
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「高知大学医学部地域精神医療支援プロジェクト」に関する調印式    瑞宝重光章受賞者山本晋平元学長の表敬訪問 

         （25 ページに関連記事）                   （31 ページに関連記事） 

 

 （3）  

○教育学部門 西脇芳典講師が「日本法科学技術学会第 19 回学術集

会」奨励賞受賞 

○平成 25 年度医学教育等関係業務功労者表彰 

○平成 25 年度高知大学動物慰霊祭 

○第 7 回黒潮圏科学国際シンポジウム 

○朝倉中央保育園の園児が学長を訪問 

○平成 25年度 永年勤続者表彰式 

○農学部門 山本由徳教授が「日本作物学会四国支部」日本作物学会

功労賞受賞 

○第 11回高知大学物部キャンパスフォーラム「地球の温暖化に備え

る ～温暖化適応、海藻、サンゴ、農業～」 

○平成 25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 

○テニュア・トラック教員 片岡正典特任講師の研究課題が平成 25

年度第 2回「A-STEP（研究成果最適展開支援プログラム）起業挑戦

タイプ」に採択 

○医学部附属病院「－手づくり－フレンドリーコンサート」 

○瑞宝重光章受賞者山本晋平元学長の表敬訪問 
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○人事異動 
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○役員会 

○経営協議会 

○教育研究評議会 

○入試企画実施機構会議 
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○平成 25年度 高知大学大学院学位記授与式 

○高知県と「高知大学医学部地域精神医療支援プロジェクト」

に関する調印式 

 

○臨床医学部門 竹内啓晃講師が「第 60回日本臨床検査医学

会学術集会」で学術賞を受賞 

○秋の催し（第 64 回黒潮祭、物部キャンパス一日公開） 

○第 4 回高知大学ホームカミングデーを開催 
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○医療学系臨床医学部門教員が、5-アミノレブリン酸(ALA)が

急性腎障害(AKI)を防止する効果を発見 

 

（31） 

○高知大学・琉球大学合同「若手研究者育成のためのシステム改革シ

ンポジウム」 

○防災畳贈呈式 
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（31） 

（33） ○黒潮圏シンポジウム「黒潮圏科学－10年の歩みと明日への

課題－」 

（31） 
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○法律 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

国会職員の配偶者同行休業に関する法律 法律第 78号 号外第 252号 平成 25年 11月 22日 

産業競争力強化法 法律第 98号 号外第 269号 平成 25年 12月 11日 

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化

及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員

等の任期に関する法律の一部を改正する法律 

法律第 99号 号外第 272号 平成 25年 12月 13日 

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律 法律第 103号 号外第 272号 平成 25年 12月 13日 

 
○政令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定す

る政令の一部を改正する政令 
政令第 355号 号外第 278号 平成 25年 12月 20日 

国家公務員退職手当法施行令等の一部を改正する政令 政令第 357号 号外第 282号 平成 25年 12月 26日 

地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備

及び経過措置に関する政令 
政令第 366号 号外第 282号 平成 25年 12月 26日 

国民年金法施行令等の一部を改正する政令 政令第 9号 第 6209号 平成 26年 1月 16日 

薬事法施行令の一部を改正する政令 政令第 10号 号外第 9号 平成 26年 1月 17日 

産業競争力強化法の施行期日を定める政令 政令第 12号 号外第 9号 平成 26年 1月 17日 

産業競争力強化法施行令 政令第 13号 号外第 9号 平成 26年 1月 17日 

 
○省令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 122号 号外第 237号 平成 25年 11月 1日 

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規

則の一部を改正する省令 
文部科学省令第 29号 第 6168号 平成 25年 11月 11日 

家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令 農林水産省第 72号 第 6187号 平成 25年 12月 6日 

薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六

条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正す

る省令 

厚生労働省令第 128号 第 6192号 平成 25年 12月 13日 

薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六

条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正す

る省令 

厚生労働省令第 131号 号外第 278号 平成 25年 12月 20日 

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 132号 号外第 278号 平成 25年 12月 20日 

社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の

特例等に関する省令の一部を改正する省令 
財務省令第 63号 第 6198号 平成 25年 12月 24日 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律施行規則の一部を改正する省令 
厚生労働省令第 133号 号外第 280号 平成 25年 12月 24日 

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正す

る省令 
文部科学省令 33号 第 6201号 平成 25年 12月 27日 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 137号 第 6201号 平成 25年 12月 27日 

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施

行規則 
厚生労働省令第 138号 号外第 285号 平成 25年 12月 27日 

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 厚生労働省令第 139号 号外第 285号 平成 25年 12月 27日 

薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省 厚生労働省令第 140号 号外第 285号 平成 25年 12月 27日 

関 係 法 令 
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令 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改

正する省令 
厚生労働省令第 1号 号外第 3号 平成 26年 1月 8日 

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規

則の一部を改正する省令 
文部科学省令第 1号 第 6206号 平成 26年 1月 10日 

学校教育法施行規則の一部を改正する省令 文部科学省令第 2号 第 6207号 平成 26年 1月 14日 

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転

の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 

文部科学省・経済産業省

令第 1号 
号外第 9号 平成 26年 1月 17日 

薬事法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 2号 号外第 9号 平成 26年 1月 17日 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を

改正する省令 
厚生労働省令第 4号 号外第 14号 平成 26年 1月 23日 

 
○規則 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

人事院規則 22-0（倫理法の適用を受けない非常勤職員）の一

部を改正する人事院規則 
人事院規則 22-0-4 号外第 272号 平成 25年 12月 13日 

人事院規則 17-0（管理職員等の範囲）の一部を改正する人事

院規則 
人事院規則 17-0-109 第 6197号 平成 25年 12月 20日 

人事院規則 9-7（俸給等の支給）の一部を改正する人事院規則 
人事院規則 9-7-18 号外第 285号 平成 25年 12月 27日 

人事院規則 9-17（俸給の特別調整額）の一部を改正する人事

院規則 
人事院規則 9-17-136 号外第 285号 平成 25年 12月 27日 

人事院規則 9-123（本府省業務調整手当）の一部を改正する人

事院規則 
人事院規則 9-123-14 号外第 285号 平成 25年 12月 27日 

 
○告示 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の一部を改正す

る件 
厚生労働省告示第 340号 第 6163号 平成 25年 11月 1日 

労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の

様式を定める件の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 342号 号外第 237号 平成 25年 11月 1日 

大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可

の基準の一部を改正する告示 
文部科学省告示第 156号 第 6168号 平成 25年 11月 11日 

動態調査の調査票の様式の一部を改正する件 厚生労働省告示第 346号 号外第 246号 平成 25年 11月 14日 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件 厚生労働省告示第 357号 第 6174号 平成 25年 11月 19日 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣

が定める掲示事項等の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 358号 第 6174号 平成 25年 11月 19日 

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費

用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣

が別に定める者の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 359号 第 6174号 平成 25年 11月 19日 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施

行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 360号 第 6175号 平成 25年 11月 20日 

薬事法第七十七条の二第一項の規定に基づき希少疾病用医薬

品等を指定した件 
厚生労働省告示第 361号 第 6175号 平成 25年 11月 20日 

薬事法第七十七条の二の五第一項の規定に基づき希少疾病用 厚生労働省告示第 362号 第 6175号 平成 25年 11月 20日 
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医薬品の指定を取り消した件 

医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品の一部を

改正する件 
厚生労働省告示第 368号 第 6187号 平成 25年 12月 6日 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件 厚生労働省告示第 373号 号外第 273号 平成 25年 12月 13日 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣

が定める掲示事項等の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 374号 号外第 273号 平成 25年 12月 13日 

薬事法第三十六条の三第一項第一号及び第二号の規定に基づ

き厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の

一部を改正する件 

厚生労働省告示第 375号 第 6193号 平成 25年 12月 16日 

外国において学校教育における十二年の課程を修了した者に

準ずる者を指定する件の一部を改正する件 
文部科学省告示第 160号 第 6195号 平成 25年 12月 18日 

薬事法第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定

する医薬品の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 377号 号外第 278号 平成 25年 12月 20日 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項

の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した

件 

厚生労働省・経済産業

省・環境省告示第 4号 
号外第 278号 平成 25年 12月 20日 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項

の規定に基づき指定をした優先評価化学物質の指定を取り消

した件 

厚生労働省・経済産業

省・環境省告示第 5号 
号外第 278号 平成 25年 12月 20日 

労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定

に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針の一

部を改正する件 

厚生労働省告示第 382号 号外第 280号 平成 25年 12月 24日 

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇

用管理上構ずべき措置についての指針の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 383号 号外第 280号 平成 25年 12月 24日 

コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意

すべき事項に関する指針を定める件 
厚生労働省告示第 384号 号外第 280号 平成 25年 12月 24日 

指定医療機関医療担当規程の一部を改正する件 厚生労働省告示第 385号 第 6199号 平成 25年 12月 25日 

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大

臣が定める物等の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 389号 第 6201号 平成 25年 12月 27日 

雇用保険法施行規則第百十条の三第一項第一号への規定に基

づき厚生労働大臣が定める者を定める件 
厚生労働省告示第 390号 第 6201号 平成 25年 12月 27日 

労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化

学物質の名称を公表する件 
厚生労働省告示第 391号 号外第 285号 平成 25年 12月 27日 

労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九まで

の規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定め

る件 

厚生労働省告示第 392号 号外第 285号 平成 25年 12月 27日 

薬事法第二十三条の二第一項に規定する厚生労働大臣の登録

を受けた登録認証機関の登録事項を変更した旨を公示する件 
厚生労働省告示第 393号 号外第 285号 平成 25年 12月 27日 

特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を

改正する件 
厚生労働省告示第 394号 号外第 285号 平成 25年 12月 27日 

厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の一部を改正す

る件 
厚生労働省告示第 395号 号外第 285号 平成 25年 12月 27日 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施

行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 5号 第 6204号 平成 26年 1月 8日 

学校教育法施行規則第五十六条の二等の規定による特別の教

育課程について定める件 
文部科学省告示第 1号 第 6207号 平成 26年 1月 14日 
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るための基

本的な方針を定める件 
厚生労働省告示第 7号 第 6208号 平成 26年 1月 15日 

平成二十五年度の血液製剤の安定供給に関する計画の一部を

改正する件 
厚生労働省告示第 13号 第 6215号 平成 26年 1月 24日 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用

保険率を変更する件 
厚生労働省告示第 14号 第 6216号 平成 26年 1月 27日 

我が国の大学に入学するための準備教育を行う課程を定める

告示の一部を改正する告示 
文部科学省告示第 13号 第 6219号 平成 26年 1月 30日 

健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第六条第一項の

規定に基づき厚生労働大臣が定める平成二十二年度以降経過

措置基準率 

厚生労働省告示第 17号 第 6220号 平成 26年 1月 31日 

健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第七条第一項第

一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める平成二十二年度

以降調整基礎率 

厚生労働省告示第 18号 第 6220号 平成 26年 1月 31日 

健康保険法施行規則第百三十五条の二第二項第四号の規定に

基づき厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 19号 第 6220号 平成 26年 1月 31日 

 
○公告 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

文部科学省共済組合定款の一部変更関係 特殊法人等 第 6166号 平成 25年 11月 7日 
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国立大学法人高知大学規則第 51 号 

高知大学医学部附属病院規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 25年 11月 12日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学医学部附属病院規則の一部を改正する規則 

高知大学医学部附属病院規則（平成 16年規則第 239号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「外科」の次に「形成外科」を加え、同条第３項中「、形成外科部門」を削る。 

附 則（平成 25年 11月 12日規則第 51号） 

 この規則は、平成 25年 12月１日から施行する。 

 

改正理由 

近年、各学会が独自に認定していた専門医制度の見直しが進んでおり、2017 年に後期臨床研修を開始

する学年（現学部 5 年生）から、新たな専門医制度が始まる予定であり、この制度では全診療科のなか

で基礎となる基本１９診療科に、内科、外科などとともに「形成外科」がある。この専門医制度の開始

を受け、日本形成外科学会が、専門医を育成するための認定施設の見直しを行い、診療科が独立してい

ない病院は認定施設として認めないこととした。これまで、高知大学医学部附属病院には、診療科とし

て「形成外科」を規定化しておらず、形成外科は外科の一診療部門としていたため、このたびの日本形

成外科学会による認定施設の見直しに伴い、外科の一診療部門としていた「形成外科」を規則上、診療

科と位置付けることとした。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 52 号 

高知大学教育学部規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 25年 11月 25日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学教育学部規則の一部を改正する規則 

高知大学教育学部規則（平成 16年規則第 173号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「家庭科教育コース」の次に「、科学技術教育コース」を加える。 

第 11条の見出しを「（卒業資格）」に改める。 

第 13条に見出しとして「（在学年数及び単位の通算）」を付する。 

第 14条に見出しとして「（卒業者の決定）」を付する。 

附 則（平成 25年 11月 25日規則第 52号） 

この規則は、平成 26年４月１日から施行する。 

 

改正理由 

１ 教育学部学校教育教員養成課程に科学技術教育コースを新設することによる改正。 

２ 規則の見直しによる、見出しの改正及び追加。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 53 号 

高知大学教育学部履修規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

学 内 規 則 
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平成 25年 11月 25日 

国立大学法人高知大学長 脇 口   宏 

 

高知大学教育学部履修規則の一部を改正する規則 

高知大学教育学部履修規則（平成 24年規則第 93号）の一部を次のように改正する。 

第２条を次のように改める。 

（卒業要件） 

第２条 各課程における卒業に必要な修得単位数は、次の表のとおりとし、第４条から第 10条までに定め

るところより履修するものとする。 

 

課程   

 

 

 

 

 

 

 

 

科目 

学校教育教員養成課程 

生涯教育課程 

教育科学コース 

国語教育コース 

社会科教育コース 

数学教育コース 

理科教育コース 

英語教育コース 

音楽教育コース 

美術教育コース 

保健体育コース 

技術教育コース 

家庭科教育コース 

科学技術教育 

コース 

特別支援教育 

コース 

初年次科目 12 12 12 12 

教養科目 18 18 18 
2 

22 

共通専門科目 22 22 20 18 

専門科目 72 81 80 72 

計 124 133 132 124 

２ 科学技術教育コース及び特別支援教育コースを除く学校教育教員養成課程の学生は、小学校教諭一種

免許状又は中学校教諭一種免許状の取得要件を満たさなければならない。 

３ 学校教育教員養成課程科学技術教育コースの学生は、中学校教諭一種免許状（理科）及び中学校教諭

二種免許状（技術）又は中学校教諭一種免許状（技術）及び中学校教諭二種免許状（理科）の取得要件

を満たさなければならない。 

４ 学校教育教員養成課程特別支援教育コースの学生は、小学校教諭一種免許状又は中学校教諭一種免許

状の取得要件に加えて特別支援学校教諭一種免許状の取得要件を満たさなければならない。 

第９条第１項中「特別支援教育コースの学生は、80 単位以上」を「科学技術教育コースの学生は 81 単

位以上、特別支援教育コースの学生は 80 単位以上」に改め、同条第３項中「７単位」の次に「（科学技術

教育コースは９単位）」を加え、同条第５項及び第６項中「特別支援教育コース」の前に「科学技術教育コ

ース及び」を加え、同条第７項に次のただし書きを加える。 

ただし、科学技術教育コースの学生は、第２条第３項に定める免許教科について、中学校教諭一種免

許状にあっては必修科目を含めて 26 単位以上、中学校教諭二種免許状にあっては必修科目を含めて 12

単位以上を履修するものとする。 

第９条第８項に次のただし書きを加える。 

ただし、科学技術教育コースの学生は、第２条第３項に定める免許教科について、中学校教諭一種免

許状にあっては必修科目を含めて６単位以上を、中学校教諭二種免許状にあっては「Ⅰ」のつく授業科

目２単位を履修するものとする。 
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第９条第 10項中「18単位」の次に「、科学技術教育コースは 20単位」を加える。 

 別表２（第９条関係）中 

「 

教育実習総合研究（初等） 1    教育実習事前事後指導 

教育実習総合研究（中等）  1   

教育実習（小学校） 4    

教育実習（中学校）  4   

                                     」を 

「 

教育実習総合研究（初等） 

教育実習総合研究（中等） 

教育実習（小学校） 

教育実習（中学校１） 

教育実習（中学校２） 

1 

 

4 

 

 

 

1 

 

4 

2 

1 

1 

4 

4 

 

 教育実習事前事後指導 

 

 

 

科学技術教育コース対象科目 

                                     」 

に改める。 

 別表９（第９条関係）中 

 

｢ 

専門演習Ⅲ 

専門演習Ⅳ 

2 

2 

2 

2 

  

 

