
平成 28年度高知大学大学院学位記授与式  高知大学 International Day ２０１６を開催 

  （12ページに関連記事）  （15 ページに関連記事） 

（2） 

○高知大学 International Day ２０１６を開催

○高知大学発ベンチャーに 2社を認定

○防災推進センター岡村眞特任教授が「第 24回高新大賞」を受賞

○平成 28年度高知信用金庫・高知安心友の会学術賞授与及び受賞講

演会を開催

（15） 

(16） 

(16） 

(16） 

(18） 

○人事異動

○叙位・叙勲

（8） 

（8） 

○役員会

○経営協議会

○教育研究評議会

（9） 

（11） 

（11） 

○平成 28年度高知大学大学院学位記授与式

○高知大学物部キャンパス一日公開を開催

○平成 28年度医学教育等関係業務功労者表彰

○平成 28年度高知大学永年勤続者表彰式

○高知大学理工学部キックオフシンポジウム「平成 29年 4月

理工学部誕生」を開催

○第 56回室戸貫歩を開催

（12） 

（13） 

（13） 

（14） 

（14） 

（15） 

Ｎｏ.36 
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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 

高知大学医学部附属病院感染管理部規則

の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.11.15

規則第 31 号 平成 

28.12.1 

医学部附属病院の医療安全管理施設である感染管

理部については、平成 28 年４月に組織強化を図り、

従前感染管理部とは別組織としてサーベイランス等

の実施を担っていた感染対策チームについて感染管

理部の「リンクスタッフ」に位置付けることとし、

感染対策チームを廃止するとともに感染管理部規則

を改正し「リンクスタッフ」について規定した。そ

の際、感染対策チームが担っていた業務のうち、感

染管理部全体で担うこととする業務については、従

来の感染管理部の業務に関する規定の文言に包括的

に含まれるとして文言の追加等は行っていなかっ

た。 

その後、平成 28 年９月に実施された四国厚生支局

の立入検査（医療監視）において、廃止前の感染対

策チームが行っていた業務について、より具体的に

感染管理部規則上に明記することが望ましいとの指

導があったことから、規則中感染管理部の業務に係

る規定を改めることとし、規則を一部改正。 

あわせて、感染管理部に置く「感染対策担当者会

議」について「感染管理担当者会議」へと名称等を

改めることとし、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 

28.12.14 

規則第 32 号 平成 

28.12.14 

委員会委員に教育職員免許状更新講習に関する業

務を行っている教師教育センターの構成員（教師教

育センター長）を加えることとし、規則を一部改正。 

高知大学大学院入学試験委員会規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.12.14 

規則第 33 号 平成 

28.12.14 

土佐さきがけプログラムの学年進行により、大学

院総合人間自然科学研究科修士課程において土佐さ

きがけプログラムグリーンサイエンス人材育成コー

スの募集及び入学試験を行うこととなったため、大

学院入学試験委員会の委員に土佐さきがけプログラ

ムからの委員を加えることとし、規則を一部改正。 

国立大学法人高知大学育児休業等に関す

る規則等の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.12.14 

規則第 34 号 平成 

29.1.1 

子育てや介護と仕事が両立しやすい就業環境の整

備等をさらに進めていくために、「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律」を改正する法律が平成 29 年１月１日から施行

されることに伴い、本学においても、育児休業、介

護休業等に関する規則を一部改正。 

・国立大学法人高知大学育児休業等に関

する規則 

・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非常勤職員就業

規則 

・国立大学法人高知大学介護休業等に関

する規則 

国立大学法人高知大学ハラスメントの防

止等に関する規則等の一部を改正する規 

学長 平成 

28.12.14 

規則第 35 号 平成 

29.1.1 

改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等

法（平成 29 年１月１日施行）により、妊娠・出産・ 

学 内 規 則
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則 育児休業・介護休業等を理由とするハラスメント

