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規則等名 制定者 制定日 制定番号 施行日 改正理由等 

国立大学法人高知大学職員給与規則等の

一部を改正する規則 

学長 平成 

28.2.24 

規則第 68 号 平成 

28.2.24 

一般職の国家公務員の給与等について、民間給与

との格差解消及び給与制度の総合的見直しを図るた

め平成 27 年８月６日に人事院勧告が行われ、平成

27 年 12 月４日の閣議において、人事院勧告どおり

実施することが決定された。また、平成 28年１月

26 日に「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が公布

され、同日から施行されることとなった。 

国立大学法人職員の給与は、独立行政法人通則法

の準用により「国家公務員の給与等、民間企業の従

業員の給与等を考慮して定められなければならな

い」とされていることから、本学においても、この

改正規則を参考とした給与関係規則の改正を行うも

の。 

・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（平成 22 年規則第

42 号） 

・国立大学法人高知大学職員給与規則の

一部を改正する規則（平成 26 年規則第

115 号） 

・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再雇用職員給与

規則の一部を改正する規則（平成 25 年

規則第 102 号） 

・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（平成 17 年規則第

589 号） 

・国立大学法人高知大学期末手当及び勤

勉手当細則 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程副専攻履修規則の一部を改正す

る規則

学長 平成 

28.2.15 

規則第 69 号 平成 

28.2.15 

副専攻履修申請手続の見直しを図るとともに、履

修中止手続について明記することとし、規則を一部

改正。 

あわせて、副専攻の履修認定については主専攻の

修了が前提であることを明確にすることとし、目的

及び認定手続きに係る規定の一部を改正。 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程黒潮圏総合科学準専攻履修規則

の一部を改正する規則

学長 平成 

28.2.15 

規則第 70 号 平成 

28.2.15 

準専攻履修申請手続の見直しを図るとともに、履

修中止手続について明記することとし、規則を一部

改正。 

また、従来１年次に指名し２年次に確定すること

としていた他専攻の副指導教員について 1 年次に指

定すること、異分野科目について開放科目に限らず

学 内 規 則
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所属専攻以外で開設する科目を広く対象とするこ

と、及び共通必修科目「黒潮圏セミナー」の単位認

定を授業担当者が行うこととし、規則を一部改正。

あわせてその他字句を修正。 

高知大学土佐さきがけプログラム規則の

一部を改正する規則 

学長 平成 

28.2.22 

規則第 71 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの科目区分「共通専門科

目」の廃止に伴い、規則中の科目区分について一部

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の

一部を改正する規則 

学長 平成 

28.2.22 

規則第 72 号 平成 

28.4.1 

授業科目区分における共通専門科目の廃止に伴

い、同科目を教養科目又は専門科目へ移行させるこ

ととし、別表（科目表）等規則を一部改正。 

また、教養科目の区分に「キャリア形成支援分野」

が新設されたことに伴い規則を一部改正。 

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の一部を改正する

規則 

学長 平成 

28.2.22 

規則第 73 号 平成 

28.4.1 

授業科目区分における共通専門科目の廃止に伴

い、規則中科目区分等に係る規定を一部改正。あわ

せて、専門科目の見直しに伴い、規則中別表（科目

表）を一部改正。 

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の一部を改

正する規則 

学長 平成 

28.2.22 

規則第 74 号 平成 

28.4.1 

授業科目区分における共通専門科目の廃止に伴

い、規則中の卒業所要単位数及び履修方法等に係る

規定を改正。 

また、人文学部及び農学部の改組に伴い、規定中

専門科目に係る別表（科目表）について、両学部の

開設科目を使用している科目の科目名称変更等を行

う。 

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の一部を改正

する規則 

学長 平成 

28.2.22 

規則第 75 号 平成 

28.4.1 

人文学部の人文社会科学部への改組への対応及び

地域協働学部からの当該学部の学生を本コースの対

象学生とすることが困難であるとの申し出への対応

として、本コースの対象学生に関する規定中、学部

名称に係る規定を改正。 

高知大学医学部附属病院諸料金規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.2.9 

規則第 76 号 平成 

28.2.9 

保険適用外診療である「画像ガイド下経皮的凍結

療法」について、自費診療を開始するにあたり料金

設定を行うこととし、規則を一部改正。 

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規則の一部

を改正する規則 

学長 平成 

28.2.15 

規則第 77 号 平成 

28.4.1 

授業科目の見直しを行うこととし、規則を一部改

正。あわせて、専攻の理念及び教育上の目的につい

て、文言の見直しを行うこととし、規則を一部改正。 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程植物医学準専攻履修規則等の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.2.15 

規則第 78 号 平成 

28.2.15 

準専攻履修の申請手続について、実情として所属

する専攻の長を経て研究科長に申請を行っている

が、規定中専攻の長を経る旨の規定がされていない

ことから明確にすることとし、規定中「研究科長の

承認を得て」を「所属する専攻の長を経て、研究科

長に申請を行い、許可を得る」と改めるとともに、

手続きを簡便なものとするため履修年次ごとに行う

こととしていた準専攻履修申請を入学時の申請のみ

とすることとし、一部改正。 

あわせて、規則中に履修中止手続についての規定

がされていなかったため、新たに規定。 

・高知大学大学院総合人間自然科学研究

科修士課程植物医学準専攻履修規則 

・高知大学大学院総合人間自然科学研究

科修士課程海洋鉱物資源科学準専攻履

修規則 
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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等の一部を改正す

る規則 

学長 平成 

28.2.15 

規則第 79 号 平成 

28.4.1 

担当教員の追加又は変更に伴う授業科目の見直し

による授業科目表の一部改正。 

・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 

・高知大学大学院総合人間自然科学研究

科修士課程応用自然科学専攻規則 

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の一部を改正する

規則 

学長 平成 

28.2.15 

規則第 80 号 平成 

28.4.1 

授業科目の見直しによる授業科目表の一部改正。 

高知大学教育学部規則の一部を改正する

規則 

学長 平成 

28.2.22 

規則第 81 号 平成 

28.4.1 

授業科目区分「共通専門科目」の廃止に伴い、規

則中の授業科目区分に係る規定を改正。 

高知大学教育学部履修規則の一部を改正

する規則 

学長 平成 

28.2.22 

規則第 82 号 平成 

28.4.1 

授業科目区分「共通専門科目」の廃止に伴い、規

則中の卒業要件単位及び履修方法等に係る規定を改

正。 

あわせて、専門科目の新規開設等に伴い、規則中

の科目表を改める。 

高知大学地域協働学部履修規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

28.2.22 

規則第 83 号 平成 

28.4.1 

大学設置・学校法人審議会による教員資格審査結

果を踏まえ、平成 28 年４月１日から専門科目「地域

生活と女性」を追加するとともに、規則上の卒業研

究に係る授業科目名称について、設置計画書と齟齬

があったため修正することとし、規則中の科目表を

一部改正。 

高知大学学位規則の一部を改正する規則 学長 平成 

28.3.9 

規則第 84 号 平成 

28.4.1 

学部・学科等ごとの「学位に付記する専攻分野の

名称」について規定した別表について、人文学部か

ら人文社会科学部へ、農学部から農林海洋科学部へ

の改組に伴い改めるもの。 

また、学位記の様式に係る規定について、様式ご

とに「様式第１」などの様式番号を付番することと

し、一部改正。 

高知大学全学教育機構会議委員会規則の

一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 85 号 平成 

28.4.1 

人文学部及び農学部の改組に対応した全学教職委

員会の審議事項に係る規定の見直し。 

高知大学教授会規則の一部を改正する規

則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 86 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの人文学部の人文社会科

学部への改組及び農学部の農林海洋科学部への改組

に伴い、全学の管理運営規則に所要の改正を行うも

の。 

高知大学学部長選考等規則の一部を改正

する規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 87 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの人文学部の人文社会科

学部への改組及び農学部の農林海洋科学部への改組

に伴い、全学の管理運営規則に所要の改正を行うも

の。 

高知大学学科長に関する規則の一部を改

正する規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 88 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの人文学部の人文社会科

学部への改組及び農学部の農林海洋科学部への改組

に伴い、全学の管理運営規則に所要の改正を行うも

の。 

高知大学農林海洋科学部附属暖地フィー 学長 平成 規則第 89 号 平成 平成 28 年４月１日からの農林海洋科学部の設置
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ルドサイエンス教育研究センター長選考

等規則 

28.3.9 28.4.1 に伴い関係規則を制定。 

高知大学人文社会科学部規則 学長 平成 

28.3.9 

規則第 90 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの人文社会科学部の設置

に伴い関係規則を制定。 

高知大学人文社会科学部教授会規則 学長 平成 

28.3.9 

規則第 91 号 平成 

28.4.1 

高知大学人文社会科学部長候補者選考規

則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 92 号 平成 

28.4.1 

高知大学人文社会科学部長候補者選考規

則施行細則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 93 号 平成 

28.4.1 

高知大学人文社会科学部人事委員会規則 学長 平成 

28.3.9 

規則第 94 号 平成 

28.4.1 

高知大学人文社会科学部入学・卒業認定

等に関する審議委員会規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 95 号 平成 

28.4.1 

高知大学人文社会科学部履修規則 学長 平成 

28.3.9 

規則第 96 号 平成 

28.4.1 

高知大学農林海洋科学部規則 学長 平成 

28.3.9 

規則第 97 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの農林海洋科学部の設置

に伴い関係規則を制定。 

高知大学農林海洋科学部教授会規則 学長 平成 

28.3.9 

規則第 98 号 平成 

28.4.1 

高知大学農林海洋科学部長候補者選考規

則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 99 号 平成 

28.4.1 

高知大学農林海洋科学部長候補者選考規

則施行細則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 100 号 平成 

28.4.1 

高知大学農林海洋科学部履修規則 学長 平成 

28.3.9 

規則第 101 号 平成 

28.4.1 

高知大学農林海洋科学部バス使用内規 学長 平成 

28.3.9 

規則第 102 号 平成 

28.4.1 

高知大学農林海洋科学部日章会館規則 学長 平成 

28.3.9 

規則第 103 号 平成 

28.4.1 

高知大学農林海洋科学部共同利用分析機

器室管理運営規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 104 号 平成 

28.4.1 

高知大学農林海洋科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 平成 

28.3.9 

規則第 105 号 平成 

28.4.1 

高知大学農林海洋科学部レンタルラボラ

トリー規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 106 号 平成 

28.4.1 

国立大学法人高知大学組織規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 107 号 平成 

28.4.1 

学内共同教育研究施設である総合情報センター

（図書館）について、学修支援やセキュリティ対応

など今後求められる役割に積極的に対応するため、

改組を行い、学術情報基盤図書館とすることとし、

規則中学内共同教育研究施設の規定について改正。 

高知大学学術情報基盤図書館規則 学長 平成 

28.3.9 

規則第 108 号 平成 

28.4.1 

学内共同教育研究施設である総合情報センター

（図書館）について、学修支援やセキュリティ対応

など今後求められる役割に積極的に対応するため、

改組を行い、学術情報基盤図書館とすることとし、



 
 
 
 
 
第 33号               高 知 大 学 学 報         平成 28年 5月  （6） 

 
本規則を制定。 

高知大学学術情報基盤図書館利用規則 学長 平成 

28.3.9 

規則第 109 号 平成 

28.4.1 

学内共同教育研究施設である総合情報センター

（図書館）について、学修支援やセキュリティ対応

など今後求められる役割に積極的に対応するため、

改組を行い、学術情報基盤図書館とすることとし、

本規則を制定。 

高知大学総合情報センター（図書館）規

則等を廃止する規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 110 号 平成 

28.4.1 

総合情報センター（図書館）の改組により、廃止。 

・高知大学総合情報センター（図書館）

規則 

・高知大学総合情報センター（図書館）

運営委員会規則 

・高知大学総合情報センター（図書館）

利用規則 

・高知大学総合情報センター（図書館）

文献複写規則 

国立大学法人高知大学における教員の任

期に関する規則等の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 111 号 平成 

28.3.9 

「労働契約法の一部を改正する法律」が平成 25

年４月 1 日に施行され、有期労働契約（期間の定め

のある労働契約）が繰り返し更新されて通算５年を

超えた場合は、当該労働者の申込みにより、無期労

働契約（期間の定めのない労働契約）へ転換できる

こととなった。 

本学では「大学の教員等の任期に関する法律」に

基づき「国立大学法人高知大学教員の任期に関する

規則」を定め、教育研究組織及び職名により、それ

ぞれ任期を 10 年又は５年と規定し、再任を可として

いる。また「国立大学法人高知大学外国人講師に関

する規則」においては任期を３年と規定し、再任を

可としている。 

両規則により再任を複数回繰り返した場合、労働

契約法により無期労働契約（任期の定めのない契約）

への転換権が発生し、転換権に基づき労働者が申し

込んだ場合は無期労働契約へ転換することとなる。

無期労働契約に転換した場合、これら規則に基づく

再任審査の結果、再任が不可とされた場合も引き続

き雇用しなければならず、雇用契約を終了すること

ができないことから、両規則中再任に関する事項を

見直し、再任後は任期を付さないこととする。 

 あわせて、医療学系の教授に付された任期 10 年を

見直し、５年とする改正を行う。 

・国立大学法人高知大学における教員の

任期に関する規則 

・国立大学法人高知大学外国人講師に関

する規則 

国立大学法人高知大学職員倫理規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 112 号 平成 

28.3.9 

独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び関

係政令等が平成 27 年４月１日に施行され、国立大

学法人の役職員にも再就職あっせんの禁止等の規制

が適用されることとなった。その旨を改めて国立大

学法人高知大学職員倫理規則に明記することとし、
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規則を一部改正。 

国立大学法人高知大学全学教員人事審議

会規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 113 号 平成 

28.4.1 

規則中審議会を組織する委員に関する規定につい

て、平成 28 年４月１日からの理事の担当業務の見直

しに伴う所要の改正を行うとともに、理事について

常勤の理事のみを委員とすることとし、規則を一部

改正。 

あわせて、委員の任期に係る規定について、委員

のうち教育研究部会議から推薦された者、全学教育

機構会議から推薦された者及び議長が必要と認めた

者については任期を１年としているが、教育研究部

会議及び全学教育機構会議の委員任期が概ね２年で

あることから、同任期と同じ２年とすることとし、

規則を一部改正。 

高知大学人事委員会規則の一部を改正す

る規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 114 号 平成 

28.4.1 

規則中委員会を組織する委員に関する規定につい

て、平成 28 年４月１日からの理事の担当業務の見直

しに伴う所要の改正を行うとともに、人事委員会が

所掌する事項に関連する機構の長である安全・安心

機構長を新たに委員に加えることとし、規則を一部

改正。 

高知大学全学財務委員会規則の一部を改

正する規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 115 号 平成 

28.4.1 

規則中委員会を組織する委員に関する規定につい

て、平成 28 年４月１日からの理事の担当業務の見直

しに伴い、委員構成を見直すこととし、規則を一部

改正。 

高知大学 SUIJI 推進委員会規則等の一部

を改正する規則 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 116 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの人文学部の人文社会科

学部への改組及び農学部の農林海洋科学部への改組

に伴い、規則中の学部名称の変更など所要の改正を

行うもの。 

・高知大学 SUIJI 推進委員会規則 

・高知大学 SUIJI 推進室規則 

・国立大学法人高知大学朝倉団地交通規         

 則 

・国立大学法人高知大学遺失物取扱規則 

・国立大学法人高知大学職員就業規則 

・国立大学法人高知大学職員給与規則 

・国立大学法人高知大学農学部附属暖地

フィールドサイエンス教育研究センタ

ー宿直規則 

・国立大学法人高知大学職員労働安全衛

生管理規則 

・国立大学法人高知大学職員の自家用車

の業務使用に関する取扱規則 

・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債権管理事務取

扱規則 

・国立大学法人高知大学財産取扱規則 

・国立大学法人高知大学防災管理規則 
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・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実習施設等貸付