教育哲学 2 2   

日本教育史 2 2   

西洋教育史 2 2   

認知心理学 2 2   

教育行政学 2  2 2   特別支援教育コースについ 

教育社会学 2 2   ては選択科目とする。 

教育評価（初等） 2    

教育評価（中等）  2   

学校カウンセリング（初等） 2    

学校カウンセリング（中等）  2   

                                     」を 

 

「 

専門演習Ⅲ 

専門演習Ⅳ 

2 

2 

2 

2 

  科学技術教育コースについては選

択科目とする。 

科学技術教育総合演習Ⅰ   2  

科学技術教育コースについては必

修科目とする。 

科学技術教育総合演習Ⅱ   2 

科学技術教育総合演習Ⅲ   2 

科学技術教育総合演習Ⅳ   2 

教育哲学 2 2 2  

日本教育史 2 2 2  

西洋教育史 2 2 2  

認知心理学 2 2 2  

教育行政学 2  2  2   科学技術教育コース及び 

2 

2 
2 
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教育社会学 2 2 2   特別支援教育コースにつ 

教育評価（初等） 2  2   いては選択科目とする。 

教育評価（中等）  2 2  

学校カウンセリング（初等） 2  2  

学校カウンセリング（中等）  2 2  

                                               

            」 に、 

「 

身近な自然の観察Ⅰ   2  

身近な自然の観察Ⅱ   2  

                                     」を 

「 

身近な自然の観察Ⅰ   2  科学技術教育コースについてはい

ずれか１科目選択必修とする。 身近な自然の観察Ⅱ   2 

実験とものづくりⅠ   2 科学技術教育コースについては

いずれか１科目選択必修とする。 実験とものづくりⅡ   2 

                                               

         」  

に改める。 

附 則（平成 25年 11月 25日規則第 53号） 

１ この規則は、平成 26年４月１日から施行する。 

２ 平成 25年度以前の入学生については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

改正理由 

科学技術教育コースの新設に基づく、規則の改正。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 54 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を次のように定める。 

  平成 25年 12月 16日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏   

 

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職員給与規則（平成 16年規則第 26号）の一部を次のように改正する。 

 第 19 条第２項中「職員」を「職員（次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。）」に改め、

同条第３項を次のように改める。 

３ 55 歳（一般職本給表（二）適用職員にあっては、57 歳）を超える職員の第１項の規定による昇給は、

同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好以上である場合に限り行うものとし、昇給さ

せる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。 

   附 則（平成 25年 12月 16日規則第 54号） 

 この規則は、平成 26年１月１日から施行する。 

 

改正理由 

55歳を超える職員の昇給については、その者の勤務成績に応じた昇給区分が特に良好以上である場合

に限り行い、良好以下の勤務成績では昇給停止とする改正を行う。 
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国立大学法人高知大学規則第 55 号 

 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の一部を改正する規則を次のよう

に定める。 

  平成 25年 12月 16日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏   

 

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の一部を改正する規則 

 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（平成 16年規則第 463号）の一部

を次のように改正する。 

 第 34 条第１項第１号中「及び次条」及び「この場合において、昇給区分をＥに決定された特定職員は、

昇給しない。」を削り、同項第２号中「当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分」を「昇給区分」

に改め、「この場合において、昇給区分をＥに決定された一般職員は、昇給しない。」を削る。 

別表第８を次のように改める。 

別表第８ 特定職員昇給号俸数表（第 34条関係） 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給の号俸数 
８号俸以上 ６号俸 ３号俸 ２号俸 ０号俸 

２号俸以上 １号俸 ０号俸 ０号俸 ０号俸 

備考 この表に定める上段の号俸数は職員給与規則第 19 条第３項の規定の適用を受ける職員以外の職員

に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。 

別表第８の２を次のように改める。 

別表第８の２ 一般職員昇給号俸数表（第 34条関係） 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給の号俸数 
８号俸以上 ６号俸 ４号俸 ２号俸 ０号俸 

２号俸以上 １号俸 ０号俸 ０号俸 ０号俸 

備考 この表に定める上段の号俸数は職員給与規則第 19 条第３項の規定の適用を受ける職員以外の職員

に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。 

   附 則（平成 25年 12月 16日規則第 55号） 

 この規則は、平成 26年１月１日から施行する。 

 

改正理由 

55歳を超える職員の昇給については、その者の勤務成績に応じた昇給区分が特に良好以上である場合

に限り行い、良好以下の勤務成績では昇給停止とする改正を行う。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 56 号 

高知大学医学部附属病院がん治療センター規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 25年 12月 10日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学医学部附属病院がん治療センター規則の一部を改正する規則 

高知大学医学部附属病院がん治療センター規則（平成 18年規則第 31号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第８号を第９号とし、第３号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加

える。 

(3) 緩和ケアの実施に関すること。 
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第３条第１項第２号を次のように改める。 

(2) 緩和ケアセンター 

附 則（平成 25年 12月 10日規則第 56号） 

 この規則は、平成 25年 12月 10日から施行する。 

 

改正理由 

平成 25年 5月 24日付健発 0524第 5号厚生労働省健康局長から通知された「がん診療連携拠点病院機

能強化事業実施要綱の一部改正」により、がん診療連携拠点病院に「緩和ケアセンター」を整備するこ

とが求められた。これにより、医学部附属病院がん治療センター内に緩和ケアセンターを設置するため、

高知大学医学部附属病院がん治療センター規則を一部改正する。なお、従来がん治療センターに置いて

いた緩和ケアチームについては、今回新たに設置される緩和ケアセンターに置くこととなったため、本

規則の規定からは削除する。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 57 号 

 高知大学国際・地域連携センター規則等の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 25年 12月 10日 

国立大学法人高知大学長 脇 口   宏 

 

高知大学国際・地域連携センター規則等の一部を改正する規則 

 （高知大学国際・地域連携センター規則の一部改正） 

第１条 高知大学国際・地域連携センター規則（平成 17年規則第 525 号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３項を次のように改める。 

３ 地域連携・再生部門に、高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業を実施するための高

知市地域、嶺北地域、物部川地域、安芸地域、仁淀川地域、高幡地域及び幡多地域サテライトオフィ

ス（以下「ＫＩＣＳサテライトオフィス」という。）を置く。 

同条に次の１項を加える。 

９ ＫＩＣＳサテライトオフィスは、高知大学国際・地域連携センター地域コーディネーター（以下「Ｕ

ＢＣ」という。）で組織する。 

第５条に次の１号を加える。 

(6) ＫＩＣＳサテライトオフィス 

ア 高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業に関すること。 

  第６条第１項中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

  (5) ＵＢＣ 

  第 15条を第 16条とし、第 14条を第 15条とし、第 13条を第 14条とし、第 12条の次に次の１条を加

える。 

（ＵＢＣ） 

第 13条 ＵＢＣは、ＫＩＣＳサテライトオフィスの業務を処理する。 

 （高知大学国際・地域連携センター利用規則の一部改正） 

第２条 高知大学国際・地域連携センター利用規則（平成 17年規則第 570号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条中「第 15条」を「第 16条」に改める。 

 （高知大学国際連携推進委員会規則の一部改正） 

第３条 高知大学国際連携推進委員会規則（平成 18年規則第４号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第 13条第２項」を「第 14条第２項」に改める。 

附 則（平成 25年 12月 10日規則第 57号） 
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 この規則は、平成 25年 12月 10日から施行し、平成 25年 12月１日から適用する。 

 

   改正理由 

「平成 25年度文部科学省大学改革推進等補助金『地（知）の拠点整備事業』」に、本学が申請してい

た『高知大学インサイド・コミュニティ・システム（KICS）化事業』が採択されたことから、同事業の

実施に向けてサテライトオフィスを設置することに伴う高知大学国際・地域連携センター規則の改正及

び文言の整理。また、同規則第 13条にＵＢＣ（高知大学国際・地域連携センター地域コーディネーター）

に関する規定を追加したことにより、高知大学国際・地域連携センター利用規則及び高知大学国際連携

推進委員会規則で引用していた条にずれが生じたため併せて改正する。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 58 号 

高知大学公開講座規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 26年１月 22日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学公開講座規則の一部を改正する規則 

 高知大学公開講座規則（平成 16年規則第 76号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「国際・地域連携センター運営戦略室が設置する専門委員会の議を経て」を削る。 

第４条第 1項に次のただし書きを加える。 

ただし、学長が特に必要と認めた公開講座はこの限りでない。 

同条第２項中「その支援並びに連絡調整を図る」を「必要に応じて、その支援並びに連絡調整を図るも

のとする」に改める。 

第６条を次のとおり改める。 

 （講習料） 

第６条 公開講座の講習料を徴収するときは、第４条各項に掲げる公開講座を開設する者がそれぞれ必要

な事項を定める。 

第７条を削り、第８条を第７条とする。 

   附 則（平成 26年１月 22日規則第 58号） 

 この規則は、平成 26年４月１日から施行する。 

 