の防止措置をとることが新たに事業主に義務付けら

れたことから、本学のハラスメントの防止等に関す

る規則等におけるハラスメントの定義に係る規定中

に新たに規定することとし、規則を一部改正。 

・国立大学法人高知大学ハラスメントの

防止等に関する規則 

・高知大学ハラスメント防止委員会規則 

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 

28.12.14 

規則第 36 号 平成 

29.4.1 

平成 28 年７月に岡豊キャンパスに対して高知労

働基準監督署の立入り調査が行われ、勤務時間の適

正な把握と管理を徹底するよう指導を受けたことを

踏まえ、職員が他部署に比較して多く、また、実態

として配置された病棟等ごとに勤務の管理が行われ

る看護部について、勤務時間管理員を補助する「勤

務時間管理員補助者」に看護師長を追加することと

し、規則を一部改正。 

あわせて、規則中に明確な定義のなかった監督者

及び勤務時間管理員の職務等について規定すること

とし、規則を一部改正。 

国立大学法人高知大学旅費規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

28.12.14 

規則第 37 号 平成 

28.12.14 

規則中国内旅費の鉄道賃に係る規定について、現

在「起点駅から用務地所在の市町村中心地に最も近

い鉄道駅間旅客運賃の外、別表２に規定する急行料

金、グリーン料金及び座席指定料金を支給する」と

され、「起点駅から用務地所在の市町村中心地に最も

近い鉄道駅」までの間のみ運賃の支給対象区間とさ

れているが、旅行者の実費負担相当額を支給できる

よう「市町村中心地」ではなく「用務地に最も近い

鉄道駅」までの運賃支給を認めることとし、規定を

「別表２の規定により支給する」に改める。 

あわせて、別表１の交通費計算の発着地に係る規

定に関し、東部自動車道高知南国道路（なんこく南

ＩＣ～高知龍馬空港ＩＣ間）の開通に伴う平成 28

年４月 24 日付運行ルートの変更により、物部キャン

パスのＪＲ利用による旅行の際の発着地としている

停留所「農学部前」を、通常の経路である「空港連

絡バス」の大部分が経由しなくなったことから、規

定中「農学部前（ＪＲ利用）、高知龍馬空港（航空機

利用）」を「高知龍馬空港（ＪＲ・航空機利用）」と

改める。 

さらに、航空賃について直行便を運航する区間に

ついてはその往復料金を上限として支給する旨、国

立大学法人高知大学旅費支給事務取扱要領で規定し

ていたが、規則中別表２に規定する航空賃の支払限

度額に係る内容であるため、別表２中に明確に規定

することとし、「普通席料金」を「普通席料金（ただ

し、往復同一路線による旅行の場合には、往復料金

を上限）」に改める。加えて、学長が特別な運賃等を

徴する座席を利用する場合には、その座席の運賃等
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を支払うことができることとし、規定を改める。 

また、赴任旅費に係る規定において、移転料、着

後手当及び扶養親族移転料についてまとめた規定と

していたが、それぞれ個別の旅費の項目であること

から、現在支給に際して準拠している国家公務員等

の旅費に関する法律と合わせた形で、個別に条立て

を行うこととし、規則を一部改正する。そのほか、

文言の整理を行う。 

高知大学教育学部附属学校園運営委員会

規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.12.14 

規則第 38 号 平成 

28.12.14 

平成 28 年度から附属学校園を担当する理事及び

副学長が改めて明確にされたことを踏まえ、委員に

副学長（教育・附属学校園担当）を加えるとともに、

委員長を教育学部長から理事（教育・附属学校園担

当）に変更することとし、規則を一部改正。 

国立大学法人高知大学における授業料等

費用に関する規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.12.26 

規則第 39 号 平成 

28.12.26 

国立大学法人高知大学における授業料等費用に関

する規則第 12 条において、徴収済の授業料について

は原則返還しないこと、及びその例外である「返還

する場合」と「返還額」を定めている。 

従来同規定中「その他特に学長が返還することが

適当であると認めたとき」として返還を行っていた

「授業料を納付した者が、当該学期に係る休学を許

可されたとき」の「当該学期の休学期間に係る授業

料相当額」の返還について、１つの項目として明確

に規定することとし、規則を一部改正。 

国立大学法人高知大学公印規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

28.12.26 

規則第 40 号 平成 

29.1.1 

事務局の平成 29 年１月１日付人事異動に伴い、規

則中公印管守補助者の職名を変更。 

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 

28.12.26 

規則第 41 号 平成 

28.12.26 

規則中、教育情報委員会の審議事項に係る規定に

おいて、専門教育に係る部分を除く意図で「情報教

育に関する事項（理学部応用理学科情報科学コース

に関する事項は除く。）」と規定していたが、本来、

情報教育は、他学部や他学科の専門教育においても

行われているところであるため、理学部の改組に伴

う改正の機会に合わせて「情報教育に関する事項」

へと文言の見直しを行うもの。 

国立大学法人高知大学育児休業等に関す

る規則等の一部を改正する規則 

学長 平成 

29.1.11 

規則第 42 号 平成 

29.1.11 

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律」を改正する法律が平成

29 年１月１日から施行されることとあわせて、平成

28 年 12 月１日付で国の人事院規則等の改正が行わ

れたことから、本学においても、国家公務員に係る

人事制度を参考にしている部分等について、就業規

則等関係規則を一部改正。 

・国立大学法人高知大学育児休業等に関

する規則 

・国立大学法人高知大学育児休業等に関

する規則の一部を改正する規則（平成

23 年規則第 91 号） 

・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 

・国立大学法人高知大学介護休業等に関

する規則 
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・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初任給、昇

