
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
高知県と「土佐あかうし」の保存と生産振興に関する    高知大学事務職員を対象とした防災セミナーを開催 

  覚書を締結（18ページに関連記事）                 （21 ページに関連記事） 

 

 

 （2）  

○農学部門 石川勝美教授が「日本農業工学会」よりフェロー称号を

授与 

○ATL シンポジウム「成人 T 細胞白血病（ATL）と原因ウィルス

（HTLV－1）～ATL 細胞の培養から始まった HTLV－1 研究～」 

○高知大学事務職員を対象とした防災セミナーを開催 

○県総合防災訓練において広域医療搬送訓練を実施 

○先端医療学推進センター 山口亜利沙特任助教が「第 55 回日本生

化学会 中国・四国支部例会」において優秀研究賞を受賞 

○農学部門 河野俊夫教授が日本食品保蔵科学会論文賞を受賞 

○「土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業」イノベーション

ネットアワード 2014 文部科学大臣賞を受賞 

○医学部附属病院「七夕コンサート」 

○臨床医学部門 島村芳子助教が日本腎臓学会ベストサイテーショ

ン賞を受賞 

○ハワイ大学医学部生の高知県知事表敬訪問 
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○人事異動 

 

（12） 

 

○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 

 

（14） 

（16） 

（16） 

（17） 

 

○高知県と「土佐あかうし」の保存と生産振興に関する覚書を

締結 

○「高知大学と高知県教育委員会との CST養成・活動事業の共

同実施に関する覚書」締結式 

○歯科保健医療対策に関する協定調印式 

 

○平成 26年度 土佐フードビジネスクリエーター人材創出事

業開講式 

○黒潮圏科学部門 奥田一雄教授が「第 71回 中国四国植物

学会」で功労賞を受賞 
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○法律 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

内閣府設置法の一部を改正する法律 法律第 31号 号外第 97号 平成 26年 5月 1日 

著作権法の一部を改正する法律 法律第 35号 号外第 105号 平成 26年 5月 14日 

特許法等の一部を改正する法律 法律第 36号 号外第 105号 平成 26年 5月 14日 

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 法律第 43号 号外第 119号 平成 26年 5月 30日 

児童福祉法の一部を改正する法律 法律第 47号 号外第 119号 平成 26年 5月 30日 

健康・医療戦略推進法 法律第 48号 号外第 119号 平成 26年 5月 30日 

独立行政法人日本医療研究開発機構法 法律第 49号 号外第 119号 平成 26年 5月 30日 

難病の患者に対する医療等に関する法律 法律第 50号 号外第 119号 平成 26年 5月 30日 

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一

部を改正する法律 

法律第 64号 号外第 129号 平成 26年 6月 11日 

独立行政法人通則法の一部を改正する法律 法律第 66号 号外第 132号 平成 26年 6月 13日 

独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整備に関する法律 

法律第 67号 号外第 132号 平成 26年 6月 13日 

労働安全衛生法の一部を改正する法律 法律第 82号 号外第 141号 平成 26年 6月 25日 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律 

法律第 83号 号外第 141号 平成 26年 6月 25日 

 
○府令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係内

閣府令の整備等に関する内閣府令 

内閣府令第 43号 号外第 117号 平成 26年 5月 29日 

 

○政令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保

険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 

政令第 176号 号外第 97号 平成 26年 5月 1日 

国民年金法施行令の一部を改正する政令 政令第 177号 号外第 97号 平成 26年 5月 1日 

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改

正する政令 

政令第 180号 号外第 105号 平成 26年 5月 14日 

国家公務員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政

令 

政令第 190号 号外第 117号 平成 26年 5月 29日 

幹部職員の任用等に関する政令 政令第 191号 号外第 117号 平成 26年 5月 29日 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律施行令 

政令第 203号 号外第 123号 平成 26年 6月 4日 

健康・医療戦略推進法の一部の施行期日を定める政令 政令第 204号 第 6305号 平成 26年 6月 6日 

健康・医療戦略推進本部令 政令第 205号 第 6305号 平成 26年 6月 6日 

特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政

令 

政令第 207号 号外第 129号 平成 26年 6月 11日 

子ども・子育て支援法施行令 政令第 213号 号外第 132号 平成 26年 6月 13日 

確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性

の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施

行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 

政令第 214号 号外第 136号 平成 26年 6月 18日 

関 係 法 令 
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診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令 政令第 226号 号外第 141号 平成 26年 6月 25日 

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 政令第 227号 号外第 141号 平成 26年 6月 25日 

予防接種法施行令の一部を改正する政令 政令第 247号 号外第 148号 平成 26年 7月 2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 248号 号外第 148号 平成 26年 7月 2日 

薬事法施行令の一部を改正する政令 政令第 250号 号外第 151号 平成 26年 7月 4日 

国立大学法人法施行令の一部を改正する政令 政令第 255号 号外第 159号 平成 26年 7月 16日 

中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令 政令第 256号 号外第 159号 平成 26年 7月 16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

行令の一部を改正する政令 

政令第 257号 号外第 159号 平成 26年 7月 16日 

がん登録等の推進に関する法律の施行期日を定める政令 政令第 259号 号外第 159号 平成 26年 7月 16日 

独立行政法人日本医療研究開発機構法施行令 政令第 261号 号外第 159号 平成 26年 7月 16日 

薬事法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 政令第 268号 号外第 169号 平成 26年 7月 30日 

 
○省令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

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 65号 第 6290号 平成 26年 5月 16日 

経済センサス基礎調査規則の一部を改正する省令の一部を改

正する省令 

総務省令第 51号 号外第 115号 平成 26年 5月 27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 68号 第 6308号 平成 26年 6月 11日 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係

省令の整備等に関する省令 

厚生労働省令第 71号 号外第 141号 平成 26年 6月 25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 75号 号外第 148号 平成 26年 7月 2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 76号 号外第 151号 平成 26年 7月 4日 

厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改

正する省令 

厚生労働省令第 77号 号外第 152号 平成 26年 7月 7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 79号 号外特第 10号 平成 26年 7月 15日 

予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する

省令 

厚生労働省令第 80号 号外第 159号 平成 26年 7月 16日 

中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令第三条

第一項の規定による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の規定の準用についての読替えに

関する省令 

厚生労働省令第 81号 号外第 159号 平成 26年 7月 16日 

国民年金法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 83号 第 6336号 平成 26年 7月 22日 

