
医学部附属病院新病棟「第二病棟」完成記念式典 地域協働学部開設記念式典 

（33 ページに関連記事）  （41 ページに関連記事） 

（2） 

○ＡＭＤＡグループと連携協力に関する協定を締結

○地域協働学部開設記念式典

○高知新聞社とＮＩＥ協定を締結

○平成 26 年度高知大学研究顕彰制度授賞式

○複合領域科学部門 北條正司教授が「第 59 回高知県出版文化賞」

受賞

○平成 26 年度高知大学国際交流基金助成事業報告会

○平成 26 年度高知大学教育奨励賞授賞式及び報告会

○平成 26 年度学生表彰式及び附属学校園児童・生徒表彰式

○平成 26 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

及び成果発表会

○平成 26 年度高知信用金庫・高知安心友の会学術賞授与式及び受賞

講演会

○農学部門 深田陽久准教授が「平成 26 年度日本水産学会水産学技

術賞」

○生命環境医学部門 康峪梅教授が「平成 27 年度科学技術分野の文

部科学大臣表彰科学技術賞」受賞

○春芸祭およびＳパー祭

（41） 

（41） 

（42） 

（43） 

（43） 

（44） 

（44） 

（45） 

(45） 

（46） 

（47） 

（47） 

（47） 

（49） 

○人事異動

○叙位・叙勲

（17） 

（26） 

○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

（27） 

（29） 

（30） 

（30） 

○高知南警察署・ＮＨＫ高知放送局と大規模災害時における

施設・敷地の貸与協力に関する協定を締結

○下水道革新的技術実証事業「Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト」実

証施設完成記念式典

○医学部附属病院新病棟「第二病棟」完成記念式典

○教育学部幼児教育コース開設記念式典

○平成 26年度 高知大学卒業式

○平成 26年度 高知大学大学院修了式

○四万十町と連携に関する協定を締結

○平成 27年度 高知大学入学式

○平成 27年度 高知大学大学院入学式

（32） 

（32） 

（33） 

（33） 

（34） 

（35） 

（37） 

（37） 

（39） 
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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 

高知大学医学部附属病院がん治療センタ

ー規則 

学長 一部改正 平成

27.2.10 

規則第 52 号 平成 

27.2.10 

医学部附属病院がん治療センター内に「がんのリハビリテー

ションチーム」を設置したことに伴い改正を行うもの。 

高知大学医学部医学科授業実施細則 学長 一部改正 平成 

27.2.17 

規則第 53 号 平成 

27.4.1 

・成績評価の評語追加に伴う改正 

・その他字句の修正 

高知大学医学部看護学科授業実施細則 学長 一部改正 平成 

27.2.17 

規則第 54 号 平成 

27.4.1 

・成績評価の評語追加に伴う改正 

・その他字句の修正 

高知大学人文学部教授会規則 学長 一部改正 平成 

27.2.12 

規則第 55 号 平成 

27.4.1 

・高知大学教授会規則の制定に伴う人文学部教授会の審議事

項等の改正 

・教授会の庶務を担当する部署を明確にするための改正 

・その他号のずれによる改正 

高知大学人文学部長選考規則 学長 全部改正 平成 

27.2.12 

規則第 56 号 平成 

27.4.1 

高知大学学部長選考等規則の制定に伴い、人文学部長候補者

選考に関し必要な事項を定める。 

高知大学人文学部長選考規則施行細則 学長 一部改正 平成 

27.2.12 

規則第 57 号 平成 

27.4.1 

・高知大学人文学部長選考規則の全部改正に伴う改正 

・その他字句の修正 

高知大学人文学部人事委員会規則 学長 一部改正 平成 

27.2.12 

規則第 58 号 平成 

27.4.1 

・高知大学教授会規則が制定され、人文学部教授会の審議事

項が改正されたことに伴う表現の見直しによる改正 

・各条に見出しを付すための改正 

高知大学農学部教授会規則 学長 一部改正 平成 

27.2.8 

規則第 59 号 平成 

27.4.1 

・高知大学教授会規則の制定に伴う農学部教授会の審議事項

等の改正 

・高知大学教授会規則の制定に伴う重複する条項の削除 

・その他字句の修正 

高知大学農学部長選考規則 学長 全部改正 平成 

27.2.8 

規則第 60 号 平成 

27.4.1 

高知大学学部長選考等規則の制定に伴い、農学部長候補者選

考に関し必要な事項を定める。 

高知大学農学部長候補者選考規則施行細

則 

学長 一部改正 平成 

27.2.8 

規則第 61 号 平成 

27.4.1 

高知大学農学部長選考規則の全部改正に伴う改正 

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規則 

学長 一部改正 平成 

27.2.8 

規則第 62 号 平成 

27.4.1 

・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の制定に伴い、センター長の選考に関す

る条項を本規則から削除する。 

・その他条項整理 

高知大学教育研究部規則 学長 一部改正 平成 

27.2.4 

規則第 63 号 平成 

27.4.1 

高知大学教授会規則の制定に伴う学系教授会の審議事項の

改正 

高知大学理学部教授会規則 学長 一部改正 平成 

27.2.4 

規則第 64 号 平成 

27.4.1 

・高知大学教授会規則の制定に伴う理学部教授会の審議事項

等の改正 

・教授会の庶務を担当する部署を明確にするための改正 

・その他号のずれによる改正 

高知大学理学部長選考規則 学長 全部改正 平成 

27.2.4 

規則第 65 号 平成 

27.4.1 

高知大学学部長選考等規則の制定に伴い、理学部長候補者選

考に関し必要な事項を定める。 

高知大学理学部長選考規則施行細則 学長 廃止 平成 

27.2.4 

規則第 66 号 平成 

27.4.1 

高知大学理学部長選考規則を全部改正し、理学部長候補者の

選考方法の見直しを行い、新たに高知大学理学部長候補者の

選考に関する申合せを制定するため、当該規則を廃止する。 

高知大学理学部人事委員会規則 学長 一部改正 平成 規則第 67 号 平成 ・高知大学理学部教授会の議に基づき、委任された審議委員

学 内 規 則
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27.2.4 27.4.1 会であることを明確にするための改正 

・委員会の庶務を担当する部署を明確にするための改正 

・その他号のずれによる改正 

高知大学理学部入学及び卒業に関する委

員会規則 

学長 一部改正 平成 

27.2.4 

規則第 68 号 平成 

27.4.1 

・高知大学理学部教授会の議に基づき、委任された審議委員

会であることを明確にするための改正 

・委員会の庶務を担当する部署を明確にするための改正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

委員会規則 

学長 一部改正 平成 

27.2.16 

規則第 69 号 平成 

27.4.1 

・高知大学教授会規則の制定に伴う大学院総合人間自然科学

研究科委員会の審議事項の改正 

・委員会が審議する事項は、研究科委員会から付託された事

項と委員会個別の事項であることを明文化するための改正 

・その他字句の修正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程教務委員会規則 

学長 一括改正 平成 

27.2.16 

規則第 70 号 平成 

27.4.1 

・高知大学教授会規則が制定され、大学院総合人間自然科学

研究科委員会の審議事項が規定されたことに伴う同研究科

修士課程教務委員会並びに博士課程教務委員会の審議事項

の改正 

・委員会が審議する事項は、研究科委員会から付託された事

項と委員会個別の事項であることを明文化するための改正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

博士課程教務委員会規則 

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 

27.2.16 

規則第 71 号 平成 

27.4.1 

・主指導教員及び副指導教員を明文化するための改正 

・成績評価の評語追加に伴う改正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程教育学専攻規則 

学長 一部改正 平成 

27.2.16 

規則第 72 号 平成 

27.4.1 

・成績評価の評語追加に伴う改正 

・教育課程充実のための授業科目の新設及び授業科目の内容

の見直しによる改正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程理学専攻規則 

学長 一部改正 平成 

27.2.16 

規則第 73 号 平成 

27.4.1 

・成績評価の評語追加に伴う改正 

・その他字句の修正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程農学専攻規則 

学長 一部改正 平成 

27.2.16 

規則第 74 号 平成 

27.4.1 

・担当教員の異動による授業科目の変更及び削除 

・成績評価の評語追加に伴う改正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

博士課程応用自然科学専攻規則 

学長 一部改正 平成 

27.2.16 

規則第 75 号 平成 

27.4.1 

・担当教員の追加に伴い、応用自然科学専攻海洋自然科学コ

ースに授業科目を新設するための改正 

・成績評価の評語追加に伴う改正 

・別表１の見直しを行う。 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

博士課程黒潮圏総合科学専攻規則 

学長 一部改正 平成 

27.2.16 

規則第 76 号 平成 

27.4.1 

成績評価の標語追加に伴う改正 

高知大学人文学部入学・卒業認定等に関

する審議・決定委員会規則 

学長 一部改正 平成 

27.2.12 

規則第 77 号 平成 

27.4.1 

・高知大学人文学部教授会の議に基づき、委任された審議委

員会であることを明確にするための改正 

・委員に欠員が生じた場合の委員の任期を規定するための改

正 

・その他条ずれによる修正 

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 

学長 一部改正 平成 

27.2.12 

規則第 78 号 平成 

27.4.1 

・「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のため

の措置に関する指針について」（平成 16 年９月 14 日総管情

第 85 号総務省行政管理局長通知）の一部が改正されたこと

に伴う改正 

・その他字句の修正 

高知大学土佐さきがけプログラム規則 学長 一部改正 平成 

27.1.26 

規則第 79 号 平成 

27.4.1 

・学長が決定することを明確にするための改正 

・高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する

規則の見直しにより、期間についての文言を削除するための
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改正 

・成績評価の評語追加に伴う改正 

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 

27.2.24 

規則第 80 号 平成 

27.4.1 

地域関連科目必修化に伴う規則改正 

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 

27.2.24 

規則第 81 号 平成 

27.4.1 

・地域関連科目必修化に伴う規則改正 

・地域協働学部設置に伴い、地域協働学部専門科目を選択科

目として履修できるようにするための規則改正 

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 

27.2.24 

規則第 82 号 平成 

27.4.1 

地域関連科目必修化に伴う規則改正 

高知大学土佐さきがけプログラムスポー

ツ人材育成コース履修規則 

学長 一部改正 平成 

27.2.24 

規則第 83 号 平成 

27.4.1 

・地域協働学部の新設及び教育学部生涯教育課程の廃止に伴

う本コースの対象学部等の改正 

・教育学部生涯教育課程の廃止及び教育課程の見直しによる

改正 

・履修の中止・中断を学長が決定することを明確にするため

の改正 

高知大学医学部学部教授会規則 学長 一部改正 平成 

27.3.5 

規則第 84 号 平成 

27.4.1 

・高知大学教授会規則の制定に伴う医学部教授会の審議事項

の改正 

・その他字句の修正 

高知大学医学部長選考規則 学長 全部改正 平成 

27.3.5 

規則第 85 号 平成 

27.4.1 

高知大学学部長選考等規則の制定に伴い、医学部長候補者選

考に関し必要な事項を定める。 

高知大学医学部長選考規則施行細則 学長 全部改正 平成 

27.3.5 

規則第 86 号 平成 

27.4.1 

高知大学医学部長選考規則の全部改正に伴う改正 

高知大学医学部附属病院長候補者選考規

則 

学長 全部改正 平成 

27.3.5 

規則第 87 号 平成 

27.4.1 

高知大学医学部附属病院長選考等規則の改正に伴い、医学部

附属病院長候補者選考に関し必要な事項を定める。 

高知大学医学部附属病院長候補者選考規

則施行細則 

学長 全部改正 平成 

27.3.5 

規則第 88 号 平成 

27.4.1 

高知大学医学部附属病院長候補者選考規則の全部改正に伴

う改正 

高知大学教育学部教授会規則 学長 一部改正 平成 

27.3.4 

規則第 89 号 平成 

27.4.1 

・高知大学教授会規則の制定に伴う教育学部教授会の審議事

項等の改正 

・教授会の庶務を担当する部署を明確にするための改正 

・その他号のずれによる改正 

高知大学教育学部長選考規則 学長 全部改正 平成 

27.3.4 

規則第 90 号 平成 

27.4.1 

高知大学学部長選考等規則の制定に伴い、教育学部長候補者

選考に関し必要な事項を定める。 

高知大学教育学部長選考規則施行細則 学長 一部改正 平成 

27.3.4 

規則第 91 号 平成 

27.4.1 

・高知大学教育学部長選考規則の全部改正に伴う改正 

・その他字句の修正 

高知大学教育学部入学に関する審議決定

委員会規則 

学長 一部改正 平成 

27.3.4 

規則第 92 号 平成 

27.4.1 

・高知大学教育学部教授会の議に基づき、委任された審議委

員会であることを明確にするための改正 

・教育学部改組に伴う改正 

・委員に欠員が生じた場合の委員の任期を規定するための改

正 

国立大学法人高知大学自動車運用管理規

則 

学長 全部改正 平成 

27.3.11 

規則第 93 号 平成 

27.4.1 

・危機管理の観点から運転者の事前登録制を導入する。 

・管理者の見直しを行い、新たに総括管理者及び管理補助者

を置き、運用及び管理の徹底を図る。 

・現在、明確に規定されていない部局が管理する公用車の運

用及び管理について、新たに定める。 

・「高知大学農学部自動車管理運行規則」を廃止し、全学の
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規則として一本化を図る。 

・その他字句の修正を行う。 

高知大学人文学部人間文化学科履修規則 学長 一部改正 平成 

27.2.24 

規則第 94 号 平成 

27.4.1 

・「課題探求実践セミナー」の必修化による改正 

・その他字句の修正 

高知大学人文学部国際社会コミュニケー

ション学科履修規則 

学長 一部改正 平成 

27.2.24 

規則第 95 号 平成 

27.4.1 

・「課題探求実践セミナー」の必修化による改正 

・専任教員の異動に伴う授業科目の変更 

・その他字句の修正 

高知大学人文学部社会経済学科履修規則 学長 一部改正 平成 

27.2.24 

規則第 96 号 平成 

27.4.1 

・「課題探求実践セミナー」の必修化による改正 

・専任教員の異動に伴う授業科目の変更 

高知大学教育学部附属学校長選考規則 学長 一部改正 平成 

27.3.11 

規則第 97 号 平成 

27.4.1 

高知大学教育学部附属学校園長選考等規則の制定に伴う教

育学部附属学校長選考規則の改正 

高知大学理学部規則 学長 一部改正 平成 

27.2.24 

規則第 98 号 平成 

27.4.1 

・各条に見出しを付すための改正 

・成績評価の評語追加に伴う改正 

・在学年限及び単位の通算規定を秋季卒業者にも適用させる

ための改正 

・理学部において他学部科目は卒業要件単位数に含まれない

ため、条文の修正を行うための改正 

・学長が決定することを明確にするための改正 

・その他字句の修正 

高知大学人文学部規則 学長 一部改正 平成 

27.2.24 

規則第 99 号 平成 

27.4.1 

・学長が決定することを明確にするための改正 

・高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する

規則の見直しにより期間についての文言を削除するための

改正 

・成績評価の評語追加に伴う改正 

高知大学医学部規則 学長 一部改正 平成 

27.2.24 

規則第 100 号 平成 

27.4.1 

・各条に見出しを付すための改正 

・学長が決定することを明確にするための改正 

・成績評価の評語追加に伴う改正 

・その他字句の修正 

高知大学教育学部規則 学長 一部改正 平成 

27.2.24 

規則第 101 号 平成 

27.4.1 

・学長が決定することを明確にするための改正 

・教育学部改組により学部の目的の変更並びに生涯教育課程

の廃止及び幼児教育コースの新設に伴う改正 

・高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する

規則の見直しにより、期間についての文言を削除するための

改正 

・成績評価の評語追加に伴う改正 

・その他字句の修正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程人文社会科学専攻会議規則 

学長 一括改正 平成 

27.3.16 

規則第 102 号 平成 

27.4.1 

・高知大学大学院総合人間自然科学研究科委員会規則の改正

に伴う審議事項の改正 

・委員会が審議する事項を、研究科委員会から付託された事

項と委員会個別の事項であることを明文化するための改正 

・専攻会議の議に基づき設置した委員会への委任について規

定するための改正  

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程教育学専攻会議規則 

・高知大学大学院総合人間自然科学研究科委員会規則の改正

に伴う審議事項の改正 

・委員会が審議する事項を、研究科委員会から付託された事
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項と委員会個別の事項であることを明文化するための改正 