改正理由  

「地域の大学」を標榜する本学にあっては、地域との接点の一つである公開講座の受講者増を図る必

要があることは自明である。しかし、全学的に開催する公開講座である「秋の公開講座」は、過去、30

～50％台と受講率は低迷しつづけている。 

現状の高知大学公開講座規則では、全学的に開催する公開講座及び学部等が開催する公開講座は、国

際・地域連携センター専門委員会の議を経て開設し、講習料を徴収することとなっていることから、地

域のニーズや課題に応じた公開講座を実施できるよう規則の一部改正を行う。 

【改正骨子】 

①公開講座の実施主体が、多様な地域のニーズ等に応じ、戦略的・機動的に講座開設できるようにする。 

②公開講座の講習料は、原則徴収を改め、実施主体が徴収可能と判断する場合（例えば、繰り返し開設

され、かつ、一定数の受講者が確保できる講座など。）に講習料を設定できるようにする。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 59 号 

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を次のように定める。 
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平成 26年１月 22日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

   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 

 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（平成 16 年規則第 83 号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第１項中「公開講座講習料等その他の費用の額」を「教育職員免許状更新講習の講習料等その他

の費用の額」に改め、同条第２項を削り、同条第３項を同条第２項とし、同条第４項を同条第３項とし、

同条第５項を同条第４項とする。 

   附 則（平成 26年１月 22日規則第 59号） 

 この規則は、平成 26年４月１日から施行する。 

 

改正理由  

高知大学公開講座規則第６条を改正し、公開講座の講習料の原則徴収を改めることに伴い、本規則第

３条第２項に掲げる公開講座の講習料に関する規定を削る。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 60 号 

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の一部を改正する規則を次のように定

める。 

平成 26年１月 20日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

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の一部を改正する規則 

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（平成 19年規則第 111号）の一部を次

のように改正する。 

第３条の見出しを「（コース、短期履修プログラム）」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 学則第 56条第２項の規定に基づき、特別支援教育コースに、標準修業年限を１年とする短期履修プロ

グラムを置く。 

 第 10条中「別表１」を「別表第１から別表第３まで」に改める。 

第 14条を次のように改める。 

 （修了要件） 

第 14条 本専攻の修了要件は、２年以上在学し、第９条第１項に定める単位を修得して、学位論文を提出

し、その審査及び試験に合格することとする。 

２ 学位論文の審査及び試験に関し必要な事項は、専攻において別に定める。 

第 16条を第 17条とし、第 15条中「別表２」を「別表第４から別表第 19まで」に改め、同条を第 16条

とし、第 14条の次に次の１条を加える。 

（短期履修プログラムの修了要件） 

第 15条 前条の規定にかかわらず、短期履修プログラムの修了要件は、１年以上在学し、第９条第１項に

定める単位を修得して、特定の課題についての研究の成果を提出し、その審査及び試験に合格することと

する。 

２ 特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に関し必要な事項は、専攻において別に定める。 

別表１ 学校教育コースを別表第１ 学校教育コースとし、別表１ 特別支援教育コースを次のように

改める。 

別表第２ 特別支援教育コース 

科目区分 授業科目 単位数 選択 

必修 

区分 

履修 

区分 必修 選択 

専攻共通 ○現代教育論 2    
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科目 課題研究 4   ※1 

コース専

門科目 
研究成果報告 2   ※2 

○特別支援教育学特論 2    

特別支援教育学演習Ⅰ  2   

特別支援教育学演習Ⅱ  2   

○知的障害心理学特論  2   

知的障害心理学演習Ⅰ  2   

知的障害心理学演習Ⅱ  2   

○知的障害臨床教育学特論  2   

知的障害臨床教育学演習Ⅰ  2   

知的障害臨床教育学演習Ⅱ  2   

病弱病理学演習  2   

肢体不自由教育演習  2   

○障害児精神病理学特論  2   

障害児精神病理学演習  2   

発達障害教育特論  2   

発達障害教育演習Ⅰ  2   

発達障害教育演習Ⅱ  2   

○発達障害教育制度特論  2   

発達障害臨床教育学特論  2   

発達障害教育相談演習  2   

教育実践研究（知的障害）Ⅰ  2  ※1 

教育実践研究（知的障害）Ⅱ  2 ※1 

教育実践研究（発達障害）Ⅰ  2  ※1 

教育実践研究（発達障害）Ⅱ  2 ※1 

長期インターンシップ（知的障害）Ⅰ  2  ※1 

長期インターンシップ（知的障害）Ⅱ  2 ※1 

長期インターンシップ（知的障害）Ⅲ  2 ※1 

長期インターンシップ（知的障害）Ⅳ  2 ※1 

長期インターンシップ（発達障害）Ⅰ  2  ※1 

長期インターンシップ（発達障害）Ⅱ  2 ※1 

長期インターンシップ（発達障害）Ⅲ  2 ※1 

長期インターンシップ（発達障害）Ⅳ  2 ※1 

長期インターンシップ（特別支援教育

短期履修）Ⅰ 

2   ※2 

長期インターンシップ（特別支援教育

短期履修）Ⅱ 

2   ※2 

長期インターンシップ（特別支援教育

短期履修）Ⅲ 

2   ※2 

長期インターンシップ（特別支援教育

短期履修）Ⅳ 

2   ※2 

計 8(14) 22(16)   

 

備考 (1) 授業科目名の先頭に○印のある科目は、他専攻･他コースへの開放科目 

   (2) 選択必修区分欄の科目群*から「教育実践研究Ⅰ及びⅡ 計４単位」又は「長期インターンシッ

* 

* 

* 

* 
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プⅠ･Ⅱ･Ⅲ及びⅣ 計８単位｣のいずれかを選択必修 

      (3) 選択科目のうち４単位は、他コース又は他専攻の授業科目から履修することができる。 

   (4) 履修区分欄に※1を付した科目は、短期履修プログラム学生は履修することができない。 

   (5) 履修区分欄に※2を付した科目は、短期履修プログラム学生のみ履修することができる。 

   (6) 単位数欄の(  )は、短期履修プログラム学生の単位数を表す。 

 

別表１ 授業実践コースを別表第３ 授業実践コースとし、別表２ 小学校教諭専修免許状を別表第４ 

小学校教諭専修免許状とし、別表２ 幼稚園教諭専修免許状を別表第５ 幼稚園教諭専修免許状とし、別

表２ 特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者・肢体不自由者・病弱者領域）表中 

「 

長期インターンシップ（発達障害）Ⅳ 2 

                             」を 

「 

長期インターンシップ（発達障害）Ⅳ 2 

長期インターンシップ（特別支援教育短期履修）Ⅰ 2 

長期インターンシップ（特別支援教育短期履修）Ⅱ 2 

長期インターンシップ（特別支援教育短期履修）Ⅲ 2 

長期インターンシップ（特別支援教育短期履修）Ⅳ 2 

                             」に改め、同表を別表第６ 特別支援

学校教諭専修免許状（知的障害者・肢体不自由者・病弱者領域）とし、別表２ 中学校教諭・高等学校教

諭専修免許状（国語）を別表第７ 中学校教諭・高等学校教諭専修免許状（国語）とし、別表２ 高等学

校教諭専修免許状（書道）を別表第８ 高等学校教諭専修免許状（書道）とし、別表２ 中学校教諭専修

免許状（社会）を別表第９ 中学校教諭専修免許状（社会）とし、別表２ 高等学校教諭専修免許状（地

理歴史）を別表第 10 高等学校教諭専修免許状（地理歴史）とし、別表２ 高等学校教諭専修免許状（公

民）を別表第 11 高等学校教諭専修免許状（公民）とし、別表２ 中学校教諭・高等学校教諭専修免許状

（数学）を別表第 12 中学校教諭・高等学校教諭専修免許状（数学）とし、別表２ 中学校教諭・高等学

校教諭専修免許状（理科）を別表第 13 中学校教諭・高等学校教諭専修免許状（理科）とし、別表２ 中

学校教諭・高等学校教諭専修免許状（英語）を別表第 14 中学校教諭・高等学校教諭専修免許状（英語）

とし、別表２ 中学校教諭・高等学校教諭専修免許状（音楽）を別表第 15 中学校教諭・高等学校教諭専

修免許状（音楽）とし、別表２ 中学校教諭・高等学校教諭専修免許状（美術）を別表第 16 中学校教諭・

高等学校教諭専修免許状（美術）とし、別表２ 中学校教諭・高等学校教諭専修免許状（保健体育）を別

表第 17 中学校教諭・高等学校教諭専修免許状（保健体育）とし、別表２ 中学校教諭専修免許状（技術）

を別表第 18 中学校教諭専修免許状（技術）とし、別表２ 中学校教諭・高等学校教諭専修免許状（家庭）

を別表第 19 中学校教諭・高等学校教諭専修免許状（家庭）とする。 

 