短時間労働者の雇用管理の改善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 85号 第 6338号 平成 26年 7月 24日 

安全な血液製剤の安定供給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 86号 第 6340号 平成 26年 7月 28日 

再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に

関する省令 

厚生労働省令第 88号 号外第 169号 平成 26年 7月 30日 
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再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に

関する省令 

厚生労働省令第 88号 号外第 169号 平成 26年 7月 30日 

再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 厚生労働省令第 89号 号外第 169号 平成 26年 7月 30日 

幼稚園設置基準の一部を改正する省令 文部科学省令第 23号 第 6343号 平成 26年 7月 31日 

 
○規則 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

人事院規則九－五五（特地勤務手当等）の一部を改正する人事

院規則 

人事院規則 9-55-118 号外第 97号 平成 26年 5月 1日 

人事院規則九－一二三（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 9-123-17 号外第 97号 平成 26年 5月 1日 

国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事

院規則の整備等に関する人事院規則 

人事院規則 1-62号 号外第 117号 平成 26年 5月 29日 

人事院規則九－一七（俸給の特別調整額）の一部を改正する人

事院規則 

人事院規則 9-17-138 号外第 117号 平成 26年 5月 29日 

人事院規則九－一二三（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 9-123-18 号外第 117号 平成 26年 5月 29日 

人事院が行う研修等 人事院規則 10-14 号外第 117号 平成 26年 5月 29日 

規則の制定改廃に関する職員団体からの要請 人事院規則 17-4 号外第 117号 平成 26年 5月 29日 

人事院規則二一－〇（人事院規則二一－〇（国と民間企業との

間の人事交流）の全部を改正する人事院規則） 

人事院規則 21-0-6 号外第 117号 平成 26年 5月 29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 228号 第 6281号 平成 26年 5月 1日 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十五条の規

定に基づき監視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 4号 

第 6281号 平成 26年 5月 1日 

平成二十六年度における学芸員の資格認定を実施する件 文部科学省告示第 71号 第 6285号 平成 26年 5月 9日 

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確

保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件 

農林水産省・環境省告示

第 4号 

第 6287号 平成 26年 5月 13日 

ソフトウエア等脆弱性関連情報取扱基準 経済産業省告示第 110号 第 6288号 平成 26年 5月 14日 

著作権に関する講習会の件 文化庁告示第 29号 第 6289号 平成 26年 5月 15日 

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確

保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件 

農林水産省・環境省告示

第 5号 

第 6289号 平成 26年 5月 15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

品を指定した件 

厚生労働省告示第 234号 第 6290号 平成 26年 5月 16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

医薬品の指定を取り消した件 

厚生労働省告示第 235号 第 6290号 平成 26年 5月 16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 236号 第 6290号 平成 26年 5月 16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 238号 第 6295号 平成 26年 5月 23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 239号 第 6295号 平成 26年 5月 23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

厚生労働省告示第 240号 第 6295号 平成 26年 5月 23日 
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が別に定める者の一部を改正する件 

経済センサス基礎調査規則に基づく、乙調査の調査票の様式を

定める件 

総務省告示第 198号 号外第 115号 平成 26年 5月 27日 

平成二十六年度学校図書館司書教諭講習実施要項 文部科学省告示第 74号 号外第 116号 平成 26年 5月 28日 

平成二十六年における医療施設静態調査の調査の期日、調査票

の様式及び調査票の提出期限を定める件 

厚生労働省告示第 245号 号外第 120号 平成 26年 5月 30日 

平成二十六年における患者調査の調査の期日、調査票の様式及

び調査票の提出期限を定める件 

厚生労働省告示第 246号 号外第 120号 平成 26年 5月 30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 242号 第 6300号 平成 26年 5月 30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 243号 第 6300号 平成 26年 5月 30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 244号 第 6300号 平成 26年 5月 30日 

薬事法施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれ

のあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を定める件 

厚生労働省告示第 252号 第 6303号 平成 26年 6月 4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 253号 第 6305号 平成 26年 6月 6日 

薬事法第二十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣が基

準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 254号 第 6305号 平成 26年 6月 6日 

薬事法第四条第五項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指

定する要指導医薬品 

厚生労働省告示第 255号 第 6305号 平成 26年 6月 6日 

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生

労働省関係告示の整理に関する告示 

厚生労働省告示第 257号 第 6309号 平成 26年 6月 12日 

千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力

条約に基づく規則の修正に関する件 

外務省告示第 202号 第 6313号 平成 26年 6月 18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 263号 号外第 138号 平成 26年 6月 20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 264号 号外第 138号 平成 26年 6月 20日 

医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品の一部を

改正する件 

厚生労働省告示第 278号 第 6325号 平成 26年 7月 4日 

生物学的製剤基準の一部を改正する件 厚生労働省告示第 279号 号外第 151号 平成 26年 7月 4日 

薬事法第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものと

して厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 280号 号外第 151号 平成 26年 7月 4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 281号 号外第 151号 平成 26年 7月 4日 

厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品

の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 282号 号外第 151号 平成 26年 7月 4日 

雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二

号に規定する支給限度額を変更する件の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 286号

及び 287号 

第 6332号 平成 26年 7月 15日 

雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第

三項に規定する自動変更対象額を変更する件の一部を改正す

る件 

厚生労働省告示第 288号 第 6332号 平成 26年 7月 15日 

雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第

三項に規定する自動変更対象額を変更する件 

厚生労働省告示第 289号 第 6332号 平成 26年 7月 15日 

雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号

に規定する控除額を変更する件 

厚生労働省告示第 290号 第 6332号 平成 26年 7月 15日 
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雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二

号に規定する支給限度額を変更する件 

厚生労働省告示第 291号 第 6332号 平成 26年 7月 15日 

厚生労働大臣が定める算定の方法を定める件の一部を改正す

る件 

厚生労働省告示第 292号 第 6334号 平成 26年 7月 17日 

事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する

措置等についての指針の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 293号 第 6338号 平成 26年 7月 24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 294号 第 6338号 平成 26年 7月 24日 

介護保険法施行令附則第十八条の規定に基づき認知症である

被保険者に対する支援又は被保険者の地域における自立した

日常生活の支援に係る体制の整備の促進を行う事業 

厚生労働省告示第 295号 第 6338号 平成 26年 7月 24日 

国民年金法等の一部を改正する法律附則第五条第十三号に規

定する第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納

付すべき額の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 307号 第 6343号 平成 26年 7月 31日 

