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○平成 28年度高知大学研究顕彰制度授賞式

○高知大学大学教育再生加速プログラム（AP）キックオフシンポジ

ウム及び高知大学全学 FD フォーラム 2017を開催

○全国ネットワーク化事業 平成 28年度 COC／COC＋全国シンポ

ジウム「地方創生と大学」を開催

○平成 28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年度高知大学学生表彰式及び附属学校園児童・生徒表彰式

○高知大学春芸祭を開催

○初の地方創生推進士が誕生

○平成 28年度高知大学国際交流基金助成事業報告会
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（39） 

（40） 

（40） 

（42） 

○人事異動

○叙位・叙勲

（11） 

（21） 

○役員会

○経営協議会

○教育研究評議会

（22） 

（24） 

（25） 

○平成 28年度 高知大学卒業式

○平成 28年度 高知大学大学院修了式

○高知大学と高知県との家庭医療学講座設置に関する基本協

定を締結

○高知大学と高知市との高知市土佐山へき地診療所指定管理

に関する基本協定を締結

○平成 29年度 高知大学入学式

○平成 29年度 高知大学大学院入学式

○高知大学理工学部銘板除幕式

（26） 

（28） 

（29） 

（30） 

（31） 

（33） 

（35） 
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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の医療安全に係

る外部監査に関する規則 

学長 平成 

29.2.14 

規則第 53 号 平成 

29.4.1 

特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関

する検討会においてとりまとめられた「大学附属病

院等の医療安全確保に関するタスクフォース等を踏

まえた特定機能病院の承認要件の見直しについて」

等を踏まえた医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第

50 号）及び関連通知の改正のうち、一層高度な医療

安全管理体制の整備に関する事項（医療安全に係る

外部監査委員会の設置）に対応するため、本規則を

制定するもの。 

国立大学法人高知大学構内交通規則 学長 平成 

29.2.20 

規則第 54 号 平成 

29.4.1 

平成 29 年１月 20 日開催の第 284 回役員会におい

て、全キャンパスに安全確保のため交通規制を導入

し、併せてキャンパス駐車料金の徴収をすることに

ついて承認されたことから、当該役員会決定を踏ま

え関係規則を整備することとし、既存の国立大学法

人高知大学朝倉団地交通規則及び高知大学物部団地

交通規則を廃止するとともに、全ての団地に共通す

る「構内交通規則」を制定するもの。 

高知大学学生総合支援センター規則等の

一部を改正する規則 

学長 平成 

29.2.22 

規則第 55 号 平成 

29.4.1 

学生総合支援センターの各ユニットのミッション

及び活動内容をセンターにおいて点検したところ、

修学支援ユニットと生活支援ユニットについては、

相互に連携して取り組むべき課題が多数存在するこ

とが明らかになったことから、修学支援ユニットと

生活支援ユニットを統合して新たな修学支援ユニッ

トを形成することとし、高知大学学生総合支援セン

ター規則中ユニット（業務）に関する規定を改正す

る。あわせて、高知大学学生総合支援センター企画

会議規則中のユニット名称を列記する規定を改正す

る。 

また、学生総合支援センターの兼務教員の選出方

法に関して、各学部等へ選出を依頼する方法からユ

ニット又は専任担当教員の推薦に基づき、部局の長

の承諾を得て、センター長が指名する方法へ改める

こととし、高知大学学生総合支援センター規則中兼

務教員に関する規定を改正する。 

・高知大学学生総合支援センター規則 

・高知大学学生総合支援センター企画会

議規則 

高知大学理学部規則等を廃止する規則 学長 平成 

28.12.22 

規則第 56 号 平成 

29.4.1 

理学部の理工学部への改組に伴い、廃止するもの。

なお、学生が在学する間必要な規則については、そ

の間効力を有する旨を附則で規定する。 

・高知大学理学部規則 

・高知大学理学部教授会規則 

・高知大学理学部長候補者選考規則 

・高知大学理学部人事委員会規則 

・高知大学理学部入学及び卒業に関する

委員会規則 

学 内 規 則
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・高知大学理学部学科履修規則

・高知大学理学部における危険物屋内貯

蔵所の管理に関する規則 

・高知大学理学部附属高知地震観測所規   

 則 

・高知大学理学部附属高知地震観測所長

選考規則 

・高知大学理学部附属水熱化学実験所規 

 則 

・高知大学理学部附属水熱化学実験所長

選考基準 

・高知大学理学部麻薬及び向精神薬取扱

規則 

国立大学法人高知大学組織規則等の一部

を改正する規則 

学長 平成 

29.2.27 

規則第 57 号 平成 

29.4.1 

平成 29 年４月１日からの理学部の理工学部への

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。 ・国立大学法人高知大学組織規則 

・高知大学学部長選考等規則 

・高知大学学科長に関する規則 

高知大学学則の一部を改正する規則 学長 平成 

29.2.27 

規則第 58 号 平成 

29.4.1 

第３年次編入学に係る規定について、学年進行に

より平成 30 年度入学生から人文社会科学部におい

て第３年次編入学が実施されることに伴い規則を一

部改正する。 

 なお、早期卒業に係る規定について、地域協働学

部は制度を適用しないことを医学部に係る規定とあ

わせて明記するため、規則を一部改正する。 

また、収容定員等に係る規定並びに学部ごとの教

育職員免許状の種類及び教科等に係る規定につい

て、理学部から理工学部への改組に伴い、所要の改

正を行う。 

高知大学学位規則の一部を改正する規則 学長 平成 

29.2.27 

規則第 59 号 平成 

29.4.1 

大学院の学位記の様式について、これまでの大学

名での証明に替えて学士課程の様式に合わせて教育

課程の修了を認める所属長（研究科長）と卒業・修

了を認める学長による証明に改めることとし、規則

を一部改正する。 

なお、英文の学位記を希望する者には、日本語の

学位記に代えて英文の学位記を発行することができ

ることとし、規則を一部改正する。 

また、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、理学

部から理工学部への改組及び医科学専攻に公衆衛生

学コースを設けることに伴い所要の改正を行う。 

高知大学理工学部規則 学長 平成 

29.2.27 

規則第 60 号 平成 

29.4.1 

平成 29 年４月１日からの理工学部の設置に伴い

関係規則を制定するもの。 

高知大学理工学部教授会規則 学長 平成 

29.2.27 

規則第 61 号 平成 

29.4.1 
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高知大学理工学部長候補者選考規則 学長 平成 

29.2.27 

規則第 62 号 平成 

29.4.1 

高知大学理工学部運営委員会規則 学長 平成 

29.2.27 

規則第 63 号 平成 

29.4.1 

高知大学理工学部人事委員会規則 学長 平成 

29.2.27 

規則第 64 号 平成 

29.4.1 

高知大学理工学部入学及び卒業に関する

委員会規則 

学長 平成 

29.2.27 

規則第 65 号 平成 

29.4.1 

高知大学理工学部履修規則 学長 平成 

29.2.27 

規則第 66 号 平成 

29.4.1 

高知大学理工学部における危険物屋内貯

蔵所の管理に関する規則 

学長 平成 

29.2.27 

規則第 67 号 平成 

29.4.1 

高知大学理工学部計量管理規則 学長 平成 

29.2.27 

規則第 68 号 平成 

29.4.1 

高知大学理工学部附属高知地震観測所規

則 

学長 平成 

29.2.27 

規則第 69 号 平成 

29.4.1 

高知大学理工学部附属水熱化学実験所規

則 

学長 平成 

29.2.27 

規則第 70 号 平成 

29.4.1 

高知大学理工学部麻薬及び向精神薬取扱

規則 

学長 平成 

29.2.27 

規則第 71 号 平成 

29.4.1 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

修士課程人文社会科学専攻規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

29.2.27 

規則第 72 号 平成 

29.4.1 

担当教員の変更に伴う授業科目の見直しを行い、

規則中の別表（授業科目表）について、授業科目の

追加を行うもの。 

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の一部を改正する

規則 

学長 平成 

29.2.27 

規則第 73 号 平成 

29.4.1 

担当教員の変更に伴う授業科目の見直しを行い、

規則中の別表（授業科目表）について、授業科目の

追加、削除、科目名称の変更等の改正を行うもの。 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科

博士課程応用自然科学専攻規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

29.2.27 

規則第 74 号 平成 

29.4.1 

担当教員の変更に伴う授業科目の見直しを行い、

規則中の別表（授業科目表）について、授業科目名

称の変更を行うもの。 

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 

29.2.27 

規則第 75 号 平成 

29.4.1 

担当教員の変更に伴う授業科目の見直しを行い、

規則中の別表（授業科目表）について、授業科目の

追加を行うもの。 

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 

29.2.27 

規則第 76 号 平成 

29.4.1 

地域協働教育委員会の業務である各学部等で実施

する地域志向教育の具体的実施の検討及び評価・改

善に関する事項を学士課程運営委員会へ、高大連携

教育プログラム等の実施に関する事項を大学教育創

造センターに移行し、同委員会を廃止することに伴

い規則を一部改正するもの。 

国立大学法人高知大学職員の兼業に関す

る規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

29.3.8 

規則第 77 号 平成 

29.3.8 

本学の兼業許可の期間については、規則において

「原則として１年以内」で「法令等に任期の定めの

ある職につく場合は、４年を限度として許可するこ

とができる」こととされている。現状の規定では、

法令等に定める任期が４年を超える場合に対応でき

ないため、兼業許可の期間の上限について見直しを

行い「法令等に任期の定めのある職につく場合は、
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当該任期を限度として許可することができる」こと

とし、規則を一部改正する。 

また、「原則として１年以内」としている規定につ

いても、事務手続きの負担軽減を目的として、他大

学の状況を参考に併せて見直しを行い「原則として

２年以内」とすることとし、規則を一部改正する。 

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 

29.3.8 

規則第 78 号 平成 

29.3.8 

平成 29 年２月９日開催の第 65 回全学財務委員会

において、全学財務委員会のもとに、特定の重要な

事項を審議する特別委員会を新たに設置することと

されたことを踏まえ、規則を改正し、全学財務委員

会が特別委員会を設置できる旨規定するもの。 

高知大学キャンパスマネジメント特別委

員会規則 

学長 平成 

29.3.8 

規則第 79 号 平成 

29.3.8 

全学財務委員会の下に、特定の重要な事項を審議

する特別委員会として、学内施設の有効活用に関す

る重要事項を審議する高知大学キャンパスマネジメ

ント特別委員会を置くこととし、本規則を制定する

もの。 

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 

29.3.13

規則第 80 号 平成 

29.4.1

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の教育課程（学士課程）につい

て見直しを行い、これまでの理学分野の化学を基盤

とした教育を拡充し、理工学分野の化学に関する知

識を教授するとともに、理工学的な視点から論理的

に考察し、現象を説明できる能力を育成する教育課

程に改めることとし、それに伴い、規則中に規定さ

れる学位に付記する専攻分野の名称を理学から理工

学に改めるもの。 

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 

29.3.13

規則第 81 号 平成 

29.4.1

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の教育課程について見直しを行

い、これまでの理学分野の化学を基盤とした教育を

拡充し、理工学分野の化学に関する知識を教授する

とともに、理工学的な視点から論理的に考察し、現

象を説明できる能力を育成する教育課程に改めるこ

ととし、それに伴い、規則中の別表（授業科目表）

について所要の改正を行うもの。 

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 

29.3.13

規則第 82 号 平成 

29.4.1

平成 29 年度からの理学部の理工学部への改組に

伴い、同学部の理学分野の科目についても開設科目

及び科目名称の見直し等が行われたことから、本コ

ースにおいて理学部の開設科目を使用していた科目

についてもあわせて名称変更等を行うこととし、規

則中専門科目に係る別表について一部改正を行うも

の。 

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 

29.3.13

規則第 83 号 平成 

29.4.1

理学部の理工学部への改組に伴い、本コースの対

象学生に関する規定中「理学部」を「理工学部」に

改めるもの。 

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 

29.3.14

規則第 84 号 平成 

29.4.1

医学部附属病院において、①外科、脳神経外科、

皮膚科、泌尿器科などの専門医が、診療科横断的に
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インドシアニングリーンや近赤外線分光法などの