格、昇給等の基準に関する細則 

・国立大学法人高知大学期末手当及び勤

勉手当細則 

・国立大学法人高知大学期末手当及び勤

勉手当細則の一部を改正する規則（平

成 23 年規則第 90 号） 

高知大学教育学部附属教育実践総合セン

ター規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

29.1.10 

規則第 43 号 平成 

29.1.10 

高知大学教育学部附属教育実践総合センター及び

教育学部学務委員会の所掌業務の変更に伴い、規則

を一部改正。 

高知大学教育学部教育実習運営協議会規

則の一部を改正する規則 

学長 平成 

29.1.10 

規則第 44 号 平成 

29.1.10 

高知大学教育学部教育実習運営協議会の構成員の

変更等に伴い、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

修士課程医科学専攻規則の一部を改正す

る規則 

学長 平成 

28.12.26 

規則第 45 号 平成 

29.4.1 

平成 29 年４月１日から情報医科学コース及び環

境保健学コースを改編・統合し、新たに公衆衛生学

コースを設置することに伴い、規則中コースに係る

規定、授業科目に係る別表等について所要の改正を

行うもの。 

なお、公衆衛生学コースにおいては、学位論文の

提出及び審査に代えて、課題研究の成果の提出及び

審査によることができることとするため、規則中修

了要件に係る規定を改正。 

また、平成 29 年４月１日から医科学コース内の臨

床腫瘍学がん専門薬剤師分野を廃止することとし、

規則中分野に係る規定、授業科目に係る別表等につ

いて所要の改正を行う。 

そのほか、他専攻規則との文言の統一等のため、

規則を一部改正。 

高知大学教育学部教育実習運営協議会規

則の一部を改正する規則 

学長 平成 

29.1.11 

規則第 46 号 平成 

29.1.11 

高知大学教育学部教育実習運営協議会の円滑な運

営を図るため、委員長に支障がある場合の職務代行

者を置くこととし、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 

29.1.10 

規則第 47 号 平成 

29.2.1 

産科領域の不妊治療に関連する保険適用外の超音

波検査（経膣エコー）について、料金を新規に設定

することとし、規則を一部改正。 

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等

の一部を改正する規則 

学長 平成 

29.1.20 

規則第 48 号 平成 

29.1.20 

「研究活動における不正行為への対応等に関する

ガイドライン」及び「研究機関における公的研究費

の管理・監査のガイドライン（実施基準）」において、

研究機関に対してガイドラインに沿った適正な管理

体制と運営の明確化が求められており、本学も行動

規範や指針の策定、関係規則の制定等により対応し

てきたところであるが、平成 28 年９月２日に本学を

対象に行われた文部科学省「研究機関における公正

な研究活動の推進に資する促進モデル調査」におい

て、関係規則に関し「組織としての責任体制」を明 

・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研究不正調査委 
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員会規則 確に規定することなどが求められたことから、所

