
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    須崎市と連携に関する協定を締結             「高知からの文化力を語り合う」を開催 

        （20 ページに関連記事）                 （30 ページに関連記事） 

 

 （3）  

○人文社会科学部門 後藤拓也准教授が人文地理学会大会で第 14 回

人文地理学会賞（学術図書部門）を受賞 

○医学部附属病院皮膚科と科研製薬株式会社の共同研究チームの論

文が米科学誌プロスワン誌に掲載 

○平成 26 年度高知大学海外フィールドサイエンス実習参加者による

学長表敬訪問 

○医学部総合防災訓練を実施 

○複合領域科学部門 上田忠治准教授が日本ポーラログラフ学会「志

方メダル」を受賞 

○高知大学タイリエゾンオフィスを開設 

○伝統の「室戸貫歩」を開催 

○「第 6回中国四国男女共同参画シンポジウム ギアチェンジ！共に

働く時代の男女共同参画社会～「男働き」社会の見直しと女性のキ

ャリア形成のこれから～」の開催 

○医学部薬理学講座  中村久美子技術専門職員らの論文が

Scientific Reports誌に掲載 

○農学部門 藤原拓教授、連携医学部門 奥原義保教授が科研費審査

員表彰 

○平成 26年度医学教育等関係業務功労者表彰 

○平成 26年度学長主催外国人留学生等交流懇談会を開催 
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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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○高知大学およびチェンデラワシ大学調印式学長表敬訪問 

○四国の 5国立大学で一斉にインターネット出願を開始 

○高知大学およびハルオレオ大学調印式学長表敬訪問 

○高知大学大学院学位記授与式を開催 

○須崎市と連携に関する協定を締結 

 

○第 65回黒潮祭を開催 

○第 5回ホームカミングデーを開催 

○物部キャンパス一日公開を開催 

○平成 26年度大学改革シンポジウム「地域協働で未来を切り

開く」を開催 
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○地域協働学部プレ企画「日経みんなの経済教室」を開催 

○「高知からの文化力を語り合う」を開催 

○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 

○臨床医学部門 永野靖典助教が「運動器の 10年日本賞」を

受賞 
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○法律 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

サイバーセキュリティ基本法 法律第 104号 号外第 249号 平成 26年 11月 12日 

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 法律第 105号 号外第 255号 平成 26年 11月 19日 

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律 法律第 107号 号外第 255号 平成 26年 11月 19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の

一部を改正する法律 

法律第 115号 号外第 258号 平成 26年 11月 21日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律の一部を改正する法律 

法律第 122号 号外第 262号 平成 26年 11月 27日 

 

○政令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

児童福祉法施行令の一部を改正する政令 政令第 357号 号外第 249号 平成 26年 11月 12日 

難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 政令第 358号 号外第 249号 平成 26年 11月 12日 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令 政令第 365号 号外第 255号 平成 26年 11月 19日 

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関す

る政令の一部を改正する政令 

政令第 397号 号外第 277号 平成 26年 12月 12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 

政令第 1号 第 6448号 平成 27年 1月 9日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律施行令の一部を改正する政令 

政令第 2号 第 6448号 平成 27年 1月 9日 

特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 政令第 25号 号外第 17号 平成 27年 1月 28日 

特許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

及び経過措置に関する政令 

政令第 26号 号外第 17号 平成 27年 1月 28日 

特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令 政令第 27号 号外第 17号 平成 27年 1月 28日 

 
○省令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改

正する省令 

厚生労働省令第 120号 第 6407号 平成 26年 11月 4日 

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 厚生労働省令第 121号 号外第 249号 平成 26年 11月 12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 122号 号外第 250号 平成 26年 11月 13日 

大学設置基準等の一部を改正する省令 文部科学省令第 34号 号外第 251号 平成 26年 11月 14日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第二条第十五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 125号 号外特第 22号 平成 26年 11月 18日 

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 126号 第 6418号 平成 26年 11月 19日 

薬事法等の一部を改正する法律及び薬事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及び経過措置に関する

政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令の一部を改

正する省令 

厚生労働省令第 128号 号外第 258号 平成 26年 11月 21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 129号 第 6421号 平成 26年 11月 25日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す 厚生労働省令第 134号 号外第 275号 平成 26年 12月 10日 

関 係 法 令 
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る法律施行規則の一部を改正する省令 

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令 厚生労働省令第 135号 号外第 277号 平成 26年 12月 12日 

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 厚生労働省令第 137号 号外第 279号 平成 26年 12月 15日 

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 139号 号外第 283号 平成 26年 12月 18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 98号 第 6440号 平成 26年 12月 22日 

放射性医薬品の製造及び取扱規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 143号 第 6443号 平成 26年 12月 26日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令 

厚生労働省令第 145号 号外第 292号 平成 26年 12月 26日 

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の一部

を改正する省令 

文部科学省令第 37号 号外第 293号 平成 26年 12月 26日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第二条第十五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 147号 号外特第 30号 平成 26年 12月 26日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令 

厚生労働省令第 1号 号外第 5号 平成 27年 1月 9日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令 

厚生労働省令第 7号 号外第 9号 平成 27年 1月 16日 

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令 文部科学省令第 1号 第 6454号 平成 27年 1月 20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の

一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に

関する省令 

厚生労働省令第 8号 第 6455号 平成 27年 1月 21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 12号 第 6462号 平成 27年 1月 30日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第二条第十五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 13号 号外特第 4号 平成 27年 1月 30日 

 
○規則 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

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 9-6-77 号外第 255号 平成 26年 11月 19日 

人事院規則九－八（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 9-8-78 号外第 255号 平成 26年 11月 19日 

人事院規則九－三四（初任給調整手当）の一部を改正する人事

院規則 

人事院規則 9-34-24 号外第 255号 平成 26年 11月 19日 

人事院規則九－四〇（期末手当及び勤勉手当）の一部を改正す

る人事院規則 

人事院規則 9-40-41 号外第 255号 平成 26年 11月 19日 

平成二十六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超

える俸給月額を受ける任期付職員の俸給月額の切替え 

人事院規則 9-136 号外第 255号 平成 26年 11月 19日 

平成二十七年一月一日における昇給に関する人事院規則九－

八（初任給、昇格、昇給等の基準）の特例 

人事院規則 9-137 号外第 255号 平成 26年 11月 19日 

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 9-30-85 

 

第 6448号 平成 27年 1月 9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 1-4-25 号外第 22号 平成 27年 1月 30日 

人事院規則九－一（非常勤職員の給与）の一部を改正する人事 人事院規則 9-1-24 号外第 22号 平成 27年 1月 30日 
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院規則 

人事院規則九－八（初任給、昇格、昇級等の基準）の一部を改

正する人事院規則 

人事院規則 9-8-79 号外第 22号 平成 27年 1月 30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 9-17-139 号外第 22号 平成 27年 1月 30日 

人事院規則九－二四（通勤手当）の一部を改正する人事院規則 人事院規則 9-24-15 号外第 22号 平成 27年 1月 30日 

人事院規則九－三四（初任給調整手当）の一部を改正する人事

院規則 

人事院規則 9-34-25 号外第 22号 平成 27年 1月 30日 

人事院規則九－四〇（期末手当及び勤勉手当）の一部を改正す

る人事院規則 

人事院規則 9-40-42 号外第 22号 平成 27年 1月 30日 

人事院規則九－四九（地域手当）の一部を改正する人事院規則 人事院規則 9-49-40 号外第 22号 平成 27年 1月 30日 

人事院規則九－八九（単身赴任手当）の一部を改正する人事院

規則 

人事院規則 9-89-4 号外第 22号 平成 27年 1月 30日 

人事院規則九－九三（管理職員特別勤務手当）の一部を改正す

る人事院規則 

人事院規則 9-93-2 号外第 22号 平成 27年 1月 30日 

人事院規則九－一二一（広域異動手当）の一部を改正する人事

院規則 

人事院規則 9-121-2 号外第 22号 平成 27年 1月 30日 

平成二十六年改正法附則第五条の規定による最高の号俸を超

える俸給月額を受ける任期付研究員等の俸給月額の切替え 

人事院規則 9-138 号外第 22号 平成 27年 1月 30日 

平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給 人事院規則 9-139 号外第 22号 平成 27年 1月 30日 