労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係

る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定

める件の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 309号 号外 171号 平成 26年 7月 31日 

労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣

が定める率を定める件の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 310号 号外 171号 平成 26年 7月 31日 

労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣

が定める額を定める件 

厚生労働省告示第 312号 号外 171号 平成 26年 7月 31日 

労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係

る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定

める件 

厚生労働省告示第 313号 号外 171号 平成 26年 7月 31日 

労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣

が定める率を定める件 

厚生労働省告示第 314号 号外 171号 平成 26年 7月 31日 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正

する法律第二条の規定による改正前の化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律第四条第一項の規定に基づき、同項第

五号に該当するものである旨の通知をした件 

厚生労働省・経済産業

省・環境省告示第 5号 

号外 171号 平成 26年 7月 31日 

 

○公告 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

平成二十五年度文部科学省共済組合の決算関係 特殊法人等 第 6337号 平成 26年 7月 23日 

 
○官庁報告 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

平成二十六年度医師国家試験予備試験の施行 厚生労働省 号外第 97号 平成 26年 5月 1日 

南海トラフ地震防災対策推進基本計画の作成について 中央防災会議 号外第 108号 平成 26年 5月 16日 

平成二十三年人事院公示第十八号の一部改正に関し、決定した

件 

人事院公示第 16号 号外第 117号 平成 26年 5月 29日 

平成十二年人事院公示第五号の廃止に関し、決定した件 人事院公示第 20号 号外第 117号 平成 26年 5月 29日 

昭和三十八年人事院公示第五号、昭和五十六年人事院公示第五

号、昭和六十年人事院公示第二号、昭和六十年人事院公示第三

号、平成六年人事院公示第十四号、平成十二年人事院公示第四

号及び平成二十一年人事院公示第八号の一部を改正し、決定し

人事院公示第 21号 号外第 117号 平成 26年 5月 29日 
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た件 

昭和六十年人事院事務総局公示第一号の一部改正に関し、決定

した件 

人事院事務総局公示 1号 号外第 117号 平成 26年 5月 29日 

平成二十三年人事院事務総局公示第二号の一部を改正し、決定

した件 

人事院事務総局公示 2号 号外第 117号 平成 26年 5月 29日 

計量士国家試験合格者 経済産業省 号外第 120号 平成 26年 5月 30日 

平成二十六年度刑務官採用試験公告 人事院 号外第 136号 平成 26年 6月 18日 
平成二十六年度入国警備官採用試験公告 人事院 号外第 136号 平成 26年 6月 18日 
文部科学省防災業務計画の修正要旨の公表について 文部科学省 第 6314号 平成 26年 6月 19日 

死因究明等推進計画の要旨の公表について 内閣府 号外第 148号 平成 26年 7月 2日 

平成二十六年度国家公務員採用総合職試験（大卒程度試験）公

告 

人事院 第 6332号 平成 26年 7月 15日 
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規則等名 制定者 内容 制定日 制定番号 施行日 改正理由等 

高知大学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 

学長 一部改正 平成

26.5.1 

規則第５号 平成

26.5.1 

高知大学設備サポート戦略室の設置（平成 26年５月

１日）に伴い、当該室の職員の勤務時間管理員を置

くための改正を行うもの 

国立大学法人高知大学学長選考会議規則 学長 一部改正 平成

26.5.16 

規則第６号 平成

26.5.16 

平成 25 年４月１日副理事の設置に伴い、国立大学法

人高知大学教育研究評議会規則第２条第３号に副理

事が規定され、学部長、研究科長及び学系長に係る

号のずれが生じたための改正 

高知大学医学部附属病院放射線障害予防

規則 

学長 一部改正 平成

26.5.27 

規則第７号 平成

26.5.27 

・ 附属病院の放射線発生装置から放射化物（放射

線発生装置から発生した放射線により生じた放射線

を放出する同位元素で汚染された物）が発生する可

能性があるため、平成 26 年１月にＰＥＴセンターの

サイクロトロン室内に再利用する放射化物の保管設

備を設置した。放射線障害予防法の定めにより、放

射化物は、放射性同位元素によって汚染された物と

同様の規制を行うこととされているため、「放射線発

生装置使用施設における放射化物の取扱いに係るガ

イドライン」（科学技術庁原子力安全局放射線安全課

長）により、当該規則の放射化物の保管・廃棄に係

る改正を行う。 

・ 文部科学省科学技術・学術政策局放射線対策課

放射線規制室から平成 25 年３月 19 日付け事務連絡

「原子力規制委員会への業務移管に伴う当面の対応

について」により、平成 25 年４月１日から文部科学

省科学技術・学術政策局放射線対策課放射線規制室

の所管する事務が、原子力規制委員会へ移管された

ことに伴う改正 

・ その他字句の修正 

高知大学医学部附属病院次世代医療創造

センター規則 

学長 一部改正 平成

26.5.27 

規則第８号 平成

26.5.27 

・ 臨床研究に携わる者への教育を充実させること

を目的として、次世代医療創造センターに「教育・

人材育成部門」を新たに設置する。 

高知大学医学部地区研究部門放射線障害

予防規則 

学長 一部改正 平成

26.6.3 

規則第９号 平成

26.6.3 

・ 文部科学省科学技術・学術政策局放射線対策課

放射線規制室から平成 25 年３月 19 日付け事務連絡

「原子力規制委員会への業務移管に伴う当面の対応

について」により、平成 25 年４月１日から文部科学

省科学技術・学術政策局放射線対策課放射線規制室

の所管する事務が、原子力規制委員会へ移管された

ことに伴う改正 

・ ＲＩ実験施設に設置されていたガスクロマトグ

ラフ廃棄に伴い、該当規定を削除するための改正 

国立大学法人高知大学危機管理規則 学長 一部改正 平成

26.6.25 

規則第 10 号 平成

26.6.25 

危機管理本部及び危機対策本部の設置に伴う規則の

改正を行う。また、用語の定義を明確化し、学長の

学 内 規 則 
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代理者を規定する。併せて字句の修正を行う。 