要の改正を行うもの。 ・国立大学法人高知大学コンプライアン

ス通報等規則 

国立大学法人高知大学研究不正防止対策

推進室規則 

学長 平成 

29.1.20 

規則第 49 号 平成 

29.1.20 

平成 28 年９月２日に本学を対象に行われた文部

科学省「研究機関における公正な研究活動の推進に

資する促進モデル調査」において、関係規則に関し

指摘等された事項について対応するため行う関係規

則の一部改正に伴うもの。 

不正防止計画の推進を担当する部署について、既

存の「競争的資金等監査室」を廃止し、「研究倫理の

向上」「行動規範に関すること」も含めて担当する「研

究不正防止対策推進室」を新たに設置することに伴

い、本規則を制定する。 

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 

29.1.20 

規則第 50 号 平成 

29.1.20 

近年我が国における医学・医療を取り巻く環境は

大きく変化しており、優れた医療人材の養成や安

心・安全で高度な医療の提供が急務の課題となって

いる。その中で、国立大学附属病院には、他病院の

規範となる高度で質が高く安全な医療の提供などの

「診療機能の強化」のみならず、技能・態度を重視

した診療参加型の実習や新たな専門医制度への対応

などの「教育機能の充実」、質の高い臨床研究や先端

医療を牽引する「研究の推進」、地域・社会への新た

な医療提供システムの構築などの「地域貢献機能の

再構築」等が求められてきており、主としてそれら

の推進を担う臨床系教員をはじめとする医学部附属

病院の医師（歯科医師を含む。以下同じ。）の業務と

責務は、年々増大している。一方で、医学部附属病

院の医師と国家公務員（医療職）である医師や民間

医療機関の医師との間の給与等の処遇差の存在が言

われて久しく、医学部附属病院の医師の疲労、ひい

ては医学部附属病院職員としての勤労意欲の低下が

問題となってきている。 

このような中で、今後、医学部附属病院の臨床・

研究・教育体制の充実や安定的な病院収入の確保を

図るためには、「医学部附属病院医師としての業務、

業績に対する処遇」の改善が不可欠であることから、

医師として医学部附属病院の診療に従事する職員に

対し、病院収益の状況に応じ「診療貢献手当」を新

たに支給することとし、関係規則を一部改正。 

・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年俸制適用職員

給与規則 

・国立大学法人高知大学非常勤職員給与

規則 

・国立大学法人高知大学特任職員給与規

則 

国立大学法人高知大学診療貢献手当細則 学長 平成 

29.1.20 

規則第 51 号 平成 

29.1.20 

医師として医学部附属病院の診療に従事する職員

に対し、病院収益の状況に応じ「診療貢献手当」を

新たに支給することに伴い、本規則を制定。 

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 

29.1.20 

規則第 52 号 平成 

29.1.20 

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 28 年８月８日に人事院勧告が行われ、平成・国立大学法人高知大学職員給与規則 
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28 年 10月 14 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 11 月

24 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

改正規則等を参考とした給与関係規則の改正等を行

うもの。 

・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役員報酬規則 

・国立大学法人高知大学特任職員給与規  

則 

・国立大学法人高知大学年俸制適用職員

給与規則 

・国立大学法人高知大学再雇用職員給与

規則 

・国立大学法人高知大学非常勤職員給与

規則 

・国立大学法人高知大学職員初任給、昇

格、昇給等の基準に関する細則 

・国立大学法人高知大学期末手当及び勤

勉手当細則 



○人事異動

[教員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.12.31 麻植　啓輔 医療学系臨床医学部門　助教
H29.1.31 難波　卓司 総合科学系複合領域科学部門　准教授 総合科学系複合領域科学部門　特任助教
H29.1.31 山田　和彦 総合科学系複合領域科学部門　准教授 総合科学系複合領域科学部門　特任講師

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H28.11.1 永田　桂太郎 医療学系連携医学部門　助教
H28.11.1 浦本　豪一郎 海洋コア総合研究センター　特任助教
H29.1.1 藤本　穰 医療学系臨床医学部門　准教授

[事務系職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H29.1.31 打井　鴻志 医学部・病院事務部施設管理室建築係　係員

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H28.12.1 森田　尚希 財務部財務課総務係　係員
H29.1.1 掛水　徹 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

H29.1.1 岡崎　祐貴 医学部・病院事務部学生課学生支援係　係員

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H29.1.1 佐々木　和久 学務部入試課　専門職員（学部入試担当） 学務部入試課　専門職員（入試担当）
H29.1.1 堅田　孝光 学務部入試課　専門職員（大学院入試担当） 学務部学務課修学支援室　専門職員（証明担当）

H29.1.1 池田　由季子 法人企画課ＩＲ・評価室ＩＲ・評価係　主任 学務部学務課教育支援室総務係　主任
H28.11.1 黒川　晋平 総務部人事課付　係員 財務部財務課予算企画係　係員
H29.1.1 岩田　尚也 総務部人事課給与認定係　係員 総務部人事課給与・共済係　係員
H29.1.1 片岡　美喜 総務部人事課給与・共済係　係員 法人企画課ＩＲ・評価室ＩＲ・評価係　係員

H28.11.1 今城　早織 財務部財務課予算企画係　係員 財務部財務課総務係　係員
H29.1.1 菊川　祐輔 学務部学務課教育支援室総務係　係員 総務部人事課給与認定係　係員

[病院職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.11.30 佐々木　悠人 医学部附属病院臨床工学部　臨床工学技士

H29.1.31 時久　三紀子 医学部附属病院看護部　看護師長

○叙位・叙勲
　　高知大学名誉教授　 小玉　  肇（平成２８年１２月２７日死亡）

　叙位　正四位　　叙勲　瑞宝中綬章

　　高知医科大学名誉教授　 伊藤　憲一（平成２９年１月５日死亡）
　叙位　従四位
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第２７８回役員会（11月９日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 高知大学における大学発ベンチャーの認定について 