「特殊光源」「光線医療技術」を用いた診断・治療に

関する診療・研究・教育を行い、高齢化先進県であ

る高知県の要望に即した低侵襲医療の開発、実施及

び普及にあたることを目的とする「光線医療センタ

ー」、②診断・治療が困難であるＳＬＥや強皮症、皮

膚筋炎などの全身性免疫難病に対し、皮膚科、呼吸

器内科などの診療科の垣根を越えて、専門性のある

最新の診断・治療を統括的に行い新たな診断法・治

療法を開発することを目的とする「免疫難病センタ

ー」の２つのセンターを中央診療施設として新たに

設置するとともに、③「光学医療診療部」について、

より患者にわかりやすい組織名称にするため「内視

鏡診療部」へと名称を変更することとし、規則中中

央診療施設に係る規定について一部改正を行うも

の。 

高知大学医学部附属病院光線医療センタ

ー規則 

学長 平成 

29.3.14 
規則第 85 号 平成 

29.4.1 
光線医療センターを設置することに伴い、規則を

制定するもの。 

高知大学医学部附属病院免疫難病センタ

ー規則 

学長 平成 

29.3.14 
規則第 86 号 平成 

29.4.1 
免疫難病センターを設置することに伴い、規則を

制定するもの。 

高知大学医学部附属病院光学医療診療部

規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

29.3.14 
規則第 87 号 平成 

29.4.1 
光学医療診療部の内視鏡診療部への組織名称変更

に伴い、所要の改正を行うもの。 

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 

29.3.14 
規則第 88 号 平成 

29.4.1 
特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関

する検討会においてとりまとめられた「大学附属病

院等の医療安全確保に関するタスクフォース等を踏

まえた特定機能病院の承認要件の見直しについて」

等を踏まえた医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第

50 号）及び関連通知の改正により、特定機能病院に

対し、一層高度な医療安全管理体制の整備に関する

事項の１つとして「高難度新規医療技術又は未承認

新規医薬品等を用いた医療を提供するに当たり、提

供の適否等を決定する部門の設置等の措置を講ずる

こと」が求められたことから、本学の体制について

見直しを行い、「医療安全管理部」を当該部門として

位置付けることとし、その組織等を関連通知に沿っ

た形に改めるため、所要の改正を行うもの。 

高知大学医学部附属病院薬剤部規則等の

一部を改正する規則 

学長 平成 

29.3.14 
規則第 89 号 平成 

29.4.1 
薬剤部各室の業務分掌について、各室間での業務

の整理及び次世代医療創造センターなど院内他施設

との業務等の整理を行い、規則中各室の業務に係る

規定を一部改正する。 

なお、「薬剤部の運営に関し必要な事項を審議す

る」として、高知大学医学部附属病院薬剤部規則に

おいて設置する旨規定していた「薬事委員会」につ

いて、実態として薬剤部の運営委員会の位置づけで

はなく、高知大学医学部附属病院における医薬品の 

・高知大学医学部附属病院薬剤部規則 

・高知大学医学部附属病院薬事委員会規  

 則 



 
 
 
 
 
第 37号               高 知 大 学 学 報         平成 29年 5月  （7） 

 
     適正かつ効率的な使用及び管理に関し必要な事項

を審議する委員会であるため、実態に即して、薬剤

部に設置する委員会ではなく、医学部附属病院に別

途設置する委員会へと改めることし、関係規則につ

いて所要の改正を行う。 

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 

29.3.14 
規則第 90 号 平成 

29.3.14 
高知大学医学部附属病院認定再生医療等委員会

は、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律第

26 条第４項の規定により承認を受けた再生医療等

委員会」として平成 28 年３月 29 日付で中国四国厚

生局長より認定されている。 

平成 29 年１月 13 日に、中国四国厚生局健康福祉

部医事課長及び再生医療等推進専門官が来学し、認

定再生医療等委員会に関し意見交換を行った。その

際に、委員会規則中委員構成等に係る規定について、

「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の文

言をそのまま使用することが望ましいとの指摘があ

ったことから、当該指摘に対応することとし、規則

を一部改正する。 

なお、審査料の一部又は全部を免除する対象につ

いて、「申請者が本学職員である場合」と規定し、本

学職員に限定していたが、今後本学職員以外の者に

対して免除等を行う可能性を考慮し、包括的な「委

員長が特に認めた場合」という規定に改める。 

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 

29.3.14 
規則第 91 号 平成 

29.4.1 
医学部附属病院における保険適用外料金を定めた

別表の「評価療養」に係る規定中、「先進医療」の項

目について、２件の先進医療を終了し、３件の先進

医療を新規に実施することに伴い所要の改正を行

う。 

なお、同表の「選定療養」に係る規定中「特別室

使用料」の項目について、稼働率向上を目的として、

新規に特別室ＳＡの区分を設けることとし、料金を

設定する。 

また、同表の「産科領域」に係る規定に、医学部

附属病院が来年度より「妊娠と薬情報センター」の

拠点病院として相談外来を実施することから、「妊娠

と薬外来相談料」として料金を設定する。 

高知大学の私学研修員、専修学校研修員、

公立高等専門学校研修員、公立大学研修

員及び教員研修センター研修員受入規則

等の一部を改正する規則 

学長 平成 

29.3.17 
規則第 92 号 平成 

29.4.1 
独立行政法人の組織改編（独立行政法人教員研修

センターの独立行政法人教職員支援機構への再編、

国立研究開発法人森林総合研究所の国立研究開発法

人森林研究・整備機構への再編等）に伴い、規則中

の当該独立行政法人名称等について、所要の改正を

行うもの。 

・高知大学の私学研修員、専修学校研修

員、公立高等専門学校研修員、公立大

学研修員及び教員研修センター研修員

受入規則 

・国立大学法人高知大学における授業料 
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等費用に関する規則

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の一部を改

正する規則 

学長 平成 

29.3.17

規則第 93 号 平成 

29.4.1

教員が発注した物品等の検査（契約金額が 50万円

未満に限る。）を行う「契約担当役、契約担当役代理

の補助者」に総務課地域協働事務室職員を追加する

こととし、規則を一部改正するもの。 

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 

29.3.15

規則第 94 号 平成 

29.3.15

高知大学教育学部附属学校園の役割及び新たな活

用方策等を検討するとともに、高知県内の初等中

等・特別支援教育の課題に応えることを目的とする

高知大学教育学部附属学校園運営委員会に、特定の

事項を協議する専門委員会を置くことができること

とし、所要の改正を行うもの。 

高知大学教育研究部医療学系における医

学部専任担当の教員に関する選考内規の

一部を改正する規則 

学長 平成 

29.3.21

規則第 95 号 平成 

29.4.1

規則中、教授候補者の選考に係る規定について、

今後は「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（平成 29 年１月 20 日学長裁定）」に

よる手続きを行う旨を明確に規定することとし、一

部改正するもの。 

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 

29.3.22

規則第 96 号 平成 

29.3.22

会議運営の効率化を図るため、構成員のうち大学

教育創造センター長、地域連携推進センター長及び

国際連携推進センター長について代理出席を認める

こととし、規則を一部改正するもの。 

高知大学国際教育実施委員会規則 学長 平成 

29.3.22

規則第 97 号 平成 

29.4.1

本学における教育の国際化や「高知大学国際戦略」

にいう「地域で学ぶとともに国際的な視野を持つグ

ローカル人材の育成」を推進するため、具体的な実

施目標・計画を策定するとともに、学生の国際的な

視点を育てる科目の設置など必要な教育内容を検討

し、また、海外教育プログラムや留学生向けプログ

ラムなどの整備に関し必要な事項を審議することを

目的とする高知大学国際教育実施委員会を設置する

こととし、本規則を制定するもの。 

高知大学修学支援基金奨学金規則 学長 平成 

29.3.22

規則第 98 号 平成 

29.4.1

高知大学修学支援基金規則第５条第１項第２号に

規定する事業として高知大学に在学する学生に学資

を給付する「高知大学修学支援基金奨学金」事業を

実施することとし、本規則を制定するもの。 

高知大学設備サポート戦略室規則等の一

部を改正する規則 

学長 平成 

29.3.22

規則第 99 号 平成 

29.4.1

高知大学設備サポート戦略室規則中、高知大学設

備サポート戦略室の構成員に係る規定について、平

成 28 年度末の専任教員（特任教授）の任期満了後は

専任教員を配置しないことから、「専任教員」を削除

する。あわせて、専任教員から指名することとして

いた設備サポート戦略室「副室長」に係る規定につ

いて、兼務教員など設備サポート戦略室に置く職員

の中から指名することとし、規則を一部改正する。 

また、高知大学設備整備計画検討委員会規則の委

員会委員に係る規定中「設備サポート戦略室専任教

員」を「設備サポート戦略室職員の内から理事(研

究・医療担当)が指名する者 １名」に改める。 

・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 
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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 

学長 平成 

29.3.23

規則第 100 号 平成 

29.4.1

共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程（平

成 20 年文部科学省告示第 133 号）に定められている

「共同利用・共同研究の実施に関する重要事項につ

いて審議する運営委員会等」として設置されている

「高知大学海洋コア総合研究センター協議会」及び

「共同利用・共同研究の課題等を募集、採択する組

織」として設置されている「高知大学海洋コア総合

研究センター課題選定委員会」について、同規程の

基準に則ったものとするため、大学職員以外の協議

員及び委員の数が総数の２分の１以上でなければな

らない旨規定し、規則の一部改正を行うもの。 

あわせて、字句の調整等を行う。 

国立大学法人高知大学予算決算及び出納

事務取扱規則の一部を改正する規則 

学長 平成 

29.3.27

規則第 101 号 平成 

29.4.1

平成 29 年度より朝倉キャンパスにおいてカーゲ

ートを導入し、一時入構者からは、自動料金精算機

により駐車料金を徴収する。ついては、自動料金精

算機の円滑な運用のため、出納事務の取扱いとして、

釣銭用の現金（釣銭用両替資金）を置くこととし、

規則にその旨を規定するもの。 

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 

29.3.22

規則第 102 号 平成 

29.4.1

平成 29 年４月１日付事務組織の改編（国際交流課

の国際交流室への改編）に伴い、規則の一部改正を

行うもの。あわせて、字句の修正等を行う。 

高知大学国際連携推進委員会規則等の一

部を改正する規則 

学長 平成 

29.3.29

規則第 103 号 平成 

29.4.1

平成 29 年４月１日からの理学部の理工学部への

改組及び事務組織の改編に伴い、規則中の当該組織

名の変更など軽微な改正を行うもの。 ・高知大学国際連携推進委員会規則 

・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文書処理規則 

・国立大学法人高知大学公印規則 

・国立大学法人高知大学遺失物取扱規則 

・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 

・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 

・国立大学法人高知大学職員労働安全衛

生管理規則 

・高知大学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構内交通規則 

・高知大学国際交流会館規則 

・高知大学国際連携推進センター規則 

・高知大学国際連携推進センター運営戦

略室規則 
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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 

学長 平成 

29.4.11

規則第 1 号 平成 

29.4.11

がん診療連携拠点病院である医学部附属病院に求

められる「院内外のがん患者及びその家族並びに医

療機関等に対し、がん診療に関する情報提供・相談

支援を行う機能を有する部門（相談支援センター）

の設置」について、地域医療連携室に専任の相談員

を置き対応してきたところであるが、がん治療セン

ターの１つの組織として明確に位置付け、がん相談

支援センターを設置することとし、規則を改正する

もの。 

国立大学法人高知大学安全・安心機構規

則の一部を改正する規則 

学長 平成 

29.4.12

規則第 2 号 平成 

29.4.12

安全・安心機構の専任担当教員について、規則中

組織に係る規定に明確に規定することとし、所要の

改正を行うもの。 

高知大学ＳＵＩＪＩ推進室規則の一部を

改正する規則 

学長 平成 

29.4.26

規則第 3 号 平成 

29.4.26

ＳＵＩＪＩ推進室の室員である特任教員につい

て、「大学の世界展開力強化事業」の補助期間が終了

する平成 28 年度末の前任者の任期満了後は、後任補

充を行わないことから、規則のＳＵＩＪＩ推進室の

組織（室員）に係る規定中「大学の世界展開力強化

事業に係る特任教員 １人」を削除するもの。 



○人事異動

[役員]
【退職（転籍）】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H29.3.30 箱田　規雄 横浜国立大学　理事・事務局長 理事・事務局長