規則 

・国立大学法人高知大学体育施設貸付規    

 則 

・国立大学法人高知大学物品管理事務取

扱規則 

・高知大学学寮管理運営規則 

・高知大学留学生寄宿舎管理運営規則 

・高知大学物部団地交通規則 

・高知大学池知奨学金規則 

・高知大学池知奨学金細則 

     

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を

廃止する規則 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 117 号 平成 

28.4.1 

農学部の農林海洋科学部への改組に伴い、農林海

洋科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が制定され、当該附則において

「農学部附属暖地フィールドサイエンス教育研究セ

ンター長は、農学部が存続する間、農林海洋科学部

附属暖地フィールドサイエンス教育研究センター長

をもって充てる」旨を規定したため、既存の選考等

規則を廃止。 

高知大学エルダープロフェッサーセンタ

ー運営委員会規則等の一部を改正する規

則 

学長 平成 

28.3.23 

規則第 118 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの理事及び副学長の担当

及び役職名の変更に伴い、各規則中の理事又は副学

長の役職名等について、所要の改正を行うもの。 

・高知大学エルダープロフェッサーセン

ター運営委員会規則 

・高知大学ＳＵＩＪＩ推進委員会規則 

・国立大学法人高知大学危機管理規則 

・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における競争的

資金等の取扱いに関する規則 

・高知大学全学安全衛生委員会規則 

・高知大学国際連携推進委員会規則 

・高知大学情報公開委員会規則 

・高知大学保有個人情報管理委員会規則 

・高知大学保有個人情報開示等委員会規  

 則 

・高知大学ＳＵＩＪＩ推進室規則 

・高知大学情報セキュリティ委員会規則 

・国立大学法人高知大学の保有する個人

情報の適切な管理に関する規則 

・国立大学法人高知大学における特定個

人情報等の取扱いに関する規則 

・国立大学法人高知大学職員労働安全衛

生管理規則 
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・高知大学全学教育機構規則 

・高知大学学生・教育支援機構規則 

・高知大学入試企画実施機構規則 

・高知大学大学院入学試験委員会規則 

・高知大学授業料・寄宿料免除及び授業

料徴収猶予規則 

・高知大学学生会館規則 

・高知大学学寮管理運営規則 

・高知大学課外活動施設管理運営規則 

・高知大学課外活動共用施設使用規則 

・高知大学合宿研修施設使用規則 

・高知大学教育学部附属学校園運営委員

会規則 

・高知大学研究拠点規則 

・高知大学設備サポート戦略室規則 

・高知大学設備整備計画検討委員会規則 

・高知大学研究推進戦略委員会規則 

・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 

・国立大学法人高知大学研究不正調査委

員会規則 

・高知大学利益相反マネージメント委員

会規則 

・高知大学安全保障輸出管理規則 

・高知大学環境保全委員会規則 

・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 

・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資金管理規則 

・国立大学法人高知大学財産取扱規則 

・国立大学法人高知大学エネルギー管理

規則 

・国立大学法人高知大学防災管理規則 

・国立大学法人高知大学体育施設貸付規   

 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廃棄物処理規則 

・国立大学法人高知大学廃水処理規則 

・高知大学地方創生人材育成基金奨学金

規則 
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・高知大学土佐さきがけプログラム運営

委員会規則 

     

高知大学医学部附属病院規則の一部を改

正する規則 

学長 平成 

28.3.8 

規則第 119 号 平成 

28.4.1 

より質の高い医療の提供のため、医学部附属病院

の診療科として、病理診断について病理専門医から

患者に直接説明を行う病理診断外来を展開する病理

診断科を設置することとし、診療科に係る規定につ

いて一部改正。あわせて、病理診断科には、他診療

科とは異なり、病棟医長は置かず外来医長のみを置

くことから、医長に係る規定について一部改正。 

なお、医学部附属病院への診療ニーズの高い糖尿

病及びリウマチ並びに新しい治療分野である画像下

治療（ＩＶＲ）について、専門医と専門スタッフに

よる治療や継続的なサポートの必要性がきわめて高

いことから、現在の医学部附属病院の医師・スタッ

フの専門性を最大限に活かし、診療科にとらわれず

「チーム」として集学的な治療に取り組み高度な医

療を提供する診療体制を組織上整備するため、中央

診療施設として糖尿病センター、リウマチセンター

及び画像下治療（ＩＶＲ）センターを設置すること

とし、規則中中央診療施設に係る規定について一部

改正。 

また、医学部附属病院の医療安全管理施設である

感染制御部について、特定機能病院としてより一層

組織的な感染管理体制を確保するため組織強化を図

るとともに部の名称を「感染管理部」へと改称する

こととし、医療安全管理施設に係る規定について一

部改正。 

このほか、本学医学部における卒後教育（初期研

修）に関する業務を主として担ってきた「卒後臨床

研修センター」と生涯教育（後期研修等）に関する

業務を主として担ってきた「高度医療人育成支援室」

を改編・統合するとともに、「スキルスラボ」を使用

した学部生に対する臨床技能教育の実施等を担う部

門を新たに併設し、学部教育段階から卒後研修段階、

後期研修段階までの医療人育成を一元的に支援する

「医療人育成支援センター」を設置することとし、

規則を一部改正。 

高知大学医学部附属病院糖尿病センター

規則 

学長 平成 

28.3.8 

規則第 120 号 平成 

28.4.1 

医学部附属病院への診療ニーズの高い糖尿病及び

リウマチ並びに新しい治療分野である画像下治療

（ＩＶＲ）について、専門医と専門スタッフによる

治療や継続的なサポートの必要性がきわめて高いこ

とから、現在の医学部附属病院の医師・スタッフの

専門性を最大限に活かし、診療科にとらわれず「チ

ーム」として集学的な治療に取り組み高度な医療を

提供する診療体制を組織上整備することとし、中央

高知大学医学部附属病院リウマチセンタ

ー規則 

学長 平成 

28.3.8 

規則第 121 号 平成 

28.4.1 

高知大学医学部附属病院画像下治療（Ｉ

ＶＲ）センター規則 

学長 平成 

28.3.8 

規則第 122 号 平成 

28.4.1 
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診療施設として糖尿病センター、リウマチセンター

及び画像下治療（ＩＶＲ）センターを設置すること

に伴い、３つのセンター規則を制定。 

高知大学医学部附属病院医療安全管理部

規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.8 

規則第 123 号 平成 

28.4.1 

医学部附属病院の医療安全管理施設である医療安

全管理部について、特定機能病院としてより一層組

織的な管理体制を確保するため、看護師である専任

リスクマネジャーに加え、医師、薬剤師である専任

リスクマネジャーを配置することや各部署のリスク

マネジャーを医療安全管理部の医療安全リンクスタ

ッフとして医療安全管理部内に位置づけること等を

行うこととし、規則を一部改正。 

高知大学医学部附属病院感染制御部規則

等の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.8 

規則第 124 号 平成 

28.4.1 

医学部附属病院の医療安全管理施設である感染制

御部について、特定機能病院としてより一層組織的

な感染管理体制を確保するため、感染対策チームメ

ンバーを感染対策リンクスタッフとして部職員と位

置づけ組織強化を図るとともに、部の名称を「感染

管理部」へと改称することとし、高知大学医学部附

属病院感染制御部規則を一部改正。 

また、「感染管理部」への改称等に伴い、高知大学

医学部附属病院感染対策委員会規則中の委員に係る

規定中「感染制御部長」を「感染管理部長」に「専

任感染対策マネジャー」を「感染管理部専任看護師」

に改める。 

・高知大学医学部附属病院感染制御部規   

 則 

・高知大学医学部附属病院感染対策委員

会規則 

高知大学医学部附属病院医療人育成支援

センター規則 

学長 平成 

28.3.8 

規則第 125 号 平成 

28.4.1 

医学教育の国際基準や新たな専門医制度において

は、「学部教育と卒後教育（初期研修）」、「卒後教育

（初期研修）と生涯教育（後期研修等）」の各段階の

間で、より適切に連携した運営を行うことが各大学

の医学部に求められており、本学においてもそれに

対応した体制を整備する必要がある。 

このことから、本学医学部における卒後教育（初

期研修）に関する業務を主として担ってきた「卒後

臨床研修センター」と生涯教育（後期研修等）に関

する業務を主として担ってきた「高度医療人育成支

援室」を改編・統合するとともに、「スキルスラボ」

を使用した学部生に対する臨床技能教育の実施等を

担う部門を新たに併設し、学部教育段階から卒後研

修段階、後期研修段階までの医療人育成を一元的に

支援する「医療人育成支援センター」を設置するこ

ととし、本規則を制定。 

高知大学医学部附属病院次世代医療創造

センター規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.8 

規則第 126 号 平成 

28.4.1 

次世代医療創造センターの業務の一つであるトラ

ンスレーショナルリサーチ（基礎研究の成果を、臨

床開発の初期段階へつなぐための橋渡し的研究）支

援の体制を強化するため、センターに新たに「トラ

ンスレーショナルリサーチ部門」を置くこととし、

規則中部門に関する規定について一部改正。 
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国立大学法人高知大学国際・地域連携推

進機構規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 127 号 平成 

28.3.9 

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（Ｃ

ＯＣ＋）」の採択に伴い、国際・地域連携推進機構の

目的・任務に関する規定中「『高知大学インサイド・

コミュニティ・システム化事業』等各種事業」につ

いて、ＣＯＣ＋事業を含む全般的な表現に改めるこ

ととし、第３期中期目標素案前文を参考に「地域の

振興と地域社会の健全な維持・発展に資する各種事

業」に改正。 

国立大学法人高知大学国際・地域連携推

進機構会議規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 128 号 平成 

28.3.9 

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（Ｃ

ＯＣ＋）」の採択に伴い、国際・地域連携推進機構会

議の審議事項に関する規定中「『高知大学インサイ

ド・コミュニティ・システム化事業』等各種事業」

について、ＣＯＣ＋事業を含む全般的な表現に改め

ることとし、第３期中期目標素案前文を参考に「地

域の振興と地域社会の健全な維持・発展に資する各

種事業」に改正。 

高知大学地域連携推進センター規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 129 号 平成 

28.3.9 

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（Ｃ

ＯＣ＋）」の採択に伴い、地域連携推進センター内に

「地方創生推進部門」を設置することとし、規則を

一部改正。 

また、域学連携推進部門の業務に関する規定等に

おける「高知大学インサイド・コミュニティ・シス

テム化事業」を事業の進捗にあわせ、「高知大学イン

サイド・コミュニティ・システム事業」に改める。 

あわせて、センターの目的に関する規定において

「地（知）の拠点整備事業（ＣＯＣ）」としての「高

知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業

の推進」を明記していた部分を改める。 

高知大学地域連携推進センター運営戦略

室規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.9 

規則第 130 号 平成 

28.3.9 

地域連携推進センター地方創生推進部門の設置に

伴い、地域連携推進センター運営戦略室の構成員に

地方創生推進部門長を加えることとし、規則を一部

改正。 

高知大学医学部附属病院諸料金規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.8 

規則第 131 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年度診療報酬改定に伴い、所要の改正を行

うもの。 

「評価療養」の「先進医療」に係る規定中、新た

に保険適用とされた「硬膜外自家血注入療法」を削

除するとともに、「選定療養」に係る規定中、「病院

における初診時負担額」に関する規定について、新

たに「特定機能病院及び一般病床 500 床以上の地域

医療支援病院」について定額の徴収が責務とされた

ことから、当該規定を改める。 

高知大学医学部附属病院診療情報管理室

規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.8 

規則第 132 号 平成 

28.4.1 

医学部附属病院診療情報管理室においては、「カル

テ管理部門」を置いて紙媒体保存診療録の管理、搬

送及び閲覧に係る業務を行っていたが、他院からの

診療情報提供書などやむを得ない事情により生じて
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いた紙媒体の診療録について、今後はスキャナで読

み取り電子媒体に保存した情報を原本とすることと

したことから、紙媒体保存診療録を専門に扱う「カ

ルテ管理部門」を廃止することとし、規則を一部改

正。 

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 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 133 号 平成 

28.3.18 

平成 28 年２月１日の防災推進センターの新設に

伴い、管理職手当の支給対象となる役職に防災推進

センター長を新たに加えるため、給与関係規則を改

正。 

国立大学法人高知大学職員就業規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 134 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日から、国内外から優れた人材を

確保し、本学における教育、研究及び産学連携活動

を推進することを目的とし、本学教員の身分を保有

したまま、他の機関の職員として雇用され、一定の

従事割合の下で、それぞれの指揮命令系統のもとに、

両方の機関で研究等の業務に従事することを可能と

する制度（クロスアポイントメント制度）を導入す

ることとし、職員就業規則に、「クロスアポイントメ

ント制度を適用される教員の取扱いについては、国

立大学法人高知大学クロスアポイントメント制度に

関する規則の定めるところによる」旨を規定するこ

ととし、規則を一部改正。 

国立大学法人高知大学クロスアポイント

メント制度に関する規則 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 135 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日から、国内外から優れた人材を

確保し、本学における教育、研究及び産学連携活動

を推進することを目的とし、本学教員の身分を保有

したまま、他の機関の職員として雇用され、一定の

従事割合の下で、それぞれの指揮命令系統のもとに、

両方の機関で研究等の業務に従事することを可能と

する制度（クロスアポイントメント制度）を導入す

ることとし、本規則を制定。 

国立大学法人高知大学特任職員就業規則

等の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 136 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日から、定年退職又は雇用期間終

了後の大学教員（原則名誉教授に限る。）を特任職員

（特任シニアプロフェッサー）として、引き続き雇

用する制度を新設することとし、関係規則について

所要の改正を行うもの。 

・国立大学法人高知大学特任職員就業規  

 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組織規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 137 号 平成 

28.4.1 

理事の職名変更及び平成 28 年度教育組織改革（人

文社会科学部の設置（人文学部からの改組）及び農

林海洋科学部の設置（農学部からの改組））に伴い、

規則を改正。 

国立大学法人高知大学経営企画推進機構

規則 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 138 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日付で、「企画戦略機構」を発展

的に改組する形で、法人の中長期の将来計画を構想

するとともに、特に、財務基盤の強化を始めとする

法人の経営力強化に関する企画・戦略を立案等する

ことを通じて、本学の理念と目的の実現に資するこ

とを目的とする「経営企画推進機構」を新たに設置
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することとし、本規則を制定。 

国立大学法人高知大学経営企画推進機構

会議規則 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 139 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月 1 日付「経営企画推進機構」の設置

に伴い、本規則を制定。 

国立大学法人高知大学ＩＲ・評価機構規

則 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 140 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月 1 日付で、「評価改革機構」にＩＲ

機能を付与し、内部質保証システムとして、教職員

が一体となった自己点検・評価システムを構築する

とともに、教育、研究、人事、財務等に関するデー

タの収集・分析（インスティテューショナル・リサ

ーチ（ＩＲ））を行い学内資源の再配分の取組みを支

援する体制を整備し、本学における教育、研究、国

際・地域連携活動等及び管理運営の更なる向上を目

指すとともに、本学の理念と目的の実現に資するこ

とを目的とする「ＩＲ・評価機構」を新たに設置す

ることとし、本規則を制定。 

国立大学法人高知大学ＩＲ・評価機構会

議規則 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 141 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月 1 日付「ＩＲ・評価機構」の設置に