 
○内閣官房令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

寒冷地手当支給規則の一部を改正する内閣官房令 内閣官房令第 1号 第 6449号 平成 27年 1月 13日 

 
○告示 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

薬事法第四十二条第一項の規定により厚生労働大臣が定める

体外診断用医薬品の基準の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 402号 号外第 244号 平成 26年 11月 5日 

薬事法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が定める

医療機器の基準の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 403号 号外第 244号 平成 26年 11月 5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 404号 号外第 244号 平成 26年 11月 5日 

大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める

件の一部を改正する告示 

文部科学省告示第 161号 第 6410号 平成 26年 11月 7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 162号 第 6412号 平成 26年 11月 11日 

大学が国際連携学科を設ける場合について定める件 文部科学省告示第 164号 号外第 251号 平成 26年 11月 14日 

大学院が国際連携専攻を設ける場合について定める件 文部科学省告示第 165号 号外第 251号 平成 26年 11月 14日 

国際連携学科を設ける大学が国際連携教育課程を編成し、及び

実施するために連携外国大学と協議する事項について定める

件 

文部科学省告示第 168号 号外第 251号 平成 26年 11月 14日 

国際連携専攻を設ける大学院が国際連携教育課程を編成し、及

び実施するために連携外国大学院と協議する事項について定

める件 

文部科学省告示第 169号 号外第 251号 平成 26年 11月 14日 
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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

告示 

文部科学省告示第 172号 号外第 251号 平成 26年 11月 14日 

薬事法第四十九条第一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 410号 第 6417号 平成 26年 11月 18日 

技術士法第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項の規定

に基づき、大学その他の教育機関における課程であって科学技

術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等で

あるもの及び当該課程に対応する技術部門の指定する件 

文部科学省告示第 173号 号外第 254号 平成 26年 11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 411号 第 6418号 平成 26年 11月 19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 412号 第 6418号 平成 26年 11月 19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 413号 第 6418号 平成 26年 11月 19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 414号 第 6418号 平成 26年 11月 19日 

薬事法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定

めて指定する体外診断用医薬品の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 415号 第 6418号 平成 26年 11月 19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体外診断用医薬品の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 416号 第 6418号 平成 26年 11月 19日 

厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養の一部を改正す

る件 

厚生労働省告示第 422号 第 6420号 平成 26年 11月 21日 

保険外併用療養費に係る療養についての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 423号 第 6420号 平成 26年 11月 21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 424号 第 6420号 平成 26年 11月 21日 

ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針を廃止する件 厚生労働省告示第 425号 第 6420号 平成 26年 11月 21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をした件 

厚生労働省・環境省告示

第 3号 

第 6420号 平成 26年 11月 21日 

難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第一条第一項

第二号ロの厚生労働大臣が定めるもの 

厚生労働省告示第 428号 号外第 258号 平成 26年 11月 21日 

難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第一条第一項

第六号の人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができな

い装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする

者として厚生労働大臣が定めるもの 

厚生労働省告示第 429号 号外第 258号 平成 26年 11月 21日 

難病の患者に対する医療等に関する法律施行令附則第二条の

規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われ

るべき療養を受けていた者及びその病状の程度が当該療養を

継続する必要があるものとして厚生労働大臣が定めるもの 

厚生労働省告示第 430号 号外第 258号 平成 26年 11月 21日 

難病の患者に対する医療等に関する法律施行令附則第三条の

規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付 

厚生労働省告示第 431号 号外第 258号 平成 26年 11月 21日 

難病の患者に対する医療等に関する法律施行令附則第三条の

規定により読み替えて適用される同令第一条第一項第四号ロ

に規定する厚生労働大臣が定めるもの 

厚生労働省告示第 432号 号外第 258号 平成 26年 11月 21日 

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第 厚生労働省告示第 433号 号外第 258号 平成 26年 11月 21日 
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一項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認

定する専門医の資格 

難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第三項の規定

による特定医療に要する費用の額の算定方法及び同法第十七

条第二項の規定による診療方針 

厚生労働省告示第 434号 号外第 258号 平成 26年 11月 21日 

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第二十二条

の規定による指定難病に係る医療に要した費用の額の算定方

法 

厚生労働省告示第 436号 号外第 258号 平成 26年 11月 21日 

指定医療機関療養担当規程 厚生労働省告示第 437号 号外第 258号 平成 26年 11月 21日 

薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係

告示の整理に関する告示 

厚生労働省告示第 439号 号外第 258号 平成 26年 11月 21日 

遺伝子治療臨床研究に関する指針の一部を改正する件 文部科学省・厚生労働省

告示第 1号 

第 6421号 平成 26年 11月 25日 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針の一部を改正す

る件 

文部科学省・厚生労働

省・経済産業省告示第 1

号 

第 6421号 平成 26年 11月 25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 440号 第 6421号 平成 26年 11月 25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 441号 第 6421号 平成 26年 11月 25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 442号 第 6421号 平成 26年 11月 25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 443号 第 6421号 平成 26年 11月 25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 444号 第 6421号 平成 26年 11月 25日 

ヒト ES細胞の分配及び使用に関する指針 文部科学省告示第 174号 号外第 260号 平成 26年 11月 25日 

ヒト ES細胞の樹立に関する指針 文部科学省・厚生労働省

第 2号 

号外第 260号 平成 26年 11月 25日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第二十三条の二の二十三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 445号 号外第 260号 平成 26年 11月 25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 446号 号外第 260号 平成 26年 11月 25日 

薬事法施行規則第百七十五条第一項の規定に基づき厚生労働

大臣が指定する管理医療機器の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 447号 号外第 260号 平成 26年 11月 25日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第六十八条の五第一項の規定に基づき厚生労働大臣が

指定する特定医療機器を定める件 

厚生労働省告示第 448号 号外第 260号 平成 26年 11月 25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 449号 号外第 263号 平成 26年 11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 450号 号外第 263号 平成 26年 11月 27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 451号 第 6424号 平成 26年 11月 28日 

特許庁以外の国際調査機関に対する手数料の納付のための口

座及び調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める

件の一部を改正する件 

特許庁告示第 12号 第 6426号 平成 26年 12月 2日 
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生

労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 458号 第 6429号 平成 26年 12月 5日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指

定する要指導医薬品の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 459号 第 6429号 平成 26年 12月 5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 238号 号外第 273号 平成 26年 12月 9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 461号 第 6432号 平成 26年 12月 10日 

厚生労働大臣が定める者 厚生労働省告示第 462号 第 6433号 平成 26年 12月 11日 

児童福祉法第十九条の二第二項第二号の厚生労働大臣が定め

る額 

厚生労働省告示第 463号 第 6433号 平成 26年 12月 11日 

児童福祉法第十九条の二第三項の規定による小児慢性特定疾

病医療支援に要する費用の額の算定方法及び同法第十九条の

十二第二項の規定による診療方針 

厚生労働省告示第 464号 第 6433号 平成 26年 12月 11日 

児童福祉法施行規則第七条の十第一項第一号に規定する厚生

労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格 

厚生労働省告示第 465号 第 6433号 平成 26年 12月 11日 

指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程 厚生労働省告示第 466号 第 6433号 平成 26年 12月 11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 467号 号外第 276号 平成 26年 12月 11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 468号 号外第 276号 平成 26年 12月 11日 

健康保険法施行規則第八十六条の二第二号の規定に基づき厚

生労働大臣が定めるものの一部を改正する件 

厚生労働省告示第 472号 号外第 279号 平成 26年 12月 15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八条に規定する責任準備

金相当額の算出方法の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 473号 第 6437号 平成 26年 12月 17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二十八条第一項又は第三