・専攻会議の議に基づき設置する委員会は、事後において専

攻会議に報告及び承認を受けることとする事項を規定する

ための改正 

・専攻会議の庶務を担当する部署を明確にするための改正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程理学専攻会議規則 

・高知大学大学院総合人間自然科学研究科委員会規則の改正

に伴う審議事項の改正 

・委員会が審議する事項を、研究科委員会から付託された事

項と委員会個別の事項であることを明文化するための改正  

・専攻会議の事務を担当する部署を明確にするための改正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程医科学専攻会議規則 

・高知大学大学院総合人間自然科学研究科委員会規則の改正

に伴う審議事項の改正 

・委員会が審議する事項を、研究科委員会から付託された事

項と委員会個別の事項であることを明文化するための改正  

・議決について例外の規定を追加するための改正 

・その他字句の修正 

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会議規則 

・高知大学大学院総合人間自然科学研究科委員会規則の改正

に伴う審議事項の改正 

・委員会が審議する事項を、研究科委員会から付託された事

項と委員会個別の事項であることを明文化するための改正 

・議決について例外の規定を追加するための改正 

・その他字句の修正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程農学専攻会議規則 

・高知大学大学院総合人間自然科学研究科委員会規則の改正

に伴う審議事項の改正 

・委員会が審議する事項を、研究科委員会から付託された事

項と委員会個別の事項であることを明文化するための改正 

・その他字句の修正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

博士課程応用自然科学専攻会議規則 

・高知大学大学院総合人間自然科学研究科委員会規則の改正

に伴う審議事項の改正 

・委員会が審議する事項を、研究科委員会から付託された事

項と委員会個別の事項であることを明文化するための改正 

・専攻会議の事務を担当する部署を明確にするための改正 

・その他字句の修正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

博士課程医学専攻会議規則 

・高知大学大学院総合人間自然科学研究科委員会規則の改正

に伴う審議事項の改正 

・委員会が審議する事項を、研究科委員会から付託された事

項と委員会個別の事項であることを明文化するための改正  

・議決について例外の規定を追加するための改正 

・その他字句の修正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

博士課程黒潮圏総合科学専攻会議規則 

・高知大学大学院総合人間自然科学研究科委員会規則の改正

に伴う審議事項の改正 

・委員会が審議する事項を、研究科委員会から付託された事

項と委員会個別の事項であることを明文化するための改正  

・その他字句の修正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科 成績評価の評語追加に伴う改正 
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修士課程医科学専攻規則 

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 

成績評価の評語追加に伴う改正 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

博士課程医学専攻規則 

・成績評価の評語追加に伴う改正 

・授業科目の名称変更及び教員退職により未開講となってい

る授業の廃止に伴う改正 

高知大学教育学部履修規則 学長 一部改正 平成 

27.2.24 

規則第 103 号 平成 

27.4.1 

教育学部改組に伴う、生涯教育課程の廃止、幼児教育コース

の新設、卒業に必要な単位数、免許状取得要件及び履修方法

の変更に伴う改正 

高知大学人文学部における履修登録単位

の上限に関する規則 

学長 一部改正 平成 

27.3.11 

規則第 104 号 平成 

27.4.1 

高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する

規則の一部改正に伴う、人文学部における履修登録単位の上

限に関する事項の改正 

高知大学人文学部における早期卒業に関

する規則 

学長 一部改正 平成 

27.3.11 

規則第 105 号 平成 

27.4.1 

高知大学における早期卒業に関する規則の一部改正に伴う、

人文学部における早期卒業に関する事項の改正 

高知大学医学部附属病院規則 学長 一部改正 平成 

27.3.10 

規則第 106 号 平成 

27.3.10 

① 病院内の役職について、選任の対象となる職員の範囲及

び、指名する者を明確にするため改正する。 

・選考内規を設けて選出している検査部・放射線部技師長、

看護部長・副看護部長については、「選考により選出された

者」を追加する。 

・その他の職については、病院運営委員会において選出して

いることから、「病院長が指名する者」とする。  

② 各診療部門の部門長及び副部門長の選任の対象となる

職員の範囲を新たに規定する。 

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 

27.3.10 

規則第 107 号 平成 

27.4.1 

本院において社会福祉士及び精神保健福祉士の実習生を新

たに受け入れることに伴い実習料を定めるため改正をする。 

高知大学医学部附属病院諸料金規則 学長 一部改正 平成 

27.3.10 

規則第 108 号 平成 

27.4.1 

他大学附属病院等の料金を比較検討し、必要な項目について

料金の改定を行う。 

また、第二病棟の運用開始に伴い、特別室の料金設定を行う。

これについては、第二病棟の稼働日からの適用とする。 

国立大学法人高知大学職員の配偶者同行

休業に関する規則 

学長 制定 平成 

27.3.11 

規則第 109 号 平成 

27.4.1 

国は、人事院の意見の申出を踏まえ、公務において活躍する

ことが期待される有為な国家公務員の継続的な勤務を促進

するため、職員が、外国で勤務等する配偶者と生活を共にす

ることを可能とする休業制度（配偶者同行休業制度）を創設

し、平成 26 年２月 21 日から施行している。 

本学においても、活躍することが期待される職員の継続的な

勤務を促進するため、職員が、外国で勤務等する配偶者と生

活を共にすることを可能とする休業制度を新設する。 

国立大学法人高知大学職員就業規則 学長 一括改正 平成 

27.3.11 

規則第 110 号 平成 

27.4.1 

国立大学法人高知大学職員の配偶者同行休業に関する規則

の制定に伴う関係規則の改正 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職員退職手当規則 

国立大学法人高知大学期末手当及び勤勉

手当細則 

国立大学法人高知大学特別賞与の取り扱

いに関する内規 
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国立大学法人高知大学職員の自己啓発等

休業に関する規則 

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職員の採用等に関

する規則 

学長 一部改正 平成 

27.3.11 

規則第 111 号 平成 

27.4.1 

・職員の採用条件の見直しに伴う改正 

・平成 27 年度より安全・安心機構にも専任担当の教員が配

置されることに伴い、定義の見直しを行う改正 

・医療職員の職名の新設に伴う改正 

国立大学法人高知大学職員就業規則 学長 一部改正 平成 

27.3.11 

規則第 112 号 平成 

27.4.1 

・職員の解雇事由の見直しに伴う改正 

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 

27.3.11 

規則第 113 号 平成 

27.4.1 

・職員の解雇事由の見直しに伴う改正 

国立大学法人高知大学職員初任給、昇格、

昇給等の基準に関する細則 

学長 一部改正 平成 

27.3.11 

規則第 114 号 平成 

27.4.1 

・医療職員の職名の新設に伴う改正 

国立大学法人高知大学有期雇用職員就業

規則 

学長 一括改正 平成 

27.3.25 

規則第 115 号 平成 

27.4.1 

「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」及び関係する人事院規則等の施行に伴う改正 

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職員給与規則の一

部を改正する規則 

国立大学法人高知大学年俸制適用職員給

与規則 

国立大学法人高知大学職員初任給、昇格、

昇給等の基準に関する細則 

国立大学法人高知大学地域手当細則 

国立大学法人高知大学地域手当細則の一

部を改正する規則 

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役員報酬規則 

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再雇用職員給与規

則の一部を改正する規則 

国立大学法人高知大学特任職員給与規則 

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 

27.3.25 

規則第 116 号 平成 

27.4.1 

国家公務員退職手当法の改正に伴う改正 

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入学・修了認

定等に関する審議委員会規則 

学長 一部改正 平成 

27.3.19 

規則第 117 号 平成 

27.4.1 

・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

科学専攻会議の議に基づき委任された審議委員会であるこ

とを明確にするための改正 

・委員会の庶務を担当する部署を明確にするための改正 

・その他字句の修正 

国立大学法人高知大学学報発行規則 学長 一部改正 平成 

27.3.20 

規則第 118 号 平成 

27.4.1 

登載事項の見直しによる改正 

高知大学設備サポート戦略室規則 学長 一部改正 平成 

27.3.24 

規則第 119 号 平成 

27.3.24 

設備サポート戦略室副室長は、室長が指名することとする改

正 

高知大学農学部規則 学長 一部改正 平成 規則第 120 号 平成 ・学部設置の目的に関する条項見出しを追加するための改正 
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27.2.24 27.4.1 ・成績評価の評語追加に伴う改正 

・早期卒業の在学期間の改正 

高知大学農学部履修規則 学長 一部改正 平成 

27.1.26 

規則第 121 号 平成 

27.4.1 

カリキュラム見直しによる科目の廃止 

高知大学学生・教育支援機構規則 学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 122 号 平成 

27.4.1 

総合教育センターの改組に伴い設置される高知大学学生・教

育支援機構に関する規則の制定 

高知大学学生・教育支援機構リエゾンオ

フィス規則 

学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 123 号 平成 

27.4.1 

総合教育センターの改組に伴い設置される高知大学学生・教

育支援機構に関し必要な規則の整備 

高知大学大学教育創造センター規則 学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 124 号 平成 

27.4.1 

総合教育センターの改組に伴い設置される高知大学大学教

育創造センターに関する規則の制定 

高知大学大学教育創造センター教育企画

会議規則 

学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 125 号 平成 

27.4.1 

総合教育センターの改組に伴い設置される高知大学大学教

育創造センターに関し必要な規則の整備 

高知大学教育ファシリテーター規則 学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 126 号 平成 

27.4.1 

総合教育センターの改組に伴い設置される高知大学大学教

育創造センターに関し必要な規則の整備 

高知大学大学教育創造センター大学連携

e-Learning教育支援センター四国高知大

学分室規則 

学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 127 号 平成 

27.4.1 

総合教育センターの改組に伴い設置される高知大学大学教

育創造センターに関し必要な規則の整備 

高知大学アドミッションセンター規則 学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 128 号 平成 

27.4.1 

総合教育センターの改組に伴い設置される高知大学アドミ

ッションセンターに関する規則の制定 

高知大学アドミッションセンター運営委

員会規則 

学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 129 号 平成 

27.4.1 

総合教育センターの改組に伴い設置される高知大学アドミ

ッションセンターに関し必要な規則の整備 

高知大学アドミッションセンター四国地

区国立大学連合アドミッションセンター

高知大学サテライトオフィス規則 

学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 130 号 平成 

27.4.1 

総合教育センターの改組に伴い設置される高知大学アドミ

ッションセンターに関し必要な規則の整備 

高知大学学生総合支援センター規則 学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 131 号 平成 

27.4.1 

総合教育センターの改組に伴い設置される高知大学学生総

合支援センターに関する規則の制定 

高知大学学生総合支援センター企画会議

規則 

学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 132 号 平成 

27.4.1 

総合教育センターの改組に伴い設置される高知大学学生総

合支援センターに関し必要な規則の整備 

高知大学学生総合支援センター特別修学

支援室規則 

学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 133 号 平成 

27.4.1 

総合教育センターの改組に伴い設置される高知大学学生総

合支援センターに関し必要な規則の整備 

高知大学教師教育センター規則 学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 134 号 平成 

27.4.1 

総合教育センターの改組に伴い設置される高知大学教師教

育センターに関する規則の制定 

高知大学全学教育機構会議委員会規則 学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 135 号 平成 

27.4.1 

これまで高知大学全学教育機構会議細則において定められ

ていた全学委員会を総合教育センター等の改組に併せて見

直すとともに、同細則を規則に改めるもの 

高知大学全学教育機構規則 学長 一部改正 平成 

27.3.25 

規則第 136 号 平成 

27.4.1 

・全学教育機構改組に伴う機構構成員の改正 

・その他字句修正 

高知大学全学教育機構会議規則 学長 一部改正 平成 

27.3.25 

規則第 137 号 平成 

27.4.1 

・全学教育機構改組に伴う全学教育機構会議構成員の改正 

・全学教育機構運営会議が廃止されることに伴う改正 

高知大学学士課程入学試験委員会規則 学長 一部改正 平成 

27.3.25 

規則第 138 号 平成 

27.4.1 

・総合教育センター改組に伴う高知大学学士課程入学試験委

員会構成員の改正 

・その他趣旨規定の修正 

高知大学入試企画実施機構規則 学長 一部改正 平成 

27.3.25 

規則第 139 号 平成 

27.4.1 

・総合教育センター改組に伴う高知大学入試企画実施機構構

成員の改正 

・その他趣旨規定の修正 
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高知大学共通教育の教育課程に関する規

則 

学長 一部改正 平成 

27.3.25 

規則第 140 号 平成 

27.4.1 

・外国語能力試験を受験し、所定の基準に達した者に対する

単位の認定を、学生が所属する学部等で審議し認定をしてい

る現状に合わせて改正する。 

・教育学部の改組、地域協働学部の新設、人文学部の教育課

程の見直し及び教育学部の履修規則の改正に伴い、卒業に必

要な共通教育科目の単位数を改正する。 

・共通教育実施機構の組織改編に伴う組織名称の変更 

・その他字句の修正 

国立大学法人高知大学組織規則 学長 一部改正 平成 

27.3.25 

規則第 141 号 平成 

27.4.1 

・平成 27 年４月１日付け地域協働学部地域協働学科の設置

及び教育学部生涯教育課程の募集停止並びに総合教育セン

ターの改組に伴う改正 

・独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整備に関する法律（平成 26 年法律第 67 号）による

改正後の国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号）第 35

条において準用する独立行政法人通則法（平成 11 年法律第

103 号）第 28 条第２項を受け、内部統制システムの整備に

ついて、理事の事務分掌を明確にするための改正 

・独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整備に関する法律による改正後の国立大学法人法

において、監査機能の強化及び役員の義務が定められたこと

に伴う改正 

・学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律（平

成 26 年法律第 88 号）により、副学長の職務及び教育研究上

の重要な組織の長の任命について定められたことに伴う改

正 

国立大学法人高知大学教育研究評議会規

則 

学長 一部改正 平成 

27.3.25 

規則第 142 号 平成 

27.4.1 

国立大学法人高知大学教育研究評議会の組織について、平成

27 年４月１日に学生・教育支援機構が設置されることに伴

い、同機構長を構成員に加える改正及び「その他教育研究評

議会が定めるところにより学長が指名する職員」について、

運用上、各学部から推薦された候補者１人を学長が指名して

いることから、平成 27 年４月１日に地域協働学部が設置さ

れることに伴い、同学部推薦者についても、評議員として構

成員に加えることが可能となるように「５人」を「６人」と

する改正 

高知大学地域協働学部規則 学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 143 号 平成 

27.4.1 

地域協働学部の設置に伴う規則の制定 

高知大学地域協働学部教授会規則 学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 144 号 平成 

27.4.1 

地域協働学部の設置に関し必要な規則の整備 

高知大学地域協働学部運営会議規則 学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 145 号 平成 

27.4.1 

地域協働学部の設置に関し必要な規則の整備 

高知大学地域協働学部長候補者選考規則 学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 146 号 平成 