伴い、本規則を制定。 

高知大学人文学部規則等を廃止する規則 学長 平成 

28.2.22 

規則第 142 号 平成 

28.4.1 

人文学部の人文社会科学部への改組に伴い、廃止。 

・高知大学人文学部規則 

・高知大学人文学部教授会規則 

・高知大学人文学部長候補者選考規則 

・高知大学人文学部長候補者選考規則施

行細則 

・高知大学人文学部人事委員会規則 

・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 

・高知大学人文学部人間文化学科履修規   

 則 

・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 

・高知大学人文学部社会経済学科履修規  

 則 

・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 

・高知大学人文学部における早期卒業に

関する規則 

高知大学農学部規則等を廃止する規則 学長 平成 

28.2.22 

規則第 143 号 平成 

28.4.1 

農学部の農林海洋科学部への改組に伴い、廃止。 

・高知大学農学部規則 

・高知大学農学部教授会規則 

・高知大学農学部長候補者選考規則 

・高知大学農学部長候補者選考規則施行

細則 

・高知大学農学部履修規則 

・高知大学農学部バス使用内規 

・高知大学農学部日章会館規則 

・高知大学農学部共同利用分析機器室管 
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理運営規則      

・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 

・高知大学農学部レンタルラボラトリー

規則 

高知大学教育研究部医療学系教員再任審

査実施要項の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.3 

規則第 144 号 平成 

28.3.9 

国立大学法人高知大学における教員の任期に関す

る規則の改正にあわせて、本要項別紙様式中「再任

後の任期」を通知する記載について削除することと

し、要項を一部改正。 

高知大学情報公開に関する規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 145 号 平成 

28.4.1 

平成 26 年６月 13 日に公布された行政不服審査法

（平成 26 年法律第 68 号）及び行政不服審査法の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 26

年法律第 69 号。以下「整備法」という。）について、

行政不服審査法の施行期日を定める政令（平成 27

年政令第 390 号）により、平成 28 年４月１日から施

行することとされた。 

整備法において、国立大学法人も適用を受ける「独

立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」

について、「異議申し立て」を「審査請求」に改める

等の改正が行われたため、規則について所要の改正

を行う。 

また、規則中「高知大学」を「国立大学法人高知

大学」に、「高知大学長」を「国立大学法人高知大学

長」に改めることとし、規則を一部改正。 

国立大学法人高知大学の保有する個人情

報の開示等に関する規則の一部を改正す

る規則 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 146 号 平成 

28.4.1 

平成 26 年６月 13 日に公布された行政不服審査法

（平成 26 年法律第 68 号。）及び行政不服審査法の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 26

年法律第 69 号。以下「整備法」という。）について

は、行政不服審査法の施行期日を定める政令（平成

27 年政令第 390 号）により、平成 28 年４月１日か

ら施行することとされた。 

整備法において、国立大学法人も適用を受ける「独

立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法

律（平成 15 年法律第 59 号）」について、「異議申し

立て」を「審査請求」に改める等の改正が行われた

ため、規則について所要の改正を行う。 

あわせて、「行政機関個人情報保護法開示請求等の

事務処理の手引（総務省行政管理局情報公開・個人

情報保護推進室）」を参考に、本人等確認書類に係る

規定中別記様式について「住民基本台帳カード（住

所記載のあるもの）」を「個人番号カード又は住民基

本台帳カード（住所記載のあるもの）」と改める、あ

るいは「本人の委任による代理人」であることを確

認する「委任状」の様式を新たに定めるなどの所要

の改正を行う。 
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国立大学法人高知大学における特定個人

情報等の取扱いに関する規則の一部を改

正する規則 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 147 号 平成 

28.3.18 

平成 27 年９月９日に公布された「個人情報の保護

に関する法律及び行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律の一部を改

正する法律（平成 27 年法律第 65 号）」において、「特

定個人情報保護委員会」を改組し「個人情報保護委

員会」を設置することとされ、平成 28 年１月１日に

同委員会が発足したことから、本規則中「特定個人

情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改め

る等の所要の改正を行う。 

また、規則中「個人番号を取り扱う事務の範囲」

に係る規定において、役員及び職員に係る「労働者

災害補償保険法に基づく届出・申請事務」を規定し

ていたが、政府の検討が進み、厚生労働省の「労災

保険給付業務における社会保障・税番号制度への対

応に係るＱ＆Ａ」において、「労災保険の手続で個人

番号を用いるものは、個人が行う労災年金の請求な

どだけであり、事業主は、労災保険の手続に関して

番号法上の個人番号関係事務実施者とはならない」

旨示され、「仮に既に就業規則等に労災保険の手続を

利用目的に含めて個人番号を収集することとしてい

る場合には、速やかに就業規則等を変更する必要が

ある」とされたことから、本規定を削除する。 

高知大学医学部学務委員会規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

28.3.21 

規則第 148 号 平成 

28.4.1 

本学医学部における卒後教育（初期研修）に関す

る業務を主として担ってきた「卒後臨床研修センタ

ー」と生涯教育（後期研修等）に関する業務を主と

して担ってきた「高度医療人育成支援室」を改編・

統合し、平成 28 年度から、学部教育段階から卒後研

修段階、後期研修段階までの医療人育成を一元的に

支援する「医療人育成支援センター」を設置するこ

とに伴い、医学部学務委員会委員に係る規定中「卒

後臨床研修センター長」を「医療人育成支援センタ

ー長」に改める。 

国立大学法人高知大学職員就業規則等の

一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.25 

規則第 149 号 平成 

28.4.1 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律」（平成 28 年４月１日施行）により、障害を理由

とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、

国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者にお

ける障害を理由とする差別を解消するための措置に

ついて定められた。 

その中で、国立大学法人に対して、事業の公共性

に鑑み、障害者差別の解消に率先して取り組む主体

として、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮

の提供が法的義務とされており、当該機関の職員に

よる取組を確実なものとするため、服務規律の一つ

として対応要領を定めることが求められたことか

ら、本学においては、「高知大学における障がいを理 

・国立大学法人高知大学職員就業規則 

・国立大学法人高知大学非常勤職員就業

規則 



 
 
 
 
 
第 33号               高 知 大 学 学 報         平成 28年 5月  （17） 

 
     由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を別

途策定するとともに、就業規則上に「職員が事務又

は事業を行うにあたり遵守すべき障害を理由とする

不当な差別的取扱いの禁止及び合理的な配慮の提供

については、国立大学法人高知大学における障がい

を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に

定める。」旨を規定することとし両規則を一部改正。 

なお、国立大学法人が事業主としての立場で労働

者に対して行う雇用の分野における障害を理由とす

る差別を解消するための措置については、同法第 13 

条により、「障害者の雇用の促進等に関する法律（以

下「障害者雇用促進法」という。）」の定めるところ

によることとされており、平成 28 年４月１日施行の

障害者雇用促進法の改正において、雇用の分野にお

ける障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮（障

害者が職場で働くに当たっての支障を改善するため

の措置）の提供義務等が新たに規定され、就業規則

等へ相談したこと等を理由とする不利益取扱いを受

けない旨を規定することが義務付けられたことか

ら、就業規則上に、「職員は、障害者の雇用の促進等

に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）に基づく

採用後における合理的配慮に関する相談をしたこと

又は事実関係の確認に協力したこと等を理由とし

て、不利益な取扱いを受けない。」旨を規定すること

とし、両規則を一部改正。 

国立大学法人高知大学広報戦略委員会規

則 

学長 平成 

28.3.25 

規則第 150 号 平成 

28.4.1 

本学の広報基本方針や広報戦略の策定等について

審議する「国立大学法人高知大学広報戦略委員会」

を設置することとし、本規則を制定。 

国立大学法人高知大学広告掲載要項の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.25 

規則第 151 号 平成 

28.4.1 

規則中広告媒体に掲載する広告の可否を審査する

「国立大学法人高知大学広告審査委員会」の委員構

成に係る規定について、平成 28 年４月１日からの企

画戦略機構の改組に伴い「経営・管理推進本部長」

を削除するとともに、副学長の職務の見直しを踏ま

え「副学長（教育・広報担当）」を追加する。 

あわせて、理事の職務の見直しを踏まえ、規則中

「理事（総務・国際担当）」を「理事（総務・国際・

地域担当）」に改める。 

国立大学法人高知大学男女共同参画推進

委員会規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.25 

規則第 152 号 平成 

28.4.1 

本委員会の委員に係る規定について、平成 28年４

月１日からの理事の役職名の変更に対応した所要の

改正を行うとともに、新たに置かれる理事（男女共

同参画担当）を委員に加え、委員長とすることとし、

規則を一部改正。 

国立大学法人高知大学国際・地域連携推

進機構規則等の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.25 

規則第 153 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの理事及び副学長の担当

及び役職名の変更に伴い、規則中の理事の役職名に
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・国立大学法人高知大学国際・地域連携

推進機構規則 

・国立大学法人高知大学国際・地域連携

推進機構会議規則 

ついて所要の改正を行うとともに、男女共同参画の

視点が、国際・地域連携推進機構の目的及び任務に

規定される「地域の振興と地域社会の健全な維持・

発展」にとって重要であることから、新たに置かれ

る「理事（男女共同参画担当）」を機構会議の委員に

加えることとし、規則を一部改正。 

高知大学教育職員免許状更新講習実施委

員会規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.25 

規則第 154 号 平成 

28.4.1 

規則中委員に関する規定について、平成 28 年度か

らの人文学部の人文社会科学部への改組、農学部の

農林海洋科学部への改組に対応するとともに、更新

講習については全学体制により実施することから、

委員に地域協働学部から選出された教員を加えるこ

ととし、規定中「(3) 人文学部、理学部、医学部及

び農学部の専任担当教員から選出された教員 各１

人」を「(3) 各学部（教育学部を除く。）の専任担当

教員から選出された教員 各１人」に改める。 

また、平成 28 年度から理事の職名が変更になるこ

とに伴う所要の改正を行う。 

高知大学人事委員会規則等の一部を改正

する規則 

学長 平成 

28.3.30 

規則第 155 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの企画戦略機構の経営企

画推進機構への改組、評価改革機構のＩＲ・評価機

構への改組及び総合情報センター（図書館）の学術

情報基盤図書館への改組に伴い、規則中の各組織名

の変更など所要の改正を行うもの。 

・高知大学人事委員会規則 

・高知大学全学財務委員会規則 

・高知大学全学教育機構会議委員会規則 

・高知大学情報セキュリティ委員会規則 

・国立大学法人高知大学法人文書管理規  

 則 

・国立大学法人高知大学職員給与規則 

・国立大学法人高知大学職員労働安全衛

生管理規則 

・国立大学法人高知大学における教員の

任期に関する規則 

・国立大学法人高知大学債権管理事務取

扱規則 

・国立大学法人高知大学における競争的

資金等の取扱いに関する規則 

・高知大学学生準則 

・高知大学医学部情報医学委員会規則 

・高知大学医学部自己点検・評価委員会

規則 

・高知大学医学部附属病院研修登録医受

入規則 

・高知大学学術研究報告編集委員会規則 

国立大学法人高知大学職員給与規則等の

一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.30 

規則第 156 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの独立行政法人大学評

価・学位授与機構及び独立行政法人国立大学財務・

経営センターの独立行政法人大学改革支援・学位授

与機構への統合に伴い、学内規則中の当該組織名の 

・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退職手当規 



 
 
 
 
 
第 33号               高 知 大 学 学 報         平成 28年 5月  （19） 

 
 則     変更など所要の改正を行うもの。 

・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予算決算及び出

納事務取扱規則 

高知大学理学部規則の一部を改正する規

則 

学長 平成 

28.2.22 

規則第 157 号 平成 

28.4.1 

授業科目区分「共通専門科目」の廃止に伴う改正。 

高知大学理学部学科履修規則の一部を改

正する規則 

学長 平成 

28.2.22 

規則第 158 号 平成 

28.4.1 

授業科目区分における共通専門科目の廃止に伴

い、同科目を教養科目又は専門科目の専門基礎科目

群へ移行させることとし、授業科目表及び卒業研究

履修資格要件科目表等規則を一部改正。 

また、教職に関する科目「生徒指導」の授業科目

名を変更、教育実習受講資格要件単位に「生徒指導・

進路指導２単位」「教育相談２単位」を含むこととす

る、教職に関する科目「同和教育論」の廃止などに

伴い、規則を一部改正。 

国立大学法人高知大学事務組織規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.18 

規則第 159 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月 1 日付事務組織の改編（医学部・病

院事務部施設管理課の施設管理室への再編等）に伴

う改正。 

国立大学法人高知大学遺失物取扱規則等

の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.30 

規則第 160 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの事務組織の改編に伴い、

学内規則中の当該組織名の変更など所要の改正を行

うもの。 ・国立大学法人高知大学遺失物取扱規則 

・国立大学法人高知大学学報発行規則 

・高知大学学章取扱要領 

・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職員労働安全衛

生管理規則 

・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 

・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減損会計処理要  

 項 

・国立大学法人高知大学電気工作物保安

規程 

・国立大学法人高知大学高圧ガス製造施

設危害予防規則 

・高知大学医学部環境・安全委員会規則 

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の一部を

改正する規則 

学長 平成 

28.3.30 

規則第 161 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの学内組織の改編に伴い、

本規則別表中の組織名に係る規定などについて所要

の改正を行うもの。 

国立大学法人高知大学文書処理規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.30 

規則第 162 号 平成 

28.4.1 

本規則の規定内容については、平成 16 年４月の制

定後大きな改正は行われておらず、「部局」の規定や

「開封から受付までの流れ」に係る規定について、

「規定内容」と「実際の運用」との対応が判然とし
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ない規定となっていることから、文言の整理等を行

い、実際の運用が明確になるよう改める。 

あわせて、平成 28 年４月１日付学内組織の改組に

対応するため、関係部分について所要の改正を行う。 

国立大学法人高知大学公印規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

28.3.30 

規則第 163 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの学内組織の改編に伴い

作成・廃止等する公印に関し、所要の改正を行うも

の。 

あわせて、部局の定義に関する規定について、実

際に公印を有する各学系や機構等が含まれるよう改

めるとともに、実際に存在する部局ではない「設置

準備委員会委員長」等から提出を受けることがある

「別記様式」について実態に即して所要の改正を行

う。 

国立大学法人高知大学契約事務取扱規則

の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.30 

規則第 164 号 平成 

28.4.1 

契約事務の省力化を図るため、他大学の状況も参

考に、随意契約によろうとする場合の見積書の徴取

について、予定価格が 50 万円未満と見込まれるとき

又は見積書の徴取が不可能又は著しく困難であると

認められるときは省略できることとすることとし、

規則を一部改正。 

国立大学法人高知大学契約事務取扱要領

の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.3.30 

規則第 165 号 平成 

28.4.1 

契約事務の省力化を図るため、随意契約によろう

とする場合の見積書の徴取について、物品購入の際

「１品又は１式の予定価格が 100 万円を超える場

合」は、契約・支出決議に「見積書２通以上」を添

付することとされていたが、その他の請負等契約と

同様に、予定価格が 300 万円以下と見込まれる場合

は「見積書１通以上」の添付とすることとし、要領

を一部改正。 

あわせて、国立大学法人高知大学契約事務取扱規

則に規定することとした「見積書徴取の例外」に係

る規定について、本要領から削除。 

高知大学医学部附属病院薬剤部規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.4.19 

規則第 1 号 平成 

28.4.19 

医学部附属病院薬剤部においては、病棟薬剤業務

の推進を目的として「病棟薬剤業務支援室」を設置

し、入院患者の薬物治療のサポートを行ってきたが、

病棟に薬剤師を配置し病棟薬剤業務等を直接行う体

制が整備されてきたことから、室の名称を従来の「病

棟薬剤業務支援室」から「病棟薬剤業務室」に変更

することとし、規則を一部改正。 

高知大学医学部附属病院認定再生医療等

委員会規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.4.19 

規則第 2 号 平成 

28.4.19 

高知大学医学部附属病院認定再生医療等委員会に

ついて、再生医療等の安全性の確保等に関する法律

（平成 25 年法律第 85 号）第 26 条第４項の規定によ

り、厚生労働大臣の認定を受けるに当たって、厚生

労働省中国四国厚生局から、規則中代理出席に係る

規定の削除、審査等業務に加わることができない者

に係る規定に「委員会の運営に関する事務に携わる

者」を加えること、及び迅速審査の要件に係る規定
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の改正を求められた為、規則を一部改正。 