項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一

条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十六条第一

項各号に規定する厚生労働大臣が定める利率の一部を改正す

る件 

厚生労働省告示第 474号 第 6437号 平成 26年 12月 17日 

児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が

定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該

小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の

程度 

厚生労働省告示第 475号 号外第 283号 平成 26年 12月 18日 

健康保険法施行令第四十一条第七項の規定に基づき厚生労働

大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 476号 第 6439号 平成 26年 12月 19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 477号 第 6439号 平成 26年 12月 19日 

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

律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病 

厚生労働省告示第 478号 号外第 284号 平成 26年 12月 19日 

国家公務員共済組合法施行規則第百六条第二項第二号の規定 財務省告示第 389号 第 6440号 平成 26年 12月 22日 
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に基づき財務大臣が定めるものの一部を改正する告示 

人を対象とする医学系研究に関する論理指針を定める件 文部科学省・厚生労働省

告示第 3号 

号外第 287号 平成 26年 12月 22日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第二十三条の二の二十三第一項に規定する厚生労働大

臣の登録を受けた登録認証機関の登録事項を変更した旨を公

示する件 

厚生労働省告示第 493

号、第 494号 

第 6442号 平成 26年 12月 25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 497号 第 6443号 平成 26年 12月 26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 498号 第 6443号 平成 26年 12月 26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 499号 第 6443号 平成 26年 12月 26日 

労働安全衛生法第五十七条の三第三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 502号 号外第 292号 平成 26年 12月 26日 

労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九まで

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 503号 号外第 292号 平成 26年 12月 26日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第四十九条第一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 504号 号外第 292号 平成 26年 12月 26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 505号 号外第 292号 平成 26年 12月 26日 

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大

臣が定める物等の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 506号 号外第 292号 平成 26年 12月 26日 

国民年金の特定保険料を納付する場合に納付すべき額を定め

る件 

厚生労働省告示第 507号 号外第 292号 平成 26年 12月 26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 508号 号外第 292号 平成 26年 12月 26日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第七十六条の六の二第一項の規定に基づき製造等を広

域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品を定める件 

厚生労働省告示第 509号 号外特第 30号 平成 26年 12月 26日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指

定する要指導医薬品の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 1号 第 6448号 平成 27年 1月 9日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生

労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 2号 第 6448号 平成 27年 1月 9日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第七十七条の二第一項の規定に基づき希少疾病用再生

医療等製品を指定した件 

厚生労働省告示第 3号 第 6450号 平成 27年 1月 14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 4号 第 6451号 平成 27年 1月 15日 

厚生労働大臣が定める現物給与の価格の一部を改正する件 厚生労働省告示第 5号 号外第 9号 平成 27年 1月 16日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律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 6号 号外第 9号 平成 27年 1月 16日 
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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 7号 号外第 9号 平成 27年 1月 16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 8号 号外第 9号 平成 27年 1月 16日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づ

き厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の

一部を改正する件 

厚生労働省告示第 11号 第 6456号 平成 27年 1月 22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 13号 第 6456号 平成 27年 1月 22日 

薬事法等の一部を改正する法律附則第六十三条の規定により

なお従前の例によりされた同法第一条の規定による改正前の

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療

機器を指定した件 

厚生労働省告示第 14号 第 6457号 平成 27年 1月 23日 

学校教育法第百十条第五項の規定に基づく認証評価機関から

の認証評価の業務の廃止の届出に関する件 

文部科学省告示第 7号 号外第 15号 平成 27年 1月 26日 

学校教育法第百十条第二項の規定に基づく認証評価機関の認

証に関する件 

文部科学省告示第 8号 号外第 15号 平成 27年 1月 26日 

学校教育法第百十条第五項の規定に基づく認証評価機関から

の変更の届出に関する件 

文部科学省告示第 9号 号外第 16号 平成 27年 1月 27日 

我が国の大学に入学するための準備教育を行う課程を定める

告示の一部を改正する告示 

文部科学省告示第 11号 第 6460号 平成 27年 1月 28日 

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

政府調達に関する協定の附属書Ⅰの修正に関する件 

外務省告示第 29号 第 6461号 平成 27年 1月 29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 18号 第 6462号 平成 27年 1月 30日 

 
○官庁報告 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

日本学士院会員候補者の推薦について 日本学士院 第 6448号 平成 27年 1月 9日 

人事院規則二－四（人事院の職員に対する権限の委任）第二項

の規定に基づき、昭和三十八年人事院公示第五号の一部改正に

関し、決定した件 

人事院公示第 1号 号外第 22号 平成 27年 1月 30日 

人事院規則二－四（人事院の職員に対する権限の委任）第二項

の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を

改正する法律に定める人事院の権限及び所掌事務の一部委任

に関し、決定した件 

人事院公示第 2号 号外第 22号 平成 27年 1月 30日 

人事院規則二－四（人事院の職員に対する権限の委任）第二項

の規定に基づき、人事院規則九－一三九（平成二十六年改正法

附則第七条の規定による俸給）に定める人事院の権限及び所掌

事務の一部委任に関し、決定した件 

人事院公示第 3号 号外第 22号 平成 27年 1月 30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 

高知大学地域連携推進センター規則 学長 一部改正 平成 

26.11.26 

規則第 34 号 平成 

27.4.1 

須崎市は、職員の能力向上、大学との人脈を活用し

た施策設計の実行のため、来年度から高知大学の地

域連携推進センターに職員の研修派遣を検討してい

る。 

自治体から職員の受入をするために、センター規則

を一部改正し、受入体制を整えるものとする。 

また、UBC の任命手続きを明確にした。 

国立大学法人高知大学職員給与規則 学長 一括改正 平成 

26.12.24 

規則第 35 号 平成 

27.1.1 

人事院規則の改正を参考とした、給与関係規則の一

部改正を行う。 

国立大学法人高知大学役員報酬規則 

国立大学法人高知大学特任職員給与規則 

国立大学法人高知大学年俸制適用職員給

与規則 

国立大学法人高知大学再雇用職員給与規

則 

国立大学法人高知大学非常勤職員給与規

則 

国立大学法人高知大学初任給、昇格、昇

給等の基準に関する細則 

国立大学法人高知大学期末手当及び勤勉

手当細則 

高知大学医学部附属病院治験受託取扱規

則 

学長 一括改正 平成 

27.1.13 

規則第 36 号 平成 

27.1.13 

・薬事法（昭和 35 年法律第 145 号）の一部改正（平

成 26 年 11 月 25 日施行）に伴い、法律の名称が「医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律」に改正されたことによる改正を行

う。 

・薬事法の一部改正に伴い、引用条項の条番号の改

正を行う。 

高知大学医学部附属病院医薬品等の製造

販売後の調査及び試験受託取扱規則 

高知大学医学部附属病院諸料金規則 

国立大学法人高知大学学長選考会議規則 学長 一部改正 平成 

27.1.26 

規則第 37 号 平成 

27.4.1 

・学長選考会議が、学長の業績評価を実施すること

に伴う規則の改正 

・その他、条のずれによる改正 

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 

27.1.26 

規則第 38 号 平成 

27.4.1 

・学長選考の基準を定めることに伴う規則の改正 

・学長選考の基準、選考結果・過程を公表すること

に伴う規則の改正 

・その他、字句の修正による改正 

高知大学教授会規則 学長 制定 平成 

27.1.28 

規則第 39 号 平成 

27.4.1 

学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）の改正に伴う

規則の制定 

高知大学学部長選考等規則 学長 制定 平成 

27.1.28 

規則第 40 号 平成 

27.4.1 

国立大学法人法施行規則（平成 15 年文部科学省令第

57 号）の改正に伴う規則の制定 

学 内 規 則 
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高知大学教育学部附属学校園長選考等規

則 

学長 制定 平成 

27.1.28 

規則第 41 号 平成 

27.4.1 

国立大学法人法施行規則（平成 15 年文部科学省令第

57 号）の改正に伴う規則の制定 

高知大学農学部附属暖地フィールドサイ

エンス教育研究センター長選考等規則 

学長 制定 平成 

27.1.28 

規則第 42 号 平成 

27.4.1 

国立大学法人法施行規則（平成 15 年文部科学省令第

57 号）の改正に伴う規則の制定 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

の長等に関する規則 

学長 一部改正 平成 

27.1.28 

規則第 43 号 平成 

27.4.1 

国立大学法人法施行規則（平成 15 年文部科学省令第

57 号）の改正に伴う規則の制定 

高知大学教育研究部規則 学長 一部改正 平成 

27.1.28 

規則第 44 号 平成 

27.4.1 

国立大学法人法施行規則（平成 15 年文部科学省令第

57 号）の改正に伴う規則の制定 

高知大学医学部附属病院長選考等規則 学長 一部改正 平成 

27.1.28 

規則第 45 号 平成 

27.4.1 

国立大学法人法施行規則（平成 15 年文部科学省令第

57 号）の改正に伴う規則の制定 

高知大学学科長に関する規則 学長 一部改正 平成 

27.1.28 

規則第 46 号 平成 

27.4.1 

国立大学法人法施行規則（平成 15 年文部科学省令第

57 号）の改正に伴う規則の制定 

国立大学法人高知大学における研究活動

上の不正行為への措置等に関する規則 

学長 一部改正 平成 

27.1.28 

規則第 47 号 平成 

27.1.28 

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン（実施基準）が平成 26 年 2 月 18 日付けで改

