医学部門　特任助教
伊藤　広明 医療学系臨床医学部門　特任助教
中嶋　絢子 医療学系基礎医学部門　助教
山口 奈緒子 医療学系基礎医学部門　助教
高橋　ゆい 教育学部附属中学校　教諭
姜　松林 医学部附属システム糖鎖生物学教育研究センター　特任助教

【退職（転籍）】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.3.31 古野　貴志 医療学系臨床医学部門　講師

川西　裕 医療学系臨床医学部門　助教
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松本　学 医療学系臨床医学部門　講師
藤本　飛鳥 教育学部附属小学校　教諭
中山　涼司 教育学部附属中学校　教諭
西山　一美 教育学部附属中学校　教諭
小野　泰佑 教育学部附属中学校　教諭
北村　政大 教育学部附属中学校　教諭
山岡　大二 教育学部附属小学校　副校長
小松　和久 教育学部附属小学校　教諭
池本　浩子 教育学部附属小学校　教諭
中尾　瑞香 教育学部附属小学校　養護教諭
小松　昌司 教育学部附属中学校　教諭
中岡　知佐 教育学部附属中学校　教諭
津田　誠 教育学部附属特別支援学校　教諭
高橋　めぐみ 教育学部附属特別支援学校　教諭
中屋　江利子 教育学部附属幼稚園　教諭

H26.4.30 杉山　康憲 医療学系基礎医学部門　助教

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.4.1 玉瀬　友美 人文社会科学系教育学部門　教授

吉田　茂樹 人文社会科学系教育学部門　准教授
宮本　隆信 人文社会科学系教育学部門　准教授
中村　るい 人文社会科学系教育学部門　准教授
中村　努 人文社会科学系教育学部門　講師
梶原　彰人 人文社会科学系教育学部門　講師
草場　実 人文社会科学系教育学部門　講師
寺村　雅子 教育学部附属小学校　副校長
近藤　修史 教育学部附属小学校　教諭
堀内　知佐乃 教育学部附属小学校　教諭
平野　大輔 教育学部附属小学校　教諭
今村　有紀 教育学部附属中学校　教諭
柳川　智彦 教育学部附属中学校　教諭
大石　幸弘 教育学部附属中学校　教諭
白井　裕史 教育学部附属中学校　教諭
松村　晶子 教育学部附属小学校　教諭
池川　千晶 教育学部附属小学校　教諭
川﨑　達朗 教育学部附属特別支援学校　教諭
安岡　知美 教育学部附属特別支援学校　教諭
藤原　舞 教育学部附属幼稚園　教諭
岡村　拓生 教育学部附属中学校　教諭
沖　豊和 医療学系臨床医学部門　助教
岡﨑　瑞穂 医療学系臨床医学部門　助教
久保　慶子 医療学系臨床医学部門　助教
吉澤　泰昌 医療学系臨床医学部門　助教
平野　世紀 医療学系臨床医学部門　助教
野中　大伸 医療学系臨床医学部門　助教
福田　真紀 医療学系臨床医学部門　助教
神元　裕子 医療学系臨床医学部門　助教
福原　秀雄 医療学系臨床医学部門　特任助教
大出　佳寿 医療学系臨床医学部門　特任助教
岩佐　瞳 医療学系基礎医学部門　助教
深澤　太郎 医療学系基礎医学部門　助教
須賀　楓介 医療学系基礎医学部門　特任助教
松岡　真里 医療学系看護学部門　准教授

【再雇用】
発令年月日 氏名 再雇用後の所属・職 元所属・職
H26.4.1 上岡　克己 人文社会科学系人文社会科学部門　教授

加藤　勉 人文社会科学系人文社会科学部門　教授

持尾　伸二 人文社会科学系人文社会科学部門　准教授
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那須　恒夫 人文社会科学系教育学部門　教授
北川　修久 人文社会科学系教育学部門　教授
織田　進 人文社会科学系理学部門　教授
横山　俊治 人文社会科学系理学部門　教授
市村　高男 人文社会科学系黒潮圏科学部門　教授

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H26.4.1 玉木　尚之 人文社会科学系人文社会科学部門　教授 人文社会科学系人文社会科学部門　准教授

原　忠 自然科学系農学部門　教授 自然科学系農学部門　准教授
戸井　慎 医療学系臨床医学部門　講師 医療学系臨床医学部門　助教
池内　和代 医療学系看護学部門　教授 医療学系看護学部門　准教授

[事務系職員]
【定年退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.3.31 山﨑　健司 法人監査室長

矢野　誠 研究国際部研究推進課研究助成係　技術専門職員

濵田　規子 研究国際部学術情報課　専門職員
中川　正 学務部学務課教員免許状更新講習長
明神　一夫 医学部・病院事務部学生課長
岡田　保志 総合研究センター　技術専門職員
城田　雅敏 総合研究センター　技術職員

【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.3.31 嘉数　久子 総務部総務課教育事務室長

【退職（転籍）】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.3.31 立花　広枝 法人企画課広報戦略室長

西村　昌浩 総務部物部総務課総務係　主任
大工園　幸郎 財務部施設企画課長
武市　佳人 財務部施設整備課　課長補佐
宍戸　好隆 研究国際部研究推進課長
宮脇　弘善 研究国際部学術情報課長
沖　先一 医学部・病院事務部施設管理課電気係長

【出向】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.3.31 森岡　啓 医学部・病院事務部会計課外部資金担当係長

澤田　佳子 財務部施設企画課企画係　主任
田村　純久 研究国際部学術情報課情報係　係員

【採用（転籍）】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.4.1 泉　紀江 総務部総務課長

江草　龍源 財務部施設企画課長

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.4.1 黒川　晋平 総務部物部総務課会計係　係員

金子　浩子 財務部経理課契約係　係員
田中　幸記 研究国際部研究推進課研究推進係　係員

西本　晶美 研究国際部国際交流課国際連携係　係員

高原　優 医学部・病院事務部医事課地域医療連携係　係員

佐々木　昭典 医学部・病院事務部医事課診療請求係長

田村　桃子 医学部・病院事務部医事課診療請求係　係員

津野　法子 医学部・病院事務部医事課診療請求係　係員

岡田　崇志 医学部・病院事務部医事課診療請求係　係員
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髙松　絵美 医学部・病院事務部医事課診療請求係　係員

髙橋　久夫 医学部・病院事務部医事課診療請求係　係員

中平　伸一 医学部・病院事務部医事課診療請求係　係員

打井　鴻志 医学部・病院事務部施設管理課建築係　係員

野村　泰介 医学部・病院事務部施設管理課電気係　係員

川田　翔太 医学部・病院事務部施設管理課電気係　係員

藤尾　憲司 医学部・病院事務部施設管理課機械係　係員

【復帰】
発令年月日 氏名 復帰後の所属・職 元所属・職
H26.4.1 山中　敏正 研究国際部学術情報課長

井上　博文 学務部学務課長
弘田　雅彦 財務部施設企画課活用係長
井上　智幸 医学部・病院事務部会計課医学部担当係長

佐々木　和久 医学部・病院事務部医事課医事係長
西口　修司 研究国際部学術情報課情報係　係員

【再雇用】
発令年月日 氏名 再雇用後の所属・職 元所属・職
H26.4.1 濵田　規子 研究国際部学術情報課農学部分館サービス係　事務補佐員

中川　正 学務部学務課教員免許状更新講習係　事務補佐員

明神　一夫 医学部・病院事務部学生課　特任専門員

岡田　保志 総合研究センター　技術補佐員
城田　雅敏 総合研究センター　技術補佐員

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H26.4.1 澤田　佳子 財務部施設企画課企画係　主任 財務部施設企画課企画係　係員