【採用（転籍）】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H29.4.1 竹田　幸博 理事・事務局長 滋賀医科大学　理事

[教員]
【定年退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H29.3.31 荻　愼一郎 人文社会科学部門　教授
H29.3.31 高橋　克己 人文社会科学部門　教授
H29.3.31 角　忍 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
H29.3.31 藤﨑　好子 人文社会科学部門　准教授
H29.3.31 田村　和子 教育学部　特任シニアプロフェッサー 教育学部門　教授
H29.3.31 増尾　慶裕 教育学部門　教授
H29.3.31 中込　照明 理学部門　教授
H29.3.31 小玉　一人 理学部門　教授
H29.3.31 川村　和夫 理学部　特任シニアプロフェッサー 理学部門　教授
H29.3.31 逸見　豊 理学部　特任シニアプロフェッサー 理学部門　教授
H29.3.31 塚本　次郎 農林海洋科学部　特任シニアプロフェッサー 農学部門　教授
H29.3.31 北條　正司 複合領域科学部門　教授
H29.3.31 富永　明 医学部　特任シニアプロフェッサー 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
H29.3.15 太田　信哉 基礎医学部門　講師 基礎医学部門　特任助教
H29.3.31 山下　幸一 臨床医学部門　准教授
H29.3.31 堂野　純孝 臨床医学部門　講師
H29.3.31 髙田　浩史 臨床医学部門　助教
H29.3.31 秋田　慎 臨床医学部門　助教
H29.3.31 森信　繁 臨床医学部門　教授
H29.3.31 永野　志歩 臨床医学部門　助教
H29.3.31 志賀　舞 臨床医学部門　助教
H29.3.31 宗景　匡哉 臨床医学部門　助教
H29.3.31 中居　永一 臨床医学部門　助教
H29.3.31 谷岡　克敏 臨床医学部門　助教
H29.3.31 志賀　建夫 臨床医学部門　助教
H29.3.31 山本　佳子 臨床医学部門　助教
H29.3.31 南場　寛文 臨床医学部門　助教
H29.3.31 吉澤　泰昌 臨床医学部門　助教
H29.3.31 田村　泰治 臨床医学部門　助教
H29.3.31 北添　紀子 臨床医学部門　講師
H29.3.31 山内　紘子 医学教育部門　寄附講座特任助教
H29.3.31 森尾　真明 医学教育部門　特任助教
H29.3.31 藤田　晶子 看護学部門　准教授
H29.3.31 福田　達哉 生命環境医学部門　准教授
H29.3.31 松岡　信代 教育学部附属小学校　教諭
H29.3.31 吉岡　久美 教育学部附属小学校　教諭
H29.3.31 島井　安広 教育学部附属小学校　教諭
H29.3.31 難波江　明美 教育学部附属小学校　教諭
H29.3.31 久武　桂津代 教育学部附属小学校　教諭
H29.3.31 東　龍之介 教育学部附属中学校　教諭
H29.3.31 竹田　尚史 教育学部附属中学校　教諭
H29.3.31 大薮　安世 教育学部附属特別支援学校　教諭
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H29.3.31 三好　喜久 教育学部附属特別支援学校　教諭
H29.3.31 清澤　秀孔 医学部　特任准教授
H29.3.31 安岡　江里奈 臨床医学部門　助教 医学部　特任助教
H29.3.31 藤岡　愛 臨床医学部門　助教 医学部附属病院　特任助教
H29.3.31 船越　生吾 臨床医学部門　助教 医学部附属病院　特任助教
H29.3.31 渡邊　理史 医学部附属病院　特任助教
H29.3.31 松本　秀彦 教育学部門　准教授 学生総合支援センター　特任准教授
H29.3.31 野地　照樹 地域連携推進センター　特任教授
H29.3.31 下方　晃博 農学部門　講師 地域連携推進センター　特任助教
H29.3.31 竹岡　篤永 大学教育創造センター　特任助教
H29.3.31 松尾　寛子 学生総合支援センター　特任准教授
H29.3.31 小槻　日吉三 総合研究センター　特任教授
H29.3.31 片岡　正典 総合研究センター　特任講師
H29.3.31 岡村　眞 防災推進センター　特任教授
H29.3.31 柴田　雄介 教育学部門　講師 全学教育機構　特任講師
H29.3.31 藤野　紀子 SUIJI推進室　特任助教
H29.4.30 宮川　和也 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
H29.2.1 難波　卓司 複合領域科学部門　准教授
H29.2.1 山田　和彦 複合領域科学部門　准教授
H29.2.1 菅生　貴仁 医学部附属病院　特任助教
H29.2.1 平松　宏祐 医学部附属病院　特任助教
H29.2.1 岡本　葉子 国際連携推進センター　特任講師
H29.3.1 吉岡　玲子 医学部附属病院　特任助教
H29.3.1 大河原　知治 医学部附属病院　特任助教
H29.3.1 喜村　仁詞 アドミッションセンター　特任准教授

H29.3.16 太田　信哉 基礎医学部門　講師 基礎医学部門　特任助教
H29.4.1 渡邊　ひとみ 人文社会科学部門　講師
H29.4.1 寺﨑　新一郎 人文社会科学部門　講師
H29.4.1 松本　秀彦 教育学部門　准教授 学生総合支援センター　特任准教授
H29.4.1 柴田　雄介 教育学部門　講師 全学教育機構　特任講師
H29.4.1 金　奎道 教育学部門　講師
H29.4.1 杉山　成 理学部門　教授
H29.4.1 野田　稔 理学部門　教授
H29.4.1 老川　稔 理学部門　准教授
H29.4.1 山田　伸之 理学部門　准教授
H29.4.1 長谷川　精 理学部門　講師
H29.4.1 坂本　淳 理学部門　講師
H29.4.1 山﨑　朋人 理学部門　助教
H29.4.1 下方　晃博 農学部門　講師 地域連携推進センター　特任助教
H29.4.1 日高　千晴 基礎医学部門　助教
H29.4.1 田中　千遥 連携医学部門　助教
H29.4.1 井上　顕 臨床医学部門　教授
H29.4.1 南口　博紀 臨床医学部門　准教授
H29.4.1 石田　健司 臨床医学部門　准教授
H29.4.1 船越　生吾 臨床医学部門　助教 医学部附属病院　特任助教
H29.4.1 向田　賢市 臨床医学部門　助教
H29.4.1 松島　幸生 臨床医学部門　助教
H29.4.1 安岡　江里奈 臨床医学部門　助教 医学部　特任助教
H29.4.1 上村　直 臨床医学部門　助教
H29.4.1 辻井　茂宏 臨床医学部門　助教
H29.4.1 刑部　博人 臨床医学部門　助教
H29.4.1 藤岡　愛 臨床医学部門　助教 医学部附属病院　特任助教
H29.4.1 廣橋　健太郎 臨床医学部門　助教
H29.4.1 山中　大樹 臨床医学部門　助教
H29.4.1 阿漕　孝治 臨床医学部門　助教
H29.4.1 和泉　雅之 複合領域科学部門　教授
H29.4.1 森　勝伸 複合領域科学部門　教授
H29.4.1 小﨑　大輔 複合領域科学部門　講師
H29.4.1 越智　里香 複合領域科学部門　助教
H29.4.1 角　忍 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
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H29.4.1 田村　和子 教育学部　特任シニアプロフェッサー 教育学部門　教授
H29.4.1 齋木　優 教育学部附属小学校　教諭
H29.4.1 廣瀬　愛 教育学部附属小学校　教諭
H29.4.1 和田　直之 教育学部附属小学校　教諭
H29.4.1 宇那木　里菜 教育学部附属小学校　教諭
H29.4.1 玉置　政生 教育学部附属小学校　教諭
H29.4.1 松窪　洋樹 教育学部附属中学校　教諭
H29.4.1 吉川　浩樹 教育学部附属中学校　教諭
H29.4.1 片山　裕吾 教育学部附属特別支援学校　教諭
H29.4.1 川村　和夫 理学部　特任シニアプロフェッサー 理学部門　教授
H29.4.1 逸見　豊 理学部　特任シニアプロフェッサー 理学部門　教授
H29.4.1 富永　明 医学部　特任シニアプロフェッサー 黒潮圏科学部門　教授
H29.4.1 澤田　健 医学部　特任准教授
H29.4.1 松本　竜季 医学部附属病院　特任助教
H29.4.1 木戸　一成 医学部附属病院　特任助教
H29.4.1 勝又　祥文 医学部附属病院　特任助教
H29.4.1 梶原　賢司 医学部附属病院　特任助教
H29.4.1 福田　仁 医学部附属病院　特任講師
H29.4.1 塚本　次郎 農林海洋科学部　特任シニアプロフェッサー 農学部門　教授
H29.4.1 栗田　せりか 地域連携推進センター　特任助教

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H29.4.1 奈良　正和 理学部門　教授 理学部門　准教授
H29.4.1 髙田　直樹 理学部門　教授 理学部門　准教授
H29.4.1 本田　理恵 理学部門　教授 理学部門　准教授
H29.4.1 小松　和志 理学部門　教授 理学部門　准教授
H29.4.1 橋本　善孝 理学部門　教授 理学部門　准教授
H29.4.1 山本　裕二 理学部門　教授 理学部門　准教授
H29.4.1 三角　淳 理学部門　准教授 理学部門　助教
H29.4.1 三好　康夫 理学部門　准教授 理学部門　講師
H29.4.1 仲野　英司 理学部門　准教授 理学部門　講師
H29.4.1 砂長　毅 理学部門　准教授 理学部門　講師
H29.4.1 藤代　史 理学部門　講師 理学部門　助教
H29.4.1 永野　高志 理学部門　講師 理学部門　助教
H29.4.1 鈴木　一弘 理学部門　講師 理学部門　助教
H29.4.1 藤内　智士 理学部門　講師 理学部門　助教
H29.4.1 比嘉　基紀 理学部門　講師 理学部門　助教
H29.4.1 川畑　博 複合領域科学部門　准教授 複合領域科学部門　講師
H29.4.1 波多野　慎悟 複合領域科学部門　講師 複合領域科学部門　助教
H29.4.1 松本　健司 複合領域科学部門　講師 複合領域科学部門　助教

[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
H29.3.31 中山　胤 総務部人事課　課長
H29.3.31 山田　正三 総務部物部総務課　課長
H29.3.31 小松　平八 総務部物部総務課学務室　室長
H29.3.31 細谷　至孝 総務部物部総務課フィールド技術室南国フィールド係　労務補佐員（用務員）（再雇用職員） 総務部物部総務課フィールド技術室　主任

H29.3.31 三宮　克彦 研究国際部研究推進課　専門員
H29.3.31 永野　秀美 総務部総務課附属学校事務室小津地区学校係　事務補佐員（再雇用職員） 研究国際部国際交流課　課長
H29.3.31 前山　卓 総務部総務課　特任専門員 学務部　部長
H29.3.31 立花　裕 学務部学生支援課就職室就職支援係　主任（再雇用職員） 学務部学生支援課　専門員
H29.3.31 今村　京子 医学部・病院事務部総務企画課教室等支援室　事務補佐員（再雇用職員） 医学部・病院事務部総務企画課教室等支援室　主任