正され、研究機関に対してガイドラインに沿った適

正な管理体制及び運営の明確化が求められ、不正行

為について、インターネット上に掲載されたものに

ついての取扱い、不正調査委員会の設置等について

新たに規定するための改正 

国立大学法人高知大学における競争的資

金等の不正使用に係る措置等に関する規

則 

学長 制定 平成 

27.1.28 

規則第 48 号 平成 

27.1.28 

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン（実施基準）が平成 26 年 2 月 18 日付けで改

正され、研究機関に対してガイドラインに沿った適

正な管理体制及び運営の明確化が求められ、研究活

動上の不正行為のうち、競争的資金等の不正使用に

係る措置について新たに規定するため。 

国立大学法人高知大学におけるコンプラ

イアンス通報等規則 

学長 一部改正 平成 

27.1.28 

規則第 49 号 平成 

27.1.28 

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン（実施基準）が平成 26 年 2 月 18 日付けで改

正され、研究機関に対してガイドラインに沿った適

正な管理体制及び運営の明確化が求められ、競争的

資金等の不正使用に係る事案への対応と研究活動上

の不正行為に係る事案への対応を明確にするための

改正 

国立大学法人高知大学研究不正調査委員

会規則 

学長 制定 平成 

27.1.28 

規則第 50 号 平成 

27.1.28 

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン（実施基準）が平成 26 年 2 月 18 日付けで改

正され、研究機関に対してガイドラインに沿った適

正な管理体制及び運営の明確化が求められ、研究活

動における不正行為への対応について、調査等を行

う研究不正調査委員会を置き、その手続きや方法等

を規定するため。 

高知大学共同研究講座及び共同研究部門

規則 

学長 制定 平成 

27.1.28 

規則第 51 号 平成 

27.1.28 

外部機関との共同研究に係る拠点として本学に新た

に共同研究講座及び共同研究部門を設置し、外部機

関と本学が共同で特定の研究分野について一定期間

継続的に研究活動を行う仕組みとして運用するた

め。 

 



○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
H26.11.30 熊谷　直子 医学部附属病院次世代医療創造センター　特任助教

H26.12.31 池　暁君 国際連携推進センター　特任講師

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.1.31 宗景　匡哉 医療学系臨床医学部門　特任助教

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.11.1 山上　卓士 医療学系臨床医学部門　教授

福井　直樹 医療学系臨床医学部門　講師
島本　力 医療学系臨床医学部門　特任助教
清水　翔吾 医療学系基礎医学部門　助教 医療学系基礎医学部門　特任助教
麻植　啓輔 医療学系臨床医学部門　助教 医療学系臨床医学部門　特任助教
和田　庸平 医療学系看護学部門　助教 医療学系看護部門　特任助教
牛若　昂志 医療学系臨床医学部門　助教
喜安　克仁 医療学系臨床医学部門　助教
岡上　裕介 医療学系臨床医学部門　助教
山本　佳子 医療学系臨床医学部門　助教
氏原　悠介 医療学系臨床医学部門　助教
土居　江里奈 医療学系臨床医学部門　特任助教
木岐　淳 医療学系臨床医学部門　特任助教

H26.12.1 森　正和 医療学系臨床医学部門　特任助教
H27.1.1 樋口　琢磨 医療学系基礎医学部門　助教

山上　梨香 医療学系臨床医学部門　助教
吉松　梨香 医療学系臨床医学部門　助教
小林　加奈 医療学系臨床医学部門　特任講師

【任用更新】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.11.1 瀨尾　宏美 医療学系医学教育部門　教授

山本　哲也 医療学系臨床医学部門　教授
窪田　哲也 医療学系臨床医学部門　准教授
山口　亜利沙 医学部附属先端医療学推進センター　特任助教

H26.12.1 内山　淳平 医療学系基礎医学部門　助教

【昇任】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.12.1 冨田　江一 医療学系基礎医学部門　准教授 医療学系基礎医学部門　助教

谷口　睦男 医療学系基礎医学部門　准教授 医療学系基礎医学部門　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
H26.12.15 天川　裕史 海洋コア総合研究センター　特任研究員
H27.1.31 秋田　雅代 研究国際部国際交流課国際企画係　係員

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.1.1 笹岡　尚志 法人企画課新学部設置準備室　係員 医学部・病院事務部医事課診療請求係　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
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【雇用期間満了退職】

人  事 



H26.12.1 西﨑　紗矢香 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
H26.12.31 國澤　昌弘 医学部附属病院薬剤部　薬剤主任

薦田　直之 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
大谷　圭吾 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
小林　加奈 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
依岡　千恵子 医学部附属病院薬剤部　薬剤師（有期）
上田　真由美 医学部附属病院薬剤部　薬剤師（有期）
石田　七生 医学部附属病院薬剤部　薬剤師（有期）

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.11.1 猪原　奈々美 医学部附属病院看護部　看護師（有期）

H27.1.1 依岡　千恵子 医学部附属病院薬剤部　薬剤師
上田　真由美 医学部附属病院薬剤部　薬剤師
石田　七生 医学部附属病院薬剤部　薬剤師

【任用更新】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.12.8 須藤　綾之 医学部附属病院栄養管理部　栄養士（有期）

○叙位・叙勲

楠田　理一
叙勲　瑞宝中綬章 （平成26年11月3日付）

小林　貞一
叙勲　瑞宝中綬章 （平成26年11月3日付）

山本　惠三
叙勲　瑞宝中綬章 （平成26年11月3日付）

下司　博之

叙勲　瑞宝単光章 （平成26年11月3日付）

長沼　英久
（平成26年12月25日死亡）

叙位　正四位 （平成26年12月25日付）
叙勲　瑞宝中綬章

元高知大学医学部附属病院
放射線部診療放射線技師長

高知大学名誉教授

高知大学名誉教授

高知大学名誉教授

高知医科大学名誉教授
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第２２８回役員会（１１月１２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．大学教員の昇任人事について 

３．地域協働学部新設に伴う施設整備について 

４．南体育館北側駐車場の区画変更について 

  報告事項 

   １．地域協働学部設置計画について 

   ２．教育組織改革に係る採用人事の変更について 

   ３．平成 26年度朝倉地区防災訓練の実施について 

   ４．その他 

 

第２２９回役員会（１１月２６日） 

議事 

審議事項 

 １．戦略的管理人員枠による採用人事について 

 ２．大学教員人事案について 

 ３．決算剰余金の繰越承認及び配分について 

 ４．高知大学と須崎市の連携協定の締結について 

報告事項 

 １．平成 25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 

 ２．平成 26年度 年度計画進捗状況について 

 ３．気象警報・避難勧告等発表または発令時における授業及び定期試験等の取扱いに関する申合せについて 

 ４．高知大学における「多様なメディアを高度に利用して行う授業」の実施等に関する要項について 

 ５．高知大学における GPAに関する要項について 

 ６．インターネット出願の導入について 

 ７．平成 26年度オープンキャンパス実施状況について 

 ８．平成 26年度第２四半期の財務状況について 

 ９．平成 26年度第２四半期の資金管理状況について 

１０．規則の制定等について 

 