国立大学法人高知大学危機管理本部規則 学長 制定 平成

26.6.25 

規則第 11 号 平成

26.6.25 

本学の危機管理は、国立大学法人高知大学危機管理

規則に基づき、災害（地震、水害）、火災、事件、事

故、薬品管理の危機事象を中心に、危機管理対策本

部の組織体制、全学的な危機管理マニュアル、対応

フローなどを作成している。また、個別マニュアル

としては、南海地震発生時の学生行動マニュアル、

各寄宿舎災害対策室における防災対策計画、医学部

附属病院における個別対応マニュアル等を作成して

いる。 

しかし、現状ではこうした組織体制やマニュアルな

どを、平常時から評価、見直しを行う体制がない。

そこで、危機管理体制の強化を図るため、平常時よ

り危機管理全般について協議する組織として常設の

危機管理本部を設置する。 

国立大学法人高知大学契約事務取扱要領 学長 一部改正 平成

26.7.7 

規則第 12 号 平成

26.7.7 

・ 物品の購入等支出契約に係るものについては、

支出契約決議と支出決議によりそれぞれ決議を行っ

ていたが、Ｈ26.4 の財務会計システム更新に伴い、

「契約・支出決議」に変更し、一括で決議すること

となった。また、財産の売払い等収入契約に係るも

のについては、収入契約決議及び収入決議を廃止し、

「振替伝票」により決議することとなった。これに

伴い、帳票類の名称及び添付書類の整理を行う。 

・ 決議に係る添付書類について、実施伺等の決裁

に添付する書類と重複する場合には、一部を省略す

ることで、事務の簡素化を図ることとし、それに伴

う改正を行う。 

・ その他字句の修正を行う。 

国立大学法人高知大学における会計機関

の補助者の指定に関する規則 

学長 一部改正 平成

26.7.7 

規則第 13 号 平成

26.7.7 

・ 教育学部附属特別支援学校において進行中のプ

ロジェクトにおける作業学習の本格化に伴い、生産

物（焼き菓子等）の売払い収入が見込まれることか

ら、この収入金を取り扱う会計機関の補助者となる

べき者を定める。 

・ 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）の改正等を受け、教員の発

注及び検査について、権限のより一層の明確化を図

る。 

・ 事務組織の改編及び業務分担の変更等に伴い、

補助者及び事務の範囲について見直しを行う。 

・ 補助者に係る発令通知書の様式について見直し

を行う。 

・ その他字句の修正を行う。 

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 

学長 一部改正 平成

26.7.7 

規則第 14 号 平成

26.7.7 

教育学部附属特別支援学校において進行中のプロジ

ェクトにおける作業学習の本格化に伴い、生産物（焼

き菓子等）の売払い収入が見込まれることから、こ
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の収入金を取り扱う会計機関の公印の種類及び公印

管守責任者を定めるものである。 

国立大学法人高知大学体育施設貸付規則 学長 一部改正 平成

26.7.7 

規則第 15 号 平成

26.7.7 

・ 体育施設の貸付けに当たっては、これまで貸付

料の前納を貸付許可の条件としてきたところである

が、相手方が地方公共団体等で、事情により後納が

やむを得ない場合には、後納を認めることとし、そ

の場合には借受者に対し、貸付料を貸付許可書で通

知する必要があるため。 

・ その他字句の修正 

高知大学海洋コア総合研究センター放射

線障害予防規則 

学長 一部改正 平成

26.6.4 

規則第 16 号 平成

26.6.4 

・ 文部科学省科学技術・学術政策局放射線対策課

放射線規制室から平成 25 年３月 19 日付け事務連絡

「原子力規制委員会への業務移管に伴う当面の対応

について」により、平成 25 年４月１日から文部科学

省科学技術・学術政策局放射線対策課放射線規制室

の所管する事務が、原子力規制委員会へ移管された

ことに伴う改正 

・ 放射線安全委員会の議決数を規定するための改

正 

高知大学遺伝子実験施設放射線障害予防

規則 

学長 一部改正 平成

26.6.10 

規則第 17 号 平成

26.6.10 

・ 文部科学省科学技術・学術政策局放射線対策課

放射線規制室から平成 25 年３月 19 日付け事務連絡

「原子力規制委員会への業務移管に伴う当面の対応

について」により、平成 25 年４月１日から文部科学

省科学技術・学術政策局放射線対策課放射線規制室

の所管する事務が、原子力規制委員会へ移管された

ことに伴う改正 

・ 放射線安全委員会の議決数を規定するための改

正 

・ その他字句の修正 

高知大学利益相反マネージメント委員会

規則 

学長 一部改正 平成

26.6.25 

規則第 18 号 平成

26.6.25 

利益相反マネージメント委員会委員について、研究

分野の情報を多く持っている「理事（研究担当）」が

適していると考えられることから、「理事（国際・総

務担当）」から「理事（研究担当）」に変更し、委員

長を「理事（研究担当）」とする。 

また、利益相反マネージメント相談室の構成員とし

て「物部総務課課長補佐」を実状に合わせ「物部総

務課長」に変更する。 

国立大学法人高知大学文書処理規則 学長 一部改正 平成

26.7.7 

規則第 19 号 平成

26.7.7 

・ 「医学部・病院事務部の関係事項」に係る専決

者表が規定されていなかったため、追記するための

改正 

・ 各部署による関係事項の見直しによる改正 

・ 「事務局及び医学部附属病院以外の部局等の関

係事項」の専決者表中、勤務時間関係の事項の専決

者欄を「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」に規定されている監

督者との整合性をもたせたことに伴う改正 
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・ その他字句の修正 

高知大学医学部附属病院諸料金規則 学長 一部改正 平成

26.7.3 

規則第 20 号 平成

26.7.3 

ロボット支援下手術（ダヴィンチ）における自費診

療を開始するにあたり、料金設定を行うものである。 

料金については保険点数を準用した算出方法、技術

料・機器使用料及び消耗材料等を考慮した算出方法

及び他大学の料金を比較検討し、最も妥当であると

判断される保険点数を準用した算出方法により設定

する。 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

博士課程黒潮圏総合科学専攻規則 

学長 一部改正 平成

26.7.14 

規則第 21 号 平成

26.10.1 

国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム

として採択された特別の教育課程設置に伴い授業科

目の新設を行うもの 

 



○人事異動
[役員]
【任命】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.5.1 田口　博國 理事（研究担当）
H26.7.1 大﨑　富夫 監事

北添　英矩 監事

[教員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.5.31 木田　和伸 医療学系臨床医学部門　講師