H29.3.31 刈谷　誠 財務部財務課管財係　事務補佐員（再雇用職員） 医学部・病院事務部総務企画課地域医療支援室　室長

H29.3.31 隅田　はぎ枝 学務部学生支援課学生生活支援係　医療補佐員（看護師）（再雇用職員） 保健管理センター　看護師
H29.3.31 小西　裕子 設備サポート戦略室　技術専門職員
H29.3.31 市ノ渡　孝子 設備サポート戦略室　技術補佐員（再雇用職員） 基礎医学部門　技術専門職員
H29.3.31 朴木　惠助 医学部附属病院栄養管理部　調理師
H29.3.31 岡村　栄作 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
H29.3.31 田中　豊 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
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【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H29.3.31 西村　路彦 法人企画課ＩＲ・評価室　室長
H29.3.31 吉村　惠介 総務部総務課小津地区事務室小津地区学校係　事務補佐員（再雇用職員）

H29.3.31 岩﨑　文佳 総務部物部総務課会計係　係長
H29.3.31 吉田　亮太 総務部物部総務課会計係　係員
H29.3.31 前田　寿一 財務部財務課管財係　事務補佐員（再雇用職員）

H29.3.31 笠井　行治 財務部施設企画課活用係　係長
H29.3.31 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

H29.3.31 門脇　英雄 研究国際部国際交流室　特任専門員 研究国際部国際交流課国際連携係　主任（再雇用職員）

H29.2.28 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）

H29.3.31 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）

H29.3.31 大熊　絵理菜 医学部・病院事務部医事課地域医療連携係　係員

H29.3.31 城田　雅敏 設備サポート戦略室　技術補佐員（再雇用職員）

H29.3.31 吉川　依里 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
H29.3.31 泉　紀江 愛媛大学　総務部総務課　課長 総務部総務課　課長
H29.3.31 山﨑　正浩 放送大学学園高知学習センター　事務長 財務部財務課予算企画係　係長
H29.3.31 江草　龍源 岡山大学　施設企画部施設整備課　課長 財務部施設企画課　課長
H29.3.31 竹島　隆文 山口大学　学生支援部入試課　課長 学務部学務課　課長
H29.3.31 藤澤　和寛 静岡大学　財務施設部財務課　課長 学務部学生支援課　課長
H29.3.31 高橋　聡 旭川医科大学　教務部　部長 医学部・病院事務部総務企画課　課長

【出向】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H29.4.1 澤村　明信 国立室戸青少年自然の家　総務・管理係　係員 法人企画課法人企画係　係員
H29.4.1 笹岡　尚志 高知工業高等専門学校　総務課総務係　係員 総務部総務課地域協働事務室地域協働事務係　係員

H29.4.1 川﨑　美保 高知工業高等専門学校　学生課　課長 総務部人事課　課長補佐
H29.4.1 弘田　雅彦 高知工業高等専門学校　総務課施設係　係長 財務部施設企画課企画係　係長
H29.4.1 白米　英里 日本学術振興会  人材育成事業部大学連携課大学連携第一係　主任 研究国際部地域連携課地方創生推進室地方創生推進係　主任

H29.4.1 中山　浩行 高知工業高等専門学校　総務課契約係　係長 医学部・病院事務部会計課病院担当係　係長

【採用（転籍）】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H29.4.1 近藤　由香里 総務部総務課　課長 阿南工業高等専門学校学生課　課長
H29.4.1 浅井　務 財務部財務課　課長 東京学芸大学　財務施設部財務課課長
H29.4.1 武市　佳人 財務部施設整備課　課長 愛媛大学　施設基盤部施設整備課　課長
H29.4.1 竹本　明弘 研究国際部研究推進課　課長 原子力規制委員会
H29.4.1 人見　達也 学務部　部長 福岡教育大学　事務局次長
H29.4.1 水間　貫了 学務部学生支援課　課長 鳴門教育大学　入試課　課長
H29.4.1 徳弘　靖人 学務部学生支援課就職室　室長 放送大学学園高知学習センター　事務長
H29.4.1 鬼村　博幸 医学部・病院事務部総務企画課　課長 鳥取大学　医学部総務課　課長

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H29.4.1 前山　卓 総務部総務課　特任専門員 学務部　部長
H29.4.1 永野　秀美 総務部総務課附属学校事務室小津地区学校係　事務補佐員（再雇用職員） 研究国際部国際交流課　課長
H29.4.1 晦日　研 総務部人事課人事管理係　係員
H29.4.1 細谷　至孝 総務部物部総務課フィールド技術室南国フィールド係　労務補佐員（用務員）（再雇用職員） 総務部物部総務課フィールド技術室　主任

H29.4.1 刈谷　誠 財務部財務課管財係　事務補佐員（再雇用職員） 医学部・病院事務部総務企画課地域医療支援室　室長

H29.4.1 友政　利貴 財務部財務課予算企画係　係員
H29.4.1 山地　瑞恵 財務部財務課決算係　係員
H29.4.1 石原　正一 財務部施設企画課総務係　主任（再雇用職員） 徳島大学　施設マネジメント部管理運営課　課長

H29.4.1 藤村　裕 財務部施設企画課活用係　主任（再雇用職員） 愛媛大学　施設基盤部安全環境課　課長
H29.4.1 高橋　雄大 研究国際部学術情報課情報システム係　係員

H29.4.1 西岡　知咲 研究国際部地域連携課産学官民連携推進係　係員

H29.4.1 門脇　英雄 研究国際部国際交流室　特任専門員 研究国際部国際交流課国際連携係　主任（再雇用職員）

H29.4.1 伊藤　祥代 研究国際部国際交流室国際連携係　係員

H29.4.1 隅田　はぎ枝 学務部学生支援課学生生活支援係　医療補佐員（看護師）（再雇用職員） 保健管理センター　看護師
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H29.4.1 立花　裕 学務部学生支援課就職室就職支援係　主任（再雇用職員） 学務部学生支援課　専門員
H29.4.1 今村　京子 医学部・病院事務部総務企画課教室等支援室　事務補佐員（再雇用職員） 医学部・病院事務部総務企画課教室等支援室　主任

H29.4.1 安岡　杏紗 医学部・病院事務部会計課病院担当係　係員

H29.4.1 岡﨑　由岐子 医学部・病院事務部医事課地域医療連携係　係員

H29.4.1 四國　友理 医学部・病院事務部医事課地域医療連携係　係員

H29.4.1 森　温子 医学部　特任研究員
H29.4.1 岡村　栄作 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
H29.4.1 田中　豊 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
H29.4.1 市ノ渡　孝子 設備サポート戦略室　技術補佐員（再雇用職員） 基礎医学部門　技術専門職員
H29.4.1 大川　順子 保健管理センター　看護師
H29.4.1 都築　由佳 地域連携推進センター　特任専門職員

【復帰】
発令年月日 氏名 復帰後の所属・職 元所属・職
H29.4.1 森岡　啓 総務部総務課理工学事務室理工学事務係　係長 高知工業高等専門学校　総務課契約係　係長

H29.4.1 小松　俊起 総務部人事課付　専門職員 国立室戸青少年自然の家　会計専門職
H29.4.1 澤田　佳子 総務部人事課付　主任 高知工業高等専門学校　総務課施設係　主任

H29.4.1 末本　美千代 学務部学務課　課長 高知工業高等専門学校　学生課　課長
H29.4.1 中村　朋香 学務部学務課教育支援室総務係　係員 高知工業高等専門学校　学生課教務係　係員

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H29.4.1 仙波　裕紀子 法人監査室　専門職員 医学部・病院事務部学生課総務係　主任
H29.4.1 福井　美和 法人企画課法人企画係　主任 学務部学生支援課就職室就職支援係　係員

H29.4.1 山本　禎司 総務部総務課　専門員 総務部総務課広報係　係長
H29.4.1 武政　淳志 総務部人事課　専門員 総務部人事課給与・共済係　係長
H29.4.1 藤原　眞一 総務部物部総務課　課長 研究国際部研究推進課　課長補佐
H29.4.1 前田　薫 総務部物部総務課学務室　室長 学務部学務課修学支援室全学・共通教育係　係長

H29.4.1 山本　栄一 財務部財務課　専門員 財務部財務課決算係　係長
H29.4.1 中西　英孝 財務部財務課予算企画係　係長 財務部財務課予算企画係　主任
H29.4.1 澤田　佳子 財務部施設企画課企画係　係長 総務部人事課付　主任
H29.4.1 西口　修司 研究国際部学術情報課情報システム係　主任 研究国際部学術情報課情報システム係　係員

H29.4.1 知名　桂 研究国際部地域連携課地方創生推進室地方創生推進係　係長 研究国際部地域連携課産学官民連携推進係　主任

H29.4.1 有澤　英之 学務部学務課　専門員 学務部学務課修学支援室理学部教務係　係長

H29.4.1 水口　知子 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室　専門職員 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室研究支援係　主任

H29.4.1 安井　理絵 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室研究支援係　主任 法人企画課法人企画係　係員
H29.4.1 川内　博文 医学部・病院事務部会計課予算係　係長 医学部・病院事務部会計課予算係　主任
H29.4.1 船村　正彦 医学部・病院事務部会計課病院担当係　係長 医学部・病院事務部会計課病院担当係　主任

H29.4.1 田部　浩史郎 医学部・病院事務部施設管理室建築係　主任 医学部・病院事務部施設管理室建築係　係員

H29.4.1 古谷　慶一 医学部・病院事務部施設管理室電気係　係長 医学部・病院事務部施設管理室電気係　主任

H29.4.1 中井　啓太 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室電気係　係員

H29.4.1 斎藤　史 医学部・病院事務部学生課教務係　主任 医学部・病院事務部学生課教務係　係員
H29.4.1 渡邉　海加 医学部・病院事務部学生課学生支援係　係長 医学部・病院事務部学生課学生支援係　主任

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H29.4.1 刈谷　健志 法人企画課　専門職員 医学部・病院事務部会計課予算係　係長
H29.4.1 中山　昭雄 法人企画課ＩＲ・評価室　室長 法人企画課ＩＲ・評価室　専門員
H29.4.1 辻　明代 法人企画課ＩＲ・評価室ＩＲ・評価係　係長 財務部財務課　専門職員
H29.4.1 毛利　敬太 総務部総務課総務係　係長 財務部施設企画課総務係　係長
H29.4.1 武政　麻美 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 総務部総務課理学事務室理学事務係　係長

H29.4.1 岡本　優 総務部総務課附属学校事務室小津地区学校係　係長 医学部・病院事務部総務企画課職員係　係長

H29.4.1 大平　圭子 総務部総務課附属学校事務室小津地区学校係　事務補佐員（再雇用職員） 総務部総務課小津地区事務室小津地区学校係　事務補佐員（再雇用職員）

H29.4.1 岡林　徹 総務部総務課附属学校事務室特別支援学校係　係長 総務部総務課小津地区事務室小津地区学校係　係長

H29.4.1 川澤　亜紗実 総務部総務課地域協働事務室地域協働事務係　係員 医学部・病院事務部総務企画課総務係　係員

H29.4.1 坂本　克彦 総務部総務課理工学事務室　室長 総務部総務課理学事務室　室長
H29.4.1 奥田　和秀 総務部総務課理工学事務室　技術職員 総務部総務課理学事務室　技術職員
H29.4.1 山品　匡史 総務部総務課理工学事務室　技術職員 総務部総務課理学事務室　技術職員
H29.4.1 阿部　誠一 総務部総務課理工学事務室理工学事務係　主任 総務部総務課理学事務室理学事務係　主任

H29.4.1 殿山　章善 総務部総務課理工学事務室理工学事務係　事務補佐員（再雇用職員） 総務部総務課理学事務室理学事務係　事務補佐員（再雇用職員）

H29.4.1 沖　淳一 総務部人事課　課長 財務部財務課　課長
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H29.4.1 西本　晶美 総務部人事課付　係員 総務部人事課人事管理係　係員
H29.4.1 河渕　由香里 総務部人事課労務管理係　係員 総務部物部総務課総務係　係員
H29.4.1 松浦　良典 総務部物部総務課　課長補佐 財務部経理室　室長
H29.4.1 松本　光代 総務部物部総務課　専門職員 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