第２３０回役員会（１２月１０日） 

議事 

審議事項 

 １．戦略的管理人員枠による採用人事について 

 ２．大学教員の採用人事について 

 ３．人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について 

 ４．平成 26年度学内補正予算（第 1次）の編成について 

 ５．平成 26年度業務達成基準の適用事業について 

 ６．平成 26年度予備費の執行について 

 ７．職員の懲戒処分について 

会 議 
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報告事項 

   １．大学教員の再任について 

 

第２３１回役員会（１２月２４日） 

議事 

審議事項 

 １．戦略的管理人員枠による採用人事について 

 ２．人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について 

 ３．大学教員人員案について 

 ４．高知大学全学ポリシーについて 

 ５．平成 26年度学内補正予算（第 1次）の編成について 

報告事項 

 １．国立大学法人高知大学危機管理基本指針及び国立大学法人高知大学危機管理基本マニュアルについて 

 ２．平成 25年度組織評価の公表について 

 ３．平成 25年度「教員の総合的活動自己評価」について 

 ４．気象警報及び避難勧告等発表時の職員の出退勤の取扱いについて 

 ５．地域協働学部新設に伴う施設整備の変更について 

 

第２３２回役員会（１月１４日） 

 議事 

  審議事項 

   １．戦略的管理人員枠による採用人事について 

   ２．テニュアトラック型教員の審査について 

   ３．中期目標・中期計画の変更について 

   ４．学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う規則制定・一部改正について 

   ５．大規模災害時における高知大学と高知南警察署並びに NHK高知放送局との施設・敷地の貸与に関する協定

の締結について 

   ６．大学教員の採用・昇任人事について 

   ７．新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」策定に伴う国立大学法人高知大学

における適正な管理・運営体制の構築について 

   ８．高知大学共同研究講座及び共同研究部門制度の新設について 

  報告事項 

   １．大学教員の再任について 

   ２．平成 26年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院研究奨励賞）の選考結果

について 

   ３．資金運用状況について 

   ４．その他 

 

第２３３回役員会（１月２８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人事案について 

   ３．戦略的管理人員枠による人事について 

   ４．中期目標・中期計画の変更について 
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   ５．学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う規則制定・一部改正について 

   ６．大学教員人事案について 

   ７．高知大学全学ポリシーについて 

   ８．正規の卒業・修了を前に死亡した学生に対する学位授与等の取扱いについて 

   ９．高知大学学則等の一部改正について 

   １０．高知大学学位規則の一部改正について 

   １１．新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」策定に伴う国立大学法人高知大

学における適正な管理・運営体制の構築について 

   １２．高知大学共同研究講座及び共同研究部門制度の新設について 

  報告事項 

   １．平成 27年度予算の内示について 

 

第５２回経営協議会（１２月１９日） 

 議題 

   １．人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について 

   ２．平成 26年度学内補正予算（第 1次）の編成について 

 

第５３回経営協議会（１月２６日） 

 議題 

   １．中期目標・中期計画の変更について 

   ２．平成 25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 

   ３．平成 26年度 年度計画進捗状況について 

   ４．学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う規則制定・一部改正について 

   ５．平成 27年度予算の内示について 

   ６．国立大学法人運営費交付金確保に係る声明について 

   ７．平成 26年度業務達成基準の適用事業について 

   ８．平成 26年度予備費の執行について 

   ９．平成 25事業年度財務諸表の承認について 

   １０．決算剰余金の繰越承認及び配分について 

   １１．平成 26年度第２四半期までの財務状況について 

   １２．平成 26年度第２四半期の資金管理状況について 

   １３．資金運用状況について 

   １４．その他 

 

第６６回教育研究評議会（１１月５日） 

議題 

  １．経営協議会の学外委員について 

 

第６７回教育研究評議会（１月２１日） 

 議題 

   １．「教師教育コンソーシアム高知」に関する協定書の締結について 

２．国立大学法人高知大学危機管理基本指針及び国立大学法人高知大学危機管理基本マニュアルについて 

３．中期目標・中期計画の変更について 

４．平成 25年度に係る業務の実績に関する評価結果について 

５．平成 26年度年度計画進捗状況について 
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６．平成 25年度組織評価の公表について 

７．平成 25年度「教員の総合的活動自己評価」について 

８．３年間（平成 23～25年度）における「教員の総合的活動自己評価」の素点の平均について 

９．学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う規則制定・一部改正について 

１０．大規模災害時における高知大学と高知南警察署並びに NHK高知放送局との施設・敷地の貸与に関する協 

   定の締結について 

１１．高知大学全学ポリシーについて 

１２．正規の卒業・修了を前に死亡した学生に対する学位授与等の取扱いについて 

１３．気象警報・避難勧告等発表または発令時における授業及び定期試験等の取扱いに関する申合せについて 

１４．高知大学における「多様なメディアを高度に利用して行う授業」の実施等に関する要項について 

１５．高知大学における GPAに関する要項について 

１６．新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」策定に伴う国立大学法人高知大 

学における適正な管理・運営体制の構築について 

１７．高知大学共同研究講座及び共同研究部門制度の新設について 

１８．平成 26年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考 

結果について 

１９．高知大学における知的財産の状況について 

２０．規則の制定について 

２１．その他 

 

平成２６年度第７回入試企画実施機構会議（１１月４日） 

議事 

審議事項 

 １．平成 27年度高知大学入学者選抜試験実施体制（案）（推薦入試Ⅰ、社会人入試）について 

 ２．平成 27年度入試関係行事予定（平成 28年度入試）（案）について 

 ３．その他 

報告事項 

 １．平成 27年度人文学部・理学部・農学部第 3次編入学試験の実施状況について 

 ２．平成 27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 27年度医学部入学試験の実施状況について 

 ４．平成 27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．平成 26年度オープンキャンパス実施状況について 

 ６．第 13回大学改革シンポジウム「大学の入試改革について」 

 ７．その他 
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○高知大学およびチェンデラワシ大学調印式学長表敬訪問 
 

12 月 5 日（金）、チェンデラワシ大学との間で、学術交流及び学生交流に関する協定書を更新した。

本学で行われた調印式には、チェンデラワシ大学の Karel Sesa,M.Si 学長ほか 12 名が出席し、脇口学

長が協定書に署名した。 
同大学とは 2004 年に学術交流協定を締結し、医学部を中心として研究者や学生の派遣・招聘による

交流、共同研究を活発に行っており、今回の協定更新により、教育・研究面での交流活動の発展が期

待される。 
 

  
 
○四国の５国立大学で一斉にインターネット出願を開始 
 
 12 月 8 日（月）、愛媛大学において四国の５国立大学におけるインターネット出願の開始について

の記者説明会が開催された。 
 四国の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）は、平成 28 年度（平

成 27 年度実施）から、学部入試（一般・推薦・AO）において、インターネット出願を開始する。国

立大学が連携してインターネット出願を導入するのは、国内では初めての試みとなる。 
 このインターネット出願の導入により、24 時間出願データの送信が可能になるほか、コンビニエン

ス・ストアやクレジットカードで検定料（受験料）の支払いが可能になるなど、受験生にとって利便

性が向上することが見込まれている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学 事 
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○高知大学およびハルオレオ大学調印式学長表敬訪問 
 
 12 月 9 日（火）、ハルオレオ大学との間で、学術交流及び学生交流に関する協定書を更新した。本

学で行われた調印式には、ハルオレオ大学の La Rianda（学長代理）ほか 9 名が出席し、脇口学長が

協定書に署名した。 
 同大学とは 2009 年に学術交流協定を締結し、農学部を中心として研究者や学生の派遣や共同研究を

活発に行っており、今回の協定更新により、教育・研究面での交流活動の発展が期待される。 
 

 
 