高知大学医学部における生命倫理関係指

針に係る学長の権限又は事務の委任に関

する規則 

学長 平成 

28.4.12 

規則第 3 号 平成 

28.4.12 

高知大学における人間を直接対象とした医学の研

究は、倫理審査委員会の審査を経る必要があること

などを規定した、国の生命倫理関係指針に添って実

施されている。 

当該指針では、研究を実施する法人の代表者であ

る研究機関の長は、当該研究機関において定められ

た規程により研究の実施の許可や関係者への教育の

実施などの機関の長の権限又は事務を当該研究機関

内の適当な者に委任できるとされ、医学系研究の円

滑な実施が図られている。 

本学においても、医学部における人間を直接対象

とした医学の研究については、実態として医学部長

がその権限及び事務を担っていることから、実態に

即し、生命倫理関係指針における研究機関の長であ

る学長の権限又は事務を医学部長に委任することと

し、本規則を制定。 

 



○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
H28.3.31 大西　宗夫 人文社会科学部門　教授
H28.3.31 渡邊　春美 教育学部門　教授
H28.3.31 菊地　るみ子 教育学部門　教授
H28.3.31 田邊　重任 教育学部門　准教授
H28.3.31 神家　一成 教育学部門　教授（再雇用大学教員） 教育学部門　教授
H28.3.31 村岡　道明 理学部門　教授
H28.3.31 大坪　義夫 理学部門　教授（再雇用大学教員） 理学部門　教授
H28.3.31 椛　秀人 基礎医学部門　教授
H28.3.31 杉浦　哲朗 臨床医学部門　教授
H28.3.31 執印　太郎 基礎医学部門　教授
H28.3.31 高橋　永子 看護学部門　教授
H28.3.31 坂本　雅代 看護学部門　教授
H28.3.31 上田　拓史 黒潮圏科学部門　教授

【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.2.29 吉田　行貴 臨床医学部門　助教 医学部附属病院　特任助教
H28.2.29 石上　悦子 看護学部門　准教授
H28.3.30 新納　宏 地域協働教育学部門　教授 国際連携推進センター　特任教授
H28.3.31 藤田　尚文 高知大学　理事 教育学部門　教授
H28.3.31 西郷　和彦 設備サポート戦略室　特任教授
H28.3.31 小久保　敬史 教育学部附属小学校　教諭
H28.3.31 小濵　みほ 教育学部附属小学校　教諭
H28.3.31 前田　知子 教育学部附属中学校　教諭
H28.3.31 島元　理央 教育学部附属中学校　教諭
H28.3.31 佐竹　潤 教育学部附属特別支援学校　教諭
H28.3.31 野中　優司 教育学部附属特別支援学校　教諭
H28.3.31 山陸　佳人 教育学部附属特別支援学校　教諭
H28.3.31 安東　恵美 教育学部附属特別支援学校　教諭
H28.3.31 中野　舞 教育学部附属幼稚園　教諭
H28.3.31 中道　一心 人文社会科学部門　准教授
H28.3.31 松島　朝秀 人文社会科学部門　准教授 教師教育センター　特任准教授
H28.3.31 上岡　克己 人文社会科学部門　教授（再雇用大学教員）

H28.3.31 持尾　伸二 人文社会科学部門　准教授（再雇用大学教員）

H28.3.31 山中　文 教育学部門　教授
H28.3.31 前西　繁成 教育学部門　准教授 全学教育機構　特任准教授
H28.3.31 島田　希 教育学部門　講師
H28.3.31 北川　修久 教育学部門　教授（再雇用大学教員）
H28.3.31 那須　恒夫 教育学部門　教授（再雇用大学教員）
H28.3.31 裏垣　博 教育学部門　教授（再雇用大学教員）
H28.3.31 横山　俊治 理学部門　教授（再雇用大学教員）
H28.3.31 内田　有希 基礎医学部門　助教
H28.3.31 飯山　達雄 基礎医学部門　助教
H28.3.31 村上　雅尚 基礎医学部門　助教
H28.3.31 和田　倫子 連携医学部門　助教
H28.3.31 片岡　浩巳 連携医学部門　助教
H28.3.31 國見　祐輔 臨床医学部門　助教
H28.3.31 廣橋　健太郎 臨床医学部門　助教
H28.3.31 公文　雅士 臨床医学部門　助教
H28.3.31 木岐　淳 臨床医学部門　助教 医学部附属病院　特任助教
H28.3.31 森　正和 臨床医学部門　助教 医学部附属病院　特任助教
H28.3.31 東谷　芳史 臨床医学部門　助教
H28.3.31 河瀨　成穂 臨床医学部門　助教
H28.3.31 深見　公雄 黒潮圏科学部門　教授 高知大学　理事
H28.3.31 吉用　武史 地域協働教育学部門　准教授 地域協働教育学部門　特任講師
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H28.3.31 加藤　勉 人文社会科学部　特任シニアプロフェッサー 人文社会科学部門　教授（再雇用大学教員）

H28.3.31 緒方　巧二 医学部附属病院　特任助教
H28.3.31 島本　力 医学部附属病院　特任助教
H28.3.31 寺石　美香 医学部附属病院　特任助教
H28.3.31 三浦　紀子 医学部附属病院　特任助教 臨床医学部門　助教
H28.3.31 片岡　正典 総合研究センター　特任講師 複合領域科学部門　特任講師
H28.3.31 平野　千博 若手研究者評価支援機構　特任教授
H28.3.31 福井　美和 学務部学生支援課就職室就職支援係　係員 学生・教育支援機構　特任助教
H28.4.10 田村　賢司 臨床医学部門　助教
H28.4.30 池添　隆之 臨床医学部門　講師
H28.4.30 次田　　誠 臨床医学部門　助教
H28.4.30 阪口　昌彦 医学部附属病院　特任助教

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H28.2.1 木嶋　美香 基礎医学部門　助教
H28.2.5 小久保　敬史 教育学部附属小学校　教諭
H28.3.1 吉田　行貴 臨床医学部門　助教 医学部附属病院　特任助教
H28.3.1 矢野　晶子 医学部附属病院　特任助教
H28.4.1 深瀨　明子 教育学部附属小学校　教諭
H28.4.1 沖　卓弥 教育学部附属小学校　教諭
H28.4.1 中田　敦夫 教育学部附属特別支援学校　教諭
H28.4.1 長﨑　太一 教育学部附属特別支援学校　教諭
H28.4.1 森　桂子 教育学部附属特別支援学校　教諭
H28.4.1 紀ノ國　麻里奈 教育学部附属特別支援学校　教諭
H28.4.1 森下　英恵 教育学部附属幼稚園　教諭
H28.4.1 松島　朝秀 人文社会科学部門　准教授 教師教育センター　特任准教授
H28.4.1 森　有希 教育学部門　准教授
H28.4.1 前西　繁成 教育学部門　准教授 全学教育機構　特任准教授
H28.4.1 氏家　由利香 理学部門　准教授
H28.4.1 山口　正洋 基礎医学部門　教授
H28.4.1 仲　哲治 臨床医学部門　教授
H28.4.1 木岐　淳 臨床医学部門　助教 医学部附属病院　特任助教
H28.4.1 森　正和 臨床医学部門　助教 医学部附属病院　特任助教
H28.4.1 田所　伸朗 臨床医学部門　助教
H28.4.1 西村　真紀 医学教育部門　寄附講座特任准教授
H28.4.1 山内　紘子 医学教育部門　寄附講座特任助教
H28.4.1 寄高　博行 黒潮圏科学部門　教授
H28.4.1 長﨑　慶三 黒潮圏科学部門　教授
H28.4.1 深見　公雄 黒潮圏科学部門　教授 高知大学　理事
H28.4.1 新納　宏 地域協働教育学部門　教授 国際連携推進センター　特任教授
H28.4.1 吉用　武史 地域協働教育学部門　准教授 地域協働教育学部門　特任講師
H28.4.1 松本　明 地域協働教育学部門　准教授
H28.4.1 田中　求 地域協働教育学部門　講師
H28.4.1 佐藤　洋子 地域協働教育学部門　助教
H28.4.1 仁子　陽輔 複合領域科学部門　助教
H28.4.1 今村　和也 複合領域科学部門　助教

H28.4.1
KARS MYRIAM
ANNIE CLAIRE

複合領域科学部門　助教

H28.4.1 加藤　勉 人文社会科学部　特任シニアプロフェッサー 人文社会科学部門　教授（再雇用大学教員）

H28.4.1 三浦　紀子 医学部附属病院　特任助教 臨床医学部門　助教
H28.4.1 高山　裕介 医学部附属病院　特任助教
H28.4.1 藤岡　愛 医学部附属病院　特任助教
H28.4.1 船越　生吾 医学部附属病院　特任助教
H28.4.1 北村　園惠 医学部附属病院　特任助教
H28.4.1 坂本　智香 学生総合支援センター　特任講師
H28.4.1 楠瀨　弘哲 教師教育センター　特任准教授
H28.4.1 片岡　正典 総合研究センター　特任講師 複合領域科学部門　特任講師
H28.4.1 川澤　慶洋 地域連携推進センター　特任教授
H28.4.1 川竹　大輔 地域連携推進センター　特任准教授
H28.4.11 福原　秀雄 臨床医学部門　助教
H28.4.1 神家　一成 教育学部門　教授（再雇用大学教員）

H28.4.1 大坪　義夫 理学部門　教授（再雇用大学教員）
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【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H28.4.1 遠藤　尚 教育学部門　講師 教育学部門　助教
H28.4.1 幸　篤武 教育学部門　講師 教育学部門　助教
H28.4.1 池島　耕 農学部門　教授 農学部門　准教授
H28.4.1 松村　敬久 臨床医学部門　教授 臨床医学部門　准教授
H28.4.1 井上　啓史 臨床医学部門　教授 臨床医学部門　准教授
H28.4.1 矢田部智昭 臨床医学部門　講師 臨床医学部門　助教
H28.4.1 山脇　京子 看護学部門　教授 看護学部門　准教授
H28.4.1 森木　妙子 看護学部門　教授 看護学部門　准教授
H28.4.1 久保田　賢 黒潮圏科学部門　教授 黒潮圏科学部門　准教授
H28.4.1 岡村　慶 複合領域科学部門　教授 複合領域科学部門　准教授
H28.4.1 上田　忠治 複合領域科学部門　教授 複合領域科学部門　准教授

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.2.1 岡村　眞 防災推進センター　特任教授 総合研究センター　特任教授
H28.4.1 臼井　朗 海洋コア総合研究センター　特任教授 総合研究センター　特任教授

[事務系職員]
【定年退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.3.31 小松　俊彦 総務部総務課教育事務室　室長
H28.3.31 頭師　昭二 財務部施設企画課　特任専門員 医学部・病院事務部施設管理課　課長
H28.3.31 井上　博文 学務部学務課　特任専門員 学務部学務課　課長
H28.3.31 小島　政明 医学部・病院事務部総務企画課人事係　事務補佐員（再雇用職員） 医学部・病院事務部総務企画課　課長補佐

H28.3.31 仙波　勲 医学部・病院事務部学生課大学院係　係長

H28.3.31 並川　孝治 医学部・病院事務部医事課医事係　事務補佐員（再雇用職員） 医学部・病院事務部医事課　課長補佐

H28.3.31 大野　憲昭 医学部・病院事務部医事課医療安全係　事務補佐員（再雇用職員） 医学部・病院事務部医事課　課長補佐
H28.3.31 中澤　正 医学部附属病院栄養管理部　技能補佐員（調理師）（再雇用職員） 医学部附属病院栄養管理部　調理師

H28.3.31 沼田　幸二 医学部附属病院栄養管理部　技能補佐員（調理師）（再雇用職員） 医学部附属病院栄養管理部　調理師

【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.3.31 髙村　仁美 総務部総務課人文事務室人文事務係　主任

H28.3.31 吉本　昌代 財務部経理室出納係　係員
H28.3.31 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（再雇用職員）

H28.3.15 大槻　聖子 学生総合支援センター　特任専門職員
H28.3.31 小笠原　茂 学生総合支援センター　特任専門職員
H28.3.31 南　幸徳 総合研究センター　技術補佐員（再雇用職員）

H28.3.31 伊藤　仁美 地域連携推進センター　特任専門職員

【退職（転籍）】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.3.31 森下　元文 日本芸術文化振興会　基金部地域文化助成課　課長 法人企画課　課長
H28.3.31 石井　康雄 神戸大学　研究推進部　部長 総務部　部長
H28.3.31 仙頭　康広 文部科学省 総務部人事課付　係員
H28.3.31 西　英朗 奈良女子大学　施設企画課　課長 財務部施設整備課　課長
H28.3.31 小林　秀樹 徳島大学　国際課　課長 研究国際部研究推進課　課長
H28.3.31 濵田　太 島根大学　学術国際部国際交流課　課長 研究国際部地域連携課　課長

【出向】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.4.1 末本　美千代 高知工業高等専門学校　学生課　課長 学務部学務課　課長補佐
H28.4.1 上岡　大祐 国立室戸青少年自然の家　総務・管理係　係員 学務部学生支援課学生生活支援係　係員

【採用（転籍）】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H28.4.1 佐藤　泰司 法人企画課　課長 香川大学　経営管理室企画グループリーダー

H28.4.1 石﨑　忠夫 総務部　部長 和歌山大学　企画戦略部　部長
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H28.4.1 茅原　勲 財務部施設整備課　課長 岡山大学　病院事務部病院施設管理課　課長

H28.4.1 立花　広枝 医学部・病院事務部学生課　課長 高知工業高等専門学校　学生課　課長

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H28.4.1 井上　大志 法人企画課ＩＲ・評価室ＩＲ・評価係　係員

H28.4.1 藤岡　裕也 財務部経理室出納係　係員
H28.4.1 頭師　昭二 財務部施設企画課　特任専門員 医学部・病院事務部施設管理課　課長
H28.4.1 白米　英里 研究国際部地域連携課地方創生推進室地方創生推進係　係員

H28.4.1 井上　博文 学務部学務課　特任専門員 学務部学務課　課長
H28.4.1 福井　美和 学務部学生支援課就職室就職支援係　係員 学生・教育支援機構　特任助教
H28.4.1 竹﨑　はるな 医学部・病院事務部医事課地域医療連携係　係員

H28.4.1 茂川　拓紀 設備サポート戦略室　技術職員
H28.4.1 西川　翔太郎 医学部附属病院栄養管理部　調理師
H28.4.1 松本　大輝 医学部附属病院栄養管理部　調理師
H28.4.1 小島　政明 医学部・病院事務部総務企画課人事係　事務補佐員（再雇用職員） 医学部・病院事務部総務企画課　課長補佐