27.4.1 

地域協働学部の設置に関し必要な規則の整備 

高知大学地域協働学部入学・卒業判定等

に関する委員会規則 

学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 147 号 平成 

27.4.1 

地域協働学部の設置に関し必要な規則の整備 

高知大学地域協働学部履修規則 学長 制定 平成 規則第 148 号 平成 地域協働学部の設置に関し必要な規則の整備 
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27.3.25 27.4.1 

国立大学法人高知大学監事監査規則 学長 一部改正 平成 

27.3.25 

規則第 149 号 平成 

27.4.1 

独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整備に関する法律（平成 26 年法律第 67 号）による

改正後の国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号）におい

て、監査機能の強化が求められたことに伴う改正 

国立大学法人高知大学経営協議会規則 学長 一部改正 平成 

27.3.25 

規則第 150 号 平成 

27.4.1 

学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律（平成

26 年法律第 88 号）により、経営協議会の委員の過半数を学

外委員とするもの 

国立大学法人高知大学職員給与規則 学長 一括改正 平成 

27.3.25 

規則第 151 号 平成 

27.4.1 

・特定医療費認定審査手当の新設に伴う改正 

・看護師等及び臨床工学技士の処遇改善のための改正 

・医療従事者の宿日直手当の見直しによる改正 

・臨床工学技士の宿直体制を導入するための改正 

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非常勤職員給与規

則 

国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則 

国立大学法人高知大学医学部附属病院宿

日直規則 

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 

国立大学法人高知大学職員の懲戒等に関

する規則 

学長 一部改正 平成 

27.3.25 

規則第 152 号 平成 

27.4.1 

学長が決定することを明確にするための改正 

高知大学情報セキュリティ委員会規則 学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 153 号 平成 

27.4.1 

高知大学情報セキュリティ委員会の設置に伴う規則の制定 

高知大学学則 学長 一括改正 平成 

27.3.25 

規則第 154 号 平成 

27.4.1 

(1)休学、復学について、学長が決定することを明確にする

ための改正を行う。（第 10 条・第 12 条） 

(2)本人の意思で修学を中断しようとする場合に、申請によ

り休学できることとする改正を行う。（第 10条） 

(3)除籍について、現行では、第 11 条に規定する休学限度期

間を満了し、復学手続きを行わない場合に除籍としている

が、休学期間の限度を残して休学した者が、休学期間を満了

しても復学手続きを行わない場合も除籍とする改正を行う。

（第 16 条） 

(4)再入学について、本人の願いによらず懲戒処分によって

退学した者の再入学は認めないこととする改正を行う。（第

17 条） 

(5)表彰について、表彰に関する手続き等を別に定めるため

の改正を行う。（第 19 条） 

(6)懲戒について、学校教育法施行規則の一部改正に伴い、

退学、停学、訓告に関し、別に定めるため、退学に該当する

者を規定する第３項を削除する。また、懲戒の原則の文言を

学校教育法施行規則にあわせ改正を行う。（第 20 条） 

(7)研究生、特別聴講学生及び外国人留学生について、学部

及び大学院以外でも受入を行っている現状にあわせるため

の改正を行う。（第 21 条・第 24 条・第 25 条） 

(8)転学部及び転学科等について、教育学部改編により、転

課程がなくなることに伴う改正を行う。（第 34 条） 

(9)成績の評価について、地域協働学部が「秀」評価を加え

高知大学学則の一部を改正する規則 
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ることとしていることにあわせ、全学的に統一する。大学院

についても同様とする。（第 46 条・第 68 条） 

(10)履修登録の上限について、学期制を採用している高知大

学では、「１年間」という表現は不適切であるため、見直し

を行う。（第 47 条） 

(11)学生が休学中に他の大学で修得した単位を認定できる

こととする改正を行う。（第 49 条・第 65 条） 

(12)e-learning を利用した授業の卒業要件単位数の限度を

新たに規定する。（第 52 条） 

(13)大学院における授業方法を新たに規定する。（第 64 条の

２） 

(14)地域協働学部の新設、人文学部社会経済学科の定員減及

び教育学部の改編に伴う収容定員の見直しを行う。（別表第

１） 

(15)教育学部生涯教育課程の廃止に伴う一部削除。（別表第

３） 

(16)その他字句の修正。（第 17 条・第 35 条・第 38 条・第

62 条） 

(17)医学部の入学定員を臨時的に増加することに伴う収容

定員の経過措置の規定について、今後の改組を見込み、必要

のない部分を削除するための改正を行う。（学則の一部を改

正する規則附則第６項） 

高知大学学位規則 学長 一部改正 平成 

27.3.25 

規則第 155 号 平成 

27.4.1 

(1)審査委員会構成員の見直し 

(2)学校教育法改正に伴う学位授与への研究科委員会の意見

の取扱いの改正 

(3)地域協働学部の新設及び教育学部生涯教育課程の廃止に

伴う別表の改正 

(4)法人化前に入学した学生がすべて離籍したことにより不

必要となった附則の経過措置の削除 

高知大学における授業科目の履修登録単

位の上限に関する規則 

学長 一部改正 平成 

27.3.25 

規則第 156 号 平成 

27.4.1 

(1)履修登録の上限について、学期制を採用している高知大

学では、「１年間」という表現は不適切であり、また通年科

目等のあることから見直しを行うもの。（第１条） 

(2)集中講義形式で開講されている科目であっても、履修制

限対象となる講義があるため改正を行う。（第２条） 

(3)現在の規定では、第１学期に休学等で履修登録をしてい

ない場合、第２学期に 44 単位まで履修登録できることとな

っているが、不適切であるため１学期間で 22 単位までを上

限とする。また、通年科目のように複数学期にわたり開講さ

れる科目について、単位数を学期数で按分することとする改

正を行う。（第３条） 

(4)成績優秀者の判定を学期ごとに行うこととする改正に伴

い、上限を超える履修登録の申請も学期ごとに行うこととす

る改正を行う。（第４条） 

(5)成績優秀者の認定を学期ごとに行うこととし、認定機関

に各学部教授会又は TSP 運営委員会を規定する。ただし、認
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定は学期ごととなるが、判定はこれまでどおり過去１年間の

成績によるものとし、１年生等認定する学期の直前の学期に

授業の履修がなかった者については、履修登録単位数の基準

を 16 単位とする。また、評価方法を、素点平均点から GPA

に改正する。（第５条） 

(6)履修指導の対象に TSP を追加する。（第６条） 

(7)その他字句の修正。（第７条） 

高知大学における早期卒業に関する規則 学長 一部改正 平成 

27.3.25 

規則第 157 号 平成 

27.4.1 

(1)成績優秀判定を学期ごとに行う改正に伴い、第１年次第

１学期から第２年次第１学期までの３学期にわたり成績優

秀者であり続けることを要件とするための改正を行う。（第

３条） 

(2)早期卒業の申請先に TSP 運営委員会を追加する。（第３

条） 

(3)早期卒業適格者は、履修開始年次の制限の緩和を受けら

れることとする改正を行う。（第３条） 

(4)卒業論文等が必修でない場合もあるため、早期卒業適格

者の第３年次における名称を「早期卒業見込者」として定義

する。（第４条） 

(5)早期卒業適格者の認定を受けた者が、その資格を失った

場合について新たに規定する。（第４条） 

(6)履修上限規則の改正により、成績優秀判定を学期ごとに

行うこととする改正を行う。（第４条） 

(7)早期卒業見込者に対して、第３年次に卒業見込証明書を

発行できることを新たに規定する。（第４条） 

(8)早期卒業適格者が、第３年次末の判定で不合格となるこ

とがあるため、成績による最終判定時期を第３年次第１学期

末とする中間審査を設け、第３年次末の卒業判定では修得単

位のみによることを新たに規定する。（第５条・第６条） 

(9)中間審査の成績判定には、GPA を導入することを新たに

規定する。（第５条） 

(10)その他字句の修正。（第２条・第７条・第８条） 

高知大学学生表彰規則 学長 制定 平成 

27.3.25 

規則第 158 号 平成 

27.4.1 

これまで学生支援委員会の申合せとして規定していた学生

の表彰と懲戒のうち、表彰に関する内容を規則として制定す

る。 

高知大学学生懲戒規則 学長 全部改正 平成 

27.3.25 

規則第 159 号 平成 

27.4.1 

学校教育法施行規則の改正によって、学生の懲戒についての

定義及び手続き等を明確に定義し、見直しを行うもの。 

国立大学法人高知大学事務組織規則 学長 一部改正 平成 

27.3.25 

規則第 160 号 平成 

27.4.1 

・平成 27 年４月１日付事務組織の改編に伴うもの 

・経理課を廃止し、財務部経理室を置くことに伴う関連規定

の改正 

・法人企画課広報戦略室を廃止し、総務課広報戦略室を設置

すること等に伴う法人企画課、総務課の所掌事務に係る規定

の改正 

・平成 27 年４月１日からの附属学校教員の評価の本実施等

に伴う総務課、人事課の所掌事務に係る規定の改正 

・総合教育センターの再編、学生何でも相談室の設置、国民
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年金保険料学生納付特例事務法人の認定を受けたこと等に

伴う学務課、学生支援課、入試課の所掌事務に係る規定の改

正 

高知大学人文学部入学・卒業認定等に関

する審議委員会規則 

学長 一部改正 平成 

27.3.31 

規則第 161 号 平成 

27.4.1 

国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の一部改正に伴

う改正 

国立大学法人高知大学文書処理規則 学長 一部改正 平成 

27.3.31 

規則第 162 号 平成 

27.4.1 

・平成 27 年４月１日付け地域協働学部地域協働学科の設置

及び総合教育センターの改組並びに事務組織改編に伴う改

正 

・設備サポート戦略室の設備サポート戦略事務室に係る文書

担当係等及び文書記号を制定する。 

高知大学教授会規則 学長 一括改正 平成 

27.3.31 

規則第 163 号 平成 

27.4.1 

平成 27 年４月１日付け地域協働学部地域協働学科の設置及

び教育学部生涯教育課程の募集停止、総合教育センターの改

組並びに事務組織改編に伴う改正（一括改正） 

高知大学企画戦略機構規則 

国立大学法人高知大学国際・地域連携推

進機構会議規則 

国立大学法人高知大学全学教員人事審議

会規則 

高知大学国際連携推進委員会規則 

国立大学法人高知大学公印規則 

国立大学法人高知大学における旅行命令

及び旅行依頼を発する権限の委任に関す

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 

高知大学学科長に関する規則 

高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管

理員補助者の指名に関する規則 

高知大学国際交流基金管理委員会規則 

国立大学法人高知大学予算決算及び出納

事務取扱規則 

国立大学法人高知大学の会計機関の使用

する公印に関する規則 

国立大学法人高知大学会計監査実施規則 

国立大学法人高知大学政府調達事務取扱

規則 

国立大学法人高知大学科学研究費補助金

経理事務取扱要領 

国立大学法人高知大学福利厚生施設貸付

規則 

国立大学法人高知大学物品管理事務取扱

規則 

国立大学法人高知大学毒物及び劇物管理

規則 

国立大学法人高知大学機種選定取扱要領 

国立大学法人高知大学における大型設備

の調達に係る仕様策定等に関する取扱要
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領 

国立大学法人高知大学におけるモニター

カメラ設置規則 

国立大学法人高知大学減損会計処理要項 

国立大学法人高知大学における競争的資

金等の取扱いに関する規則 

国立大学法人高知大学広告掲載要項 

国立大学法人高知大学の施設活用の実態

把握及びその是正勧告に関する規則 

国立大学法人高知大学における研究施設

等の有効活用に関する規則 

国立大学法人高知大学公正入札調査委員

会 

国立大学法人高知大学競争参加資格等審

査委員会規則 

国立大学法人高知大学建設コンサルタン

ト選定委員会規則 

国立大学法人高知大学契約事務取扱規則 学長 一部改正 平成 

27.3.31 

規則第 164 号 平成 

27.4.1 

契約に関する重要事項を審議するため、現行の契約審査委員

を見直し、新たに契約審査委員会を設置するもの 

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 

27.3.31 

規則第 165 号 平成 

27.4.1 

・補助者の事務の範囲について見直しを行い、最終決裁権限

者を委譲することにより、事務処理の迅速化を図る。 

・事務組織の改編により組織名称の変更を行う。 

・その他字句の修正 

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 

27.3.31 

規則第 166 号 平成 

27.4.1 

新たに内地研究員の研究料の額を規定するもの 

国立大学法人高知大学債権管理事務取扱

規則 

学長 一部改正 平成 

27.3.31 

規則第 167 号 平成 

27.4.1 

・病院等療養費債権において、未収金の回収率を上げるため、

督促等の時期、方法及び督促状の書式の見直しを行うもの。 

(1)第１回督促等： 

  コンビニエンスストアでの支払に対応できるよう払込

用紙を添付する。 

(2)第２回督促等 

  第１回目督促から第２回目督促送付までの期間短縮に

よる迅速化を図るとともに送付先を債務者宛に変更し、支払

を促すための文言を付記した督促状を発行する。 

(3)第３回督促等 

  本学で一般的に発行している請求書の様式を見直し、連

帯保証人に詳細な債務の内容及び支払いを促すための文言

を付記した督促状を発行する。 

・事務組織の改編による改正 

・研究支援者雇用経費として受け入れがなくなったため削除

する改正 

・その他字句の修正 

高知大学内地研究員規則 学長 一部改正 平成 

27.3.31 

規則第 168 号 平成 

27.4.1 

内地研究員の受入れに当たって、研究費は派遣機関との協議

により決定しているが、平成 27 年度の受入れから一定の研

究費の額を定め、派遣機関へ研究費の額を明確にすることに
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伴う改正。本規則と同時に「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」の改正を行い、内地研究員の研

究料の額を定める。 

国立大学法人高知大学における共同利用

スペース運用規則 

学長 一部改正 平成 

27.3.26 

規則第 169 号 平成 

27.4.1 

地域協働学部の新設による総合研究棟の共同利用スペース

の変更及び総合研究棟（医学系）の新築による共同利用スペ

ースの創出に伴い改正を行うもの 

高知大学医学部倫理委員会規則 学長 一部改正 平成 

27.3.21 

規則第 170 号 平成 

27.4.1 

・規則に引用されている「適正に医学研究を実施するために

国が策定した指針等」の改廃及び制定に伴う改正 

・委員会構成員の見直しを行い、「倫理・法律を含む人文・

社会科学の有識者」及び「 一般の立場に立って意見を述べ

られる者」の人数に幅を持たせるための改正 

高知大学遺伝子組換え実験管理規則 学長 一部改正 平成 

27.4.1 

規則第 1 号 平成 

27.4.1 

遺伝子組換え実験の実験場所及び飼育（栽培）場所を明確に

把握するため、遺伝子組換え実験計画申請書（別紙様式２）

の実験場所欄の「名称、所在地」を「実験場所、飼育（栽培）

場所」に改正する。 

高知大学地域協働学部人事委員会規則 学長 制定 平成 

27.4.8 

規則第 2 号 平成 

27.4.8 

地域協働学部教員配置の要請について円滑かつ合理的な運

営を期するため制定する。 



○人事異動

[教員]
【定年退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.3.31 裏垣　博 人文社会科学系教育学部門　教授