川村　龍市 法人監査室　主任 法人監査室　係員
坂本　克彦 法人企画課　専門員 総務部総務課総務係　係長
片岡　俊弘 総務部　次長 総務部物部総務課　課長
下元　浩二 総務部人事課人事管理係　主任 総務部人事課人事管理係　係員
岩崎　奈津美 総務部物部総務課学務室学務係　主任 総務部物部総務課学務室学務係　係員
髙芝　健 総務部物部総務課フィールド技術室南国フィールド係　技術専門職員 総務部物部総務課フィールド技術室南国フィールド係　係員

長井　宏賢 総務部物部総務課フィールド技術室嶺北フィールド係長 総務部物部総務課フィールド技術室嶺北フィールド係　係員

西森　速人 財務部財務課総務係長 財務部財務課総務係　主任
松岡　玲子 財務部経理課契約係長 財務部経理課契約係　主任
村田　幸繁 研究国際部研究推進課　専門員 研究国際部研究推進課研究推進特別支援室研究支援係　係長

濵田　昌代 研究国際部研究推進課研究助成係長 研究国際部研究推進課研究助成係　主任
石黒　尋希 学務部学生支援課就職室就職支援係　主任 学務部学生支援課就職室就職支援係　係員

川村　悠子 学務部学務課教育支援室全学教育係　主任 学務部学務課教育支援室全学教育係　係員

八松　七重 医学部・病院事務部総務企画課　専門職員 医学部・病院事務部総務企画課人事係　主任

横山　光治 医学部・病院事務部学生課　専門員 医学部・病院事務部学生課入試室入試係　係長

貞弘　展広 医学部・病院事務部医事課　専門職員 医学部・病院事務部医事課医療安全係　主任

近藤　淑 医学部・病院事務部学生課入試室入試係長 医学部・病院事務部学生課入試室入試係　主任

山本　秀樹 法人企画課　専門員 法人企画課評価室評価係　係長
山﨑　一幸 財務部施設整備課　専門員 財務部施設整備課建築係　係長
嶋津　貴久 医学部・病院事務部医事課　専門員 医学部・病院事務部医事課医事係　係長
浪上　健一 医学部・病院事務部施設管理課　専門員 医学部・病院事務部施設管理課建築係　係長

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.4.1 渡邊　功 法人監査室長 医学部・病院事務部学生課入試室　室長

森下　元文 法人企画課長 総務部総務課　課長
深田　規嗣 法人企画課　課長補佐 法人企画課評価室　室長
中山　昭雄 法人企画課評価室評価係長 研究国際部研究推進課研究助成係　係長
芝　弘行 法人企画課新学部設置準備室長 法人企画課　課長補佐
高橋　俊裕 法人企画課新学部設置準備室　係員 学務部学務課教育企画係　係員
山下　利彦 総務部総務課　課長補佐 医学部・病院事務部学生課　課長補佐
岡村　一也 総務部総務課　課長補佐 医学部・病院事務部総務企画課　課長補佐
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伊藤　誠彦 総務部総務課総務係長 研究国際部地域連携課産学官連携係　係長

山脇　由子 総務部人事課付　係員 研究国際部国際交流課国際連携係　係員
大﨑　政良 総務部物部総務課総務係長 総務部物部総務課会計係　係長
西村　孝志 総務部物部総務課会計係長 財務部経理課総括係　係長
小松　俊彦 総務部総務課教育事務室長 総務部総務課小津地区事務室　室長
島﨑　由三子 総務部総務課小津地区事務室長 研究国際部国際交流課　課長補佐
小松　平八 総務部物部総務課学務室長 総務部総務課　課長補佐
青木　啓三 財務部財務課総務係　主任 総務部物部総務課会計係　主任
安岡　隆一 財務部経理課総括係長 財務部財務課総務係　係長
西川　智行 財務部経理課総括係　係員 総務部人事課共済係　係員
松下　裕也 財務部施設企画課企画係　係員 財務部施設企画課活用係　係員
谷口　和久 財務部施設整備課　課長補佐 財務部施設整備課　専門員
井本　善次 研究国際部研究推進課研究推進係　技術専門職員 研究国際部研究推進課研究助成係　技術専門職員

山本　典佳 研究国際部研究推進課研究助成係　係員 研究国際部研究推進課研究推進特別支援室研究支援係　係員

小林　克巳 研究国際部地域連携課産学官民連携推進係長 総務部物部総務課総務係　係長
知名　桂 研究国際部地域連携課産学官民連携推進係　主任 研究国際部地域連携課産学官連携係　主任

小島　真一 研究国際部地域連携課域学連携推進係長 研究国際部地域連携課　専門職員
佐藤　宏之 研究国際部地域連携課域学連携推進係　係員 研究国際部地域連携課地域連携・再生係　係員

横山　修 研究国際部国際交流課　課長補佐 総務部物部総務課学務室　室長
立花　裕 学務部学務課教員免許状更新講習係長 研究国際部地域連携課地域連携・再生係　係長

刈谷　誠 医学部・病院事務部総務企画課　課長補佐 医学部・病院事務部医事課　課長補佐
末本　淳志 医学部・病院事務部会計課　専門職員 財務部経理課契約係　係長
久保　直毅 医学部・病院事務部会計課　係員 財務部経理課総括係　係員
唐岩　真悟 医学部・病院事務部会計課外部資金担当係長 医学部・病院事務部会計課医学部担当係　係長

高橋　聡 医学部・病院事務部学生課長 学務部学務課　課長
西原　正幸 医学部・病院事務部学生課　専門員 医学部・病院事務部学生課　専門員
池田　由季子 医学部・病院事務部学生課入試室入試係　主任 医学部・病院事務部医事課医事係　主任

[病院職員]
【定年退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.3.31 高橋　純子 医学部附属病院　看護部看護師長

山本　定子 医学部附属病院　看護部看護師　副看護師長

【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.2.28 谷岡　菜保 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

H26.3.31 横山　千春 医学部附属病院　看護部副看護師長
大和　弘司朗 医学部附属病院　歯科口腔科歯科技工士
吉岡　三郎 医学部附属病院　薬剤部薬剤主任
榎　　 勇人 医学部附属病院　リハビリテーション部理学療法士

津野　紗矢香 医学部附属病院　栄養管理部栄養士
久米　美香 医学部附属病院　看護部看護師
仁井田　恵子 医学部附属病院　看護部看護師
布　雄士郎 医学部附属病院　看護部看護師
森下　祐加 医学部附属病院　看護部看護師
古田　珠里 医学部附属病院　看護部看護師
平井　裕子 医学部附属病院　看護部看護師
赤木　美杉 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

西本　まゆ子 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

佃　雅美 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

薦田　史 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

山﨑　麻朱 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

安田　優 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

福永　紗代 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

野村　直充 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

長野　ひろみ 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

下元　みゆき 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

川本　香保 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

伊與田　香穂 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

　第25号　　　　　　　　　　　　　　　　　高 知 大 学 学 報　　　　　　　　　　平成26年5月　（25）



福島　萌 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

【再雇用】
発令年月日 氏名 再雇用後の所属・職 元所属・職

高橋　純子 医学部附属病院　看護部看護師（再雇用職員）

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H25.11.1 門脇　永治 医学部附属病院　看護部看護師

H25.12.1 岡田　美幸 医学部附属病院　看護部特任看護職員

内村　咲枝 医学部附属病院　看護部看護師
H26.1.1 岡野　なつみ 医学部附属病院　看護部看護師

川﨑　むつみ 医学部附属病院　看護部看護師
H26.1.8 中田　智久 医学部附属病院　看護部看護師

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H25.11.1 横田　淳子 医学部附属病院　薬剤部薬剤主任 医学部附属病院　薬剤部薬剤師