(2) テニュアトラック型教員の審査について 

〔報告事項〕 

(1) 大学教員の再任について 

(2) その他 

第２７９回役員会（11月22日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 戦略的管理人員枠による採用人事について 

(2) 大学教員人事案について 

(3) 大学教員の採用人事について 

(4) 国立大学法人高知大学における教授選考の在り方について 

(5) 職員の懲戒処分について 

〔報告事項〕 

(1) 平成 27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 

(2) 平成 28年度年度計画進捗状況について 

(3) 平成 28年度第２四半期の財務状況について 

(4) 平成 28年度第２四半期の資金管理状況について 

第２８０回役員会（12月９日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 職員の懲戒処分に係る報告について 

第２８１回役員会（12月14日）

〔審議事項〕 

(1) 教育組織改革に係る人事案について 

(2) 戦略的管理人員枠による人事について 

(3) 大学教員の採用人事について 

(4) 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 

(5) 高知大学大学院入学試験委員会規則の一部改正について 

(6) テニュアトラック普及・定着事業におけるテニュア審査について 

(7) 総合研究センター及び設備サポート戦略室の運営等に関するタスクフォースの設置について 

(8) 診療貢献手当の新設について 

(9) 平成 28年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について 

(10) 平成 28年度学内補正予算（第１次）の編成について 

(11) 平成 28年度業務達成基準の適用について 

(12) キャンパス駐車料金の徴収について 

会 議
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(13) 国立大学法人高知大学介護休業等に関する規則等の一部改正について 

(14) 国立大学法人高知大学ハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正について 

(15) 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改正について 

(16) 国立大学法人高知大学旅費規則の一部改正について 

〔報告事項〕 

(1) 知的財産の活用状況について 

第２８２回役員会（１月11日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 中期目標・中期計画の変更について 

(2) 「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業における第二期若手研究者のテニュア審査について 

(3) 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の改正等について 

(4) 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について 

(5) 国立大学法人高知大学介護休業等に関する規則等の一部改正について 

〔報告事項〕 

(1) 平成 27年度「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) 平成 28年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果に

ついて 

(4) 平成 29年度科学研究費助成事業に係る申請状況について 

(5) 平成 29年度予算内示について 

(6) 資金運用状況について 

第２８３回役員会（１月16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 

第２８４回役員会（１月20日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 中期目標・中期計画の変更について 

(2) 国立大学法人高知大学における教授選考の在り方について 

(3) 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の改正等について 

(4) 診療貢献手当の新設について 

(5) 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について 

(6) 平成 28年度学内補正予算（第１次）の編成について 

(7) キャンパス駐車料金の徴収について 

(8) 高知医療センターとの共同調達について 

第２８５回役員会（１月26日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 教育組織改革に係る人事案について 
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(2) 戦略的管理人員枠による採用等人事について 

(3) 遺言による寄附に対する協力に関する協定の締結について 

〔報告事項〕 

(1) 規則の制定について 

第６２回経営協議会（１月 20日） 

議事 

(1) 中期目標・中期計画の変更について 

(2) 平成 27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 

(3) 平成 28年度年度計画進捗状況について 

(4) 知的財産の活用状況について 

(5) 診療貢献手当の新設について 

(6) 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について 

(7) 平成 28年度学内補正予算（第１次）の編成について 

(8) キャンパス駐車料金の徴収について 

(9) 平成 29年度予算の内示について 

（10）平成 28年度第２四半期の財務状況について 

（11）平成 28年度第２四半期の資金管理状況について 

（12）資金運用状況について 

第７８回教育研究評議会（12月５日） 

議事 

(1) 精神指定医の取消について 

第７９回教育研究評議会（１月 18日） 

議事 

(1) 中期目標・中期計画の変更について 

(2) 平成 27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 

(3) 平成 28年度年度計画進捗状況について 

(4) 平成 27年度「教員の自己点検・評価」について 

(5) 国立大学法人高知大学における教授選考の在り方について 

(6) 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の改正等について 

(7) 平成 28年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果に

ついて 

(8) 知的財産の活用状況について 

(9) その他 
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○平成 28年度高知大学大学院学位記授与式