野間口　謙太郎 自然科学系理学部門　教授
片岡　万里 医療学系看護学部門　教授
山﨑　敏秀 教育学部附属特別支援学校　副校長
本間　希久恵 教育学部附属特別支援学校　教諭

【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.2.28 近藤　庸夫 医療学系臨床医学部門　助教
H27.3.31 橋本　良明 医療学系連携医学部門　教授

廣瀬　淳一 安心・安全機構　特任講師
小島　優子 安心・安全機構　特任助教
増田　和也 自然科学系農学部門　特任助教
内山　淳平 医療学系基礎医学部門　助教
小山内　誠　 医療学系連携医学部門　准教授
大浦　麻絵 医療学系連携医学部門　助教
西岡　明人 医療学系臨床医学部門　准教授
宮本　真太郎 医療学系臨床医学部門　助教
高田　智也 医療学系臨床医学部門　助教
松島　幸生 医療学系臨床医学部門　助教
宜保　直行 医療学系臨床医学部門　助教
藤　美佳子 医療学系臨床医学部門　助教
野上　宗伸 医療学系臨床医学部門　講師
福留　惟行 医療学系臨床医学部門　助教
國見　祐輔 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
福留　恵子 医療学系医学教育部門　特任助教
今城　逸雄 総合教育センター　特任講師
寺本　真紀 総合科学系複合領域科学部門 特任講師

三浦　収 総合科学系複合領域科学部門 特任助教

URANOVA DANA 総合科学系複合領域科学部門 特任助教

小野寺　健一 総合科学系複合領域科学部門 特任助教

椿　俊太郎 総合科学系複合領域科学部門 特任助教

山口　亜里沙 医学部　特任助教
森澤　憲 医学部附属病院　特任助教
氏原　悠介 医療学系臨床医学部門　助教

H27.4.30 小河　真帆 医療学系臨床医学部門　助教
宗景　匡哉 医学部附属病院　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
H27.3.15 北川　健太郎 自然科学系理学部門　講師
H27.3.31 清家　章 人文社会科学系人文社会科学部門　教授

上神　貴佳 人文社会科学系人文社会科学部門　准教授

安武　大輔 自然科学系農学部門　准教授
野中　大伸 医療学系臨床医学部門　助教
廣瀬　紀一 教育学部附属小学校　教諭
中山　由美子 教育学部附属小学校　教諭
中尾　真 教育学部附属小学校　教諭
中山　典子 教育学部附属小学校　教諭
川崎　剛 教育学部附属中学校　副校長
竹内　浩一 教育学部附属中学校　教諭
小野川　誉一 教育学部附属中学校　教諭
入吉　美貴 教育学部附属中学校　養護教諭
井上　美香 教育学部附属特別支援学校　教諭　
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鎌倉　正子 教育学部附属幼稚園　教諭
H27.4.30 深澤　太郎 医療学系基礎医学部門　助教

【雇用期間満了退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.3.31 岡本　克人 人文社会科学系人文社会科学部門　教授

田村　安興 人文社会科学系人文社会科学部門　教授

丸井　一郎 人文社会科学系人文社会科学部門　教授

塩坪　いく子 人文社会科学系人文社会科学部門　教授

本間　聖康 人文社会科学系教育学部門　教授
刈谷　三郎 人文社会科学系教育学部門　教授
織田　進 自然科学系理学部門　教授
吉倉　紳一 自然科学系理学部門　教授
松村　政博 自然科学系理学部門　教授
山本　由徳 自然科学系農学部門　教授
市村　高男 総合科学系黒潮圏科学部門　教授
葛西　孫三郎 総合科学系生命環境医学部門　教授
大出　佳寿 医学部　特任助教
福原　秀雄 医学部附属病院　特任助教
森　寛暁 教育学部附属小学校　教諭
清田　尚吾 教育学部附属小学校　教諭
岡村　拓生 教育学部附属中学校　教諭
山本　展文 教育学部附属中学校　教諭

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H27.2.1 宗景　匡也 医学部附属病院　特任助教

立岩　浩規 医学部附属病院　特任助教
H27.3.1 SHARPE MICHAEL JOHN 全学教育機構　特任講師
H27.4.1 小島　優子 人文社会科学系人文社会科学部門 准教授

宮里　修 人文社会科学系人文社会科学部門　講師

土屋　京子 人文社会科学系人文社会科学部門　講師

雨宮　祐樹 人文社会科学系人文社会科学部門　講師

遠藤　晶久 人文社会科学系人文社会科学部門　講師

川俣　美砂子 人文社会科学系教育学部門　准教授

三ツ石　行宏 人文社会科学系教育学部門　講師

野中　陽一朗 人文社会科学系教育学部門　講師

大久保　慎人 自然科学系理学部門　准教授
増田　和也 自然科学系農学部門　准教授
村田　和子 医療学系臨床医学部門　講師
秋田　慎 医療学系臨床医学部門　助教
都築　たまみ 医療学系臨床医学部門　助教
川西　裕 医療学系臨床医学部門　助教
上羽　佑亮 医療学系臨床医学部門　助教
関　安孝 医療学系医学教育部門　教授
下田　真梨子 医療学系看護学部門　助教
廣瀬　淳一 総合科学系地域協働教育学部門　准教授

中村　哲也 総合科学系地域協働教育学部門　准教授

湊　邦生 総合科学系地域協働教育学部門　准教授

霜浦　森平 総合科学系地域協働教育学部門　准教授

藤岡　正樹 総合科学系地域協働教育学部門　講師

今城　逸雄 総合科学系地域協働教育学部門　講師

斉藤　雅洋 総合科学系地域協働教育学部門　助教

森　明香 総合科学系地域協働教育学部門　助教

寺本　真紀 総合科学系複合領域科学部門　准教授

三浦　収 総合科学系複合領域科学部門　准教授

URANOVA DANA 総合科学系複合領域科学部門　助教

小野寺　健一 総合科学系複合領域科学部門　助教

石田　わか 医学部　特任助教
二宮　仁志 医学部附属病院　特任准教授
門田　知倫 医学部附属病院　特任講師
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古田　興之介 医学部附属病院　特任講師
岩河　千栄 医学部附属病院　特任助教
寺石　美香 医学部附属病院　特任助教
木原　一樹 医学部附属病院　特任助教
渡邊　理史 医学部附属病院　特任助教
伊藤　広明 医学部附属病院　特任助教
楊川　寿男 医学部附属病院　特任助教
濵田　知幸 医学部附属病院　特任助教
杉田　郁代 大学教育創造センター　特任准教授

松尾　寛子 学生総合支援センター　特任准教授

川田　尚弘 地域連携推進センター　特任助教

藤野　紀子 SUIJI推進室　特任助教
伊藤　友美 教育学部附属小学校　教諭
大坪　顕彦 教育学部附属小学校　教諭
濱岡　かおり 教育学部附属小学校　教諭
島井　安広 教育学部附属小学校　教諭
黒澤　誠 教育学部附属中学校　副校長
白石　佳代 教育学部附属中学校　教諭
楠瀬　正典 教育学部附属中学校　教諭
角森　彩也子 教育学部附属中学校　養護教諭
谷田　育弘 教育学部附属特別支援学校　教諭
大藪　安世 教育学部附属特別支援学校　教諭
松井　美玲 教育学部附属幼稚園　教諭

H27.4.8 前田　知子 教育学部附属中学校　教諭
H27.4.10 島元　理央 教育学部附属中学校　教諭
H27.4.14 井上　智恵 教育学部附属特別支援学校　教諭

【再雇用】
発令年月日 氏名 再雇用後の所属・職 元所属・職
H27.4.1 裏垣　博 人文社会科学系教育学部門　教授

山﨑　敏秀 教育学部附属特別支援学校　副校長

本間　希久恵 教育学部附属特別支援学校　教諭

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H27.2.1 古宮　淳一 医療学系連携医学部門　准教授 医療学系連携医学部門　助教

山﨑　直仁 医療学系臨床医学部門　准教授 医療学系臨床医学部門　講師
中島　喜美子 医療学系臨床医学部門　准教授 医療学系臨床医学部門　講師
武政　龍一 医療学系臨床医学部門　准教授 医療学系臨床医学部門　講師
小野　正文 医療学系臨床医学部門　准教授 医療学系臨床医学部門　講師

H27.4.1 遠山　茂樹 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

小幡　尚 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

緒方　賢一 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

林　翠芳 人文社会科学系教育学部門　教授 人文社会科学系教育学部門　准教授

岡田　健一郎 人文社会科学系人文社会科学部門 准教授 人文社会科学系人文社会科学部門　講師

岩佐　光弘 人文社会科学系人文社会科学部門 准教授 人文社会科学系人文社会科学部門　講師

藤田　博一 医療学系医学教育部門　准教授 医療学系医学教育部門　講師
藤田　晶子 医療学系看護学部門　准教授 医療学系看護部門　講師
岡本　宣人 医療学系臨床医学部門　講師 医療学系臨床医学部門　助教
久保　亨 医療学系臨床医学部門　講師 医療学系臨床医学部門　助教
大﨑　康史 医療学系臨床医学部門　講師 医療学系臨床医学部門　助教
岡田　久子 医療学系看護学部門　講師 医療学系看護学部門　助教

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.4.1 竹内　若夏子 医療学系看護学部門　助教 医学部附属病院看護部　副看護師長

[センター等職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.3.31 上田　規人 保健管理センター　特任医療技術職員
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【雇用期間満了退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.3.31 清水　伺名子 地域連携推進センター　特任専門職員

ZHAI ZHENYU 若手研究者評価支援機構　特任研究員

西坂　太樹 若手研究者評価支援機構　特任研究員

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H27.4.1 上田　規人 保健管理センター　臨床心理士

大道　知未 地域連携推進センター　特任専門職員

伊藤　仁美 地域連携推進センター　特任専門職員

H27.4.6 大槻　聖子 学生総合支援センター　特任専門職員

H27.4.20 小笠原　茂 学生総合支援センター　特任専門職員

[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
H27.3.31 片岡　俊弘 総務部次長

池本　強 学務部学生支援課長
山下　利彦 総務部総務課課長補佐

岡本　宣夫 総務部総務課教育事務室教育事務係長

前田　博愛 財務部施設企画課企画係長
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

浜田　成功 医学部・病院事務部医事課収納・債権係長

【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.3.31 井内　美貴 研究国際部研究推進課海洋コア室長

伊藤　誠彦 総務部総務課総務係長
濱田　園美 医学部・病院事務部総務企画課地域医療支援室高度医療人支援係長

【退職（転籍）】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.3.31 岩田　裕美 総務部長

柴田　正紀 財務部長
村田　三郎 学務部長
中島　一浩 医学部・病院事務部　次長
須藤　晴夫 研究国際部地域連携課長
矢田　裕美 研究国際部国際交流課国際規格　係長
佐藤　宏之 研究国際部地域連携課域学連携推進係　係員

【出向】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.3.31 山﨑　昌子 総務部人事課給与計算係長

松本　憲一 医学部・病院事務部会計課病院担当係長

【雇用期間満了退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.3.31 杉本　洋一 　 学務部学生支援課就職室　特任専門員

大川　陽子 研究国際部学術情報課医学部分館サービス係　主任

松本　孝子 総務部人事課労務管理係　事務補佐員

　吉村　民雄 　総務部物部総務課総務係　事務補佐員
　清遠　元子 　総務部物部総務課学務室学生支援係　事務補佐員

　山本　婦起子 　財務部財務課総務係　事務補佐員
　尾原　雅人 　財務部施設企画課活用係　技術補佐員
　中村　忍 　財務部施設整備課環境整備室　労務補佐員

　都築　正博 　学務部入試課入試実施係　事務補佐員
　小野　正幸 　医学部・病院事務部施設管理課電気係　技術補佐員

　竹崎　洋司 　医学部・病院事務部学生課学生支援係　事務補佐員
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【採用（転籍）】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H27.4.1 植田　敏也 財務部長

平井　敏彦 研究国際部長
前山　卓 学務部長
濵田　太 研究国際部地域連携課長
藤澤　和寛 学務部学生支援課長

浦田　明宏 医学部・病院事務部会計課長

松田　政盛 医学部・病院事務部学生課長

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H27.4.1 片岡　俊弘 総務部物部総務課　特任専門員

三宮　寛子 総務部人事課給与・共催係　係員
森岡　寛樹 財務部施設整備課電気係　係員
池　由美子 研究国際部学術情報課図書館基盤係　係員

【復帰】
発令年月日 氏名 復帰後の所属・職 元所属・職
H27.4.1 坂本　昌直 総務部総務課教育事務室教育事務係長

武内　真理 総務部物部総務課学務室学務係長

船村　正彦 医学部・病院事務部会計課病院担当係　主任

【再雇用】
発令年月日 氏名 再雇用後の所属・職 元所属・職

H27.4.1 山下　利彦 法人企画課法人企画係　主任

池本　強 総務課広報戦略室広報戦略係　主任

門脇　英雄 研究国際部国際交流課国際連携係　主任

前田　博愛 財務部施設企画課活用係　技術補佐員

井本　善次 研究国際部研究推進課研究推進係技術補佐員

岡本　宣夫 学務部学生支援課寮務係　事務補佐員

杉本　洋一 学務部学生支援課就職室就職支援係 事務補佐員

浜田　成功 医学部・病院事務部学生課学生支援係　事務補佐員

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H27.4.1 大﨑　政良 総務部総務課　専門員　 総務部物部総務課総務係長

三橋　敏朗 総務部人事課　専門員 総務部人事課給与認定係長
田所　千峰子 研究国際部学術情報課　専門員　　 研究国際部学術情報課総務係長
立花　裕 学務部学生支援課就職室　専門員 学務部学務課教員免許状更新講習係長
井上　慎二 法人企画課　専門職員 法人企画課法人企画係　主任
宮内　卓也 法人企画課法人企画係長 法人企画課法人企画係　主任
芝　知子 研究国際部学術情報課図書館サービス係長 研究国際部学術情報課学術情報サービス係　主任

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

古谷　雄生 医学部・病院事務部学生課学生支援係長 医学部・病院事務部学生課学生支援係　主任

岡本　依里 総務部総務課広報戦略室広報戦略係　主任 法人企画課広報戦略室広報戦略係　係員

林本　和昌 医学部・病院事務部会計課外部資金担当主任 医学部・病院事務部会計課外部資金担当　係員

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

下元　憲明 医学部・病院事務部医事課診療請求係　主任 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　主任 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　主任 医学部・病院事務部医事課診療請求係　係員