H28.4.1 並川　孝治 医学部・病院事務部医事課医事係　事務補佐員（再雇用職員） 医学部・病院事務部医事課　課長補佐
H28.4.1 大野　憲昭 医学部・病院事務部医事課医療安全係　事務補佐員（再雇用職員） 医学部・病院事務部医事課　課長補佐
H28.4.1 中澤　正 医学部附属病院栄養管理部　技能補佐員（調理師）（再雇用職員） 医学部附属病院栄養管理部　調理師
H28.4.1 沼田　幸二 医学部附属病院栄養管理部　技能補佐員（調理師）（再雇用職員） 医学部附属病院栄養管理部　調理師

【復帰】
発令年月日 氏名 復帰後の所属・職 元所属・職
H28.4.1 森木　直矢 学務部学務課教師教育支援室教師教育・資格教育支援係　係員 国立室戸青少年自然の家　総務・管理係　係員

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H28.4.1 竹下　佳 法人監査室　専門職員 法人監査室　主任
H28.4.1 中城　貴美 法人企画課秘書室　主任 法人企画課秘書室　係員
H28.4.1 中山　昭雄 法人企画課ＩＲ・評価室　専門員 法人企画課評価室評価係　係長
H28.4.1 小島　公美子 総務部総務課法規係　主任 総務部総務課法規係　係員
H28.4.1 田中　佐智 総務部人事課　課長補佐 総務部人事課人事管理係　係長
H28.4.1 三宮　寛子 総務部人事課給与・共済係　主任 総務部人事課給与・共済係　係員
H28.4.1 末本　淳志 財務部経理室　専門員 医学部・病院事務部会計課　専門職員
H28.4.1 青木　啓三 財務部経理室契約係　係長 財務部経理室契約係　主任
H28.4.1 毛利　敬太 財務部施設企画課総務係　係長 財務部施設企画課総務係　主任
H28.4.1 有藤　壽子 財務部施設企画課企画係　主任 財務部施設整備課建築係　係員
H28.4.1 大島　純子 財務部施設整備課建築係　主任 財務部施設企画課活用係　係員
H28.4.1 岡林　晶人 財務部施設整備課電気係　係長 財務部施設整備課電気係　主任
H28.4.1 都築　弘孝 財務部施設整備課機械係　係長 医学部・病院事務部施設管理課機械係　主任

H28.4.1 安岡　隆一 研究国際部研究推進課　専門員 財務部経理室総括係　係長
H28.4.1 芝　弘行 研究国際部地域連携課　課長 学務部入試課　課長補佐
H28.4.1 洞口　由美 研究国際部地域連携課　課長補佐 研究国際部地域連携課知的財産係　係長
H28.4.1 谷内　紗代 研究国際部地域連携課知的財産係　主任 研究国際部地域連携課知的財産係　係員
H28.4.1 吉岡　瞳 研究国際部国際交流課国際企画係　係長 学務部学務課修学支援室
　教育学部教務係主任

H28.4.1 黒田　さやか 学務部学務課教育支援室教育企画係　主任 学務部学務課教育支援室教育企画係　係員

H28.4.1 福島　愛加 学務部学務課修学支援室人文社会科学部教務係　主任 学務部学務課修学支援室人文学部教務係　係員

H28.4.1 刈谷　正志 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人事係　係長

H28.4.1 真鍋　春樹 医学部・病院事務部総務企画課　専門員 医学部・病院事務部総務企画課総務係　係長

H28.4.1 赤木　正美 医学部・病院事務部総務企画課　専門職員 医学部・病院事務部総務企画課職員係　主任

H28.4.1 土居　智美 医学部・病院事務部総務企画課人事係　主任 医学部・病院事務部総務企画課人事係　係員

H28.4.1 前田　英武 医学部・病院事務部医事課　専門職員 医学部・病院事務部医事課地域医療連携係　主任

H28.4.1 中平　伸一 医学部・病院事務部医事課　専門職員 医学部・病院事務部医事課診療請求係　主任

H28.4.1 久保　雅裕 医学部・病院事務部医事課　専門職員 医学部・病院事務部医事課収納・債権係　主任

H28.4.1 高原　優 医学部・病院事務部医事課地域医療連携係　主任 医学部・病院事務部医事課地域医療連携係　係員

H28.4.1 田村　桃子 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

H28.4.1 溝渕　雅章 設備サポート戦略室　技術専門職員 総合研究センター　技術職員
H28.4.1 氏原　隆子 設備サポート戦略室　技術専門職員 総合研究センター　技術職員
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【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.4.1 西村　路彦 法人企画課ＩＲ・評価室　室長 法人企画課評価室　室長
H28.4.1 片岡　美喜 法人企画課ＩＲ・評価室ＩＲ・評価係　係員 法人企画課評価室評価係　係員
H28.4.1 笹山　明伸 総務部総務課総務係　係員 総務部人事課付　係員
H28.4.1 山本　禎司 総務部総務課広報係　係長 研究国際部国際交流課国際企画係　係長
H28.4.1 石田　菜美 総務部総務課広報係　係員 総務部総務課広報戦略室広報戦略係　係員

H28.4.1 池本　強 総務部総務課広報係　主任（再雇用職員） 総務部総務課広報戦略室広報戦略係　主任（再雇用職員）

H28.4.1 米澤　温果 総務部人事課付　係員 学務部学務課教育支援室教育企画係　係員

H28.4.1 梁川　五郎 総務部人事課労務管理係　主任 財務部経理室旅費・謝金係　主任
H28.4.1 岩﨑　文佳 総務部物部総務課会計係　係長 研究国際部研究推進課海洋コア室海洋コア係　係長

H28.4.1 横山　修 総務部総務課教育事務室　室長 研究国際部国際交流課　課長補佐
H28.4.1 村田　幸繁 総務部総務課人文社会科学事務室　室長 研究国際部研究推進課　専門員
H28.4.1 松本　光代 総務部総務課人文社会科学事務室人文社会科学事務係　係長 総務部総務課人文事務室人文事務係　係長

H28.4.1 土居　千里 総務部総務課人文社会科学事務室人文社会科学事務係　主任 総務部総務課法規係　主任
H28.4.1 坂本　克彦 総務部総務課理学事務室　室長 総務部総務課　専門員
H28.4.1 松本　繁代 総務部物部総務課学務室学務係　係長 学務部学務課修学支援室人文学部教務係　係長

H28.4.1 松岡　美紀 総務部物部総務課学務室学生支援係　係長 総務部物部総務課　専門職員
H28.4.1 喜多　理江 財務部経理室　専門員 総務部総務課理学事務室　室長
H28.4.1 依光　美樹 財務部経理室契約係　係員 学務部学務課修学支援室全学・共通教育係　係員

H28.4.1 尾ノ上　尚恵 財務部経理室旅費・謝金係　係員 法人企画課評価室評価係　係員
H28.4.1 松下　裕也 財務部施設企画課総務係　係員 財務部施設企画課企画係　係員
H28.4.1 弘田　雅彦 財務部施設企画課企画係　係長 財務部施設企画課活用係　係長
H28.4.1 川田　翔太 財務部施設企画課企画係　係員 医学部・病院事務部施設管理課電気係　係員

H28.4.1 笠井　行治 財務部施設企画課活用係　係長 財務部施設企画課企画係　係長
H28.4.1 山田　和弥 財務部施設整備課建築係　係員 医学部・病院事務部施設管理課建築係　係員

H28.4.1 野村　泰介 財務部施設整備課電気係　係員 医学部・病院事務部施設管理課電気係　係員

H28.4.1 橋田　浩之 財務部施設整備課機械係　係員 医学部・病院事務部施設管理課機械係　係員

H28.4.1 藤原　眞一 研究国際部研究推進課　課長補佐 研究国際部地域連携課　課長補佐
H28.4.1 唐岩　美奈子 研究国際部研究推進課研究助成係　係長 財務部経理室旅費・謝金係　係長
H28.4.1 西村　孝志 研究国際部学術情報課情報システム係　係長 総務部物部総務課会計係　係長
H28.4.1 西村　康子 研究国際部学術情報課物部分館サービス係　係長 研究国際部学術情報課農学部分館サービス係　係長

H28.4.1 濵田　規子 研究国際部学術情報課物部分館サービス係　事務補佐員（再雇用職員） 研究国際部学術情報課農学部分館サービス係　事務補佐員（再雇用職員）

H28.4.1 片岡　清茂 研究国際部地域連携課　課長補佐 研究国際部研究推進課　課長補佐
H28.4.1 山脇　由子 研究国際部国際交流課国際企画係　係員 総務部人事課付　係員
H28.4.1 橋本　直子 研究国際部研究推進課海洋コア室海洋コア係　係長 研究国際部研究推進課研究助成係　係長
H28.4.1 竹島　隆文 学務部学務課　課長 学務部入試課　課長
H28.4.1 西田　浩敏 学務部学務課　課長補佐 総務部総務課人文事務室　室長
H28.4.1 徳弘　英明 学務部学生支援課　専門職員 学務部学務課教育支援室総務係　係長
H28.4.1 松田　政盛 学務部入試課　課長 医学部・病院事務部学生課　課長
H28.4.1 横山　光治 学務部入試課　課長補佐 医学部・病院事務部学生課　専門員
H28.4.1 石黒　尋希 学務部入試課入試実施係　主任 学務部学生支援課就職室就職支援係　主任

H28.4.1 高橋　俊裕 学務部学務課修学支援室全学・共通教育係　係員 学務部学務課修学支援室地域協働学部教務係　係員

H28.4.1 都築　正子 学務部学務課修学支援室人文社会科学部教務係　係長 総務部物部総務課学務室学生支援係　係長

H28.4.1 中城　由貴 学務部学務課修学支援室教育学部教務係　係員 学務部学務課修学支援室理学部教務係　係員

H28.4.1 依光　奈津 学務部学務課修学支援室理学部教務係　係員 医学部・病院事務部会計課外部資金担当係　係員

H28.4.1 中川　正 学務部学務課修学支援室地域協働学部教務係　事務補佐員（再雇用職員） 学務部学務課教師教育・資格教育支援係　事務補佐員（再雇用職員）

H28.4.1 川澤　亜紗実 医学部・病院事務部総務企画課総務係　係員 医学部・病院事務部総務企画課調査・広報係　係員

H28.4.1 井手　玲子 医学部・病院事務部総務企画課人事係　係長 医学部・病院事務部総務企画課　専門職員

H28.4.1 松岡　玲子 医学部・病院事務部会計課　専門職員 財務部経理室契約係　係長
H28.4.1 早川　崇 医学部・病院事務部会計課総務係　主任 医学部・病院事務部会計課医学情報処理係　主任

H28.4.1 髙松　基子 医学部・病院事務部会計課外部資金担当係　係員 総務部人事課労務管理係　係員
H28.4.1 友永　貴久 医学部・病院事務部会計課医学情報処理係　係員 医学部・病院事務部会計課総務係　係員
H28.4.1 並川　理加 医学部・病院事務部学生課大学院係　係長 医学部・病院事務部学生課教務係　係長
H28.4.1 浪上　健一 医学部・病院事務部施設管理室　室長 医学部・病院事務部施設管理課　専門員
H28.4.1 田部　浩史郎 医学部・病院事務部施設管理室建築係　係員 医学部・病院事務部施設管理課建築係　係員

H28.4.1 打井　鴻志 医学部・病院事務部施設管理室建築係　係員 医学部・病院事務部施設管理課建築係　係員

H28.4.1 中井　啓太 医学部・病院事務部施設管理室電気係　係員 医学部・病院事務部施設管理課電気係　係員

H28.4.1 古谷　慶一 医学部・病院事務部施設管理室電気係　主任 医学部・病院事務部施設管理課電気係　主任

H28.4.1 田邊　和廣 医学部・病院事務部施設管理室機械係　係長 医学部・病院事務部施設管理課機械係　係長

H28.4.1 藤尾　憲司 医学部・病院事務部施設管理室機械係　係員 医学部・病院事務部施設管理課機械係　係員
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H28.4.1 高田　豊昭 医学部・病院事務部施設管理室機械係　技能補佐員（ボイラ技士）（再雇用職員） 医学部・病院事務部施設管理課機械係　技能補佐員（ボイラ技士）（再雇用職員）

H28.4.1 江口　さゆみ 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室企画係　係長 医学部・病院事務部総務企画課調査・広報係　係長

H28.4.1 笠井　早苗 医学部・病院事務部総務企画課地域医療支援室臨床研修係　係長 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　係長

H28.4.1 野瀨　庸子 医学部・病院事務部総務企画課地域医療支援室臨床研修係　係員 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　係員

H28.4.1 河野　美和 医学部・病院事務部総務企画課地域医療支援室キャリア形成支援係　主任 医学部・病院事務部総務企画課教室等支援室　主任

H28.4.1 能勢　英司 医学部・病院事務部学生課入試室　室長 学務部入試課　専門員
H28.4.1 佐藤　美帆 設備サポート戦略室　技術職員 総合研究センター　技術職員
H28.4.1 近藤　基樹 設備サポート戦略室　技術職員 総合研究センター　技術職員
H28.4.1 延本　篤也 設備サポート戦略室　技術職員 総合研究センター　技術職員
H28.4.1 久川　清仁 設備サポート戦略室　技術職員 総合研究センター　技術職員
H28.4.1 都留　忍 設備サポート戦略室　技術職員 総合研究センター　技術職員
H28.4.1 小西　裕子 設備サポート戦略室　技術専門職員 総合研究センター　技術専門職員
H28.4.1 片岡　佐誉 設備サポート戦略室　技術専門職員 総合研究センター　技術専門職員
H28.4.1 矢生　健一 設備サポート戦略室　技術専門職員 総合研究センター　技術専門職員
H28.4.1 森澤　啓子 設備サポート戦略室　技術専門職員 総合研究センター　技術専門職員
H28.4.1 高辻　博義 設備サポート戦略室　技術専門職員 総合研究センター　技術専門職員
H28.4.1 川田　潔 設備サポート戦略室　動物飼育員 総合研究センター　動物飼育員

H28.4.1 岡田　保志 設備サポート戦略室　技術補佐員（再雇用職員） 総合研究センター　技術補佐員（再雇用職員）

H28.4.1 城田　雅敏 設備サポート戦略室　技術補佐員（再雇用職員） 総合研究センター　技術補佐員（再雇用職員）

[病院職員]
【定年退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.3.31 西原　えり子 医学部附属病院輸血・細胞治療部　副臨床検査技師長

H28.3.31 小松　真貴 医学部附属病院看護部　看護師

H28.3.31 壬生　真貴 医学部附属病院看護部　医療補佐員（看護師）（再雇用職員） 医学部附属病院看護部　看護師

【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.3.31 横田　典和 医学部附属病院放射線部　主任診療放射線技師