谷脇　祥通 医療学系臨床医学部門　助教
H26.6.30 石上　悦子 医療学系臨床医学部門　特任准教授

村上　歩 医療学系看護学部門　助教
H116.7.31 岡﨑　泰長 医療学系臨床医学部門　助教

髙橋　昌也 医療学系臨床医学部門　講師
竹内　麻子 医療学系臨床医学部門　助教
村田　智子 医療学系臨床医学部門　助教

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.5.1 西郷　和彦 設備サポート戦略室　特任教授

福留　惟行 医療学系臨床医学部門　助教
H26.7.1 石上　悦子 医療学系看護学部門　准教授

池田　哲朗 医療学系基礎医学部門　准教授
清水　翔吾 医療学系基礎医学部門　特任助教

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H26.5.1 奥谷　文乃 医療学系看護学部門　教授 医療学系基礎医学部門　准教授

宮本　恵美子 総合科学系地域協働教育学部門　教授 総合科学系地域協働教育学部門　准教授
H26.7.1 前田　長正 医療学系臨床医学部門　教授 医療学系臨床医学部門　准教授

池内　昌彦 医療学系臨床医学部門　教授 医療学系臨床医学部門　准教授

【任用更新】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.5.1 上村　直人 医療学系臨床医学部門　講師

永野　靖典 医療学系臨床医学部門　助教
髙田　浩史 医療学系臨床医学部門　助教
東　洋一郎 医療学系臨床医学部門　助教

H26.7.1 池添　隆之 医療学系臨床医学部門　講師
山﨑　一郎 医療学系臨床医学部門　講師
蘆田　真吾 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 採用後の所属・職 元所属・職
H26.5.19 藤野　紀子 国際連携推進センター　特任専門員

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.7.1 澤村　明信 法人企画課法人企画係　係員 法人企画課広報戦略室広報戦略係　係員

菊川　祐輔 法人企画課広報戦略室広報戦略係　係員 法人企画課法人企画係　係員
林　彰典 研究国際部研究推進課研究推進特別支援室研究支援係　係長 研究国際部学術情報課総務管理係　係長

[病院職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
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H26.6.30 小野川　雅英 医学部附属病院　薬剤部薬剤師
西峯　清香 医学部附属病院　看護部看護師
北川　恵 医学部附属病院　看護部看護師
矢野　亜弥 医学部附属病院　看護部看護師
石村　みなみ 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

福本　美鈴 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

小笠原　有美 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

宮地　里佳 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

H26.7.31 中田　智久 医学部附属病院　看護部看護師（有期）

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.5.1 髙橋　明日香 医学部附属病院　病理診断部教室系技術職員

H26.6.1 山﨑　真由美 医学部附属病院　栄養管理部栄養士（有期）

H26.7.1 片岡　和歌子 医学部附属病院　看護部看護師

【任用更新】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.7.27 山﨑　真由美 医学部附属病院　栄養管理部栄養士（有期）
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第２１５回 役員会（５月１４日） 

議事 

審議事項 

１．大学教員人事案について 

２．大学教員の昇任人事について 

３．平成 25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．外国語試験の受験に係る補助事業実施について 

２．公用車による人身事故に係る損害賠償について 

３．その他 

 

第２１６回役員会（５月２０日） 

議事 

審議事項 

１．平成 27年度教育組織改革について 

報告事項 

１．その他 

 

第２１７回役員会（５月２８日） 

議事 

審議事項 

１．テニュアトラック型教員の審査について 

２．大学教員の採用・昇任人事について 

報告事項 

１．平成 26年度スーパーグローバル大学等事業「スーパーグローバル大学創成支援」への申請について 

２．平成 26 年度大学教育再生加速プログラム（AP）への申請について 

３．規則の制定について 

 

第２１８回役員会（６月１１日） 

議事 

審議事項 

１．歯科保健医療対策に関する協定について 

２．業務方法書の変更について 

３．平成 25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 

４．平成 26年度実施大学機関別認証評価自己評価書について 

５．地域協働学部設置準備委員会要項（案）の制定について 

６．東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた連携協定締結について 

７．危機管理体制の強化について 

８．東日本大震災により被災した平成 27年度高知大学志願者の入学検定料の免除について 

９．科学研究費助成事業(科研費)獲得向上のための取扱いに関する基本方針（案）について 

10．平成 25年度決算について 

11．平成 27年度概算要求について 

会 議 
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報告事項 

１．大学教員の再任について 

２．平成 26年度入試・広報だよりについて 

３．会計監査人の選任について 

４．その他 

 

第２１９回役員会（６月２５日） 

議事 

審議事項 

１．業務方法書の変更について 

２．平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 

３．平成 26 年度実施大学機関別認証評価自己評価書について 

４．危機管理体制の強化について 

５．平成 26年度及び平成 27年度の大学教員人事について 

６．大学教員の採用・昇任人事について 

７．高知大学利益相反マネージメント委員会規則の一部改正について 

８．科学研究費助成事業(科研費)獲得向上のための取扱いに関する基本方針（案）について 

９．平成 25年度決算について 

10．平成 27年度概算要求について 

報告事項 

１．平成 25年度国際交流活動について 

２．第Ⅱ期「高知大学の教育力向上３ヵ年計画」の総括について 

３．平成 25年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況について 

４．知的財産権の活用状況について 

５．規則の制定等について 

６．その他 

 

第２２０回役員会（７月９日） 

議事 

審議事項 

１．「今夏の節電実行計画」について 

報告事項 

１．附属学校園教員評価の実施（試行）について 

２．資金運用状況について 

３．その他 

 

第２２１回役員会（７月２３日） 

議事 

審議事項 

１．戦略的管理人員枠による人事案について 

２．戦略的管理人員枠による採用人事について 

３．熱帯農業に関する SUIJIコンソーシアムに基づくジョイント・ディグリー・プログラム(SUIJI-JDP) 

覚書（案）について 

４．平成 27年度学年暦及び年間行事予定表について 

報告事項 
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１．規則の制定等について 

２．その他 

 

第４９回経営評議会（５月２０日） 

 議事 

１．平成 27年度教育組織改革について 

２．国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について 

 

第５０回経営評議会（６月２４日） 

 議事 

１．平成 25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 

２．知的財産権の活用状況について 

３．役員の退職手当に係る業績評価について 

４．役員の本給月額について 

５．業務方法書の変更について 

６．平成 25年度国際交流活動について 

７．平成 27年度高知大学志願者の入学検定料の免除について 

８．平成 25年度決算について 

９．平成 26年度概算要求について 

１０．賃金運用状況について 

１１．その他 

 