尾木　恭子 医学部附属病院　薬剤部薬剤主任 医学部附属病院　薬剤部薬剤師
門田　亜紀 医学部附属病院　薬剤部薬剤主任 医学部附属病院　薬剤部薬剤師

○叙位・叙勲
　　　 高知大学名誉教授　　小　川　俊　雄
　　　　　　 　 　　　　（平成26年3月10日死亡）
　　　　　　叙位　従四位（平成26年3月10日付）
　　　　　　叙勲　瑞宝小綬章
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第２０９回 役員会（２月１２日） 

議事 

審議事項 

１．教育組織改革に係る人事案について 

２．戦略的管理人員枠による採用人事について 

３．国立大学法人高知大学と高知大学生活協同組合との間における災害時の相互協力等に関する協定の締結に

ついて 

４．感謝状の贈呈について 

５．土佐さきがけプログラム実施に係る経費負担について 

６．決算剰余金の繰越承認および配分について 

報告事項 

１．『岡豊キャンパス周辺まちづくり』について 

２．その他 

 

第２１０回役員会（２月２６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．平成 25 年度の大学教員人事に関わる緊急の対応について 

３．平成 26 年度労使協定について 

４．職員の表彰に関する規則の一部改正について 

５．外国語試験の受験に係る補助事業実施について 

６．四国における 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に係る単位互換に関する協

定書（案）及び覚書（案）について 

７．愛媛県と高知大学との就職支援に関する協定の締結について 

８．平成 26年度国立大学法人総合損害保険加入について 

９．高知大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の制定について 

報告事項 

１．給与明細書等の WEB化について 

２．平成 25年度第３四半期までの財務状況について 

３．平成 25年度第３四半期の資金管理状況について 

４．規則の制定について 

 

第２１１回役員会（３月１２日） 

議事 

審議事項 

１．平成 26 年度 年度計画（原案）について 

２．管理職である教員の業務評価実施要項の改正について 

３．国際・地域連携センターの改組について 

４．平成 25 年度の大学教員人事に係る緊急の対応について 

５．大学教員の採用・昇任人事について 

６．大学教員の定年年齢の見直しに伴う関係規則等の一部改正について 

会 議 
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７．早期退職制度の導入等に伴う関係規則等の制定及び一部改正について 

８．附属学校教員の再雇用職（管理職）新設に伴う関係規則の一部改正について 

９．特殊勤務手当（教員特殊業務手当）の一部改正について 

10．特殊勤務手当（小児科病院群輪番制手当）の一部改正について 

11．医療職員の職名変更等に伴う関係規則の一部改正について 

12．国立大学法人高知大学岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について 

13．非常勤職員のリフレッシュ休暇取得期間変更に伴う関係規則の一部改正について 

14．平成 26年度以降のＣＳＴ事業実施について 

15．国立大学法人高知大学と独立行政法人海洋研究開発機構との包括連携協定の締結について 

16．平成 26年度予算編成方針及び予算配分基準について 

17．平成 26年度資金管理計画について 

報告事項 

１．土地の譲渡について（面積変更） 

２．中期計画変更（重要財産の譲渡）の修正について 

３．大学教員の再任について 

４．高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業特任教員採用予定について 

５．平成 25年度 高知大学教員顕彰制度「教育奨励賞」の選考結果について 

６．その他 

 

第２１２回役員会（３月２６日） 

議事 

審議事項 

１．教育組織改革に係る教員の採用人事について 

２．戦略的管理人員枠による人事案について 

３．戦略的管理人員枠による採用人事について 

４．平成 26年度 年度計画（原案）について 

５．国際・地域連携センターの改組について 

６．大学教員の昇任人事について 

７．学位取得促進プログラム参加者について 

８．学位取得支援プログラム参加者について 

９．大学教員の定年年齢の見直しに伴う関係規則等の一部改正について 

10．早期退職制度の導入等に伴う関係規則等の制定及び一部改正について 

11．附属学校教員の再雇用職（管理職）新設に伴う関係規則の一部改正について 

12．特殊勤務手当（教員特殊業務手当）の一部改正について 

13．特殊勤務手当（小児科病院群輪番制手当）の一部改正について 

14．高知大学学則の一部改正について 

15．外国語試験の受験に係る補助事業実施について 

16．平成 26年度以降のＣＳＴ事業実施について 

17．愛媛県と高知大学との就職支援に関する協定について 

18．国立大学法人高知大学と独立行政法人海洋研究開発機構との包括連携協定の締結について 

19．平成 26年度予算編成方針及び予算配分基準について 

20．平成 26年度資金管理計画について 

21．高知大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の制定について 

報告事項 

１．規則の制定について 
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２．その他 

 

第２１３回役員会（４月９日） 

議事 

審議事項 

１．戦略的管理人員枠による人事案について 

２．高知大学設備サポート戦略室の設置及び関係規則の制定について 

３．大学教員の採用・昇任人事について 

報告事項 

１．資金運用状況について 

２．その他 

 

第２１４回役員会（４月２３日） 

議事 

審議事項 

１．戦略的管理人員枠による昇任人事について 

２．理事就任に伴う支援措置について 

３．高知大学設備サポート戦略室の設置及び関係規則の制定について 

４．高知大学利益相反マネージメント委員会規則の一部改正について 

５．高知県と国立大学法人高知大学との土佐あかうしの保存と生産振興に関する連携のための覚書の締結につ

いて 

報告事項 

１．平成 26 年度一般入試実施状況等について 

２．医師・保健師・看護師・助産師国家試験合格状況について 

３．平成 26年度科学研究費助成事業に係る内定状況について 

４．規則の制定について 

５．その他 

 

第４８回経営協議会（３月２５日） 

議事 

１．平成 26年度年度計画（原案）について 

２．高知大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の制定について 

３．土地の譲渡について（面積変更） 

４．中期計画変更（重要財産の譲渡）の修正について 

５．大学教員の定年年齢の見直しに伴う関係規則等の一部改正について 

６．早期退職制度の導入等に伴う関係規則等の制定及び一部改正について 

７．附属学校教員の再雇用職（管理職）新設に伴う関係規則の一部改正について 

８．特殊勤務手当（教員特殊業務手当）の一部改正について 

９．特殊勤務手当（小児科病院群輪番制手当）の一部改正について 

10．平成 26年度予算編成方針及び予算配分基準について 

11．平成 26年度資金管理計画について 

12．決算剰余金の繰越承認及び配分について 

13．平成 25年度第３四半期までの財務状況について 

14．平成 25年度第３四半期の資金管理状況について 

15．役員の退職手当に係る業績評価について 
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16．理事の本給月額について 

17．その他 

 

第６１回教育研究評議会（３月１９日） 

議題 

１．平成 26年度年度計画（原案）について 

２．管理職である教員の業務評価実施要項の改正について 

３．国際・地域連携センターの改組について 

４．平成 25年度の大学教員人事に関わる緊急の対応について 

５．大学教員の定年年齢の見直しに伴う関係規則等の一部改正について 

６．早期退職制度の導入等に伴う関係規則等の制定及び一部改正について 

７．附属学校教員の再雇用職（管理職）新設に伴う関係規則の一部改正について 

８．高知大学学則の一部改正について 

９．外国語試験の受験に係る補助事業実施について 

10．平成 26年度以降の CST事業実施について 

11．愛媛県と高知大学との就職支援に関する協定について 

12．平成 25年度 高知大学教員顕彰制度「教育奨励賞」の選考結果について 

13．国立大学法人高知大学と独立行政法人海洋研究開発機構との包括連携協定の締結について 

14．高知大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の制定について 

15．経営協議会の学外委員について 

16．規則の制定について 

17．高知大学名誉教授の称号授与について 

18．その他 

 

第６２回教育研究評議会（４月１６日） 

議題 

１．経営協議会の学外委員について 

２．高知大学設備サポート戦略室の設置及び関係規則の制定について 

３．規則の制定について 

４．その他 

 