H28.3.31 芥川　知彰 医学部附属病院リハビリテーション部　理学療法士

H28.3.31 芝藤　康代 医学部附属病院リハビリテーション部　作業療法士

H28.3.31 鈴木　朝妃 医学部附属病院リハビリテーション部　言語聴覚士

H28.3.31 竹田　朋代 医学部附属病院栄養管理部　栄養士
H28.4.30 島　めぐみ 医学部附属病院薬剤部　薬剤師
H28.4.30 片岡　晃一 医学部附属病院薬剤部　薬剤師
H28.4.30 今井　顕子 医学部附属病院薬剤部　薬剤師
H28.3.31 池下　怜里 医学部附属病院看護部　看護師
H28.3.31 藤村　洋美 医学部附属病院看護部　看護師
H28.3.31 松﨑　由記 医学部附属病院看護部　看護師
H28.3.31 平尾　香保 医学部附属病院看護部　看護師
H28.3.31 米田　菜摘 医学部附属病院看護部　看護師
H28.3.31 石川　葉津記 医学部附属病院看護部　看護師
H28.3.31 山﨑　礼華 医学部附属病院看護部　看護師
H28.3.31 宮本　彩乃 医学部附属病院看護部　看護師
H28.3.31 長井　諒香 医学部附属病院看護部　看護師
H28.4.30 野嶋　真衣 医学部附属病院看護部　看護師
H28.4.30 森奥　愛佳 医学部附属病院看護部　看護師
H28.2.29 中内　翼 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.3.31 中野　知子 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.3.31 栗林　一恵 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.3.31 東村　沙保 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.3.31 淺野　真由 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.3.31 桑名　佑紀 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.3.31 島村　育 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.3.31 宮﨑　千紘 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.3.31 兵頭　愛美 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.3.31 永田　洋子 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.3.31 久米　佐和 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.3.31 近藤　由三 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.3.31 吉良　裕美子 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）
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H28.3.31 小原　紘実 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.4.30 横田　夕貴 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.3.31 松井　佳代 医学部附属病院看護部　助産師（特例看護職員）

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H28.4.1 矢野　礼那 医学部附属病院検査部　臨床検査技師

H28.4.1 道家　章斗 医学部附属病院検査部　検査助手
H28.4.1 大黒　和輝 医学部附属病院放射線部　エックス線助手

H28.4.1 武内　佑磨 医学部附属病院放射線部　エックス線助手

H28.4.1 小田　翔太 医学部附属病院リハビリテーション部　理学療法士

H28.4.1 大石　大 医学部附属病院リハビリテーション部　作業療法士

H28.4.1 石田　智滉 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.4.1 柳澤　成佳 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.4.1 岩瀬　瑠美 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.2.1 細木　加寿子 医学部附属病院薬剤部　薬剤師
H28.4.1 藤田　博子 医学部附属病院薬剤部　薬剤師
H28.4.1 岡本　茉奈実 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.4.1 伊東　睦弘 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.4.1 東　香歩 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.4.1 坂本　紗友里 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.4.1 榎本　麻里子 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.4.1 垣内　綾乃 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.4.1 吉田　沙希 医学部附属病院看護部　看護師
H28.4.1 島田　美華 医学部附属病院看護部　看護師
H28.4.1 山﨑　麻朱 医学部附属病院看護部　看護師
H28.4.1 神家　ひとみ 医学部附属病院看護部　看護師
H28.4.1 和泉　可奈子 医学部附属病院看護部　看護師
H28.4.1 吉田　里沙 医学部附属病院看護部　看護師
H28.4.1 濵口　理奈 医学部附属病院看護部　看護師
H28.4.1 芝　可名 医学部附属病院看護部　看護師
H28.4.1 小松　成美 医学部附属病院看護部　看護師
H28.4.1 髙橋　政也 医学部附属病院看護部　看護師
H28.2.1 松本　めぐみ 医学部附属病院看護部　看護師
H28.4.1 上村　梨恵 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 永久　実奈美 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 鍵山　由衣 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 宮原　大地 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 丸岡　智喜 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 池ノ上　智佳 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 尾﨑　千芳 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 永野　裕花 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 西村　りさ 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 小谷　真由 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 高橋　恵里 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 西原　麻菜 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 木村　桃子 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 西岡　恵 医学部附属病院看護部　准看護師
H28.4.1 中野　幹子 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 中島　由貴 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 村上　愛実 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 岩本　奈々 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 清遠　千里 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 瀧野　りな 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 辻村　理紗子 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 大和　早紀 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 川村　伊織 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 藤田　世羅 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 窪内　柚乃 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 中平　夏野 医学部附属病院看護部　看護助手
H28.4.1 恒石　未輪 医学部附属病院看護部　看護師
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H28.4.1 永井　緑 医学部附属病院看護部　看護師
H28.4.1 幸﨑　万里子 医学部附属病院看護部　准看護師
H28.4.1 壬生　真貴 医学部附属病院看護部　医療補佐員（看護師）（再雇用職員） 医学部附属病院看護部　看護師

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H28.4.1 小松　豊 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

H28.4.1 宮尾　恵示 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
H28.4.1 廣田　亜希子 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

H28.4.1 横田　淳子 医学部附属病院薬剤部　副薬剤部長 医学部附属病院薬剤部　薬剤主任
H28.2.1 白石　佳世 医学部附属病院薬剤部　薬剤主任 医学部附属病院薬剤部　薬剤師
H28.4.2 西岡　恵 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
H28.4.2 道家　章斗 医学部附属病院検査部　臨床検査技師 医学部附属病院検査部　検査助手
H28.4.2 大黒　和輝 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

H28.4.9 武内　佑磨 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

H28.2.1 西原　えり子 医学部附属病院輸血・細胞治療部　副臨床検査技師長 医学部附属病院輸血部　副臨床検査技師長

H28.2.1 西　満子 医学部附属病院輸血・細胞治療部　臨床検査技師 医学部附属病院輸血部　臨床検査技師
H28.4.1 池田　美和 医学部附属病院輸血・細胞治療部　臨床検査技師 医学部附属病院検査部　臨床検査技師
H28.4.23 岡本　茉奈実 医学部附属病院薬剤部　薬剤師 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.4.23 伊東　睦弘 医学部附属病院薬剤部　薬剤師 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.4.23 東　香歩 医学部附属病院薬剤部　薬剤師 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.4.23 坂本　紗友里 医学部附属病院薬剤部　薬剤師 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.4.23 榎本　麻里子 医学部附属病院薬剤部　薬剤師 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.4.23 垣内　綾乃 医学部附属病院薬剤部　薬剤師 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H28.4.1 竹内　若夏子 医学部附属病院看護部　副看護師長 医療学系看護学部門　助教
H28.4.2 上村　梨恵 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
H28.4.2 永久　実奈美 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
H28.4.2 鍵山　由衣 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
H28.4.2 宮原　大地 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
H28.4.2 丸岡　智喜 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
H28.4.2 池ノ上　智佳 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
H28.4.2 尾﨑　千芳 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
H28.4.2 永野　裕花 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
H28.4.2 西村　りさ 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
H28.4.2 小谷　真由 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
H28.4.2 高橋　恵里 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
H28.4.2 西原　麻菜 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
H28.4.2 木村　桃子 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
H28.4.2 中野　幹子 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
H28.4.2 中島　由貴 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
H28.4.2 村上　愛実 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
H28.4.2 岩本　奈々 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
H28.4.2 清遠　千里 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
H28.4.2 瀧野　りな 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
H28.4.2 辻村　理紗子 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
H28.4.2 大和　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
H28.4.2 川村　伊織 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
H28.4.2 藤田　世羅 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
H28.4.9 窪内　柚乃 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
H28.4.9 中平　夏野 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
H28.4.2 永井　緑 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

○叙位・叙勲
　　高知大学名誉教授　 山崎　堯右

　叙勲　瑞宝中綬章　（平成28年4月29日付）

　　元高知大学事務局長　 近藤  宣征
　叙勲　瑞宝小綬章　（平成28年4月29日付）
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第 33号 高 知 大 学 学 報 平成 28年 5月  （30） 

第２５７回役員会（２月１０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) 大学教員人事案について 

(3) 大学教員の採用人事について 

(4) 事務局長宿舎（西町団地）の売却について 

(5) 損害賠償請求事件について 

〔報告事項〕 

(1) 国立大学法人高知大学学長選考会議規則の一部改正について 

(2) その他 

第２５８回役員会（２月２４日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 経営企画推進機構及びＩＲ・評価機構の設置について 

(2) 高知大学教職大学院設置準備室の設置について 

(3) 教育組織改革に係る教員の採用人事について 

(4) 国立大学法人高知大学組織規則の改正について 

(5) 平成 28年度教育組織改革に伴う規則の改正及び制定について 

(6) 教員人事の基本方針について 

(7) 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について 

(8) 教員の任期に関する規則等の一部改正について 

(9) 管理職手当の一部改正について 

(10) 修士課程医科学専攻のコース改編について 

(11) 平成 28年度国立大学法人総合損害保険加入等について 

〔報告事項〕 

(1) 平成 27年度第３四半期の財務状況について 

(2) 平成 27年度第３四半期の資金管理状況について 

(3) 規則の制定について 

(4) その他 

第２５９回役員会（２月２９日） 

〔審議事項〕 

議事 

(1) 平成 28年度年度計画（原案）について 

(2) 総合情報センター（図書館）の改組について 

(3) 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について 

〔報告事項〕 

(1) 第３期中期計画案について 

(2) その他 

会 議
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第２６０回役員会（３月８日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 理工学部（仮称）の設置計画について 

(2) 特任シニアプロフェッサー制度の新設に伴う関係規則の一部改正等について 

(3) クロスアポイントメント制度の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について 

〔報告事項〕 

(1) その他 

第２６１回役員会（３月９日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) センター系教員人事に関する基本方針について 

(2) 戦略的管理人員枠による人事について 

(3) 総合情報センター（図書館）の改組について 

(4) 平成 28年度教育組織改革に伴う規則の改正及び制定について 

(5) 教員の任期に関する規則等の一部改正について 

(6) 国立大学法人高知大学全学教員人事審議会規則の一部改正について 

(7) 大学教員の採用・昇任人事について 

(8) 独立行政法人通則法の改正に伴う職員倫理規則の一部改正について 

(9) 平成 28年度労使協定について 

(10) 人事委員会規則の一部改正について 

(11) 「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）」の採択に伴う規則の改正について 

(12) 修士課程医科学専攻のコース改編について 

(13) 高知大学学位規則の一部改正について 

(14) 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部改正について 

(15) 高知大学全学財務委員会規則の一部改正について 

〔報告事項〕 

(1) 平成 27年度高知大学教育奨励賞の選考結果について 

(2) 「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業に係る事後評価結果について 

(3) 「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業に係るテニュア再審査結果について 

(4) その他 

第２６２回役員会（３月１８日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 理工学部（仮称）の設置計画について 

(2) 経営企画推進機構及びＩＲ・評価機構の設置について 

(3) 国立大学法人高知大学組織規則の改正について 

(4) 平成 28年度年度計画（原案）について 

(5) 管理職手当の一部改正について 

(6) 特任シニアプロフェッサー制度の新設に伴う関係規則の一部改正について 

(7) クロスアポイントメント制度の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について 

(8) 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について 

(9) 平成 28年度予算編成方針及び予算配分基準について 
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(10) 平成 28年度資金管理計画について 

〔報告事項〕 

(1) その他 

第２６３回役員会（３月２５日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 高知大学医学部地域精神医療支援プロジェクトの期間延長について 

(2) 寄附講座（災害・救急医療学講座）の期間更新について 

(3) 障害者差別解消法にかかる対応要領について 

(4) 障害者差別解消法の施行及び障害者雇用促進法の改正に伴う就業規則の一部改正について 

(5) 戦略的管理人員枠による人事について 

(6) 大規模災害時に避難所として使用する施設の拡大について 

(7) 国立大学法人高知大学広報戦略委員会規則の制定について 

(8) 国立大学法人高知大学広告掲載要項の改正について 

(9) 女性活躍推進法の施行による一般事業主行動計画の策定等について 

(10) 男女共同参画推進委員会規則の一部改正について 

(11) 大学教員人事案について 

(12) 大学教員の採用・昇任人事について 

(13) 学位取得促進プログラム参加者について 

(14) 学位取得支援プログラム参加者について 

(15) 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則等の一部を改正する規則の制定について 

(16) 高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会規則の一部改正について 

〔報告事項〕 

(1) 体育会サッカー部ユニフォームへの広告掲載について 

(2) 大学教員の再任について 

(3) 国際交流協定の締結等について 

(4) 医師国家試験合格状況について 

(5) 第３期研究拠点プロジェクトの採択について 

(6) 規則の制定について 

(7) その他 

第２６４回役員会（４月１３日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 理事就任に伴う支援措置について 

(2) 大学教員の採用・昇任人事について 

〔報告事項〕 

(1) 保健師・看護師・助産師国家試験合格状況について 

(2) 資金運用状況について 

(3) その他 

第２６５回役員会（４月２７日）

議事 

〔審議事項〕 
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(1) 教育組織改革に係る教員の採用人事について 

(2) JICA四国と国立大学法人高知大学との連携協力の推進に関する覚書の締結について 

(3) 理工学部設置準備委員会要項の制定について 

(4) 平成 27年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出について 

〔報告事項〕 

(1) 国際交流協定の締結等について 

(2) 平成 28年度一般入試実施状況等について 

(3) 規則の制定について 

(4) その他 

第５８回経営協議会（２月２２日） 

議事 

(1) 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について 

第５９回経営協議会（３月１８日） 

議事 

(1) 理工学部（仮称）の設置計画について 

(2) 経営企画推進機構及びＩＲ・評価機構の設置について 

(3) 国立大学法人高知大学組織規則の改正について 

(4) 第３期中期目標・中期計画について 

(5) 平成 28年度年度計画（原案）について 

(6) 管理職手当の一部改正について 

(7) 教員人事の基本方針について 

(8) 特任シニアプロフェッサー制度の新設に伴う関係規則の一部改正について 

(9) クロスアポイントメント制度の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について 

(10) 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について 

（11）平成 28年度予算編成方針及び予算配分基準について 

（12）平成 28年度資金管理計画について 

（13）平成 27年度第３四半期の財務状況について 

（14）平成 27年度第３四半期の資金管理状況について 

（15）役員の本給月額について 

（16）役員の退職手当に係る業績評価について 

（17）その他 

第７３回教育研究評議会（３月９日） 

議事 

(1) 理工学部（仮称）の設置計画について 

(2) 経営企画推進機構及びＩＲ・評価機構の設置について 

(3) 総合情報センター（図書館）の改組について 

(4) 国立大学法人高知大学組織規則の改正について 

(5) 第３期中期目標・中期計画について 

(6) 平成 28年度年度計画（原案）について 

(7) 平成 26年度「教員の自己点検・評価」について 

(8) 平成 28年度教育組織改革に伴う規則の改正及び制定について 

(9) 教員人事の基本方針について 
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(10) 教員の任期に関する規則等の一部改正について 

(11) 特任シニアプロフェッサー制度の新設に伴う関係規則の一部改正等について 

(12) クロスアポイントメント制度の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について 

(13) 高知大学学位規則の一部改正について 

(14) 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部改正について 

(15) 修士課程医科学専攻のコース改編について 

(16) 平成 27年度高知大学教育奨励賞の選考結果について 

(17) 経営協議会の学外委員について 

(18) 規則の制定について 

(19) 高知大学名誉教授の称号授与について 

(20) その他 

第７４回教育研究評議会（４月 19日） 

議事 

(1) 経営協議会の学外委員について 
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○平成 27 年度 高知大学卒業式

 平成 28年 3月 23日（水）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 27 年度の卒業式が執り行われた。卒業者総数は、1,065 名。 