第６３回教育研究評議会（５月１９日） 

議題 

１．平成 27年度教育組織改革について 

２．国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について 

３．その他 

 

第６４回教育研究評議会（６月１８日） 

 議題 

１．平成 25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 

２．平成 26年度実施大学機関別認証評価自己評価書について 

３．危機管理体制の強化について 

４．東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた連携協定締結について 

５．高知大学利益相反マネージメント委員会規則の一部改正について 

６．平成 25年度国際交流活動について 

７．第Ⅱ期「高知大学の教育力向上３ヵ年計画」の総括について 

８．平成 25年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況について 

９．平成 26年度入試・広報だよりについて 

１０．科学研究費助成事業（科研費）獲得向上のための取扱いに関する基本方針（案）について 

１１．高知大学設備サポート戦略室整備事業について 

１２．平成 26年度科学研究費助成事業に係る内定状況について 

１３．規則の制定等について 

１４．その他 
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平成２６年度第２回入試企画実施機構会議（５月１２日） 

議事 

審議事項 

１．平成 27年度入学者選抜に関する要項(案)について（継続） 

２．平成 27年度学生募集要項（案）（推薦入試Ⅰ）について（継続） 

３．平成 27年度学生募集要項（案）（私費外国人留学生（学部学生））について(継続) 

４．平成 27年度学生募集要項（案）（社会人入試）について(継続） 

５. 平成 26年度進学担当者説明会について 

６．東日本大震災により被災した平成 27年度高知大学志願者の入学検定料の免除について 

７．その他 

報告事項 

１．各学部等からの平成 26年度入試実施状況の総括について 

２．平成 26年度入試関係行事予定（平成 27年度入試）の変更について 

３．その他 

 

平成２６年度第３回入試企画実施機構会議（６月２日） 

議事 

審議事項 

１．平成 27年度学生募集要項（案）（一般入試）について 

２．平成 27年度学生募集要項（案）（推薦入試Ⅱ）について 

３．平成 27年度学生募集要項（案）（ＡＯ入試Ⅱ）について 

４．その他 

報告事項 

１．平成 26年度入試・広報だよりについて 

２．その他 

 

平成２６年度第４回入試企画実施機構会議（７月７日） 

議事 

審議事項 

１．平成 27年度学生募集要項（案）（一般入試）について（継続） 

２．平成 27年度学生募集要項（案）（推薦入試Ⅱ）について（継続） 

３．平成 27年度学生募集要項（案）（ＡＯ入試Ⅱ）について（継続） 

４．平成 27年度学生募集要項（案）（地域協働学部推薦入試Ⅰ・ＡＯ入試Ⅰ）について 

５. その他 

報告事項 

１．「平成 27年度大学入学者選抜大学入試センター試験実施要項」、「平成 28年度大学入学者選抜に係る大学入

試センター試験実施大綱」及び「平成 28年度大学入学者選抜に係る大学入試センター試験出願教科・科目

の出題方法等について」 

２．「平成 27年度大学入学者選抜実施要項」について 

３．平成 27年度医学部医学科学士入学＜第２年次編入学＞試験出願状況について 

４．「平成 27年度入学者選抜に関する要項」，「平成 27年度学生募集要項（推薦入試Ⅰ）」等の公表について（6

月 30日） 

５．全国大学入学者選抜研究連絡協議会第９回大会の報告について 

６．「国立大学の入学者選抜についての平成 28年度実施要領」及び「同実施細目」等について 

７．その他 
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○高知県と「土佐あかうし」の保存と生産振興に関する覚書を締結 
  
平成 26 年 5 月 7 日（水）、高知大学と高知県は「土佐あかうしの保存と生産振興に関する連携のた

めの覚書」を締結した。 
高知大学では、以前より遺伝子解析による種雄牛の後代検定や受精卵の生産、供給などにより遺伝

資源の保存に協力してきたが、今後は、官学連携による持続的な供給体制の構築と高等教育を通じた

人材育成による中山間地域での新たな経営体の創出を目指す。 
 

  
 
○「高知大学と高知県教育委員会との CST 養成・活動事業の共同実施に関する覚書」締結式 

 
平成 26 年 7 月 15 日（火）、高知大学と高知県教育委員会は、平成 22 年度から共同で実施してきた

「CST（中核的理科教員）養成事業」を、国の補助が終了した平成 26 年度以降も引続き「CST 養成・

活動事業」として実施することに合意し、共同実施に関する覚書を締結した。 
 

 

 

学 事 
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○歯科保健医療対策に関する協定調印式 
 
 平成 26 年 7 月 28 日（月）、一般社団法人高知県歯科医師会、国立大学法人高知大学、国立大学法人

徳島大学、学校法人高知学園高知学園短期大学及び高知県は、高知県民の健康長寿と地域社会の発展

等に寄与するため、歯科保健医療対策における相互の連携を強化するための協定を締結した。 
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○平成 26 年度 土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業開講式 

 
 平成 26 年 5 月 9 日（金）、物部キャンパスにおいて、高知県をはじめとした地域からの寄附講座と

して実施している食品産業人材育成講座「土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業（土佐 FBC）」

の開講式を挙行した。 

 今年度は第 7 期目となり、地域から 40 名以上の受講者が集まった。 

 
 
○黒潮圏科学部門 奥田一雄教授が「第 71 回 中国四国植物学会」で功労賞を受賞 

 
平成 26 年 5 月 11 日（日）、岡山理科大学において総合科学系黒潮圏科学部門 奥田一雄教授が「第

71 回 中国四国植物学会」の功労賞を受賞した。 

 本賞は、中国四国植物学会（および前身の日本植物学会中国四国支部会）の発展に大きく貢献した

会員に贈られる大変名誉ある賞である。 

 
○農学部門 石川勝美教授が「日本農業工学会」よりフェロー称号を授与 

 
 平成 26 年 5 月 13 日（火）、東京大学弥生講堂一条ホールにおいて農業工学関連 10 学協会の連合組

織である日本農業工学会（JAICABE、会員数 15,421 名）のフェロー授与式が開催され、自然科学系

農学部門 石川勝美教授がフェロー称号を授与された。 

 フェロー称号は、日本農業工学会の関与する分野の学問技術の発展に継続的に顕著な功績のあった

者を表彰するものである。 

 
○ATL シンポジウム「成人 T 細胞白血病（ATL）と原因ウィルス（HTLV‐1）～ATL 細胞の培養か

ら始まった HTLV‐1 研究～」 

  