12 月 26 日（月）、学長室において、「平成 28 年度高知大学大学院学位授与式」を関係者出席のもと

挙行された。脇口宏学長が医学系研究科生命医学系専攻（課程博士）1名、総合人間自然科学研究科医

学専攻（課程博士）3名に学位を授与された。

（修了式・学位記授与式の様子）

学 事
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○物部キャンパス一日公開を開催

 平成 28年 11 月 3日（木・祝）、物部キャンパスにおいて地域住民キャンパスを開放して紹介する「物

部キャンパス一日公開」を開催した。

 この物部キャンパス一日公開は、広大な物部キャンパスにある農林海洋科学部、大学院総合人間自然

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

等の教育研究活動を地域住民に、より深く理解してもらうため毎年開催している。

 当日は、「高知「農」を探しに GO！！」をキャッチフレーズに、教職員、学部学生、大学院生、留学

生等が、講義、実験、体験コーナーなど様々な企画を実施した。今回は、肌寒い天候にもかかわらず、

家族連れを中心に約 3,000人の来場者があり、各企画を楽しんでいた。

（土佐あかうしの見学 ）   （海洋コア総合研究センターでの体験）

○平成 28年度医学教育等関係業務功労者表彰

平成 28年 11 月 22日（火）、文部科学省 3 階講堂において「平成 28 年度医学教育等関係業務功労者表

彰」が挙行され、医学部附属病院看護部の森本 和子看護師長と栄養管理部の田中 豊副主任調理師が表

彰された。 

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

学大臣が表彰を行うものである。 

（前列左から森本看護師長、脇口学長、田中主任調理師）

諸 報
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○平成 28年度高知大学永年勤続者表彰式

平成 28年 11月 22 日（火）、メディアの森メディアホールにおいて「平成 28年度高知大学永年勤続者

表彰式」を関係者出席のもと挙行された。本学職員等として 20年以上の永きに亘り勤務をされた 12名

の職員に対し、脇口宏学長が感謝と祝辞を述べると共に被表彰者一人ひとりに表彰状を授与された。 

また、被表彰者を代表して、学務部学務課の前田薫係長がこれまでの歩みを振り返りつつ、今後も引

き続き精勤する決意を表明した。 

（記念写真）

○高知大学理工学部キックオフシンポジウム「平成 29 年 4 月理工学部誕生！」を開催

 平成 28年 11 月 23日（水・祝）、高知追手前高等学校芸術ホールにおいて理工学部キックオフシンポ

ジウム「平成 29年 4月理工学部誕生！～魅力ある理工学教育、多様な人材育成プラン、そして未来の高

知への確かな貢献を目指して～」を開催した。

シンポジウムは、脇口宏学長の挨拶に始まり、島根大学総合理工学部長の廣光一郎氏及びチカミミル

テック株式会社代表取締役社長の千頭邦夫氏による基調講演の後、米村俊昭理学部副学部長が新学部の

特徴を説明し、さらに教員による各学科紹介が行われ、参加者からも新学部誕生の意義への理解や今後

の期待が寄せられた。

また、シンポジウム終了後には、高校生、保護者に入試、就職などの個別相談会が行われた。 

  （教員による学科紹介）  （個別相談会）  
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○第 56 回室戸貫歩を開催

平成 28年 11 月 26日（土）・27日（日）、高知大学伝統の「第 56回室戸貫歩」を開催した。

室戸貫歩は、昭和 36年に空手道部員が心身鍛練のため、体力と精神力の限界に挑戦するという目的で

始めた行事。高知市の朝倉キャンパスから室戸岬までの約 90キロの道のりを夜通し歩き、制限時間 30

時間以内でのゴールを目指すというもの。十数年前から一般参加も可能になりここ数年参加者が急

増、県民も楽しみにする高知大学の伝統行事となっている。

56回目となる今回は高知大学生をはじめ教職員と市民ら 452 名が参加。脇口宏学長が参加者に激励

の言葉をかけ、空手道部・植田健太主将とともに「頑張るぞ～！」の気合のかけ声を行い午前 9 時に一

斉スタート。途中雨に打たれながらもそれぞれの思いを込めて足を進め 257 名が見事ゴールした。 

 今年も地元自治体や住民から室戸貫歩の運営及び参加者に温かい豚汁、おにぎり等の支援をいただい

た。

（出発の様子）  （貫歩の様子） 

○高知大学 International Day 2016 を開催

平成 28年 11 月 30日（水）、朝倉キャンパスにおいて高知大学 International Day 2016 を開催した。 

このイベントでは、一日を通して「海外留学説明会」、「国際交流関係事務担当者研修会」、アル

ゼンチンの文化を紹介する「カルチャーカフェ」、「第 1回学長杯留学生による日本語スピーチコン

テスト」、「交流懇談会」が行われ、参加した留学生、日本人学生、教職員及び学外関係者が、さら

に国際交流の理解を深めた。

  （日本語スピーチコンテスト 発表者）
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○高知大学 ベンチャーに 2 社を認定