H29.4.1 大倉　多喜 総務部物部総務課会計係　主任 総務部総務課教育事務室特別支援学校係　主任

H29.4.1 末本　淳志 財務部財務課　課長補佐 財務部経理室　専門員
H29.4.1 片山　正彦 財務部経理室　室長 財務部財務課　課長補佐
H29.4.1 渡邉　善雄 財務部経理室総括係　係長 財務部経理室出納係　係長
H29.4.1 唐岩　真悟 財務部経理室出納係　係長 医学部・病院事務部会計課外部資金担当係　係長

H29.4.1 茅原　勲 財務部施設企画課　課長 財務部施設整備課　課長
H29.4.1 安岡　隆一 研究国際部研究推進課　課長補佐 研究国際部研究推進課　専門員
H29.4.1 竹下　佳 研究国際部研究推進課研究推進係　係長 法人監査室　専門職員
H29.4.1 牧本　静 研究国際部学術情報課　専門職員 研究国際部学術情報課図書館システム係　係長

H29.4.1 澤田　明美 研究国際部学術情報課図書館サービス係　係長 研究国際部学術情報課　専門職員
H29.4.1 芝　知子 研究国際部学術情報課図書館システム係　係長 研究国際部学術情報課図書館サービス係　係長

H29.4.1 大﨑　政良 研究国際部地域連携課　専門員 総務部総務課　専門員
H29.4.1 小林　克巳 研究国際部研究推進課海洋コア室海洋コア係　係長 研究国際部地域連携課産学官民連携推進係　係長

H29.4.1 吉岡　瞳 研究国際部国際交流室国際企画係　係長 研究国際部国際交流課国際企画係　係長
H29.4.1 山脇　由子 研究国際部国際交流室国際企画係　係員 研究国際部国際交流課国際企画係　係員
H29.4.1 岡本　依里 研究国際部国際交流室国際連携係　主任 研究国際部国際交流課国際連携係　主任
H29.4.1 島﨑　由三子 学務部入試課入試広報室　室長 総務部総務課小津地区事務室　室長
H29.4.1 佐々木　和久 学務部入試課入試広報室入試広報係　係長 学務部入試課　専門職員
H29.4.1 西村　宜浩 学務部学務課教育支援室教育企画係　係長 学務部学務課修学支援室教育学部教務係　係長

H29.4.1 近藤　啓二 学務部学務課修学支援室全学・共通教育係　係長 学務部学務課修学支援室地域協働学部教務係　係長

H29.4.1 溝渕　浩 学務部学務課修学支援室人文社会科学部教務係　係長 学務部入試課入試広報室入試広報係　係長

H29.4.1 都築　正子 学務部学務課修学支援室理工学部教務係　係長 学務部学務課修学支援室人文社会科学部教務係　係長

H29.4.1 依光　奈津 学務部学務課修学支援室理工学部教務係　係員 学務部学務課修学支援室理学部教務係　係員

H29.4.1 名和　恵 学務部学務課修学支援室地域協働学部教務係　係長 学務部学務課教育支援室教育企画係　係長

H29.4.1 山﨑　満江 医学部・病院事務部総務企画課総務係　主任 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　主任

H29.4.1 小島　政明 医学部・病院事務部総務企画課人事係　主任（再雇用職員） 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）

H29.4.1 赤木　正美 医学部・病院事務部総務企画課職員係　係長 医学部・病院事務部総務企画課　専門職員

H29.4.1 土居　智美 医学部・病院事務部総務企画課職員係　主任 医学部・病院事務部総務企画課人事係　主任

H29.4.1 正木　博 医学部・病院事務部総務企画課地域医療支援室　室長 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室　室長

H29.4.1 友永　貴久 医学部・病院事務部会計課予算係　係員 医学部・病院事務部会計課医学情報処理係　係員

H29.4.1 松岡　玲子 医学部・病院事務部会計課外部資金担当係　係長 医学部・病院事務部会計課　係長
H29.4.1 丸山　三智 医学部・病院事務部会計課病院担当係　係員 学務部学務課教育支援室総務係　係員
H29.4.1 古谷　雄生 医学部・病院事務部学生課総務係　係長 医学部・病院事務部学生課学生支援係　係長

H29.4.1 野口　悟 医学部・病院事務部学生課教務係　係長 医学部・病院事務部学生課総務係　係長
H29.4.1 坂野　政之 設備サポート戦略室　技術職員 基礎医学部門　技術職員
H29.4.1 髙橋　明日香 設備サポート戦略室　技術職員 連携医学部門　技術職員
H29.4.1 真辺　俊一 設備サポート戦略室　技術専門職員 連携医学部門　技術専門職員
H29.4.1 林　芳弘 設備サポート戦略室　技術専門職員 連携医学部門　技術専門職員
H29.4.1 國沢　佳菜子 設備サポート戦略室　技術職員 連携医学部門　技術職員
H29.4.1 栗林　功雄 設備サポート戦略室　技術専門職員 基礎医学部門　技術専門職員
H29.4.1 中村　久美子 設備サポート戦略室　技術専門職員 基礎医学部門　技術専門職員
H29.4.1 高橋　直子 設備サポート戦略室　技術専門職員 連携医学部門　技術専門職員
H29.4.1 吉井　智加 設備サポート戦略室　技術職員 臨床医学部門　技術職員
H29.4.1 山﨑　裕一 設備サポート戦略室　技術専門職員 臨床医学部門　技術専門職員
H29.4.1 山下　竜右 設備サポート戦略室　技術職員 医学教育部門　技術職員

[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
H29.3.31 小倉　克巳 医学部附属病院検査部　臨床検査技師（再雇用職員） 医学部附属病院検査部　臨床検査技師長
H29.3.31 楠瀬　伴子 医学部附属病院看護部　特任看護職員 医学部附属病院看護部　看護部長
H29.3.31 若狭　郁子 医学部附属病院看護部　副看護部長
H29.3.31 山村　愛子 医学部附属病院看護部　看護師長
H29.3.31 田村　眞智 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　看護師長
H29.3.31 文野　和美 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　看護師長
H29.3.31 鍋島　曜子 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　看護師長
H29.3.31 藤本　洋子 医学部附属病院看護部　副看護師長
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H29.3.31 志村　敦子 医学部附属病院看護部　副看護師長
H29.3.31 南場　玲子 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
H29.3.31 黒岩　裕美 医学部附属病院検査部　臨床検査技師
H29.3.31 藤原　亮 医学部附属病院リハビリテーション部　作業療法士

H29.3.31 前田　志津 医学部附属病院薬剤部　薬剤師
H29.3.31 柿下　博一 医学部附属病院看護部　副看護師長
H29.3.31 岡田　なぎさ 医学部附属病院看護部　副看護師長
H29.3.31 山﨑　麻朱 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 塩田　麻子 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 島田　美華 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 西岡　香 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 恒石　未輪 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 刈谷　悠 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 秋山　奈穂 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 井上　愛海 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 田井　実乃理 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 田村　衣真 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 松本　めぐみ 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 上村　梨恵 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 永久　実奈美 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 鍵山　由衣 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 宮原　大地 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 尾﨑　千芳 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 永野　裕花 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 西村　りさ 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 中島　由貴 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 村上　愛実 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 岩本　奈々 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 清遠　千里 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 吉田　里沙 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 芝　可名 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 辻村　理紗子 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 大和　早紀 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 窪内　柚乃 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 川村　伊織 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 小松　成美 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.31 長山　愛 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.3.31 小松　美帆 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.3.31 久保田　尚子 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.3.31 森田　日和 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.3.31 佐竹　志津 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.3.31 中山　恵 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.3.31 田村　麻美 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.3.31 山本　舞 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.3.31 川西　亜有子 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.3.31 藤田　歩 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.3.31 宮下　真央 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.3.31 森　真奈 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H29.3.31 高橋　純子 医学部附属病院看護部　看護師（再雇用職員）

H29.3.31 市川　いくみ 医学部附属病院看護部　医療補佐員（看護師）（再雇用職員）

H29.3.31 永井　緑 医学部附属病院看護部　助産師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　助産師
H29.4.30 大石　まや 医学部附属病院看護部　助産師

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H29.2.1 井上　美穂 医学部附属病院放射線部　診療放射線技師

H29.3.1 野口　真実 医学部附属病院看護部　看護師
H29.3.1 黒岩　裕美 医学部附属病院検査部　臨床検査技師
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H29.4.1 楠瀬　伴子 医学部附属病院看護部　特任看護職員 医学部附属病院看護部　看護部長
H29.4.1 德弘　慎治 医学部附属病院検査部　臨床検査技師

H29.4.1 津野　晃正 医学部附属病院検査部　臨床検査技師

H29.4.1 小倉　克巳 医学部附属病院検査部　臨床検査技師（再雇用職員） 医学部附属病院検査部　臨床検査技師長
H29.4.1 岩本　岬 医学部附属病院放射線部　エックス線助手

H29.4.1 小笠原　大介 医学部附属病院放射線部　エックス線助手

H29.4.1 榮枝　達也 医学部附属病院放射線部　診療放射線技師

H29.4.1 西村　真由 医学部附属病院眼科　視能訓練士
H29.4.1 森沢　惇平 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H29.4.1 矢野　真帆 医学部附属病院薬剤部　薬剤助手
H29.4.1 山﨑　麻朱 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 下元　貴惠 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 由藤　知里 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 西村　望実 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 西川　絵理奈 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 田島　久愛 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 弘田　恵 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 川上　悠加 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 梅原　理佐 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 久保　真莉子 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 長山　真紀 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 竹内　万智 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 鎌倉　葵 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 山岡　美里 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 尾中　美友 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 中越　栄莉花 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 中島　杏菜 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 竹村　美香 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 恒石　未輪 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 刈谷　悠 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 秋山　奈穂 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 井上　愛海 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 田井　実乃理 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 田村　衣真 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 松本　めぐみ 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 上村　梨恵 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 永久　実奈美 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 鍵山　由衣 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 宮原　大地 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 尾﨑　千芳 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 永野　裕花 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 西村　りさ 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 中島　由貴 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 村上　愛実 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 岩本　奈々 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 清遠　千里 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 吉田　里沙 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 芝　可名 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 辻村　理紗子 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 大和　早紀 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 窪内　柚乃 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 川村　伊織 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 小松　成美 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 辻本　梨紗 医学部附属病院看護部　准看護師
H29.4.1 濵﨑　利江 医学部附属病院看護部　准看護師
H29.4.1 森　和世 医学部附属病院看護部　准看護師
H29.4.1 岡林　沙紀 医学部附属病院看護部　准看護師
H29.4.1 西田　和華 医学部附属病院看護部　准看護師
H29.4.1 谷脇　こずえ 医学部附属病院看護部　准看護師
H29.4.1 吉川　小百合 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 松岡　佑 医学部附属病院看護部　看護助手
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H29.4.1 福澤　葉月 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 高村　早穂子 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 宮島　優衣 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 岡本　桃奈 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 大原　優衣 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 阿部　真奈 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 北岡　優花 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 小松　映里奈 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 竹村　友里 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 倉本　佳奈 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 小松　優保 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 緒方　真春 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 髙橋　美由紀 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 岡野　美澄生 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 三木　実 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 三福　渚 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 西岡　奈那子 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 石黒　文花 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 荒木　さおり 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 佐藤　かえで 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 秋田　眞実 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 上村　倫加 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 野中　優佳 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 山﨑　加恵 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 酒井　優 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 森田　健太郎 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 西岡　奈穂 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 木村　祐香 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 明坂　比菜 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 安岡　郁恵 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 森岡　功成 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 石邑　瞳奈 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 上田　麻由 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 川村　葉月 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 浜田　夏希 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 藤原　梨帆 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 木村　将貴 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 甲藤　芽衣 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 寺石　尊子 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 荒牧　花菜 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.1 山﨑　有華 医学部附属病院看護部　助産師
H29.4.1 永井　緑 医学部附属病院看護部　助産師（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　助産師
H29.4.1 田村　眞智 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　看護師長
H29.4.1 文野　和美 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　看護師長
H29.4.1 鍋島　曜子 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　看護師長