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.4.1 石井　康雄 総務部長 研究国際部長

若狭　忠司 学長事務総括本部付課長 財務部経理課長
山田　正三 物部総務課長 医学部・病院事務部医事課長
高橋　聡 医学部・病院事務部総務企画課長 医学部・病院事務部学生課長
都築　泰仁 医学部・病院事務部医事課長 医学部・病院事務部総務企画課長
深田　規嗣 総務部総務課　課長補佐 法人企画課　課長補佐
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坂本　克彦 総務部総務課　専門員 法人企画課　専門員
喜多　理恵 総務部総務課理学事務室長 学務部学生支援課　課長補佐
芝　弘行 総務部総務課地域協働事務室長 法人企画課新学部設置準備室長
岡林　徹 総務部総務課小津地区事務室　専門職員 総務部人事課　専門職員
菊川　祐輔 総務部総務課広報戦略室広報戦略係　係員 法人企画課広報戦略室広報戦略係　係員

笹岡　尚志 総務部総務課地域協働事務室地域協働事務係　係員 法人企画課新学部設置準備室　係員
吉村　惠介 総務部総務課小津地区事務室小津地区学校係　事務補佐員 学務部学生支援課学生支援・課外活動係　事務補佐員

武政　淳志 総務部人事課給与・共済係長 総務部人事課共済係長
岩田　尚也 総務部人事課給与・共済　係員 総務部人事課給与計算係　係員
笹山　明伸 総務部人事課付 学務部入試課入試実施係　係員
松岡　美紀 総務部物部総務課　専門職員 総務部物部総務課学務室学生支援係長

都築　正子 総務部物部総務課学務室学生支援係長 学務部学生支援課就職室　専門職員
高橋　和惠 総務部物部総務課学務室学生支援係　事務補佐員 総務部総務課小津地区事務室小津地区学校係　事務補佐員

弘瀬　公美子 財務部財務課総務係　係員 財務部財務課予算企画係　係員
松浦　良典 財務部経理室長 財務部経理課　課長補佐
安岡　隆一 財務部経理室総括係長 財務部経理課総括係長
松岡　玲子 財務部経理室契約係長 財務部経理課契約係長
渡邉　善雄 財務部経理室出納係長 財務部経理課出納係長
唐岩　美奈子 財務部経理室旅費・謝金係長 財務部経理課旅費・謝金係長
青木　啓三 財務部経理室契約係　主任 財務部経理課総務係　主任
梁川　五郎 財務部経理室旅費・謝金係　主任 財務部経理課旅費・謝金係　主任
西川　智行 財務部経理室総括係　係員 財務部経理課総括係　係員
野口　友美 財務部経理室総括係　係員 財務部経理課総括係　係員
金子　浩子 財務部経理室契約係　係員 財務部経理課契約係　係員
東郷　佳浩 財務部経理室出納係　係員 財務部経理課出納係　係員
隅田　友里 財務部経理室出納係　係員 財務部経理課出納係　係員

吉松　直之 財務部経理室旅費・謝金係　係員 財務部経理課旅費・謝金係　係員

笠井　行治 財務部施設企画課企画係長 財務部施設整備課電気係長
藤田　満 財務部施設整備課環境整備室　労務補佐員 医学部附属病院栄養管理部　技能補佐員

岡村　一也 研究国際部研究推進課海洋コア室長 総務部総務課　課長補佐
中嶋　一博 研究国際部学術情報課情報システム係長 研究国際部学術情報課情報係長

中村　千都世 研究国際部学術情報課図書館基盤係長 研究国際部学術情報課医学部分館サービス係長

牧本　静 研究国際部学術情報課図書館システム係長 研究国際部学術情報課学術情報サース係長

澤田　明美 研究国際部学術情報課専門職員（医学雑誌担当） 研究国際部学術情報課専門職員（医学部分館担当）

三本　洋子 研究国際部学術情報課　専門職員 研究国際部学術情報課学術情報管理係長

小吉　百合 研究国際部学術情報課医学部分館サービス係長 研究国際部学術情報課窓口サービス係長

松山　郁 研究国際部学術情報課図書館サービス係　主任 研究国際部学術情報課学術情報管理係　主任

西口　修司 研究国際部学術情報課情報システム係　係員 研究国際部学術情報課情報係　係員
友永　貴久 研究国際部学術情報課情報システム係　係員 研究国際部学術情報課情報係　係員
小松　浩二 研究国際部学術情報課図書館基盤係　係員 研究国際部学術情報課窓口サービス係　係員

有本　浩紀 研究国際部学術情報課図書館システム係　係員 研究国際部学術情報課窓口サービス係　係員

山本　禎司 研究国際部国際交流課国際企画係長 研究国際部国際交流課国際連携係長

徳弘　英明 学務部学務課教育支援室総務係長 学務部学務課総務係長
名和　恵 学務部学務課教育支援室教育企画係長 総務部物部総務課学務室学務係長

堅田　孝光 学務部学務課修学支援室　専門職員 学務部学務課教育支援室全学教育係長

前田　薫 学務部学務課修学支援室全学・共通教育係長 学務部学務課教育企画係長

松本　繁代 学務部学務課修学支援室人文学部教務係長 学務部学務課教育支援室人文学部教務係長

西村　宜浩 学務部学務課修学支援室教育学部教務係長 学務部学務課教育支援室共通教育係長

有澤　英之 学務部学務課修学支援室理学部教務係長 学務部学務課教育支援室理学部教務係長

近藤　啓二 学務部学務課修学支援室地域協働学部教務係長 学務部学務課教育支援室資格教育係長

池田　由季子 学務部学務課教育支援室総務係　主任 医学部・病院事務部学生課入試室入試係　主任

川村　悠子 学務部学務課修学支援室全学・共通教育係　主任 学務部学務課教育支援室全学教育係　主任

吉岡　瞳 学務部学務課修学支援室教育学部教務係　主任 学務部学務課教育支援室教育学部教務係　主任

丸山　三智 学務部学務課教育支援室総務係　係員 学務部学務課総合教育センター事務係　係員

石田　菜美 学務部学務課教育支援室教育企画係　係員 学務部学務課教育企画係　係員

米澤　温果 学務部学務課教育支援室教育企画係　係員 学務部学務課教育企画係　係員

依光　美樹 学務部学務課修学支援室全学・共通教育係　係員 学務部学務課教育支援室共通教育係　係員

東　高大 学務部学務課修学支援室人文学部教務係　係員 学務部学務課教育支援室人文学部教務係　係員

土居　智美 学務部学務課修学支援室理学部教務係　係員 学務部学務課教育支援室理学部教務係　係員

高橋　俊裕 学務部学務課修学支援室地域協働学部教務係　係員 法人企画課新学部設置準備室　係員

松村　浩賢 学務部学務課教師教育支援室教師教育・資格教育支援係長 学務部学務課教育支援室教育学部教務係長
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河野　徳美 学務部学生支援課　課長補佐 総務部総務課理学事務室長

町田　啓介 学務部学生支援課学生生活支援係長 学務部学生支援課学生支援・課外活動係長　

松岡　美保 学務部学生支援課経済支援・保険係長 学務部学生支援課　専門職員

上岡　大祐 学務部学生支援課学生生活支援係　係員 学務部学生支援課学生支援・課外活動係　係員

川井　政昭 学務部学生支援課就職室　専門職員 学務部学生支援課就職室就職支援係長

德久　真奈美 学務部入試課入試実施係　係員 総務部物部総務課学務室学生支援係　係員

岩田　豊志 医学部・病院事務部総務企画課　課長補佐 医学部・病院事務部総務企画課地域医療支援室長

刈谷　誠 医学部・病院事務部総務企画課地域医療支援室長 医学部・病院事務部総務企画課　課長補佐

江口　さゆみ 医学部・病院事務部総務企画課調査・広報係長 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室研究支援係長

笠井　早苗 医学部・病院事務部総務企画課地域医療支援室高度医療人支援係長 医学部・病院事務部総務企画課調査・広報係長

武内　智之 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室企画係長 学務部学務課総合教育センター事務係長　

宮原　康代 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室研究支援係長 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室企画係長

中山　浩行 医学部・病院事務部会計課病院担当係長 医学部・病院事務部会計課　専門職員

山田　和弥 医学部・病院事務部施設管理課建築係　係員 財務部施設企画課活用係　係員

西原　正幸 医学部・病院事務部学生課専門員（教務担当） 医学部・病院事務部学生課専門員（総務・教務・学生支援担当）

明神　一夫 医学部・病院事務部学生課特任専門員（国試・学生支援担当） 医学部・病院事務部学生課特任専門員（国試・大学院担当）

渡邉　海加 医学部・病院事務部学生課学生支援係　主任 医学部・病院事務部学生課総務係　主任

曽我　憲幸 医学部・病院事務部医事課　専門員（総務担当） 医学部・病院事務部医事課　専門員（医事担当）

嶋津　貴久 医学部・病院事務部医事課　専門員（医事担当） 医学部・病院事務部医事課　専門員（総務担当）

林　彰典 医学部・病院事務部医事課収納・債権係長 研究国際部研究推進課研究推進特別支援室研究支援係長

[病院職員]
【定年退職】
H27.3.31 土居　忠文 医学部附属病院検査部　副臨床検査技師長

畠山　高志 医学部附属病院放射線部　主任診療放射線技師

市原　和彦 医学部附属病院薬剤部　副薬剤部長

茅原　泰子 医学部附属病院看護部　看護師長

柴岡　三枝 医学部附属病院看護部　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
H27.2.28 門脇　永治 医学部附属病院看護部　看護師

猪野　彩子 医学部附属病院看護部　看護師
寺岡　身奈 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
吉村　光平 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

H27.3.10 武市　洋助 医学部附属病院栄養管理部　技能補佐員

H27.3.31 米田　剛 医学部附属病院眼科　視能訓練士
成川　和嘉子 医学部附属病院看護部　副看護師長（特例）

西森　佳世 医学部附属病院看護部　看護師
坂本　智生 医学部附属病院看護部　看護師
久家　真衣子 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
西村　亜衣 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
芥川　千果 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
今倉　千愛 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
由藤　知里 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
中矢　順子 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
上野　祐佳子 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
松葉　智之 医学部附属病院看護部　看護師（特例）
清水　菜帆子 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

【退職（転籍）】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.3.31 徳弘　慎治 医学部附属病院検査部　臨床検査技師

【雇用期間満了退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.3.31 高橋　保 医学部附属病院病理診断部　特任医療技術職員

一圓　紋嘉 医学部附属病院看護部　看護師
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【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H27.3.1 徳弘　慎治 医学部附属病院検査部　臨床検査技師

H27.4.1 矢部　史佳 医学部附属病院放射線部　診療放射線技師

湊　侑磨 医学部附属病院放射線部　診療放射線技師

近藤　裕太 医学部附属病院放射線部　エックス線助手

山本　貴裕 医学部附属病院リハビリテーション部　理学療法士

小川　真輝 医学部附属病院リハビリテーション部　理学療法士

川崎　章介 医学部附属病院栄養管理部　調理師

村上　武 医学部附属病院臨床工学部　臨床工学技士

山本　奈緒 医学部附属病院臨床工学部　臨床工学技士

飯田　真大 医学部附属病院臨床工学部　臨床工学技士

腰山　しおり 医学部附属病院薬剤部　薬剤師
吉本　舞 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

須賀　建太 医学部附属病院看護部　看護師
伊與木　健二 医学部附属病院看護部　看護師
田中　栞 医学部附属病院看護部　看護師
池上　示帆 医学部附属病院看護部　看護師
西川　嵩造 医学部附属病院看護部　看護師
松本　みずき 医学部附属病院看護部　看護師
森奥　愛佳 医学部附属病院看護部　看護師
山﨑　加奈 医学部附属病院看護部　看護師
平賀　弥江 医学部附属病院看護部　看護師
大﨑　いずみ 医学部附属病院看護部　看護師
山崎　利恵 医学部附属病院看護部　看護師
堀野　美香 医学部附属病院看護部　看護師
岡野　なつみ 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

中内　翼 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

神﨑　綾子 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

寺川　真穂 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

飯田　真純 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

真鍋　梓 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

高橋　りつこ 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

和田　安生 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

横山　祥子 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

上島　美和子 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

武井　理恵 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

大西　一葉 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

岡林　夏美 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

納　万貴 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

北岡　佐和子 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

川村　真央 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

野老山　紗希 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

西村　麻乃 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

濱田　茉佑 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

三谷　欣香 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

原　加奈 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

中西　由 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

村井　里圭 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

杉本　楽々 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

宮本　恭子 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

山中　明加里 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

中川　沙織 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

猪原　奈々美 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

川﨑　むつみ 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

松岡　佐和子 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

濱口　遥 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

三本　紗佑希 医学部附属病院看護部　看護師（特例）

松井　佳代 医学部附属病院看護部　助産師

森　亜衣華 医学部附属病院臨床工学部　臨床工学技士

村松　美沙樹 医学部附属病院臨床工学部　臨床工学技士

佐々木　悠人 医学部附属病院臨床工学部　臨床工学技士

安岡　季奈 医学部附属病院臨床工学部　臨床工学技士
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竹村　紗奈 医学部附属病院臨床工学部　臨床工学技士

西山　ゆき 医学部附属病院看護部　看護師
谷岡　真奈美 医学部附属病院看護部　看護師
安岡　優里 医学部附属病院看護部　看護師
三本　和代 医学部附属病院看護部　看護師
北川　舞 医学部附属病院看護部　看護師
國弘　あおい 医学部附属病院看護部　看護師
阿部　真幸 医学部附属病院看護部　看護師
明神　由直 医学部附属病院看護部　看護師
山﨑　礼華 医学部附属病院看護部　看護師
高平　舞 医学部附属病院看護部　看護師
川田　未記 医学部附属病院看護部　看護師
大崎　彩乃 医学部附属病院看護部　看護師
大野　広美 医学部附属病院看護部　看護師
川村　奈美 医学部附属病院看護部　看護師
池田　結科 医学部附属病院看護部　看護師
中岡　雅美 医学部附属病院看護部　看護助手
西岡　理瑚 医学部附属病院看護部　看護助手
松﨑　由記 医学部附属病院看護部　看護助手
中越　元 医学部附属病院看護部　准看護師
JAO EMMANUEL.T 医学部附属病院看護部　看護助手
伊藤　萌 医学部附属病院看護部　看護助手
岡野　佑子 医学部附属病院看護部　看護助手
坂本　早紀 医学部附属病院看護部　看護助手
米田　菜摘 医学部附属病院看護部　看護助手
西田　沙和子 医学部附属病院看護部　看護助手
小田　綾音 医学部附属病院看護部　看護助手
川村　のぞみ 医学部附属病院看護部　看護助手
徳弘　梓 医学部附属病院看護部　看護助手
下元　葵 医学部附属病院看護部　看護助手
徳山　帆乃香 医学部附属病院看護部　看護助手
西川　聖子 医学部附属病院看護部　准看護師
西川　成美 医学部附属病院看護部　准看護師
谷岡　繭 医学部附属病院看護部　准看護師
宮原　茉莉花 医学部附属病院看護部　看護助手
中屋　百代 医学部附属病院看護部　看護助手
石川　葉津記 医学部附属病院看護部　看護助手
楠瀬　留巳 医学部附属病院看護部　看護助手
依岡　美里 医学部附属病院看護部　看護助手
相馬　志帆 医学部附属病院看護部　看護助手
吉野　瑠美 医学部附属病院看護部　看護助手
松本　真奈 医学部附属病院看護部　看護助手
岡林　里々子 医学部附属病院看護部　看護助手
北野　まみ 医学部附属病院看護部　准看護師
小松　令奈 医学部附属病院看護部　看護助手
水口　衣真 医学部附属病院看護部　看護助手
川上　友里 医学部附属病院看護部　看護助手
西山　ななみ 医学部附属病院看護部　看護助手
門脇　沙也果 医学部附属病院看護部　看護助手
秋山　奈穂 医学部附属病院看護部　看護助手
宮地　純礼 医学部附属病院看護部　看護助手
苅谷　美来 医学部附属病院看護部　看護助手
田井　実乃理 医学部附属病院看護部　看護助手
谷脇　悠 医学部附属病院看護部　看護助手
前田　里奈 医学部附属病院看護部　看護助手
西田　朋代 医学部附属病院看護部　看護助手
青井　涼 医学部附属病院看護部　看護助手
鞍懸　佐紀 医学部附属病院看護部　看護助手
井上　愛海 医学部附属病院看護部　看護助手
岡﨑　亜也 医学部附属病院看護部　看護助手
重本　仁美 医学部附属病院看護部　看護助手
後藤　由紀江 医学部附属病院看護部　准看護師
西山　あゆみ 医学部附属病院看護部　看護助手
岡林　美樹 医学部附属病院看護部　助産師
井本　恵子 医学部附属病院看護部　助産師
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【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H27.4.1 亀山　智代 医学部附属病院検査部　主任臨床検査技師 医学部附属病院検査部　臨床検査技師