○高知大学大学院学位記授与式を開催 
 
 12 月 19 日（金）、本学学長室において、関係者出席のもと「高知大学大学院学位記授与式」が執り

行われた。総合人間自然科学研究科医学専攻 2 名に博士の学位が授与された。 
 

 
 
 
○須崎市と連携に関する協定を締結 
 
 １月 22 日（木）、須崎市総合保健福祉センターにおいて、本学と高知県須崎市の連携協定調印式が

執り行われた。本学からは脇口宏学長、受田浩之地域連携推進センター長らが、須崎市からは楠瀬耕
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作市長、筒井淳三副市町ら双方あわせて 15名程が出席し、脇口学長と楠瀬市長が協定書に署名を交わ

し連携協定を締結した。 

 本協定は人材育成と産業振興を柱としており、人材育成に関しては、平成 27年度から高知大学地域

連携推進センターが須崎市職員 1 名を研修生として受け入れる。研修生は「自治体連携コーディネー

ター」として同センターの教職員と共に各種地域連携事業への関与を積極的に行い、多くの経験を積

んでいく。 

 また、産業振興については、須崎市産業振興計画の策定に同センターの教員が参画しており、今後、

計画の推進にあたっても本学と協力して実施することとしている。 

 なお、本学にとって須崎市は市町村としては 13番目の連携自治体となるが、自治体が本学に職員を

研修派遣するのは初めとなる。 
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○第 65 回黒潮祭を開催 

 
11 月 1 日（土）・2 日（日）の 2 日間、朝倉キャンパスにおいて第 65 回黒潮祭を開催した。65 回目

となる今年のテーマは「黒潮家」とし、屋台やサークル出展、チャリティーフットサル大会など多く

の催しが開催され、大いに賑わった。 

 

  

 
○第 5 回ホームカミングデーを開催 

 
11 月 2 日（日）、朝倉・岡豊・物部の 3 キャンパスで第 5 回ホームカミングデーが開催され、200

名を超える卒業生が参加した。 

午前中は各学部の現役学生による発表や取組みの紹介があり、卒業生と学生たちの交流の場となっ

た。午後の部では、朝倉キャンパスにおいて教育学部卒業生で高知県立歴史民俗資料館顧問である宅

間一之さんによる記念講演「長宗我部元親と土佐戦国の山城」が行われ、会場は卒業生のほか一般の

歴史ファンも詰め掛け、超満員となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（記念式典の様子）            （記念講演：宅間一之氏） 

 

 

 

 

諸 報 
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（学食での懇親会）          （同時開催の「コラパー」まつり） 

 
○物部キャンパス一日公開を開催 

 
11 月 3 日（月・祝）、物部キャンパスにおいて地域住民にキャンパスを開放して紹介する「物部キ

ャンパス一日公開」を開催した。 

この「物部キャンパス一日公開」は、広大な物部キャンパスにある農学部、大学院総合人間自然科

学研究科黒潮圏総合科学専攻、総合研究センター（遺伝子実験施設）及び海洋コア総合研究センター

等の教育研究施設の活動を地域住民により深く理解してもらうため毎年開催されている。 

当日は、教職員、学部生、大学院生、留学生らが一体となり、日ごろの教育研究活動を理解しても

らうと同時に楽しんでもらえるように講義、実験、体験コーナーなど様々な趣向を凝らした企画が実

施された。今回は天候にも恵まれ、家族連れを中心に 4,000 名にも上る来場者があり、各企画を存分

に楽しんでいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（土佐あかうし見学ツアー）        （海洋コア総合研究センター公開） 

 
○平成 26 年度大学改革シンポジウム「地域協働で未来を切り開く」を開催 

 
11 月 8 日（土）、高新 RKC ホールにおいて、来年度開設する「地域協働学部」を高校生や教育関係

者に知ってもらおうとシンポジウムが開催された。大学や自治体関係者、地域で活躍する住民、新学

部に入学を希望する高校生ら約 250 名が集まり、「地域協働で未来を切り開く」をテーマに討議が行わ

れ、日本再生のスタートとなる学部へのエールが送られた。 
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この日のシンポジウムでは、小学館の元編集者であり、「釣りバカ日誌」の主人公のモデルとなった

黒笹慈幾氏が、自身の高知移住や取材経験を基に、若い世代を地域再生の鍵として育むことの必要性

について基調講演を行った。さらに、新学部の設置に主導的に関わってきた辻田宏副学長が「今なぜ

地域協働なのか」という視点で、地域協働の果たす役割やその意義について基調報告を行った。 

パネル討議では、高岡郡佐川町の堀見和道町長が「自分らしさを発見できる学部だ」と期待し、土

佐経済同友会代表幹事の吉澤文治郎氏も「高知県の発展にとって、新学部は大きな期待、発展の答え

は田舎にしかない」と話した。フィールドワークの実習をすでに受け入れている長岡郡大豊町の氏原

学氏は「学生が学びの成果を地域の人に返すことで、地域の自立が促進される」と発言し、引き続き

新学部に協力していくことを約束した。参加者は、新しい大学教育と地域の未来を共に考える中で、

普段聞くことのできない話に熱心に耳を傾けていた。 

 

  

 
○人文社会科学部門 後藤拓也准教授が人文地理学会大会で第 14 回人文地理学会賞（学術図書部門）

を受賞 

 
広島大学で行われた 2014 年度人文地理学会大会で、本学人文社会科学系人文社会科学部門の後藤拓

也准教授が、第 14 回人文地理学会賞（学術図書部門）を受賞した。この賞は、昨年 1 年間に出版され

た人文地理学関係の著作物のうち、人文地理学研究に寄与する優れたものに与えられる賞である。 

 
○医学部附属病院皮膚科と科研製薬株式会社の共同研究チームの論文が米科学誌プロスワン誌に掲載 

 
本学医学部附属病院皮膚科と科研製薬株式会社の共同研究チーム（筆頭著者 佐藤健治研究生）の

研究論文「Involvement of TNF-a converting enzyme in the development of psoriasis-like lesions in 

a mouse model（モデルマウスを用いた乾癬発症に関与する腫瘍壊死因子変換酵素の役割の解明）」が

米科学誌プロスワン誌に米国時間 2014 年 10 月 8 日に受理され、同誌ホームページ上に同 11 月 10 日

に掲載された。 

 
○平成 26 年度高知大学海外フィールドサイエンス実習参加者による学長表敬訪問 
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11 月 11 日（火）、本学農学部国際支援学コースが毎年実施している「海外フィールドサイエンス実

習」へ参加するために本学を訪問しているタイ、ベトナム、マレーシアからの留学生等 28 名が、脇口

学長を表敬訪問した。 

脇口学長からは、「高知大学で学んだことが、将来、本学と皆さんとのより強固なネットワーク構築

のきっかけとなることを大変期待しております。短い期間ですが高知の文化も楽しんでください。」と

メッセージが送られた。 

この海外フィールドサイエンス実習では、2005 年度より本学が協定を締結している東南アジアの

国々の大学への学生相互派遣を毎年実施しており、本年度で 10 回目の開催となった。本年度は 11 月

12 日（水）～11 月 21 日（金）までの 10 日間を本学で開催し、JST が実施するさくらサイエンスプ

ログラムに採択された留学生と、本学が独自で実施している国際化ネットワーク事業であるアジア

ン・フィールドサイエンス事業に採択された留学生等 28 名が参加した。 

 

  

 
○医学部総合防災訓練を実施 

 
11 月 14 日（金）、本学医学部において総合防災訓練を実施した。この訓練は、職種を問わず医学部

で働く全職員を参加対象として毎年行われているもので、今回は平日昼間の地震発生（震度 7）を想定

し、災害時の体制構築からトリアージ実施までを組み込んだシナリオで行われた。より実際の災害時

に近い形とするため、訓練参加者への詳細シナリオの事前通知は極力行われず、参加者は当日構内放

送で集合した後その場で役割を決め、行動表やアクションカード（訓練参加者が取るべき行動を記載

したもので、エリア毎に用意された）に従って訓練を進めていくというブラインド方式を採用した。

同方式を採って 3 回目となった今回の訓練でも、参加者の間にはまだ当日現場で受けた指示に従って

行動することへのとまどいが見られ、終了後に開催された全体反省会では各々が担当すべき役割につ

いて事前に勉強する機会が必要との意見が挙がった。 

また、院内訓練とは別に医学部学生の避難訓練も実施され、キャンパス全体で防災訓練に取り組ん

だ一日となった。 
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○複合領域科学部門 上田忠治准教授が日本ポーラログラフ学会「志方メダル」を受賞 