平成２６年度第１回入試企画実施機構会議（４月７日） 

議事 

審議事項 

１．平成 27年度入学者選抜に関する要項(案)について 

２．平成 27年度学生募集要項（案）（推薦入試Ⅰ）について 

３．平成 27年度学生募集要項（案）（私費外国人留学生（学部学生））について 

４．平成 27年度学生募集要項（案）（社会人入試）について  

   ５. 平成 27年度人文学部第３年次編入学学生募集要項 (案)について   

６．平成 27年度理学部第３年次編入学学生募集要項 (案)について  

７．平成 27年度医学部医学科学士入学＜第２年次編入学＞学生募集要項（案）について  

８．平成 27年度医学部医学科ＡＯ入試Ⅰ学生募集要項（案）について  

   ９．平成 27年度医学部医学科推薦入試Ⅱ（四国・瀬戸内地域枠）学生募集要項（案）について 

10．平成 27年度医学部看護学科第３年次編入学学生募集要項（案）について 

11. 平成 27年度農学部第３年次編入学学生募集要項（案）について 
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12．入試関係日程（平成２７年度入試）の一部変更について  

13．その他 

報告事項 

１．平成 26年度オープンキャンパスについて 

２．出題・採点の体制（案）について  

３．平成 26年度入学者選抜実施状況について 

４. 平成 25年度本学入試問題の使用許諾について  

５．その他  各学部における平成 26年度入試実施状況の総括について依頼 

 



 
第 25号                 高 知 大 学 学 報           平成 26年 5月  （32） 

 
 
 

 
 
 
○高知大学生活協同組合と災害時の相互協力等に関する協定を締結 
 
高知大学は 3 月 13 日（木）、高知大学生活協同組合と災害時の相互協力等に関する協定を締結した。 
この協定は、南海トラフ巨大地震等を想定し，地震、風水害等の災害時に相互に協力して、双方の

構成員及び高知大学に避難してきた地域住民の安全の確保に努めることを目的としたもの。 
協定式には、脇口宏学長、田村安興高知大学生協理事長をはじめ担当理事ら関係者が出席した。 
今後は、さらなる防災体制の強化が期待される。 
 

 

 
 
○平成 25 年度高知大学卒業式 
 
平成 26年 3 月 24日(月)午前 11 時より、平成 25 年度の卒業式が執り行なわれた。 

卒業者総数は 1,085名です。 

人文学部 297名           教育学部 172名 

理学部  274名 早期卒業生 1名   医学部  172 名 

農学部  167名 早期卒業生 2名 

 

  
 

学 事 
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平成２５年度 高知大学卒業式告辞 

 
 卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。 
 保護者の皆様には、感慨もひとしおのことでございましょう。心からお祝い申し上げます。 
 また、ご列席いただきましたご来賓、関係者の皆様に、高知大学を代表してお礼申し上げます。 
 今日、皆さんが受け取られた卒業証書は、高知大学で学ぶ権利を享受し、皆さんがそれに応え、た

ゆまぬ研鑽を続けてこられた成果であり、豊かな知力と学び続ける力、そして、社会で生き抜く人間

力を修得されたことの証であります。そして、皆さんが国民の税金によって教育を受けた、エリート

候補生であることの証でもあります。 
 エリートには、修得した能力を社会に還元する責務があります。皆さんには、自分が何を為すべき

か、それは社会の発展に有益であることか、そして、皆さん自身と皆さんの家族を幸せに出来るもの

であるのか、ということを常に念頭において、行動して下さることを期待しております。それがエリ

ートに求められるノーブレス・オブリージュであり、リーダー・サーヴァントの精神であります。こ

の精神は、自分をよく理解し、自分を公正に愛していなければ、なかなか身につくものではありませ

ん。それ故に、皆さんには、これまで以上に自分に関心を持ち、自分を知り、自分を愛し、そして自

分と同じように周りの人に関心を持ち、理解し、愛することを期待しております。 
 さて、地球温暖化、大気汚染などの環境破壊の進行は、異常気象、自然災害、健康被害などを次々

に発生させております。温暖化は、氷河や永久凍土に閉じこめられていた微生物の復活・増殖を促し、

さらに温暖化を促進するなど、危険な徴候を誘発し始めております。言い換えれば、自然の回復力が

失われる段階に入りつつあることが危惧されております。皆さんは、高知大学における学びを通して、

理性的、科学的に考え評価する能力を修得されているはずです。健全な地球と社会の再構築は、優れ

た教育を受け、高い能力を修得された皆さんのような若者だけがなし得るのであります。この国と国

際社会の再生・発展の道を切り開くのは、あなた方のような、若者であります。今後、益々多様化す

ることが予測される日本国と国際社会の中で、真に幸せな社会のあり方について、熟慮しながらも、

巧遅拙速の精神をもって行動して下さることを期待しております。 
 今以上に、自律性と継続力を備え、挫折に強い人材の必要性が叫ばれている時代はありません。皆

さんには、限りなく輝かしい、豊で実り多い未来が開けておりますが、長い人生には、楽しいことだ

けではなく、多くの苦難が皆さんの前に立ちはだかることでありましょう。しかし、皆さんが経験す

る苦難は、必ず幸運とセットになっているはずです。大きな器の持ち主は，幸運を引き寄せると同時

に、大きな苦難も引き寄せてしまう、と言われます。乗り越えることが出来ない苦難は決してありま

せん。常に前を向き、自分一人ではなく、周囲の人と協力することで、苦難の後ろに隠れている幸運

を見つけることも、苦難を乗り越えることも容易になるはずです。 
 江戸時代の佐藤一斎という儒学者の「言志録」という処世訓に記載されている「一燈を頼め」を皆

さんへの餞の言葉とします。 
 一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うることなかれ。ただ一燈を頼め。 
 昨年は悔しいことが数多くありましたので、あえてこの一文を引用しました。私の解釈ですが、人

生にはせっぱ詰まった状況で、暗闇を一人で歩くように、周りが見えず、進む方向さえ分からない時

があります。しかし、どのような時であれ、誰にでも、信頼できる仲間や家族が、身近に一人くらい

はいるものです。それは、提灯の明かり程度の頼りなく感じる人かも知れません。しかし、太陽や月

のように強い光を放つ支援者、あるいはきら星のように数多くの理解者がいないことを嘆く必要はな

いのです。太陽や月のように、誰彼なく照らす光ではなく、たった一人でよいから貴方のことを、貴

方だけのことを親身になって支えてくれる友人や家族を頼り、そして、自分の判断で進みなさい、と

いう意味と理解しております。繰り返します。 
 一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うることなかれ。ただ一燈を頼め。 
 周囲の誰かに相談し、その助けを得ることは、私たち人間の特権であります。苦難を乗り越える度



 
第 25号                 高 知 大 学 学 報           平成 26年 5月  （34） 

 
 

  
 
 

に、皆さんの能力は高まり、乗り越えた苦難の大きさに見合った幸運が待っております。皆さん、決

して孤立しないで下さい。自分と身近にいる仲間を信じて下さい。人はより掛かり合って生きる動物

です。お互い様と気楽に頼り合って下さい。 
皆さんの人生が、これからさらに光り輝くものであることを願って、学長告辞とします。 
 ご卒業おめでとうございます。 
 

平成 26 年 3 月 24 日 
高知大学 

学長 脇口 宏 
 
 
○平成 25 年度高知大学大学院修了式 
 
平成 26年 3 月 24日(月)午前 9時 30分より、平成 25年度の大学院修了式が執り行なわれた。 

卒業者総数は 176名です。 

修士  総合人間自然科学研究科 160 名 

博士  総合人間自然科学研究科  12 名  早期修了生 2名 

博士  医学系研究科       2 名 

 