 平成 28年 12 月 22日（木）、高知大学ベンチャーとして、株式会社ＥＳＬ研究所及び株式会社先端シ

ステム技術研究所の 2 社を認定した。

両社は、高知大学名誉教授村岡道明氏の研究成果を活用したベンチャー企業として設立された。

本学では、大学における研究成果を普及し、その活用を促進すると認めたものを高知大学発ベンチャ

ーとして認定している。

（前列左から 2人目株式会社ＥＳＬ研究所及び株式会社先端システム技術研究所の代表染谷氏、

前列左から 3 人目脇口学長、前列右端名誉教授村岡氏）

○防災推進センター岡村眞特任教授が「第 24 回高新大賞」を受賞

 平成 29年 1月 6 日（金）、防災推進センター岡村眞特任教授は、長年の地震地質学の発展に寄与した

ことや、県民の防災意識を高めた功績が高く評価され、「第 24 回高新大賞」を受賞した。

「高新大賞」は、様々な分野で高知県を元気づける活動をしている個人や団体を対象に、高知新聞厚

生文化事業団が 1994年から毎年 1 件選定し贈呈されている賞である。

（表彰状）

○平成 28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を開催

平成 29年 1 月 17日（火）、医学部基礎臨床研究棟において「平成 28 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」を開催した。 
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本件は、高知信用金庫及び高知安心友の会からの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するものである。 

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で、選考

の結果、薬理学助教清水翔吾氏、麻酔科学・集中治療医学講師河野崇氏の 2 名に学術賞を授与した。 

 （後列左から奥谷教授、降幡教授、齊藤教授、高田教授

  前列左から高知信用金庫矢野常務理事、清水助教、河野講師、本家医学部長）
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１１月 