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H29.4.1 山中　茂雄 医学部附属病院検査部　臨床検査技師長 医学部附属病院検査部　副臨床検査技師長

H29.4.1 森本　徳仁 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

H29.4.1 多田　邦子 医学部附属病院看護部　看護部長 医学部附属病院看護部　副看護部長
H29.4.1 坂本　美和 医学部附属病院看護部　副看護部長 医学部附属病院看護部　看護師長
H29.4.1 原田　千枝 医学部附属病院看護部　副看護部長 医学部附属病院看護部　看護師長
H29.4.1 南部　桂 医学部附属病院看護部　看護師長 医学部附属病院看護部　副看護師長
H29.4.1 山口　ひろみ 医学部附属病院看護部　看護師長 医学部附属病院看護部　副看護師長
H29.4.1 竹内　若夏子 医学部附属病院看護部　看護師長 医学部附属病院看護部　副看護師長
H29.4.1 加志﨑　裕子 医学部附属病院看護部　看護師長 医学部附属病院看護部　副看護師長
H29.4.1 西村　孝洋 医学部附属病院看護部　看護師長 医学部附属病院看護部　副看護師長
H29.4.1 豊田　千佳子 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 小松　恵 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 小原　志津 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
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H29.4.1 北村恵美子 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 伊藤　通子 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 有澤　愛乃 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 野瀬　教剛 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 岡部　愛 医学部附属病院看護部　副看護師長 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 東森　由貴 医学部附属病院看護部　副看護師長（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.1 上月　良太 医学部附属病院看護部　副看護師長（特例看護職員） 医学部附属病院看護部　看護師
H29.4.2 岡林　沙紀 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
H29.4.2 西田　和華 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
H29.4.2 辻本　梨紗 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
H29.4.2 濵﨑　利江 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　准看護師
H29.4.2 森　和世 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
H29.4.13 谷脇　こずえ 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
H29.4.2 吉川　小百合 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
H29.4.2 松岡　佑 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
H29.4.2 福澤　葉月 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
H29.4.2 高村　早穂子 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
H29.4.2 宮島　優衣 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
H29.4.2 岡本　桃奈 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.2 大原　優衣 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
H29.4.2 阿部　真奈 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.2 北岡　優花 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
H29.4.2 小松　映里奈 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.2 竹村　友里 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.2 小松　優保 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
H29.4.2 緒方　真春 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
H29.4.2 髙橋　美由紀 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
H29.4.2 岡野　美澄生 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
H29.4.2 三木　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
H29.4.2 三福　渚 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
H29.4.2 石黒　文花 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
H29.4.2 荒木　さおり 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
H29.4.2 佐藤　かえで 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
H29.4.2 秋田　眞実 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
H29.4.2 上村　倫加 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
H29.4.2 山﨑　加恵 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
H29.4.2 酒井　優 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
H29.4.2 森田　健太郎 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
H29.4.2 西岡　奈穂 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.2 木村　祐香 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.2 明坂　比菜 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
H29.4.2 森岡　功成 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
H29.4.2 石邑　瞳奈 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.2 上田　麻由 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
H29.4.2 川村　葉月 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
H29.4.2 浜田　夏希 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
H29.4.2 藤原　梨帆 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
H29.4.2 木村　将貴 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
H29.4.2 甲藤　芽衣 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
H29.4.2 寺石　尊子 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
H29.4.2 荒牧　花菜 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
H29.4.2 中越　栄莉花 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
H29.4.2 中島　杏菜 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
H29.4.8 野中　優佳 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
H29.4.8 安岡　郁恵 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
H29.4.11 小笠原　大介 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

H29.4.13 西岡　奈那子 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
H29.4.14 倉本　佳奈 医学部附属病院看護部　看護師 医学部附属病院看護部　看護助手
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H29.4.15 岩本　岬 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

H29.4.22 森沢　惇平 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
H29.4.22 矢野　真帆 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

○叙位・叙勲
　　高知大学名誉教授　 大平　英輔（平成29年2月28日死亡）

　叙位　正四位　　叙勲　瑞宝中綬章

　　高知大学名誉教授　 山本　誠
　叙勲　瑞宝中綬章　（平成29年4月29日付）
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第 37 号 高 知 大 学 学 報 平成 29年 5月  （22） 

第２８６回役員会（２月８日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 教育組織改革（教職大学院）に係る人事案について 

(2) 教育組織改革（教職大学院）に係る教員の採用等人事について 

(3) 平成 29年度教育組織改革（理工学部）に伴う規則の改正及び制定について 

(4) 大学教員の採用人事について 

(5) 土佐さきがけプログラム「生命・環境人材育成コース」の廃止について 

(6) 高知大学学則の一部改正について 

(7) 高知大学学位規則の一部改正について 

〔報告事項〕 

(1) その他 

第２８７回役員会（２月20日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 高知大学キャンパスマスタープランについて 

(2) 国立大学法人高知大学構内交通規則等の制定について 

〔報告事項〕 

(1) その他 

第２８８回役員会（２月22日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 教育組織改革（教職大学院）に係る教員の採用等人事について 

(2) テニュアトラック型教員の審査について 

(3) 国立大学法人高知大学における女性後継者テニュアトラック制実施要項の制定及び公募要領の策定について 

(4) 戦略的管理人員枠による人事案について 

(5) 教育組織改革（教職大学院設置）に向けた教員組織について 

(6) 国立大学法人高知大学組織規則の改正について 

(7) 平成 29年度年度計画（原案）について 

(8) 大学教員人事案について 

(9) 大学教員の採用人事について 

(10) 高知大学学生総合支援センター規則等の一部を改正する規則の制定について 

〔報告事項〕 

(1) JICA草の根技術協力事業（地域活性化特別枠）「ネパールにおける防災と環境を両立させる現地適応型蛇籠 

技術普及事業」事業開始について 

(2) 平成 28年度第３四半期の財務状況について 

(3) 平成 28年度第３四半期の資金管理状況について 

(4) 規則の制定について 

第２８９役員会（２月27日）

会 議
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〔審議事項〕 

(1) 平成 29年度教育組織改革（理工学部）に伴う規則の改正及び制定について 

(2) 土佐さきがけプログラム「生命・環境人材育成コース」の廃止について 

(3) 高知大学学則の一部改正について 

(4) 高知大学学位規則の一部改正について 

第２９０回役員会（３月８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) 希望社会創発教育研究センター（仮称）設置準備委員会要項の制定について 

(3) 職員の兼業に関する規則の一部改正について 

(4) 平成 29年度労使協定について 

(5) 平成 28年度学内補正予算（第２次）の編成について 

(6) 平成 29年度予算編成方針及び予算配分基準について 

(7) 高知大学キャンパスマネジメント特別委員会の設置について 

(8) 高知大学インフラ長寿命化計画（行動計画）について 

〔報告事項〕 

(1) 教員人事の発議について 

(2) 大学教員の再任について 

(3) ３つのポリシーの見直しについて 

(4) 平成 28年度高知大学教育奨励賞の選考結果について 

(5) その他 

第２９１回役員会（３月17日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻（仮称）の設置計画について 

(2) 平成 29年度年度計画（原案）について 

(3) 平成 28年度学内補正予算（第２次）の編成について 

(4) 平成 29年度予算編成方針及び予算配分基準について 

(5) 平成 29年度資金管理計画について 

第２９２回役員会（３月22日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 寄附講座（家庭医療学講座）の更新について 

(2) 高知市土佐山へき地診療所の指定管理について 

(3) 大学教員人事案について 

(4) 大学教員の採用人事について 

(5) 学位取得促進プログラム参加者について 

(6) 学位取得支援プログラム参加者について 

(7) 土佐 FBCⅡ寄附講座の更新について 

(8) 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改正について 

(9) 高知大学国際教育実施委員会規則の制定について 
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(10) 高知大学修学支援基金奨学金について 

(11) 女性後継者テニュアトラック制の対象部局について 

(12) 高知大学設備サポート戦略室規則等の改正について 

〔報告事項〕 

(1) 医師国家試験合格状況について 

(2) 規則の制定について 

(3) その他 

第２９３回役員会（３月27日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 情報セキュリティポリシーの改訂について 

(2) 情報セキュリティ対策基本計画について 

(3) 地域協働学部の施設整備について 

第２９４回役員会（４月12日）

議事 

〔審議事項〕 

(1) 高知大学教職大学院設置準備室設置要項の改正について 

(2) 国立大学法人高知大学安全・安心機構規則の一部改正について 

(3) 平成 29年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブの申請について 

〔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２９５回役員会（４月26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) 大学教員人事案について 

(3) 大学教員の採用等人事について 

(4) 高知大学 SUIJI推進室規則の一部改正について 

〔報告事項〕 

(1) 平成 29年度一般入試実施状況等について 

(2) 規則の制定について 

(3) その他 

第６３回経営協議会（３月 17日） 

議事 

(1) 大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻（仮称）の設置計画について 

(2) 平成 29年度年度計画（原案）について 

(3) 平成 28年度学内補正予算（第２次）の編成について 

(4) 平成 29年度予算編成方針及び予算配分基準について 

(5) 平成 29年度資金管理計画について 
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(6) 平成 28年度第３四半期の財務状況について 

(7) 平成 28年度第３四半期の資金管理状況について 

(8) 役員の本給月額について 

(9) その他 

第８０回教育研究評議会（２月 27日） 

議事 

(1) 大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻（仮称）の設置計画について 

(2) 平成 29年度年度計画（原案）について 

(3) 平成 29年度教育組織改革（理工学部）に伴う規則の改正及び制定について 

(4) 土佐さきがけプログラム「生命・環境人材育成コース」の廃止について 

(5) 高知大学学則の一部改正について 

(6) 高知大学学位規則の一部改正について 

(7) 高知大学名誉教授の称号授与について 

(8) その他 
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○平成 28年度 高知大学卒業式

 平成 29年 3月 23日（木）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 28 年度の卒業式が執り行われた。卒業者総数は、1,081 名。 

  人文学部 289 名 教育学部 173 名 

  理学部   257 名 医学部   181 名 

  農学部   167 名 土佐さきがけプログラム 14名 

平成 28度 高知大学卒業式告辞 

卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。 

保護者の皆様には、感慨もひとしおのこととご推察致します。心からお祝い申し上げます。 

また、ご多用のところ、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。 

 最初に、皆さんは高知大学を卒業したことに大きな誇りを持って巣立って頂きたい。高知大学は凄

い大学に成長しています。例えば、大学改革では全国のトップを走っており、改革の成果も順調に出

ております。2年前に設置した地域協働学部に全国の国立大学が続々と後に続いております。本学の教

育がとても素晴らしいことの証明でもあります。さらに、世界大学ランキング 2016 に本学は 601～800

位にランクされました。国内では 14位グループで、私立大学では慶応義塾大学、早稲田大学、国立大

学では、東京農工大学、神戸大学、岡山大学、熊本大学、長崎大学等が入っています。論文引用数は

国内 7位で、旧帝大で 6位以内に入っているのは東京大学、京都大学、東北大学の３校だけでありま

す。良い教育は優れた研究に基づくものであり、皆さんは凄い教育を受けてきたということでもあり

ます。 

 高等教育を受ける目的は、最新の知識を修得することではありません。高等教育によって修得した

豊富な先端知識と優れた技能は、皆さんが人生の目的を達成するための手段にすぎません。皆さんが、

生き甲斐を持ち続け、如何に生きるのか、自分が何者で何処へ行こうとしているのか、何処へ行くべ

きなのかなどの答えを見つけ実践する手段を修得することが高等教育の目的であります。皆さんが手

にされた学位記は、皆さんが、生涯学び続け、人生の目的を達成するための手段を手にしていること

の証です。自信を持ってこれからの人生を歩んで頂きたい。 

 皆さんに目指して欲しいことがあります。それは、リーダー候補生になること、学びの成果で社会

に貢献し還元すること、家庭だけではなく所属する組織や社会を幸福にすること、そして常に考え、

考えたことを仲間に理解してもらい、実践したことには必ずチェックと評価を加えることであります。

批判的精神とは現状の中に課題を発見することであり、発見した課題は解決しなければ批判した意味

がありません。課題を解決するには、一人では困難な場合も少なくありません。その時のために仲間

がおり、チームを構築して協働することが必要であります。それが、組織や社会を幸福にすることに

繋がり、リーダーが持つべき精神であります。 

学 事
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 さて、これからＡＩ全盛時代に入って行きますが、ＡＩ全盛時代に求められる能力や人材を次のよ