  
 

平成２５年度 高知大学大学院修了式告辞 
 

 高知大学大学院を修了され、学位を授与された皆さんに対して、大いなる期待を込めて、心か

らお祝い申し上げます。 
大学院で学び、修得された知識と技術は、まさに、高度な専門領域であり、学部では学び得ない、

格段に高度なものであったと思います。そして、本日、手にされた学位記は、皆さんが良質で豊富

な知識をもとに立てられた仮説が、正しいことを見事に証明し、学位論文にまとめ上げた成果であ

ります。同時に、これからは、指導教官から独立して、あなた方自身の自由な発想と能力によって、

研究を展開することが出来ることの証でもあります。その優れた能力に対して、高知大学と日本国

民が、大きな期待をかけていることを忘れないで、誇りに思って頂きたい。 
これからも、研究を継続される皆さんにとって、自由な発想に基づいて研究を遂行する環境が、

保障されることは当然のことでありますが、研究の成果が、社会に及ぼす影響についての責任は、

研究者自身にあることを忘れないで下さい。これまで、科学の発展は、数え切れないほど多くの福

音を、人類にもたらしてきました。しかし、その一方で、使い方を誤れば生命を否定する、あるい

は、世界を崩壊に導くようなものも、少なくありません。現実に、研究成果の濫用とも言うべき利

用に対して、関連学会が対応に追われている例もあります。研究テーマを選択し、研究を進める場
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合には、人類の繁栄や社会の発展に寄与すること、そしてその成果の利用のあり方を念頭に置いて

進めることも、科学者に負わされている責務であり、良心であります。 
そして、エビデンスは、科学者にとって最も重要視するべきものではあります。しかし、今日の

エビデンスは、明日にはエビデンスでなくなる可能性を秘めている、ということを常に意識してお

いて頂きたい。エビデンスは、現在の科学力で評価した結果のエビデンスであり、科学がさらに発

展するとその評価は当然変わりうるものであります。過去のエビデンスに拘泥する愚を犯さないこ

とを期待しております。 
研究は常識外の世界に重きを置くことを、これまで研究してこられた皆さんは、良く理解されて

いることと信じておりますが、画期的な研究成果は何気ない気づき、あるいは非常識ともいえる発

想から生み出されることは、先の IPS 細胞の発見でも明らかであります。日常の研究生活の中の、

そんなことが？というようなヒントにこそ、現状をブレークスルーする可能性を秘めた研究テーマ

があることを忘れないで下さい。私は、新たなエビデンスを作るのは、優れた知力と熱い情熱をも

つあなた方自身であることを期待しております。 
これから社会に出る皆さんには、最高学府で学び、修得された高度の知的作業を遂行する優れた

能力を、存分に発揮して下さることを期待しております。学位論文を完成させる過程で身につけた、

深く学び、問題を発見して仮説を立て、自ら企画立案して解決し、その成果を周囲から評価を受け

る、所謂 PDCA サイクルを回し、進歩し続ける実践力、そして挫折から立ち上がる能力は、二十一

世紀を豊かな世紀とする上で欠かすことの出来ない能力です。 
社会生活は研究とは異なり、常識的な判断と対応を求められることが多いのではありますが、あ

らゆる場面でイノベーション創出が求められている現代では、研究者ならずとも非常識な発想と成

果を否定しない姿勢が必要であると考えております。研究生活で身につけた、何故だろう、これは

本当か、本当にこれで良いのか、という批判的思考と発想力、そして深い洞察力は、全ての領域で

活躍する人材に求められております。 
要するに、どのような分野で活躍するにしてもリサーチマインドがなければ、社会に貢献するこ

とは困難な時代であるということであります。その意味でも、皆さんは、二十一世紀の持続的に発

展する社会の創造をリードするエリート集団であるという矜恃を持ち続けて頂きたい。 
最後に、皆さんには限りなく明るい未来が開けておりますが、現在ほどに自律性と持続力を備え、

挫折に強い人材の必要性が、叫ばれている時代はありません。最高学府を修了したエリートとして

の誇りと、社会への奉仕の精神、自己制御力を持ち続け、如何なる時も希望を失うことなく、それ

ぞれの領域、場所において、目標に向かって邁進して下さることを期待しております。 
最後に徳川家康の言葉を餞の言葉として学長告辞とします。 
「人の一生は重き荷を背負いて、遠き道を行くが如し。必ず、急ぐべからず」。 
学位取得、おめでとうございます。 

 
平成 26 年 3 月 24 日 

高知大学 
学長 脇口 宏 

 
 
○海洋研究開発機構と包括連携協定を締結 
 
高知大学は、3 月 28 日（金）、独立行政法人海洋研究開発機構との間で包括連携協定を締結した。 
この協定は、研究開発、教育、人材育成等に係る相互協力が可能なすべての分野において互恵の精

神に基づき包括的な連携・協力を効果的に実施することを目的としており、これまでも海洋・地質研

究等の分野で相互に協力してきたが、今回の協定の締結によりさらなる成果が期待される。 
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高知大学で執り行われた協定調印式には、脇口宏高知大学長、平朝彦海洋研究開発機構理事長をは

じめ担当理事ら関係者が出席した。 
今後は、関係者による連携推進協議会を設けて円滑な協力体制を築き、研究面だけでなく地域貢献

など広い範囲での連携を目指す。 
 

 
 
 
○平成 26 年度高知大学入学式 
 
平成 26年 4 月 3日(木)午前 10 時 30分より、平成 26 年度の入学式が執り行なわれた。 

入学者総数は 1,154名です。 

人文学部  313名 （うち 3 年次編入学 11 名） 教育学部  173名  

理学部    285名 （うち 3 年次編入学 9名） 

医学部    185名 （うち 2 年次編入学 5名、3年次編入学 10名） 

農学部    182名 （うち 3 年次編入学 1名） 

土佐さきがけプログラム 16 名 

 

  
 

平成２６年度 高知大学入学式告辞 
 

 高知大学へ入学を許可された皆さん、ご入学おめでとうございます。在校生、教職員を代表してお

祝いと歓迎の言葉を贈ります。 
 保護者の皆様方、おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。 
 また、ご多忙の中、ご臨席賜りましたご来賓、関係者の皆様、有り難うございます。高知大学を代

表して、お礼申し上げます。 
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 今日、先ほどの入学許可をもって、皆さん全員が高知大学の仲間になりました。全員が私の、つま

り脇口組の一年生になったのであります。脇口組の教育ミッションは、学生さんの利益を優先し、責

任をもって皆さんを社会に送り出すことにあります。そして、総ての職員が、皆さんの親代わりであ

り、教師であり、そして仲間であります。これからは、どんなことでも、遠慮しないで、誰にでも良

いので、気軽に近くにいる教職員を頼ることを、この場で約束して下さい。よろしいですね。 
 諸君は、熾烈な受験生活を乗り越えられて、高知大学という難関を突破され、晴れて、今日を迎え