 
11 月 15 日（土）・16 日（日）に行われた第 60 回ポーラログラフィーおよび電気分析化学討論会で、

総合科学系複合領域部門の上田忠治准教授が「志方メダル」を受賞した。 

「志方メダル」は、電気化学測定法、電気化学反応、電気化学分析法、その他の電気化学関連領域

において将来の発展を期待できる顕著な研究業績を収めた若手研究者に贈られる賞で、上田准教授は、

研究業績「ポリオキソメタレート錯体および金属錯体の生成反応機構および酸化還元反応機構に関す

る電気分析化学的研究」で受賞し、同討論会において受賞講演を行った。 

 
○高知大学タイリエゾンオフィスを開設 

 
本学では、国際交流を推進するため国際的な共同研究や留学生の受入・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、タイでの本学の海外拠点では４か所目となる「高知大学タイリエゾ

ンオフィス（Kochi University Thailand Liaison Office）」を大学間協定校であるカセサート大学内に

開設した。 

11 月 20 日（木）に執り行われた開所式では、各関係者より挨拶や祝辞が述べられ、記念撮影の後

オフィスの前でリボンカットと内覧会が行われた。その後のレセプションには、カセサート大学関係

者をはじめ、タイ国内の協定校関係者や本学卒業生、在タイ日本国大使館などから総勢 40 名の参加が

あった。 

同日には、タイ同窓会第 1 回総会も開催され、タイとの長い研究教育交流活動を行っている櫻井克

年総務・国際担当理事からのビデオメッセージや、タイ出身の学生との交流の歴史が農学部田中壮太

教授より写真と共に紹介され、改めて本学とタイ出身の留学生等との絆を感じる機会となった。また

同窓会では、今後の同窓会活動に関して活発な意見交換が行われ具体的な今後の取組についての提案

がされた。 

今後は、タイ同窓会とも連携しながら特に優秀な留学生を獲得していく取組を行っていくほか、学

生交流の際の拠点として本学の教職員が使用していくとともに、タイ国内にある JASSO や JSPS など

の機関や３５近くの日本の大学機関との情報交換など、現地にオフィスがある強みを生かした活動を

行っていく予定である。 
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○伝統の「室戸貫歩」を開催 

 
本学空手道部主催の室戸貫歩が 11 月 22 日（土）・23 日（日）に開催された。 

室戸貫歩は、昭和 36 年に空手道部員が部員の心身鍛錬のため、体力と精神力の限界に挑戦するとい

う目的で始めた行事である。高知市の朝倉キャンパスから室戸岬までの約 90 キロの道のりを夜通し歩

き、制限時間 30 時間以内でのゴールを目指すというものである。十数年前から一般参加も可能になり

ここ数年で参加者が急増、県民も楽しみにする本学の伝統行事となっている。 

54 回目となる今回は本学学生をはじめ教職員と市民ら 421 名が参加し、それぞれの思いを込めて足

を進めた結果、283 名が貫歩した。 

 

  

 
○「第 6 回中国四国男女共同参画シンポジウム ギアチェンジ！共に働く時代の男女共同参画社会～

「男働き」社会の見直しと女性のキャリア形成のこれから～」の開催 

 
11 月 28 日（金）、朝倉キャンパス・メディアの森において中国・四国の地域の活性化に向けて男女

共同参画の視点に立った人材活用と働き方の改善を考えることを目的に「第 6 回中国四国男女共同参

画シンポジウム ギアチェンジ！共に働く時代の男女共同参画社会～「男働き」社会の見直しと女性

のキャリア形成のこれから～」を開催した。 

シンポジウムでは、城西国際大学の原ひろ子客員教授から、科学・技術コミュニティにおける男女

共同参画について基調講演が行われ、続いて、京都大学大学院文学研究科の伊藤公雄教授から、男性

にとっての男女共同参画について特別講演が行われた。講演後には参加者との間で男性と男女共同参
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画について積極的な質疑応答が行われた。また、パネルディスカッションにおいては、中国四国地方

から発信する男女共同参画の取組について、広島大学、岡山大学、徳島大学の各大学の取組が報告さ

れ、コメンテーターに原ひろ子氏と近藤室長補佐を迎え活発な意見交換が行われた。 

シンポジウムには中国四国地区の大学関係者、民間企業、学生等あわせて 159 人の参加があった。 

 

 

 
○医学部薬理学講座 中村久美子技術専門職員らの論文が Scientific Reports 誌に掲載 

 
中村久美子技術専門職員らの論文「Angiotensin Ⅱ acting on brain AT1 receptors induces 

adrenaline secretion and pressor responses in the rat」が Scientific Reports 誌に 11 月 28 日（金）

付けで掲載された。同誌は Nature の姉妹誌として自然科学の幅広い分野をサポートするジャーナルで

ある。 

 
○農学部門 藤原拓教授、連携医学部門 奥原義保教授が科研費審査員表彰 

 
日本学術振興会の平成 26 年度科学研究費助成事業（科研費）の審査に大きく貢献したとして、教育

研究部自然科学系農学部門の藤原拓教授と、教育研究部医療学系連携医学部門の奥原義保教授が同会

から表彰され、脇口学長より表彰状と記念品が手渡された。 

この表彰は、科学研究費助成事業（科研費）の審査を専門的見地から第 1 段審査（書面審査）を行

った約 5,300 名の委員の中から、検証結果に基づき、模範な審査意見を付した委員として選考され、

表彰されたものである。 

 
○平成 26 年度医学教育等関係業務功労者表彰 

 
 11 月 20 日（木）、東京において文部科学省による「平成 26 年度医学教育等関係業務功労者表彰式」

が挙行され、医学部附属病院放射線部の赤木直樹副技師長と、医学部附属病院薬剤部の國澤昌弘薬剤

主任が表彰された。 

 医学教育等関係業務功労者表彰は、医学教育関係業務において特に功績が顕著な者に対し、文部科

学大臣が表彰を行うものである。 
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○平成 26 年度学長主催外国人留学生等交流懇談会を開催 

 
12 月 10 日（水）、朝倉キャンパス内高知大学生協食堂において、平成 26 年度学長主催外国人留学

生等交流懇談会を開催した。脇口学長の挨拶に続き、朝倉・岡豊・物部キャンパスの代表留学生によ

る日本語や英語でのスピーチが行われ、日頃からお世話になっている関係者への感謝の気持ちが述べ

られた。 

また、留学生による歌やダンスの余興に加え、日本人学生による尺八演奏や民謡が披露され、各国

の文化交流も行うことができた。参加者全員と高知大学合唱団による学歌合唱のあと、余興の最後で

は日本語教員と多くの留学生による多言語での「幸せなら手をたたこう」が披露され、大いに盛り上

がった。 

本年度は朝倉キャンパス内での開催ということもあり、211 名にも上る参加者が集い、国や地域を

超えて楽しく歓談する様子が会場のあちこちで見られた。 

 

 

 
○地域協働学部プレ企画「日経みんなの経済教室」を開催 
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12 月 12 日（金）、平成 27 年 4 月に開設する地域協働学部のプレ企画として、BS ジャパンで放送中

の「日経みんなの経済教室」の公開収録が行われた。県内高校生を含む学生約 150 名が参加し、活発

な議論が行われた。 

第一部のパネルディスカッションでは、大手企業の第一線の方々から「人財・ジャパン 若者への

提言～真のグローバル人材とは何か。」というテーマで意見が交わされ、海外経験を多く積んだ企業人

からの話に多くの学生が興味深く耳を傾けた。 

第二部の公開授業では、「地方創生とソーシャルイノベーション」をテーマに地域協働教育学部門の

中澤純治准教授が人口減少と東京一極集中の現況を紹介するとともに、地方における資金循環の問題

点をわかりやすく解説し、地域資源を活用し人材をどのように育てていくかが地方創生のカギである

と語った。 

 