うに考えております。第一に、研究経験者です。高質な研究は最良の課題発見課題解決学習でありま

す。研究によって、自律的に学ぶ力と豊富な知識を基にした課題発見・解決に向けた計画立案、解決

する実行力、未来を予測する力、失敗と失敗からの立ち直る力、表現力、プレゼン力、ＰＤＣＡを回

す力などを修得できます。皆さんは卒研を通じてその力を修得されています。ＡＩに出来ないことは、

失敗すること、豊かな心を持つこと、イマジネーション・想像すること、物事を洞察すること、結論

を得られない場合の決断、交渉、自らの理念と信義を持つことなどであります。とりわけ、失敗する

こととイマジネーションすることが重要であります。 

 近未来においてこそ、自律・独立・自己責任の精神が重要であり、歯車となるよりはエンジンとな

る人生を選択することが生き甲斐に繋がるはずであります。理想の場所を探し回るのではなく、今い

る場所を理想の場所に変える努力こそが重要なのであります。複雑で不透明な、将来を見通しにくい

時代であるからこそ、理想を持つことが必要であり、未来を理想に近づける努力をすることが人類の

そしてリーダーの責務であります。 

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

スでもあります。苦難を乗り越える度に、皆さんの能力は高まります。一人では困難でも仲間とチー

ムを組めば事は成るものです。皆さん、決して孤立しないで下さい。皆さん自身と皆さんの周りにい

る仲間を信じて下さい。困った時はお互い様であります。 

 最後に、皆さんの人生が、さらに光り輝くものとなり、そして、皆さんが、高知大学の源流と言う

べき旧制高知高等学校の誇り高き精神を受けつぎ、高知大学で学ばれたことに誇りを持ち続けて下さ

ることを願って、感激と理想について格調高く謳っている旧制高知高等学校初代校長 江部淳夫先生の

訓示の一節を餞の言葉として学長告辞とします。 

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

は坦々として汝らが前に拓けん。」 

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、高く髙く理想を掲げよ。さすれば、道

は坦々として汝らが前に拓けん。」 

ご卒業おめでとうございます。 

平成 29年 3 月 23日 

高知大学 

学長 脇口 宏 

（学位授与）  （学歌斉唱）
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○平成 28年度 高知大学大学院修了式

 平成 29年 3月 23日（木）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年度の大学院修了式が執り行われた。

修了者総数は、181名。

  総合人間自然科学研究科 修士課程 162 名（うち早期修了生 1 名） 

  総合人間自然科学研究科 博士課程  17 名（うち早期修了生 1 名） 

  医学系研究科 博士課程 2 名 

平成 28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、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、推理力と直感力を頼りに、

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。研究は究

極の課題発見・課題解決学習であり、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、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、

および皆さんが所属する組織や社会を改善し続ける能力を修得されていることの証でもあります。 

 研究生活を通じて、皆さんは、学び続ける力、深い洞察力と鳥瞰力、直感力に基づく課題発見力、

ならびに仮説を立てる知力、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、リーダーとして社会で活躍

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普遍的な能力でもあります。皆さんには、そのことを誇りにして頂きたい。 

 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ものであります。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。 
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 一昨年ノーベル医学・生理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。 

 私は、人のまねをしないということを別の言葉で表現したいと思います。それは、「独学の薦め」で

す。一流の指導者に学んだ若者は、独学を否定的に見る嫌いがあるようですが、どのような領域でも

独学が上積みされなければ二流、三流に終わります。 

 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。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。皆さんが独学

する心を大切にして下さることを願い、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。」 

 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

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 29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）  

 

 

○高知大学と高知県との家庭医療学講座設置に関する基本協定を締結 

 

 平成 29年 3月 28日（火）、高知県庁において、高知大学と高知県との家庭医療学講座設置に関する

基本協定を締結した。 

 家庭医療学講座は、地域医療を志す医師を育てようと、高知県が高知大学医学部に設置した寄附講

座で、平成 19年度に設置され、今回、5年間の延長が決定し、第 3 期目となる。 

 同講座の特色として、学生が安芸郡馬路村や高岡郡梼原町を訪ね、地域住民と交流しながら地域医

療を考える「家庭医道場」などを主催している。 
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 新たな協定では、同講座に高知県から引き続き寄附を受け、学生教育に加え、へき地で家庭医療を

実践する総合診療専門医の養成なども取り組む。 

 締結式では、尾﨑正直高知県知事と脇口宏学長が協定書に署名と捺印を行った。続いて尾﨑知事と

脇口学長がそれぞれ挨拶し、地域医療に携わる医師が増えることで高知県の医療が確保され、活性化

にもつながると期待が寄せられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協定書を掲げる尾﨑知事と脇口学長（右）） 

 

○高知大学と高知市との高知市土佐山へき地診療所指定管理に関する基本協定を締結 

 

 平成 29年 3月 31日（金）、高知市役所において、高知大学と高知市との高知市土佐山へき地診療所

指定管理に関する基本協定を締結した。 

 高知市土佐山へき地診療所は、①診療所の医療体制の維持、②地域医療への貢献、③プライマリ・

ケアや家庭医療の教育、臨床研究及び地域医療支援等を展開できるフィールドとして活用を目的に、

平成 20年 7 月から高知大学が指定管理者として管理を行っている。今回、この 4 月から引き続き 3 年

間の指定通知を受け、第 3期目となる。 

 調印式では、岡﨑誠也高知市長と脇口宏学長が協定書に署名と捺印を行った。続いて岡﨑市長と脇

口学長がそれぞれ挨拶し、地域医療や健康長寿の実現など意見交換が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           （協定書を掲げる岡﨑市長と脇口学長（左）） 

 

 



 
第 37号                 高 知 大 学 学 報           平成 29年 5月  （31） 

 
 
○平成 29年度 高知大学入学式 

 

 平成 29年 4月 3 日（月）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 29年度の入学式が執り行われた。 

 入学者総数は、1,167名。 

  人文社会科学部  284 名 人文学部 3年次編入学 11名 

  教育学部     138 名 

  理工学部     255 名 理学部 3年次編入学 13名 

  医学部      180 名（うち 2 年次編入学 5 名、3年次編入学 5 名） 

  農林海洋科学部  210 名 農学部 3年次編入学 2 名 

  地域協働学部    60 名 

  土佐さきがけプログラム 14名 

 

平成 29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。在学生、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、ご多用の中、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りました。全員が高知大学と

いう学び舎における仲間やきょうだいになったということです。脇口ゼミでは、「学生と社会に責任を

とる教育の実践と学生を自立した社会人、リーダー候補生として社会に送り出す」ことを心がけてお

ります。総ての教職員が、皆さんの親、教師、そして仲間として、皆さんの学びを支援します。これ

からは、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、二十一世紀を切り拓く国

立大学に進化する、という強い意志と理念をもって、教育研究を実践しております。二年前の我が国

初の「地域協働学部」のスタートに始まり、本年四月の理工学部によって全学教育組織改革が一段落

し、大学改革では全国のトップを走り、改革の成果も順調に出ております。「地域協働による教育」は

高等教育に革命的な教育改革を提唱したもので、多くの国立大学が続々と地域協働学部の後に続いて

いることも、本学の改革が優れていることを証明しています。また、昨年の世界大学ランキングで、

本学は 601～800位にランクされました。国内では 14 位グループで、私立大学では慶応大学、早稲田

大学など、国立大学では、金沢大学、神戸大学、岡山大学、熊本大学、長崎大学等が入っています。

特に、高知大学の研究力は、とても高く評価され、論文引用数は国内 7位で、高知大学より上位にあ

る旧帝国大学は、東京大学、京都大学、東北大学の 3校だけであります。良い大学教育は優れた研究

に基づくものであり、諸君は、凄い教育研究を実践する高知大学に入学したことを誇りにして学んで

下さい。 
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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

知識となる運命にあります。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。重要

なことは、「何を学んだか」ではなく、「どのように学んだか」そして「学びの過程でどのような能力

を身につけたか」であります。専門的知識を「何処で、どのように活かすのか」「活かすために必要な

技術・能力は何か」ということを考えながら学んで下さい。 

大学教育の目的の一つに批判的精神を身につけることがあります。批判的精神とは現状の中に課題

を発見する能力と言い換えることが出来ますが、課題を発見した時に解決する行動が伴わなければ意

味がありません。課題を解決するには、豊富な知識と優れた実行力が求められます。多くの場合、チ

ームを構築して協働することが必要です。協働とは、協力しながら相互に働きかけることです。チー

ムのメンバー一人一人が自律的、主体的であることが求められます。今日からは、安易に教えを求め

るのではなく、自律的、能動的に学びましょう。 

諸君が、国税の支援を受けて学ぶ権利を得たということは、高知大学で学び修得した能力を以て、

リーダー候補生として社会の発展に貢献する責務を負っているということでもあります。そして、自

分や家庭だけではなく所属する組織や社会を幸福にする責務があります。そのためには、卒業後は定

職を持ち自立することが必要条件となり、それに加えて、アイデンティティを確立し、自分を公正に

愛し、自分に誇りを持つことが必要です。諸君には、これまで以上に自分に関心を持ち、自分を知り、

自分を愛し、自分の生き方に誇りを持てる学びをして頂きたい。そして、自分自身と同じように周り

の人に関心を持ち、理解し、愛し、敬意を払って下さい。 

さて、これからＡＩ全盛時代になりますが、ＡＩ全盛時代に求められる能力は、リサーチマインド

と言うことが出来ます。質の高い研究は最良の課題発見・課題解決学修でもあります。研究によって、

物事の本質を見抜く洞察力、課題発見・課題解決力、失敗する能力と失敗から立ち直る力、諦めない

力などの普遍的に求められる能力が修得できます。ＡＩが持てない能力は、失敗する能力、豊かな感

情、イマジネーション力、洞察力、交渉力などですが、とりわけ、失敗して落ち込み，立ち直り、諦

めることなく失敗を糧にして向上すること、そして想像することが重要であります。 

高知大学は、他の大学にはない、「総合的教養教育」と「地域協働による教育」というとても優れた

教育を全学部必修にしています。この教育も、まさに、ＡＩ全盛時代に活躍出来る能力の育成が可能

な教育です。真剣に学ぶ意欲があれば、どの大学で学ぶよりも優れた学修成果をあげることができる

はずです。諸君は、この素晴らしい高知大学で学ぶチャンスを手にしたのです。この絶好のチャンス

を生かし、チャレンジ精神をもって、自分の意志で能動的、積極的に学修して下さい。 

最後に、「少年老い易く学成り難し、一寸の光陰軽んず可からず」で始まる漢詩がありますが、時の

流れは、実に速くかつ無情であります。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に敬意を払い、大切にしなければ、幸せな人生は

おろか、真っ当に生きて行くことさえ難しい、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。」 
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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、決して諦める勿れ。 

入学おめでとう。 

平成 29年 4 月 3日 

高知大学 

学長 脇口 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（入学生宣誓）              （入学式入口の様子） 

 

○平成 29 年度 高知大学大学院入学式 

 

平成 29年 4 月 3日（月）午前 9時 30分から高知県立県民文化ホール（グリーンホール）において、

平成 29年度の大学院入学式が執り行われた。 

 入学者総数は、168名。 

  総合人間自然科学研究科 修士課程 144 名    

  総合人間自然科学研究科 博士課程  24 名    

 

平成 29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、大学で学んだことと比較すると、一段も二段も高いレベルにある最先端の研究に挑戦す

るために大学院へ進学されました。 

 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、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。それは、星明かりを頼りに小舟で大海にこぎ出す冒険家の行