  人文学部 295 名 早期卒業生 1 名  教育学部 165 名 

  理学部   246 名 早期卒業生 1 名  医学部   179 名 

  農学部   166 名 早期卒業生 1 名  土佐さきがけプログラム 11名 

平成 27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。教職員を代表してお祝い申し上げます。 

 保護者の皆様には、お慶びもいかばかりかと、推察申し上げますとともに、心からお祝い申し上げ

ます。 

また、ご多忙のところ、ご臨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。 

 はじめに、皆さんに感謝の気持ちを伝えたいと思います。昨年卒業した学生諸君の中の４人と学長

室で昼食を共にしたのがきっかけで、２０１３年４月に「学長めし」という企画を始め、昼食を取り

ながら、たわいのない世間話から学生生活の話、学生諸君と高知大学が抱えている課題などについて、

皆さんや皆さんの後輩から、学生の視点で、鋭い本音の意見を聞かせてもらい、皆さんの意見を大学

経営に活かしています。今ここにいる皆さんの中にも、「学長めし」に参加して下さった方がいるは

ずです。この「学長めし」で皆さんと交流することで、皆さんが高知大学の改革を応援してくれてい

ると感じ、それがエネルギーとなって、とても心強い思いで全学的教育組織改革を進めることが出来

ました。その最初の成果が、実に３８年ぶりの新学部にして、今、多くの国立大学が改革の参考にし

ている「地域協働学部」の設置であります。この「地域協働学部」の新設に伴う一連の改革によって、

平成２６年度の業務実績評価では「最高点」を獲得し、マスコミにも大きく取り上げられました。こ

れらの改革が現在進めている教育改革にもつながっております。「高知大学の経営・改革」に、皆さ

んの意見が大きな力になっているのです。本当に有り難う。 

 さて、皆さんが授与された「学位記」は、皆さんのたゆまぬ研鑽と、その素晴らしい成果の証明で

あり、これから社会で活躍出来る高い能力を修得していることの証であります。ご家族や教職員の支

援と指導があったとはいえ、「学位記」は皆さん自身の努力の賜であります。そのことに大きな誇り

を持ち、胸を張って高知大学を巣立って下さい。皆さんは、ご家族の誇りでありましょうが、私たち

教職員にとっても大きな誇りであり、大切な宝であります。 

 皆さんは、国立大学の卒業生です。それは、皆さん一人一人が、この国の、この社会のリーダー候

補生であることを意味しております。そして、皆さんを支援して下さったご家族をはじめ、日本国民

の皆さんに感謝し、皆さんが修得された高い能力を、社会に還元する責務があるということでもあり

ます。国立大学の使命は、学生諸君に自分と自分の周りだけではなく、国や社会も幸せにする能力を

修得させることであり、高知大学はそれを実践していると自負しております。皆さんは、胸を張って、

学 事
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精一杯生き抜いて幸せな人生を送り、現在と未来の家族のどちらも幸せにして下さい。その上で、日

本の社会をさらに豊かな国に発展させるために、尽力して下さることが、私たち教職員が皆さんに期

待することであります。必ず、幸せな人生を送って下さい。 

 ただ、一般論として気になっていることがあります。それは、第１志望の会社から内定を得られな

かった場合、第２、第３志望の企業から内定を得ても、辞退する若者が増加しており、入社しても不

本意入社で長続きしないということであります。その結果、就職留年や就職浪人が増加しているとい

うことがマスコミで報道されております。 

 皆さん、人間には凄い適応能力があり、自分自身、そして組織や社会さえも、自分たちの力で変え

てゆく能力を持っていることを覚えておいて下さい。「石の上にも３年」という如く、３年間同じ場

所で頑張れば、そこが本来の自分の居場所、あるいは第１志望の仕事であると思えるようなプロフェ

ッショナルにもなれます。何でもかんでも我慢しろというつもりは毛頭ありませんが、就職先が、仮

に第１志望ではない場合でも、人や組織との「出会いと縁」を大切にして頑張ってみると新たな世界

が開けてくるということを、人生の先輩として伝えておきます。 

 皆さんは、これまでも多くの試練を乗り越えて来られたと思いますが、高校や大学で経験された試

練や苦難は、社会の荒波の大きさとは比べようもありません。社会では、大学とは全く異なる文化や

価値観にも遭遇し、悩まれることも一度ならずあることでしょう。幼稚園、小学校、中学校、高等学

校、大学と順々にハードルが高くなる試練を乗り越えられ、そして、高知大学で学んだことで、皆さ

んの能力は格段に向上したはずです。その結果、今日という日があり、皆さんが将来、大きな試練に

直面したとしても、高知大学で学んだことを糧にして、必ず乗り越えて下さると信じております。 

 ただ、一人では乗り越えることが困難な試練も多いと思います。その時には、周りの誰かに相談し

て、助けを得ることをためらわないで下さい。人は、誰かに寄り添い、誰かと助け合いながら生きて

いるのです。「人生の始め、子どもの時には、生きるために誰かの助けを必要とする。人生の終わり、

年をとっても誰かの助けを必要とする。そして大切なことは、その中間でもやっぱり人の助けを必要

とする。」という言葉があります。人はいつも誰かを必要とし、誰かに助けられており、同時に、誰

かに必要とされ、誰かを助けているのです。つまり、お互いに助け合っているということです。困難

に突き当たった時には、まずは自分の能力を信じ、同時に、仲間や家族を信じて助けを求めて下さい。

誰かに頼ることは、人間の特権であり、頼り上手は大きな才能であります。 

 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

源流とも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い、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

淳夫先生の告辞の一節を餞の言葉として皆さんに贈り、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 高く高く理想を掲げよ。さすれば、道は

坦々として 汝らが前に拓けん。唯、進めば足りる。 

繰り返します。 

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

坦々として汝らが前に拓けん。唯、進めば足りる。 

卒業おめでとう。 
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平成 28年 3 月 23日 

高知大学 

学長 脇口 宏 

  
 
       （卒業生謝辞）                （卒業生胴上げ） 

 
○平成 27 年度 高知大学大学院修了式 

 
 平成 28 年 3 月 23 日（水）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 年度の大学院修了式が執り行われた。 

 修了者総数は、195 名。 

  修士 総合人間自然科学研究科 179 名  

  博士 総合人間自然科学研究科  15 名  

  博士 医学系研究科 1 名 

 
平成 27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。 

 皆さんは、現在の教育課程における最高の専門教育を受けられ、極めて高度かつ斬新な研究を成し

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を分析し、推理力と勘を頼りに、

解明されていない事柄を発見し、それに関係する仮説を立て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、研究ほど知的好奇心を刺激し、心を躍動させる学びはありません。

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、論文に仕

上げた達成感と併せて、生涯の宝物になっているはずであります。皆さんが、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たことの証であり、同時に、これからは、皆さんが、

皆さん自身の自由な発想に基づく研究を、独自に展開する能力を修得されていることの証でもありま

す。 

 皆さんは、学び続ける力、深い洞察力と鳥瞰力に基づく課題発見力、ならびに仮説を立てる知力、
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そして、自ら企画立案して解決に導く計画力と課題解決力、さらには実験失敗という挫折から立ち上

がる回復力を修得され、視点を変えると同じものが違って見える、ということも実感されたはずです。

さらに、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重要性

を学び、審査結果への対応力も修得されたはずです。 

 それは、まさに、PDCA サイクルを回す高い能力であり、皆さんは、社会で活躍する上で必要な優れ

た能力を、研究生活を通して修得されているのであります。これらの能力は、二十一世紀を豊かな社

会にし、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、この国が求めてやまない能

力でもあります。皆さんには、そのことを誇りにして頂きたい。 

 先般、「温暖化抑制計画」が、国際社会で承認されましたが、地球上では環境汚染、環境破壊が進行

中で、地球は人類に対して警鐘を鳴らしております。環境汚染による深刻な健康被害や熱帯感染症の

北上、大規模自然災害の多発など、枚挙にいとまがありません。さらに、氷河、北極海の氷が溶け、

海面下に沈下しつつある国もあり、永久凍土や氷河の中に封印されてきた微生物の増殖で、温暖化が

加速されることも危惧されております。高知大学の「環境・人類共生」の理念の元に学び続けてこら

れた皆さんには、社会や産業の発展と環境保全のバランスをとりながら、持続可能社会を実現し、宇

宙で最も美しい地球を、美しいまま後世に残してゆく理念と我が国から国際社会に発信する能力が育

っていると信じております。 

 さて、研究の成果として、新規のエビデンスは、科学者にとって最も重要な成果であります。しか

し、エビデンスは、その時代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を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、誰かの真似に終始することでもあります。前例がないこと、誰もやってい

ないことにこそ、「イノベーションのシーズ」があり、「未来への扉を開く鍵」があることを教えてく

れたのも、研究ではなかったでしょうか。 

 昨年ノーベル生理学・医学賞を受賞された大村博士の、「科学者は人のためにやらなければダメです」

「人のまねをすると、そこで終わりです」「失敗を怖れない気持ちを常に持つことが大事です」という

言葉は、まさに、研究者だけではなく、社会で活躍する皆さんに贈られた金言であります。 

情報社会では洪水の如く情報が溢れております。皆さんが、情報や知識に振り回されることがないこ

とを願い、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、徹底的に討論せよ。一流になり

たければ信念を持ち、学んだこと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、すぐに過去の遺物となり、新たな工夫を加えなければ、役

に立たなくなるでしょう。過去の知識に依存していると、見えるものも見えなくなります。「知識に寄

りかかれば目は曇る。知識は感性と悟性に積もってくる垢である。」と言われる所以でもあります。研

究も仕事も、議論を繰り返し、審査・評価を受けることでブラッシュアップされます。そして、信念

と独自の工夫、すなわち独学による独自性を加えて初めて、皆さんは一人前になれるのです。皆さん

には、独学する心を大切にして頂きたい。 

 繰り返します。 

 「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、徹底的に討論せよ。一流になり
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たければ信念を持ち、学んだことに独自の工夫を加えよ。」 

 学位取得、おめでとうございます。 

平成 28年 3 月 23日 

高知大学 

学長 脇口 宏 

   

 

      （修了式の様子）                （修了生謝辞）  

 

○平成 28年度 高知大学入学式 

 

 平成 28年 4月 3 日（日）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 28年度の入学式が執り行われた。 

 入学者総数は、1,132名。 

  人文社会科学部  279 名 人文学部 3年次編入学 7 名 

  教育学部     135 名 

  理学部      252 名（うち 3 年次編入学 7 名） 

  医学部      181 名（うち 2 年次編入学 5 名、3年次編入学 6 名） 

  農林海洋科学部  200 名 農学部 3年次編入学 1 名 

  地域協働学部    60 名 

  土佐さきがけプログラム 17名 

 

平成 28年度 高知大学入学式告辞 

 

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

お祝いと歓迎の言葉を贈ります。 

保護者の皆様方、おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。 

また、ご多忙の中、ご臨席賜りましたご来賓、関係者の皆様、有り難うございます。高知大学を代

表して、お礼申し上げます。 

先ほどの入学許可をもって、皆さん全員が私、脇口ゼミの一年生になったのであります。全員が仲
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間になったということです。これからは、総ての教職員が、皆さんの親代わり、教師、そして仲間と

して、皆さんの学びを支援します。どんな些細なことでも、困ったときには遠慮しないで、教職員に

相談することを、この場で約束して下さい。よろしいですね。 

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

えました。これまでの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、これまで諸君を育て、守り、支え続けて下さった、保護者の皆様、そして恩師、友人など、多く

の方々のご支援の賜であることを、胸に刻み、感謝し、その恩に報いる気持ちを忘れてはなりません。 

このたびの選挙権年齢の引き下げにより、諸君は社会の一員として責任ある立場になったことを、

認識してください。有権者になるということは、選挙を通じて政治の過程に参加する権利を持つとい

うことです。権利を持つ以上、義務も生じます。諸君には、自分の意思で、政治に参加していくとい

う義務も生じたのです。本学の県外出身者の多くは、住民票の異動手続を行っていないため、投票と

いう権利と義務を履行できないでいます。諸君は、今後の日本の将来を決める有権者の一人ですから、

その意味を十分理解し、今夏に実施が見込まれる参議院選挙から、積極的に選挙に参加して下さるこ

とを切に願っております。 

諸君が入学した高知大学は、地域に根ざし、地域と共に発展することで、二十一世紀が求める国立

大学に進化する、という強い意志と理念をもって、改革を進めております。昨年は我が国初の「地域

協働学部」をスタートさせ、今年は人文社会科学部と農林海洋科学部という野心的かつ挑戦的な新学

部の第１期生を迎えることが出来ました。高知大学は、他大学にはない、特色あるとても優れた教育

を実践しています。真剣に学ぶ意欲さえあれば、どの大学にも負けない、いや、それ以上に優れた能

力を修得できるはずです。人生で最も大切な４年ないし６年間を有意義な時間にして、この高知大学

という学び舎で、自分自身を大きく成長させていただきたい。それが本学の教職員全員の願いであり

ます。 

さて、大学で最先端の専門的知識を学ぶことは、とても大切なことですが、最先端の知識はすぐに

過去のものとなる運命にあります。修得した能力を社会に還元することが高等教育を受けたものの責

務でありますが、専門的知識を学んだだけでは、社会で活躍することは出来ません。

大学卒業後に、社会で活躍する上で、重要な能力は、広い視野とピンポイントで解析できる鳥瞰力、

物事の本質を見抜く洞察力、文系と理系などの分野横断的な発想を基に、チームを構成して課題を解

決しようとする行動力、自律的かつ持続的に学び、自分の考えを説得力のある言葉を使って説明し、

学んだことを社会に還元する意欲などで、これらは、普遍的に求められる能力であります。

そのような能力を身につけるには、哲学や歴史を含む教養を修得するとともに、日本語力を高める

ことが必須であり、座学、議論、そしてサービスラーニングなどによる社会との交流、留学などによ

る異文化体験、そして失敗体験などが必要であります。 

昨年、国立大学の文系学部不要論が新聞報道等で大きく取り上げられましたが、自然科学から哲学

が失われ、科学が技術にシフトしている現在、人の内面を磨き上げ、社会で活躍し、生き抜く智恵と

能力を修得させる学問は教養教育であり、人文社会科学は、まさにその中核に位置しております。人

文社会科学は、どのような職業にあっても、欠かすことができない学問であり、文系、理系を問わず、

人文社会科学の視点に基づく幅広い教養が諸君を大きく成長させてくれるはずです。 
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その意味でも、理系の諸君は人文社会科学系の、文系の諸君は理系の教養科目を意識して選択し、

出来るだけ深く学んで下さい。文系と理系を統合した発想力と知力を活用して、課題を発見し、解決

する能力こそが、２１世紀の持続可能社会を作り上げる能力であります。 

大学では、自分の力で情報収集と分析・評価を繰り返しながら学ぶという、自律的、能動的学修が

求められます。常に疑問を持ち、仲間と議論を深めてください。そのことによって、学びの場が、こ

れまでの学校から大学、さらには実社会へと広がり、諸君が生徒から学生、そして、社会人に変身出

来るのであります。議論を深めることで、自分が何者であるか、自分が何を学ぶべきか、何をなすべ

きか、そして相手が何を考えているかを知り、自分と相手との違いを肌で感じ、共感することが出来

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

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、その

後半は、いくら若い頃の夢と情熱を持ち続けているつもりでも、気がつけば晩秋の梧桐の枯れ葉のよ

うに、人生の終わりが近づいている、という内容です。時の流れは、実に無情であります。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。」 

自然や宇宙という人智を超えた存在からの贈り物を大切にしなければ、人類の繁栄や持続可能社会

は実現できないということであります。 

繰り返します。 

「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。」 

諸君、時間を大切にして、学び給え、遊び給え、そして、焦る勿れ、腐る勿れ、決して諦める勿れ。 

入学おめでとう。 

平成 28年 4 月 3日 

高知大学 

学長 脇口 宏 

   

 

     （入学式の様子）                 （入学生宣誓） 

 

  
 
 



 
第 33号                 高 知 大 学 学 報           平成 28年 5月  （42） 

 
 
○平成 28年度 高知大学大学院入学式 

 

平成 28年 4 月 3日（日）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 28年度の大学院入学式が執り行われた。 