佐々木　俊一 医学部附属病院放射線部　主任診療放射線技師 医学部附属病院放射線部　診療放射線技師

山中　茂雄 医学部附属病院検査部　副臨床検査技師長 医学部附属病院検査部　主任臨床検査技師長

H27.4.2 中越　元 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　准看護師
西川　聖子 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　准看護師
西川　成美 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　准看護師
谷岡　繭 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　准看護師
北野　まみ 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　准看護師

H27.4.11 後藤　由紀江 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　准看護師

【配置換】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H27.4.1 笹岡　晴香 医学部附属病院看護部　看護師 医療学系看護部門　講師
H27.4.2 中岡　雅美 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手

西岡　理瑚 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
松﨑　由記 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
JAO EMMANUELT 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
伊藤　萌 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
岡野　佑子 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
坂本　早紀 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
米田　菜摘 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
西田　沙和子 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
小田　綾音 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
川村　のぞみ 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
徳弘　梓 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
下元　葵 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
徳山　帆乃香 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
宮原　茉莉花 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
中屋　百代 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
石川　葉津記 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
楠瀬　留巳 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
依岡　美里 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
相馬　志帆 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
吉野　瑠美 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
松本　真奈 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
岡林　里々子 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
小松　令奈 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
水口　衣真 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手

H27.4.7 井本　恵子 医学部附属病院看護部　助産師 医学部附属病院看護部　看護師
川上　友里 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
西山　ななみ 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
門脇　沙也果 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
秋山　奈穂 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
宮地　純礼 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
苅谷　美来 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
田井　実乃理 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
谷脇　悠 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
前田　里奈 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
西田　朋代 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手

H27.4.8 青井　涼 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
H27.4.9 鞍懸　佐紀 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手

井上　愛海 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
岡﨑　亜也 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
重本　仁美 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
西本　あゆみ 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手

H27.4.11 近藤　裕太 医学部附属病院放射線部　診療放射線技師 医学部附属病院放射線部　エックス線助手

○叙位・叙勲
　　高知医科大学名誉教授　 木根渕　英雄

（平成27年4月29日付）
　　　　叙勲　瑞宝中綬章　（平成27年4月29日付）
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第２３４回役員会（２月２４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 27年度からの教員ポイント（新配分ポイント案）について 

３．農学海洋科学部設置準備委員会要項の制定について 

４．防災センター（仮称）設置計画検討タスクフォースの設置について 

５．大学教員の採用・昇任人事について 

  ６．高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則及び高知大学における早期卒業に関する規

則の一部改正について 

  ７．高知大学学生表彰規則及び高知大学学生懲戒規則の制定について 

  ８．国立大学法人高知大学における設備整備マスタープランの一部改正について 

  ９．「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業における若手研究者のテニュア審査について 

  10．平成 27年度国立大学法人総合損害保険加入について 

報告事項 

１．高知県産学官民連携センター設置について 

２．大学教員の再任について 

３．国立大学法人高知大学学長選考会議規則等の一部改正について 

４．平成 26年度第３四半期までの財務状況について

５．平成 26年度第３四半期の資金管理状況について 

  ６．規則の制定について 

７．その他 

第２３５回役員会（３月１１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 28年度教育組織改革について

５．共通教育実施機構及び総合教育センターの改革・改組について 

６．地域協働学部の設置等に伴う国立大学法人高知大学組織規則の改正について 

７．国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の改正について 

８．高知大学地域協働学部規則等の制定について 

９．業務方法書の変更について 

10．平成 27年度年度計画（原案）について 

11．大学のガバナンス改革に伴う関係規則の改正について 

12．教育学部附属学校園教員評価の実施について 

13．大学教員の採用・昇任人事について 

14．人事院勧告に伴う給与関係規則及び退職手当規則の一部改正について 

15．配偶者同行休業の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について 

会 議
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16．附属病院職員に係る規則改正について 

17．採用等に関する規則等の一部改正について 

18．就業規則関係規則の一部改正について 

19．平成 27年度労使協定について 

20．学位取得促進プログラム参加者について 

21．学位取得支援プログラム参加者について 

22．高知大学情報セキュリティ委員会の設置について 

23．公用車運用管理の見直しについて 

 

報告事項 

 １．大学教員の再任について 

 ２．平成 26年度高知大学教育奨励賞の選考結果について 

 

第２３６回役員会（３月２５日） 

議事 

審議事項 

 １．戦略的管理人員枠による採用・昇任人事について 

 ２．平成 28年度教育組織改革について 

 ３．共通教育実施機構及び総合教育センターの改革・改組について 
４．地域協働学部の設置等に伴う国立大学法人高知大学組織規則の改正について 

 ５．国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の改正について 
６．高知大学地域協働学部規則等の制定について 

 ７．業務方法書の変更について 

 ８．平成 27年度年度計画（原案）について 

 ９．大学のガバナンス改革に伴う関係規則の改正について 

10．教育学部附属学校園教員評価の実施について 

 11．国立大学法人高知大学一般事業主行動計画（第３期）について 

 12．女性研究者の管理職登用行動計画について 

 13．大学教員人事案について 

 14．人事院勧告に伴う給与関係規則及び退職手当規則の一部改正について 

 15．附属病院職員に係る規則改正について 

 16．就業規則関係規則の一部改正について 

 17．学内の喫煙問題検討に関する方針について 

 18．高知大学情報セキュリティ委員会の設置について 

 19．高知大学学則等の一部改正について 

20．高知大学学位規則の一部改正について 

21．高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則及び高知大学における早期卒業に関する規 

則の一部改正について 

22．高知大学学生表彰規則及び高知大学学生懲戒規則の制定について 

23．平成 26年度学内補正予算（第２次）の編成について 

24．平成 27年度予算編成方針及び予算配分基準について 

25．平成 27年度資金管理計画について 

26．高知大学と四万十町の連携協定の締結について 

27．土佐 FBCⅡ寄附講座の更新について 

報告事項 
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   １．教員の自己点検・評価について 

   ２．大学教員の再任について 

   ３．医師国家試験合格状況について 

   ４．規則の制定について 

 

第２３７回役員会（４月８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．感謝状の贈呈について 

 ３．大学教員の採用人事について 

報告事項 

 １．第３期中期目標（前文）の案について 

 ２．資金運用状況について 

 ３．その他 

 

第２３８回役員会（４月２２日） 

 議事 

  審議事項 

   １．教育組織改革に係る教員の昇任人事について 

   ２．戦略的管理人員枠による昇任人事について 

  報告事項 

   １．大学教員の再任について 

   ２．国立大学法人高知大学と AMDAグループとの連携協力に関する協定書等について 

   ３．平成 26年度実施大学機関別認証評価の評価結果について 

   ４．平成 27年度一般入試実施状況等について 

５．保健師・看護師・助産師国家試験の合格状況について 

   ６．規則の制定について 

   ７．その他 

 

第５４回：経営協議会（３月２０日） 

 議事 

   １．平成28年度教育組織改革について 

   ２．業務方法書の変更について 

   ３．平成27年度年度計画（原案）について 

   ４．大学のガバナンス改革に伴う関係規則の改正について 

   ５．人事院勧告に伴う給与関係規則及び退職手当規則の一部改正について 

   ６．附属病院職員に係る規則改正について 

   ７．高知県産学官民連携センターの設置について 

   ８．平成 26年度学内補正予算（第２次）の編成について 

   ９．平成 27年度予算編成方針及び予算配分基準について 

   10．平成 27年度資金管理計画について 

   11．平成 26年度第３四半期までの財務状況について 

  12．平成 26年度第３四半期の資金管理状況について 

13．その他 
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第６８回教育研究評議会（３月１８日） 

議事 

 １．平成 28年度教育組織改革について 

 ２．教育組織改革に伴う平成 27年度からの教員ポイント（新配分ポイント）について 

   ３．共通教育実施機構及び総合教育センターの改革・改組について 

４．地域協働学部の設置等に伴う国立大学法人高知大学組織規則の改正について 

   ５．国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の改正について 

６．高知大学地域協働学部規則等の制定について 

 ７．業務方法書の変更について 

 ８．平成 27年度年度計画（原案）について 

 ９．大学のガバナンス改革に伴う関係規則の改正について 

10．教育学部附属学校園教員評価の実施について 

 11．就業規則関係規則の一部改正について 
 12．学内の喫煙問題検討に関する方針について 

 13．高知大学情報セキュリティ委員会の設置について 

 14．高知県産学官民連携センターの設置について 

 15．高知大学学則等の一部改正について 

 16．高知大学学位規則の一部改正について 

 17．高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則及び高知大学における早期卒業に関する規 
則の一部改正について 

 18．高知大学学生表彰規則及び高知大学学生懲戒規則の制定について 

 19．平成 26年度高知大学教育奨励賞の選考結果について 

20．規則の制定について 

21．高知大学名誉教授の称号授与について 

22．その他 

 

第６９回教育研究評議会（書面会議）（４月２２日） 

議事 

 １．経営協議会の学外委員について 

 

平成２６年度第９回入試企画実施機構会議（３月１７日） 

 議事 

  審議事項 

１．平成28年度入試について 

２．平成28年度及び29年度入試変更事項について（医学部）  

３．平成28年度編入学試験募集人員及び入試日程（案）について 

４．平成27年度（平成28年度入試）行事予定（案）について（継続） 

５．高知大学入試企画実施機構規則の改正について 

６．追加合格者決定業務申合せの改正について 

７．その他 

  報告事項 

   １．「高大接続改革実行プラン」の策定について 

   ２．その他 

    

 平成２７年度第１回入試企画実施機構会議（４月６日） 
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議事 

  審議事項 

１．平成28年度入学者選抜に関する要項(案)について 

２．平成28年度学生募集要項（案）（人文社会科学部人文社会科学科社会科学コースＡＯ入試Ⅰ）について 

３．平成28年度学生募集要項（案）（推薦入試Ⅰ）について 

４．平成28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 

５．平成28年度学生募集要項（案）（社会人入試）について 

６．平成28年度人文学部第３年次編入学学生募集要項 (案)について 

７．平成28年度理学部第３年次編入学学生募集要項 (案)について  

８．平成28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 

９．平成28年度医学部医学科ＡＯ入試Ⅰ学生募集要項（案）について

10．平成28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 

11．平成28年度農学部第３年次編入学学生募集要項（案）について

12．入試関係日程（平成２８年度入試）の一部変更について 

13．入学定員の管理手順について

14．追加合格者決定業務申合せの改正について 

15．その他 

  報告事項 

１．平成27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 27年度入学者選抜実施状況について 

４．平成 26年度本学入試問題の使用許諾について 

５．その他 
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○高知南警察署・ＮＨＫ高知放送局と大規模災害時における施設・敷地の貸与協力に関する協定を

締結

高知大学は平成 27 年 2 月 6 日（金）、高知南警察署並びにＮＨＫ高知放送局と大規模災害時におけ

る施設・敷地の貸与協力に関する協定を締結した。

 この協定は、大規模災害（特に南海トラフ地震）発生時に津波等による被害が想定される同署並び

にから災害時における大学の施設等の使用について協力要請があり締結したもので、朝倉キャンパス

の施設等を貸与し協力することにしている。

協定式には、脇口宏学長、田中庄司署長、熊野裕二局長をはじめ担当理事ら関係者が出席した。

○下水道革新的技術実証事業「Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト」実証施設完成記念式典

国土交通省が実施する下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）に採択された、高知大

学（担当者：農学部門 藤原拓教授）、高知市、地方共同法人日本下水道事業団およびメタウォーター

株式会社の 4 者からなる共同研究体が提案した「無曝気循環式水処理技術」の実証施設が、高知市下

知水再生センター内に完成し、平成 27 年 1 月 28 日（水）より試験運用を開始している。これを記念

し、2 月 26 日（木）に完成式典を行った。 
式典には、脇口宏学長のほか、国土交通省国土技術政策総合研究所の髙島英二郎下水道研究部長、

岡﨑誠也市長、地方共同法人日本下水道事業団の谷戸善彦理事長、メタウォーター株式会社の木田友

康社長など、約 80 名が出席した。 

学 事
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○医学部附属病院新病棟「第二病棟」完成記念式典

医学部附属病院は平成 27 年 3 月 7 日（土）、新病棟「第二病棟」完成記念式典を行った。 
式典には、約 120 名が出席し、脇口宏学長、横山彰仁病院長が挨拶し、文科省文教施設企画部計画

課の森政之整備計画室長と尾﨑正直高知県知事から祝辞が述べられた。

新病棟は、免震構造の地上７階建て 18,514 ㎡で、屋上にはドクターヘリでの緊急搬送に対応出来る

ヘリポートを完備している。1、2 階および 3 階の一部に診療部門があり 3 階以上は病棟で構成されて

いる。また、災害時のエレベータ停止に備えて、屋上ヘリポートから地上までを繋ぐ全長 588ｍのス

ロープを設けている。手術室、集中治療室、周産母子センターのベット数やスペースの拡充、病室の

個室を増室して利便性や機能性が高いものになっている。

○教育学部幼児教育コース開設記念式典

教育学部は平成 27 年 3 月 16 日（月）、幼児教育コース開設記念式典を行った。 
 式典には、関係の教職員等が出席し、脇口宏学長が挨拶し、幼児教育コース担当教員によるコース

の概要説明及び施設見学が行われた後、脇口宏学長と藤田詠司学部長による「ひめりんご」の植樹が

行われた。

幼児教育コースは、幼稚園教諭一種免許状、保育士資格、小学校教諭一種免許状等の充実した資格

取得が可能であり、幅広い授業科目も設置している。施設・設備面では、実際の保育室に近い実習室

や学生が戸外遊びについて体験学習ができる屋外スペースを設けている。
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○平成 26 年度 高知大学卒業式