附 則（平成 26年１月 20日規則第 60号） 

この規則は、平成 26 年４月１日から施行する。ただし、平成 25 年度以前の入学生については、改正後

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

改正理由 

１ 特別支援教育コースに修業年限１年の短期履修プログラムを新設するため。 

２ 別表の名称を変更するため。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 61 号 

高知大学寄附金受入及び経理事務取扱規則の一部を改正する規則を次のように定める。 
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  平成 26年２月７日 

                     国立大学法人高知大学長 脇 口 宏 

 

   高知大学寄附金受入及び経理事務取扱規則の一部を改正する規則 

高知大学寄附金受入及び経理事務取扱規則（平成 16年規則第 65号）の一部を次のように改正する。 

第３条の見出しを「（寄附申込み）」に改め、同条第１項中「寄附をしようとする者」を「本学に寄附を

しようとする者」に、同条第２項中「教員等」及び「職員」を「役職員」に改め、同条第３項を削る。 

第７条を第９条とし、第６条を第８条とし、第５条中「別記様式第２号」を「別記様式第４号」に改め、

同条を第７条とし、第４条を第６条とし、第３条の次に次の２条を加える。 

 （助成金等の取扱い） 

第４条 研究助成財団等（以下「財団等」という。）から本学の役職員に助成金等が供与される場合に、助

成金等の供与の趣旨が当該役職員の職務上の教育研究等を援助するものであるときは、役職員又は財団

等は、当該助成金等を本学に寄附しなければならない。 

２ 前項により寄附を行う者は、寄附申込書（別記様式第２号又は別記様式第３号）を学長に提出しなけ

ればならない。 

 （寄附の受入れ） 

第５条 学長は、寄附申込みがあった場合は、寄附の条件及び教育研究上支障が生じないかを審査の上、

受入れについて適当であると認めた場合には、これを受け入れるものとする。  

 別記様式第１号（第３条関係）中「寄附申込書」の次に「（一般用）」を加え、（注）イを次のように改め

る。 

イ 寄附者から本学の役職員が寄附金を受領し、改めて当該役職員から本学に寄附する場合には、寄附者

の名称、主たる事業所の所在地及び代表者名（個人にあっては、氏名、住所及び職業）をその他参考と

なる事項欄に記入する。  

別記様式第２号（第５条関係）を別記様式第４号（第７条関係）とし、別記様式第１号（第３条関係）

の次に次の２様式を加える。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 62 号 

高知大学国際交流基金寄附受入要項等の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 26年２月７日 

                     国立大学法人高知大学長 脇 口 宏 

 

   高知大学国際交流基金寄附受入要項等の一部を改正する規則 

（高知大学国際交流基金寄附受入要項の一部改正） 

第１条 高知大学国際交流基金寄附受入要項（平成 18年規則第 88号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「第４条」を「第６条」に改める。 

 （高知大学さきがけ志金寄附受入要項） 

第２条 高知大学さきがけ志金寄附受入要項（平成 23年規則第 35号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第４条」を「第６条」に改める。 

   附 則（平成 26年２月７日規則第 62号） 

 この規則は、平成 26年２月７日から施行する。 

 

   改正理由 

  高知大学寄附金受入及び経理事務取扱規則（平成 16 年規則第 65 号）の改正に伴い、条の繰り下げが

生じたことによる改正。 
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国立大学法人高知大学規則第 63 号 

高知大学海洋コア総合研究センター規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 26年１月 22日 

国立大学法人高知大学長 脇口 宏 

 

高知大学海洋コア総合研究センター規則の一部を改正する規則 

高知大学海洋コア総合研究センター規則（平成 16年規則第 355号）の一部を次のように改正する。 

第８条第４号を次のように改める。 

(4) 人文社会科学系から選出された教員 １人 

同条中第５号を第８号とし、第４号の次に次の３号を加える。 

(5) 自然科学系から選出された教員 ２人 

(6) 医療学系から選出された教員 １人 

(7) 総合科学系から選出された教員 １人 

第８条に次の２項を加える。 

２ 前項第４号から第８号までの委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

３ 第１項第４号から第８号までの委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

附 則（平成 26年１月 22日規則第 63号） 

この規則は、平成 26年４月１日から施行する。 

 

   改正理由 

平成 21 年 6 月 25 日付けで文部科学大臣より「地球掘削科学共同利用・共同研究拠点」として認定を

受け（平成 22 年 4月 1日～平成 28 年 3月 31日）、本年度、共同利用・共同研究拠点の中間評価が実施

され、平成 25年 8月に評価区分でＡ評価を受けた。 

評価コメントにおいては、組織体制の充実を図り、アウトリーチ活動の強化や共同研究の推進に努め

るなど、研究者コミュニティの発展に一層貢献することが望まれており、この評価結果を踏まえ、共同

利用・共同研究拠点としての機能を一層充実させるため、各学系から選出された教員の意見等を聴取す

ることで、全学的な視点に立ち運営に取り組んでいくことが有益であると考えられることから、運営委

員会委員の見直しを行うものである。 



○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
H25.11.30 山田　朋弘 医療学系臨床医学部門　准教授

香西　哲夫 医療学系臨床医学部門　助教
船越　拓 医療学系臨床医学部門　助教
小河　真帆 医療学系臨床医学部門　特任助教

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H25.11.1 佐竹　宏文 医療学系臨床医学部門　助教

赤松　正規 医療学系臨床医学部門　助教（有期）

H26.1.1 深田　聡 医療学系臨床医学部門　助教
福原　秀雄 医療学系臨床医学部門　助教（有期）

H26.1.16 宗景　絵里 医療学系臨床医学部門　特任助教
小河　真帆 医療学系臨床医学部門　助教

【任用更新】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.8.1 北川　博之 医療学系臨床医学部門　助教

弘瀨　かほり 医療学系臨床医学部門　助教
高石　樹朗 医療学系臨床医学部門　助教
西山　一美 教育学部附属中学校　教諭

H25.10.1 平野　伸二 医療学系基礎医学部門　准教授
H25.10.31 藤本　飛鳥 教育学部附属小学校　教諭

【昇任】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.1.1 高橋　昌也 医療学系臨床医学部門　講師 医療学系臨床医学部門　助教

[事務系職員]
【採用】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.1.1 丸山　三智 学務部学務課総合教育センター事務係

川澤　亜紗実 医学部・病院事務部総務企画課調査・広報係

【昇任】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.11.1 小島　真一 研究国際部地域連携課専門職員 医学部･病院事務部学生課教務係主任
H26.1.1 唐岩　美奈子 財務部経理課旅費・謝金係長 財務部経理課出納係主任

井内　美貴 研究国際部研究推進課海洋コア室長 財務部経理課旅費・謝金係長

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

菊川　祐輔 法人企画課法人企画係係員 研究国際部地域連携課地域連携・再生係係員

中嶋　一博 研究国際部学術情報課情報係長 法人企画課法人企画係長
野口　悟 医学部・病院事務部学生課総務係長 研究国際部学術情報課情報係長
東郷　佳浩 財務部経理課出納係係員 医学部・病院事務部会計課総務係係員
下元　仁子 医学部・病院事務部会計課総務係係員 医学部･病院事務部総務企画課調査・広報係係員

並川　孝治 医学部・病院事務部医事課課長補佐 研究国際部学術情報課課長補佐

[病院職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.12.31 松本　一郎 医学部附属病院　薬剤部薬剤主任

檜垣　宏美 医学部附属病院　薬剤部薬剤師
浜田　英治 医学部附属病院　看護部看護師
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発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
山本　真由香 医学部附属病院　看護部看護師（特例）
小笠原　静 医学部附属病院　看護部看護師（特例）
秋山　麻理 医学部附属病院　看護部看護師（特例）

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H25.11.1 門脇　永治 医学部附属病院　看護部看護師
H25.12.1 岡田　美幸 医学部附属病院　看護部特任看護職員