１日（火）  国立大学協会高等教育における国立 

大学の将来像ＷＧ 

国際交流基金管理委員会 

アドミッションセンター教員選考委 

員会 

２日（水） 辞令交付 

テニュア審査会学外委員との意見交 

換会 

テニュア審査研究成果審査会ならび 

に最終面接審査会 

留学生教育コンソーシアム四国評価 

委員会 

３日（木） 物部キャンパス一日公開 

５日（土）  平成 28年度大規模津波防災総合訓練 

７日（月） 学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

四国国立大学協議会 

８日（火）  ＪＳＴ支援制度説明会（岡豊） 

９日（水） ＪＳＴ支援制度説明会（朝倉） 

第 278回役員会 

１０日（木） 平成 28年度朝倉地区防災訓練 

１１日（金） 中国・四国地区国立大学法人理事・ 

事務局長会議（～１２日） 

官公長連絡会 

ＪＡＭＳＴＥＣ連絡協議会 

１２日（土） 地球深部探査船「ちきゅう」寄港歓 

迎セレモニー及び特別公開 

１３日（日） 高大連携科学系フォーラム 

１４日（月） 学長懇談会 

学生・教育支援機構会議 

教育ミーティング 

病院長等との診療科ラウンド 

１６日（水） 教育組織改革実施本部会議 

１７日（木） 第５回ものづくり総合技術展オー 

プニングセレモニー 

秋季中国・四国国立大学長会議 

１８日（金） 文部科学省関係機関等最高情報セキ 

ュリティ責任者会議 

リエゾンオフィス運営委員会 

１９日（土） 推薦Ⅰ（人・理・農・地域）入学試 

験 

２０日（日） 社会人（理）入学試験 

２１日（月） 学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

人事委員会 

第 20回高知大学のあり方に関する 

意見交換会 

学士課程運営委員会 

教育ミーティング 

病院長等との診療科ラウンド 

２２日（火） 平成 28年度高知大学永年勤続者表 

彰式 

第 279回役員会 

２３日（水） 高知大学理工学部キックオフシン 

ポジウム 

２４日（木） 平成 28年度国立大学法人等国際企 

画担当責任者連絡協議会（～２５日） 

第２回教員免許状更新講習実施委 

員会 

第 100回地域連携推進センター連 

絡会記念イベント 

２５日（金） 平成 28年度人事に関する懇談 

２６日（土） 第 56回室戸貫歩（～２７日） 

２７日（日） 高知大学防災推進センターシンポ 

ジウム 

２８日（月） 総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

学生・教育支援機構会議 

教育ミーティング 

２９日（火） 学術研究フォーラム第８回学術 

日 誌
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シンポジウム 

安全衛生委員会（朝倉） 

３０日（水） 高知大学 International Day 2016 

１２月 

１日（木） 辞令交付 

国際交流基金管理委員会 

国立室戸青少年自然の家施設業務 

運営委員会 

２日（金） 第４回四国国立５大学教育担当理 

事意見交換会 

人事委員会 

３日（土） ＴＳＰ国際ＡＯ入学試験（～４日） 

拠点プロジェクト公開シンポジウ 

ム 

５日（月） 第 78回教育研究評議会 

情報セキュリティ委員会 

学長懇談会 

学長事務総括本部会議 

研究顕彰制度選考委員会 

監査法人とのディスカッション 

入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

病院長等との診療科ラウンド 

６日（火） 全学財務委員会 

病院長等との診療科ラウンド 

医農連携交流会 

７日（水） 教育研究部会議 

国際交流基金交付式 

大学ランキング説明会 

平成 29年度シーズ公募説明会 

手術部運営に関する意見交換会 

８日（木） 高知大学教育学部附属幼・小・中 

・特別支援学校連合会  

国立大学協会高等教育における国立 

大学の将来像ＷＧ 

９日（金） 競争的資金等監査室会議 

第 280回役員会 

レアメタル戦略グリーンテクノロジ 

ー創出への学際的教育研究拠点の形 

成特別講演会 

職員対象防災研修会（～１０日） 

１０日（土） 附属まつり 

１１日（日） 第 49回学長杯争奪駅伝大会 

１２日（月） 学長懇談会 

若手研究者評価支援機構会議 

研究推進戦略委員会 

教育ミーティング 

１３日（火） 出資法人等監事・監査役、予算執行 

担当理事に対する平成 27年度決算 

検査報告説明会 

附属病院運営委員会 

大学入試センター試験監督者説明会 

１４日（水） 第 281回役員会 

１５日（木） 大学ＩＣＴ推進協議会 

１９日（月） 学長懇談会 

学長事務総括本部会議 

経営企画推進機構教育人事基本方針 

検討部会 

第 21回高知大学のあり方に関する 

意見交換会 

学士課程運営委員会 

病院長等との診療科ラウンド 

２０日（火） 国立大学協会高等教育における国立 

大学の将来像ＷＧ 

２１日（水） 大学入試センター試験監督者説明会 

高知県地域社会連携推進本部会議 

２２日（木） 教育組織改革実施本部会議 

高知大学発ベンチャー認定式 

安全衛生委員会（朝倉地区） 

研究顕彰プレゼンテーション・審査 

会 

２６日（月） 平成 28年度高知大学大学院学位記 

授与式 

総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

２８日（水） 研究顕彰プレゼンテーション・審査 

会 

大学入試センター試験監督者説明会 
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１月 

４日（水） 学士課程入学試験委員会 

仕事始めの会 

５日（木） 学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

１０日（火） ＴＳＰ外部評価委員会 

附属病院運営委員会 

教職大学院設置に係る第２回人事委 

員会 

１１日（水） 第 282回役員会 

１４日（土） 大学入試センター試験（～１５日） 

１６日（月） 学長事務総括本部会議 

第 283 回役員会 

学長懇談会 

ＣＯＣ+外部評価委員会 

学士課程運営委員会 

教育ミーティング 

医学部連絡調整会議 

１７日（火） 大学院修士課程・博士課程教務委員 

会 

１８日（水） 第 79回教育研究評議会 

とびたて留学ＪＡＰＡＮ！報告会 

１９日（木） 教育組織改革実施本部会議 

ＳＰＯＤ次世代リーダー養成セミナ 

ー（～２０日） 

国際・地域連携推進機構会議 

理事懇談会 

２０日（金） 学長選考会議 

第 62回経営協議会 

第 284回役員会 

２１日（土） 高知ＣＳＴプログラム理科教育シン 

ポジウム 

２２日（日） 寒中水泳 

２３日（月） 第２期教育研究評価に係るヒアリン 

グ 

２４日（火） 国立大学協会総会 

地域連携推進センターテニュア資格 

審査会 

教職大学院ＦＤ 

２６日（木） 第 285回役員会 

２７日（金） 国立大学協会高等教育における国立 

大学の将来像ＷＧ 

安全衛生委員会（朝倉地区） 

２８日（土） 大学院理学専攻（修士課程）第２次 

入学試験 

２９日（日） 大学院応用自然科学（博士課程）第 

２次入学試験 

推薦Ⅱ・私費・ＴＳＰ生命環境ＡＯ 

入学試験 

３０日（月） 国立大学協会大学評価委員会 

共通教育授業「ＥＰＩＣ」の特別証 

明書授与式 

教師教育コンソーシアム高知運営協 

議会 

総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

学生・教育支援機構会議 

教育ミーティング 

３１日（火） 事務連絡協議会 

総合研究センター及び設備サポート 

戦略室の管理等の検討タスクフォー 

ス 
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