 平成 27年 3月 23日（月）午前 11 時から高知県立県民文化ホール（オレンジホール）において、平

成 26 年度の卒業式が執り行われた。卒業者総数は、1,096 名。 

  人文学部 313 名           教育学部 169名 

  理学部   274 名 早期卒業生 1 名   医学部   172名 

  農学部   166 名 早期卒業生 1 名 

平成 26度 高知大学卒業式告辞 

卒業生の皆さん、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とご推察致します。心からお祝い申し上げます。 

また、ご多忙のところ、ご列席賜りましたご来賓、関係者の皆様に対しまして、高知大学を代表し

てお礼申し上げます。 

 今、皆さんが手にしている学位記は、皆さんが、国税の支援を受けて学ぶ権利を享受し、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

く力を修得されたことの証であります。同時に、皆さんは、日本国並びに日本国民から大いに期待さ

れているリーダー候補生であることの証でもあります。 

 リーダーには、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、高知大学で修得され

た能力をもって、自分が何を為し遂げたいのか、それは幸福な社会の発展に寄与することか、そして、

皆さんと皆さんの家族を幸せにするものであるのか、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。それがノーブレス・オブリージュ、そしてサーヴァント・リーダーの精神

に通じるものであります。この精神は、自分が何者であるかを知り、自分を公正に愛し、自分に誇り

を持っていなければ、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、自分を知ることに努め、自分を愛し、自分の生き方に誇りを持って頂きたい。そして、

自分と同じように周りの人に関心を持ち、理解し、愛し、敬意を払って下さることを期待しておりま

す。 

 産業革命以来、科学は産業の発展を促し、哲学から技術へと大きくシフトして参りました。その結

果、地球温暖化、大気汚染などの環境破壊を引き起こし、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。温暖化によって、デング熱やマラリアのような熱帯地域の感染症が、わが国

のような温帯地域に定着することや陸地が狭小化するだけではなく、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、温暖化をさらに促進する、あるいは、新たな感染症の発生などを

誘発することも危惧されます。人類は、自然界の全ての存在によって生かされていることを忘れては

なりません。皆さんには高知大学の二つの理念、「敬天愛人」そして、「環境・人類共生」の持つ意味

を忘れないで頂きたい。 

 これから皆さんが仕事をする上で、やりがいが一杯詰まった夢のような職場や理想の上司に出会う

ことは殆どないと言ってもいいでしょう。一方、皆さんが、理想の部下としてゆるぎない信頼を得る

と言うことも希でしょう。完璧な人間はいないということです。皆さんには、自分の職場を理想の職

場に近づける努力、そして理想の上司と理想の部下に近い関係を構築する双方向の努力を継続するこ

とを期待しております。決して諦めてはなりません。私は、複雑で不透明な、将来を見通しにくい時

代であるからこそ、理想を持つことが必要であり、楽しみながら理想を具現化する努力を続けて欲し

いと考えております。 

 さらに、人生では、楽しいことと同じくらい多くの苦難に遭遇することでしょう。しかし、苦難は、

チャンスでもあります。たとえ、疲労困憊し、先が見えない状況に陥ったとしても、瞳を前に向け、

理想を実現する希望をもって前進する意志を失わないで下さい。苦しい時にこそ、人の資質と人格が

表れます。苦難を乗り越える度に、皆さんの能力は高まるのです。そして、一人の力には限界があり
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ますが、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。皆さん、決し

て孤立しないで下さい。瞼を伏せないで下さい。皆さん自身と皆さんの周りにいる仲間を信じて下さ

い。困った時はお互い様であります。 

 さて、皆さんが、何十年か後に、人生の中で最も楽しく、最も感激し、最も輝いていたのは学生時

代であったと思うならば、高知大学の教育は失敗であったと言わなければなりません。人は年を重ね

るにつれ、感激することが少なくなり、無為に時を過ごすことが多くなりがちであります。しかし、

年を重ねるということは、学びと経験を重ねるということでもあります。新たな学び、新たな経験を

楽しみ、感激する心を失わないで下さい。最高のものは、過去にあるのではなく、皆さんの未来にこ

そあるはずであります。理想を掲げて未来をより豊かにする努力を楽しみながら続けて頂きたい。そ

の様な努力を継続する力を修得させるのも、教育であります。 

 最後に、皆さんの人生が、さらに光り輝くものであることを願い、そして、皆さんが、高知大学の

源流と言うべき旧制高知高等学校の誇り高き精神を受け継ぎ、高知大学で学ばれたことに誇りを持ち

続けて下さることを願って、感激と理想について格調高く謳っている旧制高知高等学校初代校長 江部

淳夫先生の訓示の一節を餞の言葉として学長告辞とします。 

  「感激あれ若人よ、感激なき人生は空虚なり。汝らが前に、高く髙く理想を掲げよ。さすれば、道

は坦々として汝らが前に開けん。」 

 ご卒業おめでとうございます。 

平成 27年 3 月 23日 

高知大学 

学長 脇口 宏 

○平成 26 年度 高知大学大学院修了式

平成 27 年 3 月 23 日（月）午前 9 時 30 分から高知県立県民文化ホール（グリーンホール）におい

て、平成 26 年度の大学院修了式が執り行われた。 
修了者総数は、175 名。

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  13 名

博士 医学系研究科 2 名 

平成２６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。 
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 皆さんは、現在の教育課程における最高の高度専門教育を受け、学部の卒業研究とは別次元の高度

な研究を成し遂げられました。研究とは、深い学びによって得た豊富な知識と情報に裏付けられた推

理力と勘を頼りに、解明されていない事柄を発見し、それが何であるかという仮説を立て、それを実

証するプロセスであります。期待する成果が出る出ないにかかわらず、研究以上に知的好奇心を刺激

し、心を躍動させる学びを私は知りません。ましてや、仮説が見事に証明された時の感激、感動は言

葉では言い尽くせないものであり、皆さんにとって生涯の宝物になっているはずです。 

 皆さんが、今、手にされている学位記は、皆さんが、何物にも代え難い宝物を手にされていること

の証であり、同時に、皆さん自身の自由な発想に基づく研究を、独立して展開する能力を身につけて

いることの証でもあります。皆さんの課題発見力、仮説を立てる知力、そして洞察力と鳥瞰力、自ら

企画立案して解決に導く計画力と実践力、その成果について評価を受け、PDCAサイクルを回しながら

進歩し続ける継続力、そして挫折から立ち上がる回復力は、二十一世紀を豊かな世紀とし、社会と皆

さん自身を幸せにする上で欠かすことの出来ない能力であります。皆さんには、そのことを誇りとし

て頂きたい。 

 皆さんは、研究成果を公表し、レフリーなど第三者からの審査・評価を受けることの意味を学ばれ

たはずです。それは、社会で新規事業などを提案・実施する場合にも同じことが言えるのではないで

しょうか。どのような領域においても審査と評価はついて回るものです。そして、研究の成果として

のエビデンスは、科学者にとって最も重要視するべきものであります。しかし、エビデンスは、現在

の科学力で評価した結果であり、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があるこ

とも皆さんは学ばれたはずです。過去のエビデンスに拘泥することは、非常に愚かな行為であります。

将来、前例がないという理由で新規提案を否定するような指導者にはならないで頂きたい。 

 これからも研究を継続される皆さん。科学は、人類に数え切れないほど多くの福音と同じくらいの

環境破壊や健康被害などの深刻な有害事象をもたらして参りました。研究を進める際には、人類の繁

栄や社会の発展に寄与すること、その成果の利用のあり方などを念頭に置くことも、科学者に負わさ

れた責務であり、研究者の良心であります。そして、皆さんが、自由な発想に基づいて研究を遂行す

るには、研究費の確保が必要です。自立した研究者とは、自らの力で研究費を確保できる研究者であ

ります。残念ながら、この国では研究者の知的好奇心に基づく基礎研究に対する手厚い支援が、減少

する傾向にあるように感じますので、研究資金を獲得するためには、多くの場合、生涯の研究テーマ

に加えて研究費獲得に有利なサブテーマを持つことが必要になるでしょう。 

 これから社会で活躍する皆さん。どのような分野で活躍するにしろ、皆さんが研究遂行の過程で修

得した能力は、社会が求め続けている優れた能力であります。皆さんが、発展し続ける二十一世紀の

持続可能社会を創造するリーダーとなることを期待しております。リーダーとしての誇りとリサーチ

マインド、そして、自己制御力を持ち続け、理想とする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、大学院で最新の膨大な知識を身につけられた皆さんに、次の言葉を餞として学長告辞とし

ます。 

  「三流になりたければ只ひたすら学べ。二流になりたければ悩み、指導者と徹底的に討論せよ。一

流になりたければ信念の基その上に独自の工夫を加えよ。」 

 皆さんが修得されてきた最新の知識は既に過去の産物であり、過去の知識に依存するだけでは、見

えるものも見えなくなります。研究も仕事も独りよがりではなく、議論と第三者の審査・評価を受け

ることが必要です。そして、哲学と信念を身につけ、学んだことに独自の工夫を加えて初めて一人前

になれるということです。信念と独学、工夫の大切さを忘れないで頂きたい。 

 学位取得、おめでとうございます。 

平成 27年 3 月 23日 

高知大学 

学長 脇口 宏 
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○四万十町と連携に関する協定を締結

高知大学は平成 27年 3月 30 日（月）、四万十町と連携事業に関する協定を締結した。 

 この協定により、四万十町と人材育成や産業振興、大学の教育及び研究、学生の地域学習及び研究

機会の拡大等の連携事業を推進する。協定式には、脇口宏学長、中尾博憲町長をはじめ関係者が出席

した。 

○平成 27年度 高知大学入学式

 平成 27年 4月 3 日（金）午前 10時 30分から高知県立県民文化ホール（オレンジホール）において、

平成 27年度の入学式が執り行われた。 

入学者総数は、1,154名。 

  人文学部 293 名（うち 3年次編入学 8 名）  教育学部 141名 

  理学部  280 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  171 名（うち 3年次編入学 1 名） 
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  地域協働学部 67 名 

  土佐さきがけプログラム 17名 

 

平成２７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、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。 

 皆さんは、先ほどの入学許可をもって、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。脇口組のミッションは、「学生と社会に対して責任をとれる教

育の実践」であり、学生の利益を優先し、責任をもって皆さんを社会に送り出すことであります。そ

して、総ての教職員が、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、気軽に教職員を頼ることを、この場で約束して下さい。 

  諸君は、熾烈な受験生活を乗り越え、高知大学という難関を突破され、晴れて、今日という日を迎

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、諸君自身の努力だけでなく、これまで諸君を育て、守り、そして支え続けて

こられた保護者の皆様、ならびに恩師、友人など、多くの方々のご支援の賜であることを、深く胸に

刻み、感謝の気持ちを忘れてはなりません。 

  さて、大学に入学したということで、ストレートに卒業できるとは限りません。これからが学修の

本番であります。受験勉強とは異質の、大学生に求められる学びが出来ないと進級も卒業もできない

ことになります。大学の学びを一言で言えば、一つの正解が用意されている問題を効率よく解くとい

う、極めて単純な勉強ではなく、解答が複数あったり、場合によっては解答が用意されていない命題

の最善解を探す学びであり、自ら課題を発見して、それを解決するために必要な知識、能力、そして

方策を、自律的学修で身につけ、辿り着いた解答が正しいと考える根拠を示し、周囲に理解させる能

力を修得することであります。日頃から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、議論を深めることが大切です。そのことによって、諸君は学校ではなく大学での学びを修得し、

諸君が生徒から学生に変身出来るのであります。 

 大学には教養教育と専門教育がありますが、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、分厚い基礎学力と教養を身につけることが必要です。つまり、専門を学ぶには、専門外の豊

富な知識も必要であるということです。自分が何を如何にして学ぶべきか、何を為すべきかというこ

とを探求して頂きたい。そのようにして身につけた豊かな教養と基礎知識が、専門領域の学問と統合

されることで、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、社会に出で役に立たな

い学びはないということを、今この場で記憶に残して頂きたい。 

 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。諸君は、莫大な国税の支援によって、

教育を受ける資格があると認められ、その権利を手にしております。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、サー

ヴァント・リーダーとして、如何に学び、如何にしてその成果を社会に還元するか、ということを考

え、リーダーの資格ともいうべきノーブレス・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。 

 地域協働学部ならびに教育学部幼児教育コースの新入生諸君、諸君は栄えある第一期生であります。

先駆者であり、まさにチャレンジャーであります。教員や地域の皆さんの支援があるとはいえ、先駆

者には先駆者だけが経験する苦労と大きな楽しみが待っています。意欲とあらゆることに楽しみを見

いだす精神があれば、何事もやり遂げることが出来るものです。チャレンジャーという点では、新た
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に大学生活という未知の領域に足を踏み入れた全ての新入生諸君がチャレンジャーであります。大学

生活を楽しんで下さい。 

 最後に、「少年老い易く学成り難し、一寸の光陰軽んず可からず」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、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という

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。」 

 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という意味と、ものごとがもつれ絡んで乱

れ、どうにもならなくなる、という意味があります。徒に時を過ごしていては、何も解決できない、

ということであります。私たちは常に制約ある時間の中で行動しなければなりません。 

  「水を粗略にするものは飢え、時を軽んじるものは迷う。」 

 諸君、時間を大切にして学びたまえ、悩みたまえ。焦るなかれ、驕るなかれ、失望するなかれ、そ

して負けるなかれ。 

 入学おめでとう。 

平成 27年 4 月 3日 

高知大学 

学長 脇口 宏 

 

 

   

 

○平成 27年度 高知大学大学院入学式 

 

平成 27年 4 月 3日（金）午前 9時 30分から高知県立県民文化ホール（グリーンホール）において、

平成 27年度の大学院入学式が執り行われた。 

 入学者総数は、210名。 

  修士 総合人間自然科学研究科 175名              

  博士 総合人間自然科学研究科  35名    

 

平成２７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、大学における高等教育を修められ、これからさらに最先端の知識を修得し、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、未解決の領域を発見し、それが何であるかという仮説を立て、実

験や調査を通して仮説が正しいことを証明するプロセスであり、PDCA サイクルを回し続けることでも
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あります。言ってみれば、研究は究極の課題発見・課題解決学習であり、研究者とは、かすかな星明

かりを頼りに、大海に浮かび目的地に向かってさまよう小舟の船長のような存在であります。 

 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表現力が必要とされます。

これらの能力を修得するためには、過去の論文と最新論文を読破して、研究対象の歴史と現在を理解

することに加え、日頃から、身近にある課題を発見する習慣と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

の意義の大部分があるといっても過言ではありません。 

 昨年ノーベル賞を受賞された中村教授は、「研究はギャンブルと似ている。やる気と同時にリスクを

とることも重要」と言っており、研究は必ず成功するとは限りません。しかし、失敗を楽しむくらい

の精神的余裕と、失敗を成功の種とする分析力と評価力、そして継続力があれば必ず良い成果を得る

ことができると信じております。それ故に、研究をやり遂げた先達の多くは、学部の学びとは比較に

ならない高い社会人力、そしてリーダーに求められる様々な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証されております。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貢献した一方で、地球の環境を破壊し、人類に健康