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

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

○叙位・叙勲
　　　 元高知大学長　　　　山　本　　晉　平
　　　　　　叙勲　瑞宝重光章（平成25年11月3日付）
　　　　　　

　　　 高知大学名誉教授　　堀　川　　幸　也
　　　　　　叙勲　瑞宝中綬章（平成25年11月3日付）
　　　　　　

　　　 高知大学名誉教授　　近　森　　邦　英
　　　　　　 　 　　　　（平成26年1月17日死亡）
　　　　　　叙位　従四位（平成26年1月17日付）
　　　　　　叙勲　瑞宝小綬章
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第２０３回 役員会（１１月１３日） 

議事 

審議事項 

１．戦略的管理人員枠による採用人事について 

２．大学教員の採用人事について 

３．平成 26年度電子ジャーナルへの対応について 

報告事項 

１．教育組織改革実施本部の検討状況について 

２．（朝倉）共通教育１号館等改修の工事日程の変更について 

３．平成 25 年度総合防災訓練について 

４．その他 

 

第２０４回役員会（１１月２７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について 

２．国際・地域連携センター改編検討タスクフォースの設置について 

報告事項 

１．平成 24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 25年度年度計画進捗状況並びに平成 26年度年度計画等作成作業スケジュールについて 

３．仕事と家庭の両立支援及び働き方の改善に関する管理職ヒアリングの実施について 

４．平成 26 年度科学研究費助成事業の申請状況について 

５．平成 25年度第２四半期までの財務状況について 

６．平成 25 年度第２四半期の資金管理状況について 

７．規則の制定について 

８．その他 

 

臨時役員会（１２月９日） 

議事 

審議事項 

１．55歳を超える職員の昇給抑制について 

 

第２０５回役員会（１２月１１日） 

議事 

審議事項 

１．事務局長宿舎の廃止及び譲渡について 

２．中期計画の変更について 

３．大学教員の採用・昇任人事について 

４．テニュアトラック型教員の任期中における審査について 

５．平成 25 年度予備費の執行について 

６．平成 25 年度業務達成基準の適用事業について 

７．平成 26 年度の大学教員人事について 

会 議 
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８．高知大学教育学部「幼児教育コース」設置について 

９．教育組織改革に係る人事案について 

10．人事委員会の審議事項について 

報告事項 

１．四国の大学のエネルギー消費原単位の年度別推移について 

 

臨時役員会（１２月１６日） 

議事 

審議事項 

１．55歳を超える職員の昇給抑制について 

 

第２０６回役員会（１２月２５日） 

議事 

審議事項 

１．中期目標・中期計画の変更について 

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 

報告事項 

１．平成 24 年度「教員の総合的活動自己評価」について 

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

３．平成 25 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 24 年度決算検査報告説明会について 

５．平成 25年度補正予算案について 

６．規則の制定について 

７．その他 

 

第２０７回役員会（１月８日） 

議事 

審議事項 

１．感謝状の贈呈について 

２．平成 25年度学内補正予算（第１次）の編成について 

３．非常勤コメディカル職員の常勤化について 

報告事項 

１．平成 26 年度予算の内示について 

２．資金運用状況について 

 

臨時役員会（１月１７日） 

議事 

審議事項 

１．中期計画の変更について 

 

第２０８回役員会（１月２２日） 

議事 

審議事項 



 

 
第 24号                 高 知 大 学 学 報           平成 26年 2月  （23） 

 

１．教育組織改革に係る教員の採用人事について 

２．大学教員の採用人事について 

３．事務局長宿舎の廃止及び譲渡について 

４．中期目標・中期計画の変更について 

５．高知大学学則の一部改正について 

６．平成 25 年度学内補正予算（第１次）の編成について 

７．非常勤コメディカル職員の常勤化について 

８．高知大学公開講座規則及び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改正について 

報告事項 

１．規則の制定について 

２．その他 

 

臨時役員会（１月２７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４６回経営協議会（１２月９日～１２月１３日） 

議事 

１．55歳を超える職員の昇給抑制について 

 

第４７回経営協議会（1月 21日） 

議事 

１．平成 25年度年度計画進捗状況並びに平成 26年度年度計画等作成作業スケジュールについて 

２．高知大学公開講座規則及び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改正について 

３．事務局長宿舎の廃止及び譲渡について 

４．中期目標・中期計画の変更について 

５．平成 24年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 

６．平成 25年度学内補正予算（第１次）の編成について 

７．非常勤コメディカル職員の常勤化について 

８．平成 25年度予備費の執行について 

９．平成 25年度業務達成基準の適用事業について 

10．平成 25年度補正予算案について 

11．平成 26年度予算の内示について 

12．平成 24事業年度財務諸表の承認について 

13．平成 25年度第２四半期までの財務状況について 

14．平成 25年度第２四半期の資金管理状況について 

15．資金運用状況について 

16．その他 

 

第６０回教育研究評議会（１月２０日） 

議題 

１．中期目標・中期計画の変更について 

２．平成 24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 25年度 年度計画進捗状況並びに平成 26年度年度計画等作成作業スケジュールについて 
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４．平成 24年度「教員の総合的活動自己評価」について 

５．平成 26年度の大学教員人事について 

６．平成 26年度科学研究費助成事業申請状況について 

７．平成 25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．平成 25年度補正予算案について 

９．平成 26年度予算内示について 

10．高知大学公開講座規則及び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改正について 

11．規則の制定について 

12．職員の懲戒処分について 

13．その他 

 

平成２５年度第７回入試企画実施機構会議（１１月５日） 

議事 

審議事項 

１．平成 26年度高知大学入学者選抜試験実施体制（案）（推薦入試Ⅰ，社会人入試）について 

２．平成 26年度入試関係行事予定（平成 27年度入試）（案）について 

３．平成 27年度高知大学入学者選抜の実施教科・科目等の配点について 

４．平成 27年度高知大学入学者選抜における旧教育課程履修者に対する経過措置について 

５. その他 

報告事項 

１．平成 26年度人文学部・理学部第 3年次編入学試験の実施状況について 

２．平成 26年度人文学部社会経済学科ＡＯ入試Ⅰの実施状況について 

３．平成 26年度土佐さきがけプログラム国際人材育成コースＡＯ入試Ⅰの実施状況について 

４．平成 26年度医学部入学試験の実施状況について 

５．その他 

 

平成２５年度第８回入試企画実施機構会議（１２月８日） 

議事 

審議事項 

１. 平成 26年度大学入学者選抜大学入試センター試験実施要領（案）について 

２．平成 26年度高知大学入学者選抜試験実施体制（案）（前期日程・後期日程）について 

３．平成 26年度高知大学入学者選抜試験実施体制（案）（推薦入試Ⅱ・私費外国人留学生入試）について 

４. 平成 27年度学生募集要項（案）（人文学部社会経済学科ＡＯ入試Ⅰ）について 

５. 平成 27年度学生募集要項（案）（土佐さきがけプログラム国際人材育成コースＡＯ入試Ⅰ）について 

６. その他 

報告事項 

１．平成 26年度推薦入試Ⅰ実施状況について 

２. 平成 27年度からの大学入試センター試験における数学、理科の問題例（試作問題）について 

３．平成 26年度大学入学者選抜大学入試センター試験の志願者数等について 

４. その他 
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○平成 25 年度 高知大学大学院学位記授与式 

 12 月 20 日（金）、学長室において、「平成 25 年度高知大学大学院学位記授与式」が関係者出席の

もと挙行され、医学系研究科（課程博士）の 1 名に学位が授与された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○「高知大学医学部地域精神医療支援プロジェクト」に関する調印式 
 12 月 25 日（水）、高知県庁おいて、高知県と「高知大学医学部地域精神医療支援プロジェクト」

に関する調印式が執り行われた。今後は、山間地域をはじめとする地域精神医療の発展に向けて協

力していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

学 事 
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○臨床医学部門 竹内啓晃講師が「第 60 回日本臨床検査医学会学術集会」で学術賞を受賞 