 入学者総数は、159名。 

  修士 総合人間自然科学研究科 133名    

  博士 総合人間自然科学研究科  26名    

 

平成 28年度 高知大学大学院入学式告辞 

 

高知大学大学院人間自然科学研究科へ入学された皆さん、ご入学おめでとうございます。 

皆さんは、大学で高等教育を受けられ、これからさらに最先端の研究を遂行するために大学院に進学

されました。 

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

仮説を立て、実験や調査を通して仮説を証明する作業であります。星明かりを頼りに小舟で大海にこ

ぎ出す探検隊の行為にも似ており、時には、リスクを抱え、悩み、動きがとれない状況に陥ることも

あるでしょう。 

研究を遂行するためには、これまで以上に学び、優れた知識と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、広い視野を持ちながら小さな点をも識別できる鳥瞰力、調査力と実行力、

そして成果をまとめて論文に仕上げる文章力が必用とされます。同時に、指導教員や研究仲間との真

摯で深い議論の繰り返しが求められます。研究の過程には、失敗や計画の練り直しを伴うのが常であ

り、失敗から学び取ったことにこそ、研究の意義があるといっても過言ではありません。 

研究者には、失敗を成功の種に転化させる分析力と評価力、そして継続力が求められます。それ故

に、研究をやり遂げた先達の多くは、学部の学びとは比較にならない、社会人、そしてリーダーに求

められる高い能力を身につけているのであります。 

さて、大学院では、皆さんの自由な発想のもとで、自由に研究することが保証されております。し

かし、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、近代社会の発展に大きく貢

献してきた一方で、哲学的要素を失った結果、時には、人類に深刻な健康被害をもたらし、開発と経

済発展の名のもとに自然破壊や環境破壊を拡大させており、一歩間違えれば人類を、そして世界を瞬

時に崩壊させる危険性さえ孕んでおります。だからこそ、哲学的要素を含む人文社会科学による科学・

技術のコントロールが必要であり、人文社会科学的研究がこれまで以上に重要になってくるのです。

そして、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過ぎず、「益無くして害多し」とな

ることさえあるということを、胸に深く刻んでおいて頂きたい。豊かな教養と判断力、自制心を身に

つけ、これまで以上に、真摯な姿勢をもって学んで下さることを願っております。 

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。あり得ないと感じる

事柄を安易に否定するのではなく、むしろ前例がない、あるいはあり得ないような非常識の中にこそ、

新たな真実があり、イノベーションのシーズがあるのです。 
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研究の基本が、研究者自身の自由な発想と知的好奇心にあることは、論を俟たないのでありますが、

２０年、３０年以上先を見据え、将来、自身の研究成果が持続可能社会の実現や人類の発展にどのよ

うに寄与するのか、ということを意識することも極めて大切であります。それ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。昨年ノーベル生理学・医学賞を受賞された大村博士の「科学

者は人のためにやらなければダメです」「人のまねをすると、そこで終わりです」「失敗を怖れない

気持ちを常に持つことが大事です」という言葉は、まさに、研究者に贈られた金言であります。 

最後に、これから洪水の如く押し寄せてくる、最先端の知識を学ばれる皆さんに次のことばを贈り、

学長告辞とします。 

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

につもってくる垢である。」 

よく学ぶことは大切でありますが、学び方を誤ると、あるいは過去の知識に依存し過ぎると、見え

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

を秘めていることを忘れないで下さい。 

繰り返します。 

「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。」 

入学おめでとう。 

平成 28年 4 月 3日 

高知大学 

学長 脇口 宏 

  （入学式の様子）   （入学生宣誓の様子） 
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○高知大学人文社会科学部及び農林海洋科学部銘板除幕式

 平成 28年 4月 5 日（火）、人文学部を再編した人文社会科学部の銘板除幕式を櫻井克年理事（総務・

国際・地域担当）、藤田尚文理事（教育・附属学校園担当）、吉尾寛学部長、小澤萬記副学部長、関係

職員及び学生が出席のもと行った。 

 また、平成 28 年 4 月 6 日（水）、農学部を再編した農林海洋科学部の銘板除幕式を脇口宏学長、櫻

井克年理事（総務・国際・地域担当）、藤田尚文理事（教育・附属学校園担当）、尾形凡生学部長、関

係職員及び学生が出席のもと行った。 

  （人文社会科学部銘板除幕式の様子） （農林海洋科学部銘板除幕式の様子） 
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○高知大学防災推進センター発足

平成 28 年 2 月 1 日（月）、総合研究センター防災部門を発展的に防災推進センターに発足した。

 防災推進センターは、本学の理工学、教育学、人文社会学、医学などのあらゆる防災関連研究者を

結集し、災害に強いまちづくり、地域づくりに貢献し、頻発する大規模自然災害に対して迅速かつ的

確に対応できる高度な防災人材を養成することを目的としている。 

本センターは、防災・減災科学技術分野、災害医療分野、危機管理分野、地域社会・国際連携分野

の４つの分野から構成され、各分野が協働して課題解決に取り組み、その成果を地域・国際社会に還

元することを目指している。 

○平成 27年度高知大学研究顕彰制度授賞式

平成 28 年 2 月 8 日（月）、朝倉キャンパスメディアの森メディアホールにおいて、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

を代表して康峪梅教授から、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＝

後藤 拓也 （人文社会科学部門 准教授）

藤原  拓 （農学部門 教授）

康  峪梅 （生命環境医学部門 教授）

諸 報
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＝若手教員研究優秀賞＝

清水 翔吾 （基礎医学部門 助教）

西村 明宏 （農学部門 特任研究員）

＝大学院生研究奨励賞＝

長谷川 雄基（愛媛大学大学院連合農学研究科 博士課程） 

（記念写真）

○平成 27 年度高知大学国際交流基金助成事業報告会

平成 28 年 3 月 1 日（火）、朝倉キャンパスメディアの森メディアホールにおいて、平成 27 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）」、「外国人留学生への奨学事業（新戦略型）」、「外国へ留学する学生への奨学

事業」及び「大学院生の研究発表を目的とする海外派遣事業」の 4 つの事業の採択者 15 名が参加し、

代表者 5 名から成果報告が行われた。 

（報告会の様子） 
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○平成 27 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 28 年 3 月 10 日（木）、朝倉キャンパスメディアの森メディアホールにおいて、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）」の修了式が行われた。本年度は、35 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 5 名の修了生から成果発表会が行われた。 

土佐ＦＢＣは、平成 20 年度から始まり、修了生の 354 名が各業界で活躍している。 

  （記念写真）

○平成 27 年度高知大学教育奨励賞授賞式・報告会及び地域志向教育経費採択科目実施報告会

平成 28 年 3 月 11 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及び報告会が行われた。

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。

引き続き、地域志向教育経費採択科目担当者による実施報告会が行われた。 

地域志向教育経費の制度は、文部科学省「地（知）の拠点整備事業（COC）」に採択された「高知大

学インサイド・コミュニティ・システム（KICS）化事業」を推進するなかで、下記に掲げた人材育成

目標を達成するために、学士課程における地域（高知県）に関する授業科目の新設、転換を支援し、

地域をキーワードとしたカリキュラム改革を促進するために行われており、毎年 20 科目程度が認定さ

れている。 

[KICS 化事業の掲げる人材育成目標] 

①地域を志向し地域再生・活性化に関心を持つ人材の養成

②自らの専門的学びを地域再生・活性化に活かそうとする姿勢・意欲を有する人材の養成

③自らの専門知識を活かすために地域課題を理解する能力を持つ人材の養成

④地域再生・活性化のための地域協働を組織し管理するリーダーの養成
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教育奨励賞受賞者は以下のとおり。

海野 晋悟（人文学部 講師）

鈴木 一弘（理学部 助教）

地域志向教育経費採択科目担当者による実施報告会の報告者は以下のとおり。

森  明香（地域連携推進センター 助教）「川とひとの生活誌」（共通教育教養科目）

川俣 美佐子（教育学部 准教授）「乳児保育」（教育学部専門科目）

宮内 樹代史（農学部 准教授）・島崎 一彦（農学部 教授）「施設園芸テクノロジー論」

（農学部専門科目）

（教育奨励賞受賞者との記念写真）  （地域志向教育経費採択科目担当者実施報告の様子）

○生命環境医学部門 曵地康史教授が「日本植物病理学会賞」を受賞

平成 28 年 3 月 21 日（月）、生命環境医学部門曵地康史教授が、「感受性の成立に関わる植物病原細

菌と宿主植物の相互作用研究」により日本植物病理学会賞を受賞した。

 曵地康史教授は、植物病原細菌と宿主植物の感受性の成立に関わる相互作用研究において、細菌に

よる植物の自然免疫回避機構と細菌の病原性機構に関して先導的かつ重要な研究成果が、学術上およ

び応用上寄与するところ多大であることが評価された。

（日本植物病理学会賞）
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○平成 27 年度学生表彰式及び附属学校園児童・生徒表彰式

平成 28 年 3 月 22 日（火）、平成 27 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・生徒表彰式が行われた。

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 28 人と 7 団体。附属学校園児童・生徒表

彰は、スポーツ大会や書道、合唱のコンクールで優秀な成績を収めた者ら個人 4 人と 1 団体であった。 

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。

  （表彰式の様子）  （記念写真） 

○高知大学春芸祭を開催

平成 28 年 4 月 20 日（水）、朝倉キャンパスにおいて、「春芸祭」を開催した。 

春芸祭は、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や大学認定等の学生団体が参加し

て社会貢献活動や学生ボランティア活動等の成果発表を行い、大いに盛り上がった。

（社会貢献活動の成果発表）  （体育系サークルの歓迎イベント）
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２月 

１日（月）  辞令交付 

学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

教育ミーティング 

３日（水） 教育研究部会 

第 4回人事計画策定方針検討 WG 

高知地域留学生交流推進会議 

４日（木） 修士・博士課程教務委員会 

理工学部（仮称）教員選考委員会 

SUIJI推進委員会 

医学部連絡調整会議 

５日（金） COC+選考委員会 

高知県議会との意見交換会 

６日（日） 推薦Ⅱ・私費・グリーンサイエンス AO

入学試験 

８日（月） 経営管理推進機構 IR・評価機構（仮称） 

設置計画検討タスクフォース 

研究顕彰制度表彰式 

１０日（水） 第 257回役員会 

理事懇談会 

テニュアトラック教員懇談会 

１１日（木） 人文社会科学（修士）・教育学（修士）

第 2次試験 

１２日（金） 社会人師匠講座 

１５日（月） 学長懇談会 

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 

１６日（火） 三者協議会 

人事委員会 

全学教員人事審議会 

１７日（水） 高知 CST養成・活動事業運営会議 

 高知大学地方創生人事育成基金奨学金

選考会議 

第 23回高知大学同窓会連合会懇談会 

１８日（木） 循環のみち下水道賞グランプリ受賞記念

シンポジウム 

高知大学特別講演会 

１９日（金） COC+選考委員会 

高大連携教育実行委員会 

内外情勢調査会高知支部懇談会 

四国国立 5大学教育担当理事意見交換会

（～２０日） 

２２日（月） 学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

学士課程運営委員会 

第 58回経営協議会 

教育ミーティング 

２３日（火） 国立大学財務・経営センターシンポジウ

ム 

第 82回四国国立大学協議会 

２４日（水） 第 258回役員会 

設備サポート戦略会議 

高知大学サークル顧問研修会 

２５日（木） 前期日程入学試験（～２６日） 

２６日（金） 安全衛生委員会（朝倉地区） 

高知市防災会議 

２７日（土） COC+シンポジウム（～２８日） 

２９日（月） 第 259回役員会 

学長懇談会 

第 15回大学のあり方に関する意見交換 

会 

教育ミーティング 

３月 

１日（火） 辞令交付 

平成 27 年度国際交流基金採択者による

報告会 

人事委員会 

２日（水） 平成 27 年度冬季中国・四国地区国立大

学長会議 

ek4平成 27年度第 2回運営委員会 

教育研究部会議 

３日（木） 次世代海洋調査技術フォーラム 

日 誌
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５日（土） 国立室戸青少年自然の家開所 40 周年記

念式典 

高知 CST認定証交付式 

７日（月） 企業と大学と連携に関する検討会 

第 45回アカデミアセミナー 

８日（火） 教育組織改革実施本部会議 

全学財務委員会 

第 260回役員会 

９日（水） 第 73回教育研究評議会 

第 261回役員会 

テニュアトラック教員懇談会 

１０日（木） 第 2回教育職員免許状更新講習実施委員 

会 

土佐 FBC終了式及び成果発表会 

１１日（金） 高知県官公庁連絡会 

共通教育授業「EPIC」の特別証明書授与 

式 

平成 27年度高知大学教員顕彰制度「教 

育奨励賞」授与式及び講演会 

１２日（土） 後期日程入学試験 

附属中学校卒業式 

１３日（日） 北海道 COC+コンソーシアム主催「オール

北海道雇用創出・若者定着プロジェクト」

発足記念シンポジウム 

１４日（月） 学長懇談会 

合同会社説明会 

国際連携推進機構会議 

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 

１５日（火） 愛媛大学大学院連合農学研究科学位記授

与式 

附属特別支援学校卒業式 

リエゾン運営委員会 

合同会社説明会 

第 9回入試企画実施機構会議 

学生・教育支援機構会議 

１６日（水） 国大協総会 

大学 ICT推進協議会第 46回理事会 

JOGMEC連絡協議会 

１７日（木） 国立大学法人等の教育研究評価 評価者

研修会 

１８日（金） 防災サポーター認定式 

豊仁会第 9回評議員会 

第 59回経営協議会 

第 262回役員会 

第 6回 4学期制導入検討に係るタスクフ

ォース会議 

１９日（土） 附属幼稚園卒園式 

２１日（月） 文部科学省主催シンポジウム 

２２日（火） 第 1回教育プログラム開発委員会 

附属小学校卒業式 

附属小学校生徒表彰式 

 高知大学学生表彰式及び附属学校園児

童・生徒表彰式 

２３日（水） 高知大学大学院修了式 

高知大学卒業式 

TSP スポーツ人材育成コース終了認定証

授与式 

２４日（木） SPOD総会 

２５日（金） 国際シンポジウム 

第 263回役員会 

名誉教授称号授与式 

３０日（水） 第 9回高知県地域社会連携推進本部会議 

３１日（木） 辞令交付 

名誉教授称号授与式 

安全衛生委員会 

４月 

３日（日） 辞令交付 

高知大学大学院入学式 

高知大学入学式 

４日（月） 辞令交付 

入試企画実施機構会議 

学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

教育ミーティング 

５日（火） 人文社会科学部銘板除幕式 

６日（水） 農林海洋科学部銘板除幕式 

全学新任教職員研修 

７日（木） 附属小学校入学式 
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教育研究部会議 

 ８日（金） 附属中学校入学式 

１１日（月） 愛媛大学大学院連合農学研究科入学式 

附属特別支援学校入学式 

附属幼稚園入園式 

教育ミーティング 

１３日（水） 辞令交付 

 第 264回役員会 

１５日（金） AP申請に係る説明会 

１８日（月） 学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

四国地区大学体育連盟役員会 

学士課程運営委員会 

教育ミーティング 

１９日（火） 附属病院運営委員会 

２０日（水） 大学 ICT推進協議会第 47回理事会 

２２日（金） 国大協高等教育における国立大学の将来

像に関する WG 

２４日（日） CST開講式 

２５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 

２７日（水） 第 265回役員会 

安全衛生委員会（朝倉地区） 

２８日（木） 春季中国・四国地区国立大学長会議 
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