  

 
○「高知からの文化力を語り合う」を開催 

 
12 月 14 日（日）、文化庁が推進する“「文化力」プロジェクト”を高知でも展開しようとするイベ

ントが本学で開催された。イベントは、映画の撮影をきっかけに高知に移住した映画監督の安藤桃子

氏と元文化庁文化部長で映画評論家の肩書を持つ寺脇研氏（京都造形芸術大学教授）を招き、「文化力

を語り合う～地域×若者×文化 めざせ高知からの文化力」をテーマに、地域社会を元気にしていく

中で文化が果たす役割について議論が行われた。 

本学からは教育学部芸術専攻学生や地域再生、防災、よさこい祭り、大学祭の実行責任者ら約 40 名

が集まり、自身が取り組んでいる日頃の文化活動について紹介が行われた。学生とのトークショーで

は、安藤監督が東京から高知に移住した経緯や自らが脚本・監督した映画『0.5 ミリ』を既存の映画館

を経由せず、特設シアターを建設して上映に至るまでのエピソードが述べられた。寺脇氏からは、文

化芸術がいかに広いものであり、今こそ経済力を高める教育から、文化力を高める教育へ転換するこ

との重要性が語られた。参加学生は、文化がいかに地域社会を活性化させていくのか、普段聞くこと

のできない話に熱心に耳を傾けていた。 
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○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 

 
12 月 24 日（水）、本学では「平成 26 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」が執り行われ、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。 

本件は、卓越した学業成績や特筆すべき研究活動等をもとに、学部長及び専攻長の推薦により選考

決定された。 

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、社会の発展となる活躍を期

待したいと挨拶があった。 

また、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。 

 

  

 
○臨床医学部門 永野靖典助教が「運動器の 10 年日本賞」を受賞 

 
1 月 24 日（土）、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）の永野靖典助教

授が、東京・明治記念館で開催された「運動器の 10 年」世界運動・普及啓発事業に関する表彰式にお

いて、「運動器の 10 年 日本賞」を受賞した。 
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これは、一般財団法人運動器の 10 年・日本協会が募集する平成 26 年度「運動器の 10 年」世界運動・

普及啓発推進事業において、「高知県黒潮町における三世代ふれあい健診」活動が評価されたものであ

る。 
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１１月 

 １日（土） 第 65回黒潮祭（～２日） 

 ２日（日） 第 5回高知大学ホームカミングデー 

 ４日（火） 第 7回入試企画実施機構会議 

平成 26 年度文部科学省研究開発評価シ

ンポジウム 

第 2回高知大学のあり方に関する意見交

換会 

環境保全委員会 

 ５日（水） 教育研究部会議 

AAPコンソーシアム四国 評価委員会 

７日（金） 国大協 総会 

特別修学支援専門部会 

第 2回大学教育創造センター（仮称）教

員選考委員会 

８日（土） 大学改革シンポジウム「地域協働で未来

を切り開く」 

１０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 

１１日（火） 教育組織改革実施本部会議 

１２日（水） 第 228回役員会 

第 2回学生支援開発センター（仮称）教

員選考委員会 

１３日（木） 医学部連絡調整会議 

１５日（土） 推薦Ⅰ（人・理・農・医）試験 

放送大学高知学習センター開設 20 周年

記念式典 

１７日（月） 国大協 広報企画小委員会 

平成 26 年度第 2 回教育職員免許状更新

講習実施委員会 

学士課程運営会議 

教育ミーティング 

テニュアトラック資格審査会 

１８日（火） 研究顕彰制度選考委員会 

１９日（水） 推薦Ⅰ（教）試験（～２０日） 

学長事務総括本部会議 

２０日（木） 国大協 臨時理事会 

中国四国地区理学系大学教育に関する

研究フォーラム 

２１日（金） 朝倉中央保育園園児による慰労訪問 

永年勤続者表彰式 

２２日（土） 第 54回室戸貫歩 

２５日（火） 教授会、専攻会議、部門会議（農） 

部門会議（生命環境医） 

第 5回高知県地域社会連携推進本部会議 

国大協 大学マネジメントセミナー 

２６日（水） 全学財務委員会 

第 229回役員会 

専攻会議、部門会議（黒潮圏） 

危機管理本部会議 

安全衛生委員会（朝倉地区） 

２７日（木） 中国・四国地区国立大学法人等労働安全

衛生協議会 

２８日（金） 第 6回中国四国男女共同参画シンポジウ

ム 

四国 5大学連携による知のプラットフォ

ーム形成事業 第 5回アドミッションに

関する理事間の意見交換会 

３０日（日） 推薦Ⅰ（地域協働）試験 

 

 

 

１２月 

１日（月） 辞令交付 

第 8回入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

学長事務総括本部会議 

２日（火） 教授会、部門会議（医） 

第 3回大学教育創造センター教員選考委

員会 

テニュアトラック資格審査会 

３日（水） 人事委員会 

教育研究部会議 

４日（木） 国大協 第 2回広報委員会 

平成 26 年度第 4 回修士課程教務委員会

日 誌 
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及び博士課程教務委員会 

５日（金） チェンデラワシ大学表敬訪問 

６日（土） 地域協働 AO入試第 1次選抜 

７日（日） 第 3回学生支援開発センター（仮称）教

員選考委員会 

８日（月） 四国国立大学協議会 

９日（火） 教授会、専攻会議（農） 

部門会議（農、生命環境医） 

ハルオレオ大学表敬訪問 

１０日（水） 教授会（理）（教）（人文） 

専攻会議（教）（人文） 

部門会議（理）（教）（複合領域） 

第 230回役員会 

若手教員評価委員会 

外国人留学生等交流懇談会 

１１日（木） 研究推進戦略委員会 

１２日（金） 学生支援委員会 

１３日（土） 第 47回学長杯争奪駅伝大会 

第 4回大学教育創造センター教員選考委

員会（～１４日） 

１５日（月） 総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

学長事務総括本部会議 

教育ミーティング 

１７日（水） 平成 26年度朝倉地区防災訓練 

１８日（木） 競争的資金等監査室会議 

１９日（金） 学位記授与式 

２０日（土） 第 3回コラボ考房プロジェクト活動ブラ

ッシュアップ会 

２２日（月） 学士課程運営会議 

教育ミーティング 

「動物実験に関する相互検証プログラ

ム」による検証 訪問調査 

２４日（水） 第 231回役員会 

専攻会議、部門会議（黒潮圏） 

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 

２５日（木） 設備整備計画検討委員会 

第 3回大学のあり方に関する意見交換会 

２７日（土） 地域協働学部 AO入試第 2次選抜 

 

 

 

１月 

５日（月） 辞令交付 

第 2回学士課程入学試験委員会 

仕事始めの会 

教育ミーティング 

７日（水） 教育研究部会議 

８日（木） 教育組織改革実施本部会議 

大学院教務委員会 

学長事務総括本部会議 

９日（金） 研究顕彰制度審査委員会 

１３日（水） 医工連携交流会 

利益相反マネージメント委員会 

１４日（木） 第 232回役員会 

１７日（土） 大学入試センター試験（～１８日） 

１９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 

学長事務総括本部会議 

２１日（水） 第 67回教育研究評議会 

高知県と高知大学医学生との意見交換

会 

２２日（木） 須崎市との連携協定調印式 

２５日（日） 寒中水泳 

２６日（月） 委嘱状交付 

第 53回経営協議会 

学士課程運営会議 

学長選考会議 

教育ミーティング 

第 4回大学のあり方に関する意見交換会 

２７日（火） 教師教育コンソーシアム高知運営協議会 

医学部附属病院新病棟視察 

２８日（水） 安全衛生委員会（朝倉地区） 

第 233回役員会 

２９日（木） 知プラ e事業報告シンポジウム 

３０日（金） 連携推進協議会 