諸 報 
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 医学部では、平成 26 年 5 月 24 日（土）、高新文化ホールにおいて日本 HTLV‐1 学会と共催して「成

人 T 細胞白血病（ATL）と原因ウイルス（HTLV‐1）～ATL 細胞の培養から始まった HTLV‐1 研究

～」と題した『ATL シンポジウム』を開催した。 

 
○高知大学事務職員を対象とした防災セミナーを開催 

 
平成 26 年 5 月 28 日（水）、事務職員を対象とした防災セミナーを開催した。このセミナーは、東日

本大震災で、特に学校の職員と銀行員が、その使命感から逃げ遅れて、大勢の方が亡くなったとされ

ていることから、南海トラフ巨大地震が発生したときに、大学職員がどういう心構えで対応するのか

等、常日頃から考えることを目的に、朝倉キャンパスにおいてオープニングセミナーとして開催した。

セミナーには約 100 人の事務職員が参加した他、脇口学長をはじめ役員や教員も聴講した。 

講師を務めた、南海地震について各地で講演をしている岡村眞総合研究センター特任教授からは、

津波により数分で町が消滅した映像や日頃の津波に対する備えの有無により生死が分かれた方の映像

が紹介され、常日頃の心構えがいかに重要であるかを教えられた。 

 
 
○県総合防災訓練において広域医療搬送訓練を実施 

 
医学部は、平成 26 年 6 月 1 日（日）、高知県総合防災訓練の一環として広域医療搬送拠点の設置運

営訓練を実施した。この防災訓練は、大規模地震、豪雨等実際的な災害を想定し、県、市町村及び各

防災関係機関による実践的な応急対策とそれぞれの連携した訓練を実施することにより、総合的な防

災体制の確立を図ることを目的として高知県防災会議等の主催で行われた。 

サテライト会場の一つとなった高知大学医学部では、高知大学 DMAT１チームを含む３チームの

DMAT が県内外から集合し、SCU（航空輸送拠点臨時医療施設）の設置と運営、また自衛隊ヘリによ

る患者搬送等の訓練が行われた。 

訓練終了後の反省会では、DMAT チーム同士の情報伝達面での課題、訓練設定における課題等、参

加者から様々な意見が上がり、複数機関参加の訓練ならではの成果が得られた。 
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○先端医療学推進センター 山口亜利沙特任教授が「第 55 回日本生化学会 中国・四国支部例会」に

おいて優秀研究賞を受賞 

  
 平成 26 年 6 月 6 日（金）、7 日（土）、愛媛大学において開催された「第 55 回日本生化学会 中国・

四国支部例会」において、先端医療学推進センター 山口亜利沙特任教授が、「GPI‐アンカー型 HRP

融合タンパク質を用いる EMARS 法による脂質ラフトの分別」の口頭発表を行い、優秀研究賞を受賞

した。 

 
○農学部門 河野俊夫教授が日本食品保蔵科学会論文賞を受賞 

 
 自然科学系農学部門の河野俊夫教授が、6 月 28 日に日本食品保蔵科学会論文賞を受賞した。 

受賞した論文題目は、「Simulation of Gas and Water Vapor Exchange in Perforated-film Modified 

Atmosphere Packaging Dynamic Storage Conditions」である。 

 
○「土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業」イノベーションネットアワード 2014 文部科学

大臣賞を受賞 

高知大学の進める食品産業の人材育成事業「土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業（土佐

FBC）」が「全国イノベーション推進機関ネットワーク」における「イノベーションネットアワード

2014 文部科学大臣賞」を受賞し、平成 26 年 6 月 20 日（金）、東京都港区 TEPIA4F ホールにて表彰

式が行われた。 

本事業は、文部科学省科学技術戦略推進費の支援（平成 20 年～24 年度の 5 年間）を得て、高知県

の食品産業の中核人材育成に取り組んできた事業である。 

成果として、5 年間で延べ 150 名の修了生を輩出し、受講成果を活かした多数の商品開発や品質改

善が図られ、教員・講師・修了生同士の交流も活発に行われている。これらの商品売上総額は 3.6 億

円を超え、その経済波及効果は 5 億円規模に達している。 

また、本事業には、行政機関や地元企業等のほか、高知銀行・四国銀行・JA といった金融機関等も

加わっており、自己資金の他、それら機関からの資金提供も受けつつ自立化が図られ、平成 25 年度か

らは新たなステージとして土佐 FBCⅡがスタートしている。 

表彰式には、受田浩之副学長が出席し、受賞プログラムのプレゼンテーション講演を行った。 
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○医学部附属病院「七夕コンサート」 

 
 平成 26 年 6 月 28 日（土）、医学部附属病院では、入院中の患者さんやそのご家族、地域の方々に音

楽を楽しんでいただくことを目的に、病院の外来玄関ホールにおいて七夕コンサートを開催した。 

 今年度は、学内より医学部合唱団と医学部ダンス部が出演した。 

  

 
○臨床医学部門 島村芳子助教が日本腎臓学会ベストサイテーション賞を受賞 

 
平成 26 年 7 月 4 日（金）、第 57 回日本腎臓学会学術総会会場（パシフィコ横浜）において、医療学

系臨床医学部門（内分泌代謝・腎臓内科学）の島村芳子助教がベストサイテーション賞（Original 

article）を受賞した。この賞は、日本腎臓学会の公式英文誌「Clinical and Experimental Nephrology

（CEN）」で創刊からこれまでに発表された論文の中で、2013年に最も多く引用されたOriginal article

（原著論文）1 題のみに授与される大変名誉ある賞である。島村助教の研究は、内分泌代謝・腎臓内科

学と病態情報診断学（検査部）との共同研究である。 

 
○ハワイ大学医学部生の高知県知事表敬訪問 
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医学部と学術交流協定を締結しているハワイ大学医学部より学生が来高し、平成 26年 6月 30日（月）

～7 月 11 日（金）の日程で、へき地医療や在宅医療など本県の地域医療を中心に研修を行った。研修

最終日の平成 26 年 7 月 11 日（金）には高知県知事を表敬訪問した。 
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５月 