被害をもたらしております。今や神の領域に足を踏み入れている二十一世紀の科学技術は、これまで

以上に速いスピードで展開され、社会的影響も格段に大きく、一歩間違えれば人類を、そして世界を

崩壊に導く危険性さえ孕んでおります。さらに、産業と直結した科学技術は、経済界の影響から逃れ

ることが困難な時代になっており、場合によっては、企業倫理と研究倫理とは相反することもあり、

研究不正を誘発することさえあります。だからこそ、研究者には高い倫理感、公正な自己批判精神と

自制心が求められ、哲学をはじめとする人文社会科学による監視やコントロールが必要なのでありま

す。研究成果を社会に公表し、専門家による審査を受けて論文にするだけでなく、一般社会からも、

その価値と意義を評価され、理解されることが必要であります。第三者の審査を受けない研究成果は、

研究者の自己満足に陥る危険性を孕んでいるということを、深く胸に刻み込んで下さることを期待し

ております。 

 さて、教育には常識が大切でありますが、研究には非常識とも言える発想が求められます。それは、

常識というものは既知の事柄であり、未知の領域には、常識だけでは対応困難なことが多いからであ

ります。研究者は非常識と感じる事柄を無視すべきではありません。非常識の中にこそ解明につなが

る方策があるという考えも必要であります。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、その一方で、研究者には、社会的常識と豊かな教養、広い視野の鳥瞰力、そ

して洞察力を身につけ、自分を信じながらも、本当にこれで良いのか、と自問自答し、議論を繰り返

すことが求められます。皆さんにはこれらのことを胸に刻んで、真摯に研究に邁進して下さることを

期待しております。 最後に、知識には玉もあれば石もあります。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。知識は感性と悟性につもって

くる垢である。」 

 悟性とは思考力のことです。よく学ぶことは大切ですが、最新論文といえども知識は過去の産物で

あります。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があることを忘れないで下さい。 

「知識に寄りかかれば目は曇る。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 27年 4 月 3日 

高知大学 

学長 脇口 宏 
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○ＡＭＤＡグループと連携協力に関する協定を締結 

 

 高知大学は 平成 27年 4 月 14日（火）、ＡＭＤＡグループと人材育成の推進や国際社会貢献活動の

推進について連携協力する協定を締結した。ＡＭＤＡグループは、岡山市に本部を置くＮＰＯ法人で 

国内外での災害や紛争発生時に医療、保健衛生分野を中心に緊急人道支援活動を展開している。 

 協定式には、脇口宏学長、菅波茂代表をはじめ関係者が出席した。 

 

 

○地域協働学部開設記念式典 

 

地域協働学部の開設記念式典を平成 27 年 4月 18 日（土）に行った。 

 式典では、脇口宏学長が挨拶し、尾﨑正直高知県知事、岡﨑誠也高知市長、文科省の義本博司大臣

官房審議官から祝辞が述べられた後、学部概要や教育課程の説明、全教員の紹介が行われた。 

 また、式典後には同学部の 1年生 67 名が来場者に対しポスター発表を行い、入学動機や地域再生・

振興に取り組む意気込みを語った。 
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○高知新聞社とＮＩＥ協定を締結

地域協働学部は平成 27年 4 月 21日（火）、高知新聞社と地域協働と新聞活用に関する協定を締結し

た。 

この協定により、ＮＩＥ（教育に新聞を）活動を推進し、地域社会の発展を目指す同社と新聞記事

を活用した授業や教材開発を通して人材育成を図りたい地域協働学部が連携協力を行っていく。 

協定式には、上田健作地域協働学部長、遠山仁高知新聞取締役論説委員長をはじめ関係者が出席した。 
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○平成 26 年度高知大学研究顕彰制度授賞式

平成 27 年 2 月 18 日（水）、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宏学長から授与され、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

を代表して山本由徳教授から、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＝

山本 由徳 （農学部門 教授）

臼井 朗  （総合研究センター 特任教授）

井上 啓史 （臨床医学部門 准教授）

阿部 鉄太郎（教育学部門 講師）

＝若手教員研究優秀賞＝

福原 秀雄 （医学部附属病院 特任助教）

＝大学院生研究奨励賞＝

八木 祐助 （総合人間自然科学研究科 医学専攻） 

邉見 由美 （総合人間自然科学研究科 教育学専攻） 

細美 野里子（総合人間自然科学研究科 農学専攻）

渡辺 靖崇 （総合人間自然科学研究科 農学専攻）

○複合領域科学部門 北條正司教授が「第 59 回高知県出版文化賞」受賞

 複合領域科学部門北條正司教授の翻訳「クジラとアメリカ アメリカ捕鯨全史」（原書房 共訳・松

吉明子さん、桜井敬人さん）が、高知県の出版文化に大いに寄与することがあると評価され、（公財）

高知県文教協会から「第 59 回高知県出版文化賞」に選ばれ、平成 27 年 2 月 21 日に県文教会館で授

賞式が行われた。

諸 報
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○平成 26 年度高知大学国際交流基金助成事業報告会

平成 27 年 3 月 2 日（月）、朝倉キャンパスにおいて、平成 26 年度高知大学国際交流基金助成事業の

報告会を開催した。

報告会には、関係の理事及び教職員が出席し、脇口宏学長の挨拶後、本年度実施の「外国人留学生

への奨学事業（一般型）」、「外国へ理由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 3 つの事業の採択者 11 名が参加し、代表者 4 名から成果報告が行われた。 

○平成 26 年度高知大学教育奨励賞授賞式及び報告会

平成 27 年 3 月 13 日（金）、本学の授業において、教育方法及び教育技術の向上を図り、優れた教育

効果や成果が認められる教員に対する教育奨励賞授賞式を挙行した。

教育奨励賞の制度は、教員の教育改善に対する意識を高め、全学的な教育力の向上に資することを

目的として行われている。

授賞式では、教育奨励賞受賞者に表彰状と教育奨励費目録が脇口宏学長から授与され、今回の功績

に対する祝辞が述べられた。また、授賞式に引き続き、受賞者による授業実践報告会が行われた。

今年度の受賞者は以下のとおり。

三好 康夫（理学部門 講師）

青木 早苗（看護学部門 講師）
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○平成 26 年度学生表彰式及び附属学校園児童・生徒表彰式

平成 27 年 3 月 18 日（水）、平成 26 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、学生表彰されたのは、各研究分野の学会等で受賞した者、教育活動やボランティア活動で地

域貢献した者、スポーツ大会で優秀な成績を収めた者ら個人 29 人と団体。附属学校園児童・生徒表彰

は、全国児童水辺の風景画コンテストで農林水産大臣賞の受賞者ら個人 5 人であった。 

表彰式には、理事、研究科長、学部長及び指導教員らが出席し、脇口宏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。

○平成 26 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及び成果発表会

平成 27 年 3 月 19 日（木）、高知城ホールにおいて、食品産業の中核人財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、38 名の修了生を輩出、脇口宏学長から修了証書を授与された。 

修了式に引き続き、受賞者 4 名の修了生から成果発表会が行われた。 
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○平成 26 年度高知信用金庫・高知安心友の会学術賞授与式及び受賞講演会

 高知信用金庫・高知安心友の会から医学研究に対する助成金を基金として、高知大学医学部（高知

医科大学時代を含む）において基礎・臨床の各分野で学術研究上顕著な成果をあげた研究者に対し、

学術賞を授与した。

 受賞対象者は、高知大学医学部の准教授、講師、助教、大学院生、医員及び外国人研究者となって

おり、本年度はこれらの対象者から 11 人の応募があった。選考の結果、微生物学の橋田裕美子大学院

生と眼科学の石田わか大学院生の 2 名に学術賞を授与することが決定、授与式及び受賞講演会を平成

27 年 3 月 24 日（火）に医学部基礎臨床研究棟にて執り行った。 

○農学部門 深田陽久准教授が「平成 26 年度日本水産学会水産学技術賞」

平成 27 年 3 月 29 日（日）、農学部門の深田陽久准教授が、「柑橘類を用いた新しい養殖ブリ（香る

ブリ）の開発」により平成 26 年度日本水産学会水産学技術賞を受賞した。 

 深田陽久准教授は、柑橘類の柚子の果汁あるいは果皮を養殖ブリの飼料に添加することで、養殖魚

の成長を損なうことなく、肉質劣化抑制・肉質改善を可能とするばかりではなく、柑橘香気成分が切
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り身から香る養殖ブリを開発した。この試みがきっかけとなり、様々なフルーツ魚が開発され養殖魚

の拡販に寄与したことが評価された。

○生命環境医学部門 康峪梅教授が「平成 27 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞」受賞

平成 27 年 4 月 15 日（水）、生命環境医学部門の康峪梅教授が、平成 27 年度科学技術分野の文部科

学大臣表彰科学技術賞を受賞しました。

康峪梅教授の受賞業績となった「環境浄化用高性能鉄吸着剤の開発と応用に関する研究」は、同教

授が高知大学に赴任した平成 8 年より継続して行っているもので、開発した環境浄化用の非晶質水酸

化鉄吸着剤は、地下水や土壌中にあるヒ素等の有害物質除去に、極めて高い有効性が示された。今後、

空気清浄器、エアコンフィルター等への利用も期待される。

○春芸祭およびＳパー祭

平成 27 年 4 月 15 日（水）、朝倉キャンパスにおいて、学生の課外活動の発展と全国からの新入生、

在学生が充実した学生生活を送ることができるようにと、文化系・体育系サークルを中心とした歓迎

イベント「春芸祭」と大学認定等の学生団体が参加し、社会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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２月 

１日（日） 推薦Ⅱ・私費・生命 AO試験（物部） 

２日（月） 学長事務総括本部会議 

教育ミーティング 

３日（火） 第 21回高知大学・同窓会連合会懇談会 

４日（水） 教育研究部会議 

学生支援委員会 

教授会・部門会議・専攻会議（理） 

専攻会議（応用自然） 

高知地域留学生交流推進会議 

部門会議（複合領域） 

５日（木） 国大協 広報委員会・広報企画小委員会 

６日（金） 高知 CST養成・活動事業運営会議 

高知大学と高知南警察署並びにＮＨＫ

高知放送局との協定調印式 

７日（土） 推薦Ⅱ・私費・AOⅡ試験 

８日（日） 教授会・専攻会議（農） 

部門会議（農）、（生命環境） 

９日（月） 国立大学法人研究担当理事・副学長協議

会 

教授会、部門会議（医） 

教育ミーティング 

１０日（火） 附属病院運営委員会 

専攻会議、部門会議（黒潮圏） 

１２日（木） 教授会、専攻会議、部門会議（人） 

１３日（金） 国大教理事会 

第 26回若手研究者評価支援機構会議 

メンタルヘルス講演会 

１６日（月） 学長事務総括本部会議 

総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

１７日（火） 教授会、部門会議（医） 

１８日（水） 三者協議会 

研究顕彰制度表彰式 

教授会、専攻会議、部門会議（教） 

１９日（木） KMSリサーチミーティング授賞式 

２０日（金） 第 5回アドミッションに関する理事間の

意見交換会 

平成 26年度 KICS外部評価委員会 

テニュアトラック制度成果報告会 

２１日（土） 人事委員会 

２２日（日） 第 3回高知コアセンター講演会 

２３日（月） 四国国立大学協議会 

学士課程運営会議 

２４日（火） 教育組織改革実施本部会議 

第 234回役員会 

人事委員会 

学士課程運営会議 

２５日（水） 前期日程入学試験（～２６日） 

２６日（木） 安全衛生委員会 

下水道革新的技術実証事業「B-DASH」プ

ロジェクト実証施設完成記念式典 

２７日（金） COCシンポジウム（～２８日） 

３月 

２日（月） 辞令交付 

学長事務総括本部会議 

国際交流基金採択者による報告会 

３日（火） JST 報告会及び高知大学男女共同参画推

進委員会 

４日（水） 臨時中国・四国地区国立大学長懇談会 

人事委員会 

教育研究部会議 

学生支援委員会 

第 41回アカデミアセミナーin高知大学 

５日（木） 国大協総会 

７日（土） 医学部附属病院新病棟「第二病棟」完成

記念式典 

平成 26年度高知ＣＳＴ認定証交付 

９日（月） 教育ミーティング 

１０日（火） 高知大学の入試と入試広報に関する 

FD・SD研修会 

防災インストラクター認定証授与式 

第 5回大学のあり方に関する意見交換会 

１１日（水） 自然科学系学部再編委員会 

大学院教務委員会 

日 誌
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全学財務委員会 

第 235回役員会 

１２日（木） 後期日程入学試験 

防災センター（仮称）設置計画検討タス 

クフォース会議 

１３日（金） 附属中学校卒業式 

特別支援学校卒業式 

教育奨励賞授賞式及び講演会 

１６日（月） 教育学部幼児教育コース開設記念式典 

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 

１７日（火） 愛媛大学大学院連合農学研究科学位記授

与式 

       入試企画実施機構会議 

       教員選考委員会 

       教員免許状更新講習実施委員会 

       防災サポーター認定授与式 

１８日（水） 平成 26年度附属学校園運営委員会 

平成 26年度学生表彰式及び附属学校 

園児童・生徒表彰式 

第 68回教育研究評議会 

１９日（木） 附属幼稚園卒園式 

       土佐 FBC人材創出修了式及び成果発表会 

２０日（金） 附属小学校卒業式 

ek4第 26年度第 2回運営委員会 

学長事務総括本部会議 

レアメタル第 3回公開シンポジウム 

第 54回経営協議会 

２３日（月） 平成 26年度高知大学大学院修了式 

平成 26年度高知大学卒業式 

２４日（火） 学士課程運営会議 

２５日（水） 第 236回役員会 

名誉教授称号授与式 

２６日（木） 安全衛生委員会 

２７日（金） SPOD総会 

３０日（月） 四万十町と連携に関する協定調印式 

       教育ミーティング 

３１日（火） 医学部連絡調整会議 

 

４月 

 １日（水） 辞令交付 

地域協働学部銘板除幕式 

       委嘱状交付 

 ２日（木） 地域協働学部開校式 

 ３日（金） 平成 27年度高知大学大学院入学式 

平成 27年度高知大学入学式 

 ６日（月） 平成 27 年度第 1 回入試企画実施機構会

議 

       教育ミーティング 

 ７日（火） 附属小学校入学式 

       教育組織改革実施本部会議 

 ８日（水） 教育研究部会議 

附属中学校入学式 

学長事務総括本部会議 

第 237回役員会 

 ９日（木） 国際・地域連携推進機構会議 

       平成 27年度全学新任教職員研修 

       人事委員会 

１０日（金） 特別支援学校入学式 

       四国国立大学協議会連携事業推進会議 

１３日（月） 愛媛大学連合農学研究科入学式 

附属幼稚園入園式 

教育ミーティング 

１４日（火） AMDAグループと連携協力に関する協定 

調印式 

１５日（水） 高知県産学官民連携センター開所式 

設備サポート戦略室会議 

１７日（金） 減損会計検討委員会 

１８日（土） 地域協働学部開設記念式典 

２０日（月） 学長事務総括本部会議 

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 

２１日（火） 感謝状贈呈式 

人事委員会 

２２日（水） 第 238回役員会 

       第 69回教育研究評議会 
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２３日（木） 国大協理事会 

２７日（月） 中国・四国地区国立大学長会議 

安全衛生委員会 

       学士課程運営委員会 

研究推進戦略会議 

教育ミーティング  

３０日（木） 高知大学のあり方に関する意見交換会 

       第 42回アカデミアセミナー 

修士課程教務委員会・博士課程教務委 

員会 
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