られました。これまで積み重ねてきた、諸君の努力に対して、心から敬意を表します。同時に、諸君

の今日があることは、諸君自身の努力によることはもとより、これまで諸君を育て、守り、そして支

え続けて下さった、保護者の皆様、ならびに恩師の皆様、友人など、多くの方々のご支援の賜である

ことを、胸に刻み、感謝の気持ちを忘れてはなりません。 
 さて、合格発表を見てからは、受験勉強から解放され、あまり勉強しないで過ごしてきたのではな

いでしょうか。休憩時間は、ここで終わりです。今日からは、受験勉強とは違う、大学生の学びが始

まります。諸君が、これまでやってきた勉強は、正解が一つ用意されている問題を解くためのもので

あったはずです。言ってみれば、決められたことを、決められたやり方で理解し、記憶すれば良いと

いう、極めて単純な学びでありました。これに対して、大学生の学びでは、解答が複数あるもの、場

合によっては正解が用意されていない命題がたくさんあります。しかも、問題を自分で発見して、そ

れを解決するために必要な知識、能力を自分の力で身につけること、さらには、自分が辿り着いた回

答を周りの人々に伝え、その正しさを理解させる能力が求められます。自律的、能動的、継続的に学

ぶことが必要であり、日頃からそれは何か、本当にそれでよいのか、何故だろう、ということを自問

自答し、仲間と議論を深めることが求められます。そのことによって、学びの場が、これまでの学校

から大学と実社会へ広がり、諸君が生徒から学生に変身出来るのであります。 
これからは、分からないことを、安易に教えてもらうのではなく、先ず自分で調べ、考え、議論して

下さい。専門領域の学びを深めるためには、富士の裾野のように広く、分厚い、そして美しい基礎学

力と教養が必要であります。議論を深める中で，自分が何を学ぶべきか、何をなすべきか、そして相

手が何を考えているかを、すなわち自分と相手との違いを肌で感じ取ることが出来ます。学びの中で、

もがき苦しんで頂きたい。自分と仲間との共通点と相違点を知り、それらの意味をよく考えて頂きた

い。そのようにして身につけた、知識と豊かな教養こそが、専門領域の学問と統合することで、諸君

を二十一世紀が求めている人材に、成長させるのであります。 
 高知大学は、チャンス、チャレンジ、チェンジ、クリエイトの四つの C を標榜し、地域に根ざし、

地域と共に発展することで、二十一世紀が求める国立大学に進化する、という強い意志をもって、改

革を進めております。私たちは、ステークホルダー、すなわち「学生・保護者の皆さんや社会に対し

て責任をとることが出来る教育」を実践し続ける、大学を目指しております。皆さんは、高知大学で

学ぶ絶好のチャンスを与えられたことを生かし、常にチャレンジ精神を持ち、受け身の学習者から能

動的・自律的な学修者へと自己改革すなわちチェンジして、新たな人格と能力を身につけ、実社会で

活躍できる自分を、クリエイトして下さることを期待しております。 
 高知大学は、国民の税金で成り立っている大学であります。つまり、諸君は、莫大な国税による支

援のもとで、教育を受ける資格が認められ、その権利を手にしたのであります。それは、エリート候

補生だけに許される特権であります。高知大学で学ぶことで、高いプライドと厳しい規範意識を身に

つけ、リーダーサーヴァントとして、如何に学び、如何にして社会に貢献するか、ということを考え、

ノーブレス・オブリージュの精神を、身につけて下さることを期待しております。 
 最後に、少年老い易く学成り難し、一寸の光陰軽んずべからず、で始まる漢詩がありますが、四年

あるいは六年間という時の流れは、諸君の想像以上に速いものであります。時間を大切にして欲しい

願いを込めて、諸君に次の言葉を贈り、学長告辞とします。 
 水は自然の恵みにして、時は宇宙の恵みなり。それ水を粗略にするものは飢え、時を軽んじるもの

は迷う。 
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 迷うという言葉には道が分からなくなってうろうろする、の他に、ものがもつれ絡んで乱れ、どう

にもならなくなる、という意味もあります。迷うは、学問を志すものにとっては無知蒙昧の蒙昧、と

並んで最も恥ずべきことであります。繰り返します。 
 水を粗略にするものは飢え、時を軽んじるものは迷う。 
 さて、少年老い易くの後半は、 
 未だ覚めず池塘春草の夢、階前の梧葉己に秋声。 
 これは、いくら若い頃の夢と情熱を持ち続けているつもりでも、気がつけば晩秋の梧桐の枯れ葉の

ように、人生の終わりが近づいている、という意味です。時の流れは、実に無情なものであります。 
 諸君、一心不乱に、学び給え、悩み給え、そしてよく遊び、感激し給え。 
 入学おめでとう。 
 

平成 25 年 4 月 3 日 
国立大学法人高知大学 

学長 脇口 宏 
 
 
○平成 26 年度高知大学大学院入学式 
 
平成 26年 4 月 3日(木)午前 9時 30分より、平成 26年度の大学院入学式が執り行なわれた。 

卒業者総数は 176名です。 

修士  総合人間自然科学研究科 160 名 

博士  総合人間自然科学研究科  12 名  早期修了生 ２名 

博士  医学系研究科       2 名 

 

 
 

平成２６年度 高知大学大学院入学式告辞 
 
 高知大学大学院総合人間自然科学研究科へ入学された皆さん、ご入学おめでとうございます。 
 皆さんは、大学で高等教育を受けられ、これからさらに最先端の研究を遂行するために大学院に進

学されました。 
 研究とは、豊富な知識をもとに、未だ解決されていない領域を発見し、それを明らかにするための

仮説を立て、実験や調査を通して仮説の正しいことを証明する過程であります。前人未踏の目的地に

到達する道を、手探りで探し出す過程でもあります。 
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 研究を遂行するためには、多くの知識を学び、優れた技術を修得することはもちろんのこと、豊か

な想像力と発想力、調査力と実行力、そして成果をまとめて論文に仕上げる文章力が必要とされます。

これらの能力を修得するためには、過去の論文を読破して研究対象の歴史を理解し、多くの最新論文

を読破することに加え、日頃から、身近にある問題を発見する習慣と研究仲間との真摯かつ深い議論

の繰り返しが求められます。そのような過程には、失敗や計画の練り直しを繰り返すのが常であり、

失敗経験にこそ研究する過程の意義があるといっても過言ではありません。 
研究者には、失敗をものともしない精神力と、失敗を成功の種に転化させる分析力と評価力、そして

継続力が求められます。それ故に、研究をやり遂げた先達の多くは、学部の学びでは修得できなかっ

た社会人としての、そしてリーダーに求められる高い能力を身につけているのであります。 
 さて、大学院では、皆さんの自由な発想のもとで、自由に研究することが保障されております。産

業革命以来、自然科学は、産業との結びつきが強い科学技術に大きくシフトし、哲学的要素を失って

まいりました。それは、近代社会の発展に大きく寄与してきた一方で、人類に健康被害をもたらし、

母なる地球を回復不可能な状況に追い詰めようとしております。神の領域に足を踏み入れている二十

一世紀の自然科学は、これまで以上に速いスピードで人類社会を席巻し、一歩間違えれば瞬時にして

人類を、そして世界を崩壊させる危険性を孕んでおります。だからこそ、人文科学や哲学による科学

技術に対するコントロールが必要であり、研究成果を社会に公表し、専門家だけではなく、研究領域

について知識をもっていない人々からも、その価値と意義を理解され、評価されることが必要であり

ます。社会の審査を受けない研究成果は、研究者の自己満足に過ぎず、場合によっては社会に害毒の

みを為すことさえあるということを、胸に深く刻んでおいて頂きたい。そして、豊かな教養と判断力、

および自制心を身につけ、これまで以上に、真摯な姿勢をもって学んで下さることを願っております。 
 さて、教育は常識が大切でありますが、研究には非常識な発想が求められます。研究者は非常識と

感じる事柄を安易に否定するのではなく、むしろ非常識の中にこそ新たな真実があるという考えも必

要であり、あらゆる可能性を念頭に置いた広い視野の鳥瞰力と洞察力を持つことが必要であります。

そんな馬鹿な？と感じる発想にこそ、現状をブレークスルー出来る研究テーマが潜んでいるものであ

ります。画期的な研究は優れた観察力と常識を越えた発想に寄り添ってくるものですが、我が目を信

じながらも、本当にこれで良いのか，と自問自答し、仲間との議論を繰り返すことが必要です。皆さ

んにはこれらのことを胸に刻んで、真摯に研究を推進して下さることを期待します。 
 最後に、これから洪水の如く押し寄せてくる、最先端の知識を学ばれる皆さんに次のことばを贈り、