11 月 1 日、神戸国際会議場で開催された「第 60 回日本臨床検査医学会学術集会」において、医

療学系臨床医学部門 竹内啓晃講師が学術賞(Scientific Award)を受賞し、受賞講演を行った。 

本学術賞は臨床検査関連領域で最も優れた研究業績をあげた会員 1名に授与される名誉ある賞で、

竹内講師のこれまでの研究「ヘリコバクター・ピロリ関連疾患の病態解析と臨床検査診断」が高く

評価された。 

 
○秋の催し（第 64 回黒潮祭、物部キャンパス一日公開） 

11月 2日（土）、3日（日）、朝倉キャンパスにおいて「第 64回黒潮祭」を、11月 3日（日）に

は、物部キャンパスにおいて「物部キャンパス一日公開」を開催した。 

「第 64回黒潮祭」は「大活祭」をテーマに開催、各種展示やステージライブ等のイベント、学

生による模擬店に多くの方が来場し賑わった。また、「物部キャンパス一日公開」は、農学部をは

じめとする教育研究施設の活動を地域の方により深くご理解いただくことを目的に毎年開催して

おり、家族連れを中心に約 2,500 人が楽しいひとときを過ごした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 64 回黒潮祭                物部キャンパス一日公開 

 
○第 4 回高知大学ホームカミングデー 

高知大学と同窓会連合会の共催による「第 4回ホームカミングデー」を、11月 9日（土）に開

催した。 

第 4 回目となる今年は、“ふれあい”“絆”をキーワードに、午前は、各キャンパスで学部の催

しを実施、午後は朝倉キャンパスで記念式典、記念講演会及び懇親会を開催した。 

午後、朝倉本部会場では記念式典が行われ、続く記念講演会では、映画「月の下まで」の監督・

奥村盛人氏（人文学部卒業）が、「ドキュメンタリーとフィクションを歩く～記者と監督 表現へ

の挑戦～」と題して、高知大学での思い出や、新聞記者から映画監督へ転身されるまでを講演し、

好評を博した。 

そのほか、学生のイベントとして、キャンパスツアー、お茶会、よさこい鳴子踊り、学生ボラ

ンティアの活動紹介なども行われ、約 270 名が参加し、盛会のうちに幕を閉じた。 

 

 

諸 報 
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○教育学部門 西脇芳典講師が「日本法科学技術学会第 19 回学術集会」奨励賞受賞 

11 月 14 日～15 日、ホテルフロラシオン青山（東京都）において開催された日本法科学技術学会

第 19 回学術集会にて、人文社会科学系教育学部門 西脇芳典講師が奨励賞を受賞した。 

西脇講師は「放射光蛍光 X 線分析によるポリエステル白色単繊維の非破壊異同識別」という講演

論文を発表し、その内容が高く評価された。 

 
○平成 25 年度医学教育等関係業務功労者表彰  

11 月 21 日（木）、ホテルフロラシオン青山（東京都）において、文部科学省による「平成 24

年度医学教育等関係業務功労者表彰式」が挙行され、医学部附属病院薬剤部 市原和彦副部長、

医学部附属病院栄養管理部 朴木 惠助調理師が表彰された。 

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

部科学大臣が表彰を行うものである。 
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○平成 25 年度高知大学動物慰霊祭 

11 月 21 日（木）、平成 25 年度高知大学動物慰霊祭が、動物実験に携わった本学の教職員、学生、

施設職員、事務職員の参列の下、岡豊キャンパスの「実験動物の碑」の前で執り行われた。 

高知大学動物実験委員会富永明委員長、総合研究センター生命・機能物質部門 津田雅之副部門長

（動物施設専任教員）が感謝の言葉を述べ、その後、参列者が「実験動物の碑」の前に白菊の花を

捧げ、この 1 年間に本学の研究・教育の発展につくした動物の冥福を祈った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○第 7 回黒潮圏科学国際シンポジウム 

11 月 21 日～23 日、インドネシアのタンジュンプラ大学においてマレーシアのサラワク大学と共

同で第 7 回黒潮圏科学国際シンポジウムを開催した。 

本シンポジウムは黒潮圏地域における持続型社会形成を目指した人材育成のための知的・人的交

流を目的として、2007 年以降高知大学、フィリピン共和国のビコール大学および台湾の国立中山大

学の共同主催で毎年開催されている。2010 年の高知大学主催第 4 回シンポジウムからタンジュンプ

ラ大学とサラワク大学が参加し、本年度はじめてボルネオ島で開催され、今後ますますの発展が期

待されている。 

 
○朝倉中央保育園の園児が学長を訪問 

高知大学朝倉キャンパスの東隣にある朝倉中央保育園の園児一行が、「勤労感謝の日」に先だち、

11 月 22 日に脇口学長を訪れた。園児らは、手をつなぎ列になって徒歩で来学、事務局玄関で待っ

ていた学長はじめ事務職員に声を揃えて「いつもお仕事ご苦労様です。これからも頑張ってくださ

い。いつも大学の中を散歩させてくれてありがとう」と元気に挨拶、かわいい声で歌を披露した 

また園児から手作りしたカレンダーと花束が贈呈されると、脇口学長はお礼の言葉を述べ、園児

全員に、紙粘土と折り紙をプレゼントした。 
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○平成 25 年度 永年勤続者表彰式 

11 月 22 日（金）、放送大学会議室において、「平成 25 年度永年勤続者表彰式」が関係者出席のも

と挙行され、本学の職員並びに文部科学省、国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及

び独立行政法人国立青少年教育振興機構等、文部科学省関係機関（以下「文部科学省関係機関等」

という。）の職員として引き続いた在職期間が 20 年以上であって、当該勤続期間のうち本学職員と

しての勤続期間が 10 年以上である者 16 名に表彰が授与された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○農学部門 山本由徳教授が「日本作物学会四国支部」日本作物学会功労賞受賞 

11 月 28 日に近畿中国四国農業研究センター（広島県福山市）で農学部門 山本由徳教授が、高

知県および四国地方における作物学分野の教育・研究の発展並びに日本作物学会四国支部活動への

長年に亘る業績が高く評価され、日本作物学会功労賞を受賞した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○第 11 回高知大学物部キャンパスフォーラム「地球の温暖化に備える ～温暖化適応、海藻、サンゴ、

農業～」 

本フォーラムは、物部キャンパス（農学部、大学院総合人間自然科学研究科農学専攻（修士課程）

及び黒潮圏総合科学専攻（博士課程）、海洋コア総合研究センター、総合研究センター（遺伝子実験

施設））で日頃行っている教育研究成果を地域の方々に紹介し、交流を深めることを目的に毎年開か

れ、本年度は、第 1 次産業に影響を与えはじめている地球の温暖化対策をテーマに開催した。 

 

○平成 25 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、学術賞を授与した。 
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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、本

年度は 7 人の応募があった。選考の結果、微生物学 内山淳平助教、外科学（外科 1） 並川努講

師の 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 25 年 11 月 21 日（木）に

医学部基礎臨床研究棟にて執り行った。 

 
○テニュア・トラック教員 片岡正典特任講師の研究課題が平成 25 年度第 2 回「A-STEP（研究成果

最適展開支援プログラム）起業挑戦タイプ」に採択 

 「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業テニュア・トラック教員である片岡 正典

特任講師の研究課題が、平成 25 年度第 2 回「A-STEP（研究成果最適展開支援プログラム） 起業

挑戦タイプ」に採択された。 

【採択課題】   医薬品利用を指向したリボヌクレオチド関連化合物の大量合成技術の開発 

【研究者代表】  高知大学 総合研究センター 特任講師 片岡 正典 

【研究概要】   核酸医薬として期待される短鎖 RNA や低分子リボヌクレオチド類、すべて

の核酸塩基と塩基対を形成するユニバーサル塩基 PPT などを低コストで大

量に生産する技術を確立し、起業を目指す。 

【研究開発費総額】１億５千万円まで。別途、起業支援経費として１，５００万円まで 

【研究開発期間】  最長３年間 

 今回の採択は『大学などのシーズに基づく、

成長力あるベンチャー企業設立のための研究

開発を支援』を目的とした本プログラムにお

いて、片岡 特任講師の研究技術に対する独自

性、優位性が高く評価されたもので、今後の

さらなる社会貢献が期待される。 

 

 
○医学部附属病院「－手づくり－フレンドリーコンサート」 

12 月 14 日、医学部附属病院外来玄関ホールで行われたフレンドリーコンサートは、入院中の患者

の方々やその家族・地域の方々に音楽を楽しんでいいただくことを目的に、平成 2 年から毎年 12 月

に実施しており、今回が 24 回目。 

 学内より医学部管弦楽団、合唱団、軽音楽部、Trio Tria-ez（職員グループ）、学外より女声合唱

団コール・グルッペの計 5 組が出演し、会場は和やかな雰囲気に包まれた。 
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○瑞宝重光章受賞者山本晋平元学長の表敬訪問 