 １日（木） 辞令交付 

医学部連絡調整会議 

 ７日（水） 教育研究部会議 

高知県とのあかうし生産振興連携に関

する調印式 

 ８日（木） 産学官民連携センター（仮称）設置検討

協議会 

平成 26 年度国立大学病院の運営に関す

る意見交換会 

 ９日（金） 官公長連絡会 

中国・四国地区国立大学長会議 

土佐 FBC 人材創出事業平成 26 年度開講

式 

１２日（月） 第 2回入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

１３日（火） 教授会・部門会議（医） 

１４日（水） 教授会・専攻会議（人） 

教授会・専攻会議・部門会議（教） 

教授会・専攻会議・部門会議（理） 

部門会議（応用自然科学） 

部門会議（複合領域） 

第７回高知大学男女共同参画推進委員

会 

第 215回役員会 

平成 26 年度高知 CST 養成・活動事業運

営会議 

１５日（木） 教育組織改革実施本部会議 

テニュアトラック資格審査会 

１６日（金） 第 1回資格教育委員会 

特別就学支援専門部会 

１９日（月） 第 63回教育研究評議会 

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 

学長事務総括本部会議 

２０日（火） 教授会・専攻会議・部門会議（農） 

部門会議（生命環境医） 

委嘱状交付 

第 49回経営協議会 

第 216回役員会 

２１日（水） 第１回共通教育実施 WG 

留学生と学長を囲む会 

２２日（木） 第１回学士課程入学試験委員会 

ICT総会・理事会・CIO部会 

２３日（金） 国大協理事会 

２６日（月） 学士課程運営委員会 

国際連携推進委員会 

大学院入試委員会 

教育ミーティング 

２７日（火） 朝倉地区安全衛生委員会 

附属病院運営委員会 

２８日（水） 専攻会議・部門会議（黒潮圏） 

第 217回役員会 

３０日（金） 高知県工業講演会 

国立大学法人等施設整備に関する説明

会 

３１日（土） 平成 26 年度全国大学入学者選抜研究連

絡協議会大会（第 9回） 

 

 

６月 

 ２日（月） 第 3回入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

国大協 平成 26 年度国立大学法人等理

事研修会 

 ４日（水） 第３回教育研究部会議 

高知県高等学校長協会との意見交換会 

 ５日（木） 高知県国際交流協会理事会 

中国・四国地区国立大学法人等職員採用

試験実施委員会 

 ９日（月） 全学財務委員会 

教育ミーティング 

学長事務総括本部会議 

１１日（水） 教授会・専攻会議（人） 

教授会・専攻会議・部門会議（教） 

日 誌 
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教授会・専攻会議・部門会議（理） 

部門会議（複合領域） 

第 218回役員会 

１２日（木） 高知日米協会発起人会 

若手教員評価委員会 

国大協 第 3期中期目標期間に向けた課

題検討 WG 

１３日（金） 地域志向教育経費選考委員会 

１６日（月） 総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

JICA国際研修「総合防災行政」準備セミ

ナー 

教育ミーティング 

学長事務総括本部会議 

国大協総会 

１８日（水） 第 64回教育研究評議会 

全学教員人事審議会 

地域志向研究経費選考委員会 

寄付贈呈式 

１９日（木） 医学部連絡調整会議 

教育研究活性化事業ヒアリング 

２０日（金） 高知県議会との意見交換会 

教育研究活性化事業ヒアリング 

２３日（月） 学士課程運営委員会 

2020年度東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会に向けた連携協定調印式 

高知県国際交流協会第１回評議員会 

教育ミーティング 

レアメタル審査会 

２４日（火） 委嘱状交付 

第 50回経営協議会 

第 1回 SUIJI推進委員会 

２５日（水） 第 219回役員会 

専攻会議・部門会議（黒潮圏） 

福井照氏講演会 

教育研究活性化事業審査委員会 

２６日（木） 第１回連携 FD/SD高知大学実施本部会議 

２７日（金） 東京大学総長と語る会 

朝倉地区安全衛生委員会 

３０日（月） 教育ミーティング 

研究拠点会議 

 

 

 

７月 

 １日（火） 辞令交付 

教授会・部門会議（医） 

競争的資金等監査室会議 

 ２日（水） 教育研究部会議 

 ３日（木） 総合研究センター運営戦略室会議 

平成 26 年度第 2 回修士課程教務委員会

及び博士課程教務委員会 

 ７日（月） 第４回入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

学長事務総括本部会議 

 ８日（火） 教授会・専攻会議・部門会議（農） 

部門会議（生命環境医） 

附属病院運営委員会 

医学部連絡調整会議 

 ９日（水） 教授会・専攻会議（人） 

教授会・専攻会議・部門会議（教） 

教授会・専攻会議・部門会議（理） 

部門会議（複合領域） 

第 220回役員会 

高知大学・高知市コーディネーター会議 

英語学習やる気セミナー 

医学教育認証制度確立に向けた講演会 

１０日（木） 平成 26 年度第１回教育職員免許状更新

講習実施委員会 

１１日（金） 全学 FD/SD研修 

学士課程運営会議（臨時） 

１４日（月） 第 74回四国国立大学協議会 

総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

教育ミーティング 

１５日（火） 教授会・部門会議（医） 

高知県・安徽省友好協会委員会総会 

高知 CST調印式 
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１６日（水） 国大協 第 3期中期目標期間に向けた課

題検討 WG 

１７日（木） 国大協 理事会 

男女共同関連行事（RIJI TALK） 

１８日（金） 平成 26年度第１回学生支援委員会 

２２日（火） 医工連携交流会 

２３日（水） 第 221回役員会 

専攻会議・部門会議（黒潮圏） 

学長選考会議 

２４日（木） 国立大学法人学長・大学共同利用機関法

人機構長等会議 

国際交流基金管理委員会 

２５日（金） 産学官民連携センター（仮称）設置検討

協議会 

２８日（月） 学士課程運営委員会 

歯科保健医療対策に関する協定 

教育ミーティング 

研究推進戦略会議 

学長事務総括本部会議 

２９日（火） 朝倉地区安全衛生委員会 

３０日（水） 国大協 広報企画小委員会 

人事委員会 

３１日（木） 岡豊キャンパス周辺まちづくり検討会 

高知県地域社会連携推進本部会議 

 