学長告辞とします。 
 「眼力を養うのは知識だけではない、知識に寄り掛かれば目は曇る。知識は感性と悟性（思考力）

につもってくる垢である。」 
 よく学ぶことは大切でありますが、学び方を誤ると、あるいは過去の知識に依存し過ぎると、見え

るものも見えなくなってしまいます。今日のエビデンスは、明日にはエビデンスではなくなる可能性

を秘めていることを忘れないで下さい。繰り返します。 
 「知識は感性と悟性につもってくる垢である。」 
 入学おめでとう。 
 

平成 26 年 4 月 3 日 
国立大学法人高知大学 

学長 脇口 宏 
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○教育学部門 服部裕一郎講師の共著論文が「全国数学教育学会第 39 回研究発表会」学会奨励賞受賞 

 
平成 26 年 2 月 1 日（土）・2 日（日）、広島大学教育学部・大学院教育学研究科で開催された全国

数学教育学会第 39回研究発表会で、教育学部門 服部裕一郎講師と広島大学大学院教育学研究科 岩

崎秀樹教授の共著論文「数学教育におけるクリティカルシンキング育成のための教育課程の開発研究

－数学科における総合的な学習の時間の授業実践を通して－」が、学会奨励賞を受賞した。 

 

 
○卓越した学業等成績優秀者授業料免除決定通知書交付式 

 
平成 26 年 2 月 7 日（金）、「平成 25 年度高知大学卓越した学業等成績優秀者授業料免除決定通知書

交付式」を開催、脇口学長から、学部学生 12 名、大学院生 9 名に決定通知書が手渡された。 

学業等成績優秀者授業料免除は、当年度 3 月に大学・大学院を卒業・修了する卓越した学業等成績

を修めた学生に授業料年額を免除する制度で、学部長及び専攻長の推薦により選考決定する。 

脇口学長からは、卓越した学業等成績優秀者に選ばれたことを誇りに、社会のリーダーとなる活躍

を期待したいと挨拶があった。 

決定通知書を交付された学生は、感謝とともにこれからもしっかり研鑽し社会貢献できるように頑

張りたいと意欲をみせていた。 

 

 

 
○高知大学研究顕彰制度授賞式 

 
 平成 26 年 2 月 7 日（金）、朝倉キャンパスにおいて、特に優れた研究を行った教員、若手研究者及

び大学院生を表彰した。この表彰は、研究顕彰制度に基づき、大学の研究の活性化と発展を目指して、

平成 17 年度から行われている。 

 授賞式では、研究功績者賞受賞者には表彰状・記念品が、若手教員研究優秀賞受賞者及び大学院生

研究奨励賞受賞者には、表彰状・研究奨励費目録が脇口学長から授与され、今回の功績に対する敬意

の意と、今後の大学の研究発展に寄与してくれることを期待した祝辞が述べられた。次に、受賞者を

諸 報 
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代表して、櫻井理事（総務担当）から、学長及び関係者への謝辞と今後の研究に向けた抱負が述べら

れた。 

今年度の受賞者は以下のとおり。 

＝研究功績者賞＝ 

櫻井 克年 （理事（総務担当）） 

石川 勝美 （農学部門 教授） 

椛 秀人  （基礎医学部門 教授） 

佐藤 隆幸 （基礎医学部門 教授） 

小川 恭弘 （臨床医学部門 教授） 

竹内 啓晃 （臨床医学部門 講師） 

＝若手教員研究優秀賞＝ 

内山 淳平 （基礎医学部門 助教） 

＝大学院生研究奨励賞＝ 

橋田 裕美子（総合人間自然科学研究科 医学専攻）  

和田 快  （総合人間自然科学研究科 黒潮圏総合科学専攻） 

 

 
○医学部附属病院次世代医療創造センター 清木元治特任教授が「高松宮妃癌研究基金学術賞」受賞 

 
平成 26 年 2 月 21 日（金）、パレスホテル東京にて平成 25 年度高松宮妃癌研究基金学術賞等の贈呈

式が行われ、医学部附属病院次世代医療創造センター 清木元治特任教授が「がん悪性形質を制御す

る膜型マトリックスメタロプロテアーゼの発見」により、高松宮妃癌研究基金学術賞を受賞した。 

これはがんの領域において特に優れた業績を上げた学者・研究者に対して贈られる栄誉ある賞であ

り、授賞式では、公益財団法人 高松宮妃癌研究基金総裁 常陸宮正仁親王殿下より賞状が授与され

た。 

 

 
○室戸市から臨床医学部門 石田健司准教授に感謝状贈呈 

 
平成 26 年 2 月 28 日（金）、医療学系臨床医学部門（医学部附属病院リハビリテーション部） 石

田健司准教授が、室戸市民への介護予防や健康増進に寄与したとして室戸市長から感謝状が授与され

た。 

これは本学と室戸市の地域連携協定に基づき、石田准教授が主体となって、室戸市のプールを利用

した水中運動による健康増進事業への協力や介護予防事業として「ロコモティブ症候群」に対し、在

宅で行えるロコトレ体操を指導して成果を上げたこと、また市民への誤嚥性肺炎予防指導を行ったこ

とに対するもので、室戸市小松市長及び久保副市長から感謝の意が伝えられた。 
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○平成 25 年度 土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業修了式 

 
 平成 26 年 3 月 14 日（金）、高知城ホールにおいて、食品産業の中核人材の育成を目的とした、社会

人対象の人材育成事業「土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業（土佐ＦＢＣ）」の修了式を執

り行った。 

本年度は 39 名の修了生を輩出、修了式後には修了生たちによる成果発表会を行った。 

 

 
○農学部門 藤原拓教授が「日本水環境学会」水環境国際活動賞（いであ活動賞）受賞 

 
平成 26 年 3 月 18 日（火）、自然科学系農学部門 藤原拓教授の国際的活動「9th IWA International 

Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries（AGRO‘2014）」が、良好な水環

境の保全及び創造に寄与する国際的な活動として特に優れていると認められ、公益社団法人日本水環

境学会から水環境国際活動賞（いであ活動賞）が授与された。 

 

 
○農学部門 山本由徳教授が「平成 26 年度日本作物学会」日本作物学会賞受賞 

 
平成 26 年度 3 月 29 日(土)、千葉大学総合校舎で開催された「平成 26 年度日本作物学会」におい

て、自然科学系農学部門 山本由徳教授が日本作物学会賞を受賞した。 

山本教授は、「水稲の移植栽培における苗の植傷みと活着特性に関する栽培学的研究」を行い、水

稲の移植栽培における植傷みが活着に及ぼす栽培学的な意義について、移植後の植傷み－活着過程に

おける各部位の詳細な体内成分含有量の変化から解明したことが高く評価され、今回の受賞となった。 

  

 
○春の催し（春芸祭およびＳパー祭） 

 
平成 26 年 4 月 16 日（水）、朝倉キャンパス内にて、文化系・体育会系サークルを中心とした歓迎イ

ベント「春芸祭」および地域と学生団体との地域貢献活動や学生ボランティア活動等の成果発表会「Ｓ

パー祭」を開催し、大いに盛り上がった。 
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○教育学部門 阿部鉄太郎講師が「第 44 回日彫展」西望賞受賞 

 
人文社会科学系教育学部門 阿部鉄太郎講師が、第 44 回日彫展において本展最高賞である「西望

賞」を受賞した。 

西望賞は、故 北村西望 日本彫刻会名誉会長より寄贈された基金により創設され、日彫展における

全出品作品の中で、最も優れた作品に授与される。 

 
 