12 月 20 日（金）、瑞宝重光章を受賞した山本晋平元高知大学長が来学し、学長を表敬訪問した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○医療学系臨床医学部門教員が、5-アミノレブリン酸(ALA)が急性腎障害(AKI)を防止する効果を発見 

 医療学系臨床医学部門 寺田典生教授、執印太郎教授他は、ALA の医薬開発を進めるバイオベン

チャーSBI ファーマ(株)との共同研究でラットを用いたシスプラチン腎障害モデルで ALA と鉄の組

み合わせ剤が顕著な AKI 防止効果を有することを見いだし、その研究成果が 12 月 6 日号の科学雑

誌 PLos ONE に掲載された。 

 
○黒潮圏シンポジウム「黒潮圏科学－10 年の歩みと明日への課題－」 

 2004 年 4 月 1 日に高知大学初の独立研究科、「黒潮圏海洋科学研究科」の創立 10 年記念シンポジ

ウムを 12 月 21 日、朝倉キャンパス共通教育棟 2 号館 212 教室において開催しました。 

 シンポジウムは三部構成で、第一部では本専攻のこれまでの具体的な取組みについて紹介、第二

部では学外の先生方に学際的教育・研究のあり方について講演や本専攻に関する意見をいただき、

第三部では今後、我々の取組みをさらに発展的に展開するために、具体的にどのような取組みをす

るべきなのかを明確にした。 

 
○高知大学・琉球大学合同「若手研究者育成のためのシステム改革シンポジウム」 

 1 月 25 日、朝倉キャンパスメディアの森 6 階メディアホールにおいて、高知大学と琉球大学の合

同シンポジウム「若手研究者育成のためのシステム改革シンポジウム」を開催した。 

 シンポジウムは、「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業の一環として行われるも

ので、独立行政法人海洋研究開発機構高知コア研究所地下生命圏研究グループグループリーダー 

稲垣史生氏を特別講演者として招き、本学のテニュアトラック教員 2 名及び琉球大学でテニュアト

ラック教員として採用され、後にテニュアとなった若手教員 2 名による合同の研究成果発表を行っ

た。  

 
○防災畳贈呈式 

1 月 29 日（水）、有限会社畳工房ヨシオカと本学地域支援計画検討 WG 長の大槻知史准教授と共

同研究で開発した「防災備蓄畳」の贈呈式を執り行った。吉岡芳憲代表取締役社長から本学に防災

備蓄畳 100 枚が寄附され、本学からは感謝状を贈呈した。 
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１１月 

 ２日（土） 第 64回 黒潮祭（～３日） 

 ３日（日） 物部キャンパス一日公開 

 ５日（火） 平成２５年度第７回入試企画実施機構会

議 

教授会・部門会議（医） 

国大協総会 

 ６日（水） 教育組織改革実施本部会議 

学生教育コンソーシアム四国評価委員

会 

 ７日（木） 若手教員評価委員会 

学長事務総括本部会議 

 ９日（土） 第 4回高知大学ホームカミングデー 

１１日（月） 国大協 広報企画小委員会 

１２日（火） 「(仮称)産学官民連携センター設置」に

向けた協議会 

１３日（水） 第２０３回役員会 

教授会（人）（教）（理） 

専攻会議（人）（教） 

部門会（人）（教）（理）（複合領域） 

国際・地域連携推進機構会議特任教員

（UBC）採用選考委員会 

１４日（木） 中国・四国地区国立大学法人理事・事務

局長会議 

推薦Ⅰ(医)試験 

修士課程教務委員会及び博士課程教務

委員会 

研究顕彰制度選考委員会 

１６日（土） 推薦Ⅰ(人・理・農)試験 

１７日（日） 特選(理)試験 

１８日（月） 全学教育機構会議 

総合人間自然科学研究科委員会 

部門会議（地域協働） 

２０日（水） 推薦Ⅰ(教)試験 

教育研究部会議 

人事委員会 

国際・地域連携推進機構会議特任教員

（UBC）採用選考委員会 

２１日（木） 推薦Ⅰ(教)試験 

２２日（金） 永年勤続者表彰 

朝倉中央保育園園児による慰労訪問 

教育職員免許状更新講習実施委員会 

２４日（日） 「青少年ための科学の祭典」高知大会  

２５日（月） 学士課程運営会議 

国際・地域連携推進機構会議 

教育ミーティング 

朝倉地区安全衛生委員会 

地域志向研究経費選考委員会 

２６日（火） 教授会（医）（農） 

部門会議（医）（農）（生命環境） 

２７日（水） 第２０４回役員会 

専攻会議・部門会議（黒潮圏） 

２９日（金） 国大協理事会 

３０日（土） 第５３回室戸貫歩 

教育セミナー四国 2013 

 

１２月 

 ２日（月） 平成２５年度第８回入試企画実施機構会

議 

学長事務総括本部会議 

教育ミーティング 

物部地区安全衛生委員会 

 ４日（水） 総合防災訓練 

６日（金） 全学教員人事審議会 

「平成 25 年度地域志向教育経費」選考

委員会 

採用内定式 

 ９日（月） 臨時役員会 

全学教育機構会議 

教育組織改革実施本部会議 

人事委員会 

教育ミーティング 

１０日（火） 教授会（農） 

１１日（水） 第２０５回役員会 

教授会(人) (教) (理) 

専攻会議(人) (教) 

日 誌 
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部門会議(教) (理) (複合領域) 

１３日（金） 第４回四国女性研究者フォーラム 

学生支援委員会 

「教師教育コンソーシアム高知」の設置

に関する協議会 

１５日（日） 第４６回学長杯争奪駅伝大会 

１６日（月） 臨時役員会 

学士課程運営会議 

学長事務総括本部会議 

部門会議(地域協働) 

教育ミーティング 

１７日（火） 教授会・部門会議(医) 

１８日（水） 第６０回教育研究部会議 

「（仮称）産学連携センター」設置検討

協議会 

研究顕彰制度選考委員会 

２０日（金） 大学院学位記授与式 

２１日（土） 黒潮圏シンポジウム 

２４日（火） 全学財務委員会 

岡豊キャンパス周辺まちづくり検討会 

朝倉地区安全衛生委員会 

物部地区安全衛生委員会 

２５日（水） 第２０６回役員会 

専攻会議・部門会議（黒潮圏） 

高知県との地域精神医療支援プロジェ

クト調印式 

２６日（木） 高知 CSTプログラム理科教育シンポジウ

ム 

 

１月 

 ６日（月） 辞令交付式 

仕事始めの会 

学士課程入学試験委員会 

学長事務総括本部会議 

 ８日（水） 第２０７回役員会 

９日（木） 修士課程教務委員会 

１０日（金） 高知県官公長連絡会 

１４日（火） 教授会・専攻会議・部門会議（農） 

部門会議（生命環境） 

幼児教育コースにかかる人事委員会 

１５日（水） 人事委員会 

教授会（人）（教）（理） 

専攻会議（人）（教）（理） 

部門会議（教）（理）（複合領域） 

１６日（木） 国大協 広報企画小委員会 

１７日（金） 臨時役員会 

１８日（土） 大学入試センター試験（～１９日） 

２０日（月） 教育研究評議会 

全学教育機構会議 

総合人間自然科学研究科委員会 

教育ミーティング 

２１日（火） 第４７回経営協議会 

学長選考会議 

教授会・部門会議（医） 

国際・地域連携推進機構会議特任教員

（UBC）採用選考委員会 

２２日（水） 第２０８回役員会 

専攻会議・部門会議（黒潮圏） 

教育研究部会議 

国立大学法人研究担当理事・副学長協議

会 

２４日（金） 四国国立大学協議会 

２５日（土） 高知大学・琉球大学合同シンポジウム 

「若手研究者育成のためのシステム改

革シンポジウム」 

２６日（日） 第６１回寒中水泳 

２７日（月） 「（仮称）産学連携センター」設置検討

協議会 

臨時役員会 

学士課程運営会議 

学長事務総括本部会議 

教育ミーティング 

２８日（火） ＥＰＩＣ表彰式 

岡豊地区安全衛生委員会 

朝倉地区安全衛生委員会 

２９日（水） 防災備蓄畳贈呈式 

全学 FDフォーラム 2014 

教育組織改革実施本部会議 
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臨時教授会・臨時専攻会議（教） 

３０日（木） 平成 25 年度国立大学法人等国際企画担

当責任者連絡協議会 

高知市特別職報酬審議会 

医工連携交流会 

小津地区安全衛生委員会 

３１日（金） 四国産学官連携イノベーション共同推進

機構キックオフシンポジウム 

物部地区安全衛生委員会 
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