 
○五台山竹林寺から教育学部門 阿部鉄太郎講師に感謝状贈呈 

 
 人文社会科学系教育学部門 阿部鉄太郎講師の五台山竹林寺「平成の御開帳」における善財童子造

顕事業ブロンズ像制作の地域貢献活動に対し、当寺より感謝状が贈呈された。 

善財童子像は平成 26 年 4 月 25 日午前 10 時に除幕式が行われ、以降は五台山竹林寺境内にて公開

されている。 
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○平成 25 年度高知大学国際交流基金助成事業報告会 

 
 平成 26 年 3 月 3 日（月）、朝倉キャンパスにおいて、平成 25 年度高知大学国際交流基金助成事業報

告会開催した。 

 脇口宏学長や理事らと昼食をとりながら行われた本報告会は、当事業が国際交流ポリシーに基づき

留学生や日本人学生に行った重点的な支援の成果を確認するとともに、次につなげることを目的に初

開催したもの。本年度の採択者 16 名のほか、以前の採択者で現在は本学で研究を行う日本学術振興会

外国人特別研究員が参加し、本年度実施された 3 つの事業「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」及び「大学院生の研究発表を目的とする海外派遣事

業」の代表者が成果を報告した。 

 

 

 
○学生表彰式及び附属学校園児童・生徒表彰式 

 
 平成 26 年 3 月 18 日（火）、平成 25 年度に学業、文化活動、競技会及び地域貢献等に顕著な業績を

あげたと認められる個人・団体に対する学生表彰式及び附属学校園児童・生徒表彰式を挙行した。 

 今回、学生表彰の対象となったのは、各研究分野の学会等で賞を受賞した者、芸術活動で文化振興

に貢献した者、スポーツ大会で全国優勝した者ら個人 38 人と 2 団体。附属学校園児童・生徒表彰は、

全国の作文・図画コンクールで農林水産大臣賞の受賞者ら個人 3 人であった。 
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 表彰式には、理事、研究科長、学部長及び指導教員等が出席し、脇口学長から受賞者一人ひとりに

表彰状と記念品が贈呈された。 
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２月 

 １日（土） 専攻会議（黒潮圏） 

 ３日（月） 国大協 広報委員会 

学長事務総括本部会議 

教育ミーティング 

 ４日（火） 国立室戸青少年自然の家施設業務運営委

員会 

 ５日（水） 教授会・専攻会議（理） 

部門会議（理）（複合領域） 

高知地域留学生交流推進会議総会 

国際・地域連携推進機構会議特任教員

（UBC）採用選考委員会 

科研費等競争的資金獲得のためのタス

クフォース会議 

 ６日（木） 高知ＣＳＴ養成拠点構築事業運営会議 

設備サポート戦略室設置準備委員会 

国大協 経営委員会財務・施設小委員会 

 ７日（金） 授業料免除決定通知書交付式 

研究顕彰制度授賞式 

 ９日（日） 教授会・部門会議・専攻会議（農） 

部門会議（生命環境） 

１０日（月） 教授会（医） 

教育ミーティング 

１２日（水） 第 209回役員会 

人事委員会 

教授会・専攻会議（人） 

修士課程教務委員会・博士課程教務委員

会 

１７日（月） 総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

教育ミーティング 

１８日（火） 教授会（医） 

国際・地域連携推進機構会議 

国際・地域連携センター特任教員審査会 

国際・地域連携センター改編検討タスク

フォース会議 

１９日（水） 教授会・専攻会議・部門会議（教） 

教育研究部会議 

三者協議会 

２０日（木） KMSリサーチミーティング授賞式 

学生支援委員会 

鳴門教育大学との協議会 

２４日（月） 学士課程運営会議 

２５日（火） 前期日程入学試験（～２６日） 

２６日（水） 第 210回役員会 

高大連携教育実行委員会 

２７日（木） 朝倉地区安全衛生委員会 

研究推進戦略委員会 

 

３月 

 ３日（月） 辞令交付 

全学財務委員会 

教育ミーティング 

学長事務統括本部会議 

 ５日（水） 室戸貫歩 感謝状贈呈 

 ６日（木） 全学教員人事審議会 

人事委員会 

自然科学系学部再編委員会 

 ７日（金） 国大協総会 

財務・経営センター運営評議会 

ek4運営委員会・外部評価委員会 

 ８日（土） CST認定証交付式 

１０日（月） 教育ミーティング 

１２日（水） 後期日程入学試験 

第 211回役員会 

JOGMEC連携協議会 

１３日（木） 高知大学生活協同組合と災害時の相互協

力等に関する協定調印式 

１４日（木） 附属中学校卒業式 

特別支援学校卒業式 

土佐 FBC人材創出修了式 

教育奨励賞授与式 

１７日（月） 愛媛大学大学院連合農学研究科学位授与

式 

総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

日 誌 



 

 

 第 25号                 高 知 大 学 学 報          平成 26年 5月 （47） 
 

教育ミーティング 

１８日（火） 学生表彰式 

入試企画実施機構会議 

教員選考委員会 

修士課程教務委員会・博士課程教務委員

会 

設備サポート戦略室設置準備委員会・教

員選考委員会 

１９日（水） 第 61回教育研究評議会 

教育研究部会議 

附属小学校卒業式 

減損会計検討委員会 

２０日（木） 附属幼稚園卒園式 

教育学部附属学校園運営委員会 

２４日（月） 平成 25年度高知大学卒業式 

平成 25年度高知大学大学院修了式 

大学 ICT推進協議会 第 28回理事会 

２５日（火） 第 48回経営協議会 

学長選考会議 

学士課程運営会議 

県との連携推進会議 

２６日（水） 辞令交付 

第 212回役員会 

名誉教授称号授与式 

防災サポーター認定賞授与式 

学長事務統括本部会議 

２７日（木） 朝倉地区安全衛生委員会 

若手教員評価委員会 

２８日（金） JAMSTECとの包括連携協定調印式 

岡豊地区安全衛生委員会 

 

４月 

 １日（火） 辞令交付 

教授会・部門会議（医） 

 ２日（水） 辞令交付 

 ３日（木） 平成 26年度高知大学入学式 

平成 26年度高知大学大学院入学式 

 ６日（日） 南国市国際交流協会総会 

 ７日（月） 附属小学校入学式 

平成 26 年度第 1 回入試企画実施機構会

議 

学長事務総括本部会議 

 ８日（火） 附属中学校入学式（小津） 

辞令交付 

自然科学系学部再編委員会 

 ９日（水） 第 213回役員会 

教授会・専攻会議（人） 

教授会・専攻会議・部門会議（教） 

教授会・部門会議・専攻会議（理） 

専攻会議（応用自然） 

部門会議（複合領域） 

１０日（木） 特別支援学校入学式 

教育研究部会議 

高知県高等学校協会総会 

１１日（金） 附属幼稚園入園式 

１４日（月） 愛媛大学連合農学研究科入学式 

１５日（火） 教授会・専攻会議（農） 

部門会議（農）（生命環境） 

教授会・部門会議（医） 

１６日（水） 第 62回教育研究評議会 

複数年にわたる会計監査人候補者選定

会議 

１８日（金） 大学 ICT推進協議会 第 29回理事会 

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 

教育ミーティング 

２２日（火） 地域連携推進センター開設式・UBC 着任

式 

高知県地域社会連携推進本部会議 

２３日（水） 第 214回役員会 

専攻会議・部門会議（黒潮圏） 

国際・地域連携推進機構会議 

国際交流基金管理委員会 

学長事務総括本部会議 

２４日（木） 国大協理事会 

安全衛生委員会 

２５日（金） 四国国立大学協議会 

２８日（月） 学士課程運営委員会 
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教育ミーティング 

３０日（水） 修士課程教務委員会・博士課程教務委員

会 
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