為にも似ており、ワクワクするほどに心が踊る一方で、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。 

 研究を進めるためには、これまで以上に多くの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、物事の

本質を見いだす洞察力、そして成果をまとめて説得力のある論文に仕上げる文章力・表現力などが必

要とされます。これらの能力を修得するためには、研究対象の歴史と現状を理解し、多くの最新論文

を読破して理解すると同時に、論文の論理や結論は本当に正しいかと常に疑問を抱くことに加え、日

頃から、身近にある課題を発見する習慣と指導教員や研究仲間との真摯で深い議論の繰り返し、信頼
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関係の構築などが必要であります。その過程には、失敗や計画の練り直しを伴うのが常であり、失敗

から学んだことによって、研究者は粗玉から光り輝く玉に磨き上げられるのです。研究することの意

義は失敗経験にあるといっても過言ではありません。失敗を楽しむ余裕が生まれ、失敗を新たな学び

のチャンスと捉え、成功の種に転化させる分析力と評価力、直感力、そして継続力などが身についた

時に、期待するデータが手に入ることが多いのです。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

す。 

 さて、ＡＩ全盛時代に活躍するために必要な能力はこれから修得する最新の知識でも先端技術でも

ありません。それは、新たな知や技術を生み出す能力であります。それがリサーチマインドなのです。

研究は優れたアクティブ・ラーニングであり、ＰＤＣＡサイクルの繰り返し、そして失敗と失敗から

学び立ち直る経験の繰り返しでもあります。さらに、研究は優れた洞察力や直感力も育ててくれます。

ＡＩには失敗する能力が欠如していますので、失敗して落ち込むことはなく、失敗から何かを学び取

る力もありません。また、研究には常識にとらわれない発想が求められますが、データに基づかない

思考はＡＩにはありません。イマジネーションすなわち想像力や洞察力、直感力も人間だけが修得可

能な優れた能力であります。皆さんには、研究を通して、これらのＡＩには持てない能力を修得され

ることを期待しております。 

 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、

二十一世紀の科学・技術は、文化の成熟をはるかに超える速さで進化しており、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、人文社会科学的智恵に

よる科学・技術の監視が必要であり、文理統合の教育研究と人文社会科学の教育研究がこれまで以上

に重要視されているのです。さらに、研究成果を社会に公表し、専門家だけではなく、一般社会から

も、その価値と意義について評価を受けることも必要です。第三者の審査・評価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」となるリスクを抱えることになります。二十年、

三十年以上先を見据え、将来、自分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、ということを意識しながら研究することや、第三者の審査・評価を受けることの重みを感

じることも科学者に負わされた責務であり、研究者の良心であります。 

 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。」 

 研究を成功に導くには、多くの良質な知識を身につけることが必要です。しかし、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

ではなくなる危うさを抱え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 29年 4 月 3日 

高知大学 

学長 脇口 宏 
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（入学生宣誓）  （入学式の様子） 

○高知大学理工学部銘板除幕式

 平成 29年 4月 4 日（火）、理学部を再編した理工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）、執印理事（研究・医療担当）、竹田幸

博（財務・労務担当）、鈴木知彦理工学部長、関係職員及び学生が出席のもと行った。 

理工学部は、4月 3日（月）に入学式を終えた第 1期生 255 名を迎え、新たなスタートを切った。 

  （理工学部銘板除幕式の様子）  
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○平成 28年度高知大学研究顕彰制度授賞式

 平成 29年 2月 1 日（水）、学長室において、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、脇口宏学長から研究功績者賞受賞者には表彰状と記念品が、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と研究奨励費目録が授与され、今回の功績に対する敬意

の意と今後の大学の研究発展への寄与を期待した祝辞が述べられた。続いて受賞者を代表して、ダレ

ン・リングリー教授から、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＝

ダレン・リングリー教授（人文社会科学部門）

清水 孝洋准教授（基礎医学部門）

福原 秀雄助教（臨床医学部門）

＝若手教員研究優秀賞＝

難波 卓司准教授（複合領域科学部門）

宇田 幸司講師（理学部門）

橋田 裕美子助教（基礎医学部門）

＝大学院生研究奨励賞＝

古木 隆寛氏（教育学専攻修士課程）

劉  南希氏（医科学専攻修士課程）

（記念写真）

○高知大学大学教育再生加速プログラム（AP）キックオフシンポジウム及び高知大学全学 FD フォー

ラム 2017 を開催

平成 29年 3月 3 日（金）、高知市内において、大学教育再生加速プログラム（AP）キックオフシン 

諸 報
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ポジウム及び高知大学全学 FD フォーラム 2017 を開催した。 

 同シンポジウムは、高知大学が平成 28年度に採択された大学教育再生加速プログラム（AP）テーマ 

Ⅴ「卒業時における質保証の取組の強化」の事業の一環として行われ、今回は、「質保証の基盤構築に

向けた『地域協働における教育』の多面的評価指標の実践的検証」をテーマに実施した。 

シンポジウムでは冒頭、脇口宏学長が開会挨拶を行い、2件の基調講演へと続いた。はじめに、文部

科学省高等教育局大学振興課の河本達毅係長を講師に迎え、わが国の教育の現状や大学教育再生加速

プログラムの位置付けに関する講演が行われ、引き続き、茨城大学の蔦田敏行氏を講師に迎え、茨城

大学 AP事業での IRの取組に関する講演が行われた。

また、講演後には、藤田尚文理事（教育・附属学校園担当）から高知大学 AP 取組報告、ベネッセ教

育総合研究所の岡田佐織氏から共同研究報告があり、各後援者をはじめ報道関係者、高知県教育委員

会を交えてパネルディスカッションが行われた。

（挨拶する脇口学長） （シンポジウムの様子） 

○全国ネットワーク化事業 平成 28年度 COC／COC＋全国シンポジウム「地方創生と大学」を開催

 平成 29年 3月 6 日（月）・7日（火）、高知市内において、全国ネットワーク化事業 平成 28年度

COC／COC＋全国シンポジウム「地方創生と大学」を開催した。 

 同シンポジウムは、文部科学省が進める「地（知）の拠点整備事業（COC）」の一環として、平成 25

年度から高知大学が取りまとめ校として実施してきた。 

シンポジウムの初日は、脇口宏学長の主催者挨拶、尾﨑正直高知県知事（代読）、文部科学省の松尾

泰樹官房審議官（高等教育局担当）の挨拶に続き、前地方創生担当大臣の石破茂衆議院議員が「地方

から創生する我が国の未来」と題して特別講演。全国各地や高知県内の出生率などに触れた上で、地

方の経済指標を分析、研究する必要があることを説明し、「いつの時代も国を変えるのは地方の力だ」

と強調された。

また、産業界の立場から株式会社小松製作所相談役の板根正弘氏が「日本の課題―デフレ脱却と地

方創生―」と題して基調講演。続いて基調討論では、「先進技術と地方創生」をテーマに議論が行われ

た。

さらに、26機関によるポスターセッションも開催した。

2 日目には、全国ネットワーク化事業の高知大学を含む四つの実施機関（富山県立大学、宮崎大学、

岐阜大学、高知大学）による事例報告やランチョンミーティングが行われた。



第 37号 高 知 大 学 学 報 平成 29年 5月  （38） 

  （特別講演を行う石破衆議院議員） （シンポジウムの様子） 

○平成 28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 29年 3月 16日（木）、高知市内において、食品産業の中核人材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。

第 9 期生 44 名の修了を認定した。同事業は、国家戦略・プロフェッショナル検定「食の 6次産業化プ

ロデューサー（食 Pro.）」の認定機関として運営しており、初年度となる平成 28 年度は、28名が「食

Pro.」課程を修了した。

修了式では、脇口宏学長から、各コースの代表者に修了証書を授与され、修了生代表から謝辞、高

知県町村会長・高知県市町村振興協会理事長から祝辞が述べられた。

修了式に引き続き開催された成果発表会では、「ローカルとグローバルをつなぐ食の 6次産業化人材

（食 Pro.）」と題し、株式会社こうち暮らしの楽校の松田高政氏（食 Pro.レベル 5取得者）による基

調講演。土佐 FBC中島悦子特任講師による同事業の平成 28 年度総括と次年度の事業報告とともに、3

名の平成 28 年度修了生による課題研究の成果発表が行われた。

  （記念写真）
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○平成 28年度高知大学学生表彰式及び附属学校園児童・生徒表彰式

平成 29年 3 月 24日（金）、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 28 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 32人と 12団体。附属学校園児童・生徒

表彰は、スポーツ大会や書道、地域貢献で優秀な成績を収めた者ら個人 5人であった。

表彰式には、理事、学部長、附属学校長・副校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 29年 4月 12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などが行われた。
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（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） 

○初の地方創生推進士が誕生

 平成 29 年 4月 14 日（金）、朝倉キャンパス本部管理棟会議室（5階）において、2 名の学生が地方

創生推進士に認定され、認定授与式が行われた。

高知大学は、平成 27 年度から文部科学省が進める「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC

＋）」により、高知県内の高等教育機関や行政・経済団体と連携した教育プログラムを創出し、高知県

に対する深い理解と愛情を持った学生「地方創生推進士」を育成している。

 授与式では、事業関係者や報道各社が集まるなか、はじめに櫻井克年理事（総務・国際・地域担当） 

から地方創生推進事業（COC＋）に関する概要が説明され、続いて地方創生推進士認定証とバッジが授

与された。地方創生推進士に認定された学生 2名からは、今後の抱負などが語られた。

また、事業関係者と学生 2 名との懇談、報道各社との質疑応答が行われた。 

  （学生に認定証を授与する櫻井理事）  （「推進士」に認定された学生と櫻井理事ら） 

○平成 28年度高知大学国際交流基金助成事業報告会

 平成 29年 4月 19日（水）、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 28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。
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報告会には、関係の理事及び教職員が出席し、脇口宏学長の挨拶後、本年度実施の「外国人留学生

への奨学事業（一般型）」、「外国へ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 3 つの事業の採択者 9 名が参加し、代表者 4名から成果報告が行われた。

最後に、国際交流基金管理委員会委員長の櫻井克年理事（総務・国際・地域担当）から、自身の経

験を交えながら、「外国で学ぶことは非常に貴重な経験であり、この経験を今後に活かしてほしい。」

との挨拶が行われた。 

（報告会の様子） 
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２月 

１日（水）  辞令交付 

研究顕彰制度表彰式 

教育研究部会議 

高知地域留学生交流推進会議 

副学長懇話会 

２日（木） 経営企画推進機構教員人事基本方針 

検討部会 

全学部技術職員研修会 

第 25回高知大学・同窓会連合会懇 

談会 

３日（金） 国際化委員会 

４日（土） 推薦Ⅱ・ＡＯ（教育学部）入学試験 

私費外国人留学生入学試験  

６日（月） 学長懇談会 

 学長事務総括本部会議 

７日（火）  ＪＳＴオープンイノベーションフェ 

アＷＥＳＴ２０１７（～８日） 

教職大学院設置に係る人事委員会 

８日（水） 第 286回役員会 

地方創生人材育成基金奨学金選考会 

議 

９日（木） 第 2回高知ＣＳＴ養成・活動事業運 

営会議 

全学財務委員会 

１０日（金） 国大協 国際交流委員会 

ＪＳＴ研究打合せ 

新四国創造フォーラム 

１１日（土） 教育学（修士）2次入学試験 

人文社会科学（修士）2次入学試験 

１３日（月） 学長懇談会 

教育ミーティング 

第 2回医工連携交流会 

１４日（火） 豊仁会評議員会 

１５日（水） 記者発表 

１６日（木） 特定共同指導（～１７日） 

三者協議会 

教職大学院ＦＤ 

１７日（金） 平成 28年度高知県高大連携教育実行 

委員会 

２０日（月） 学長事務総括本部会議 

第 287回役員会 

学長懇談会 

四国国立大学協議会 

第 3回四国地区国国立大学連携事業 

推進会議 

２１日（火） 教職大学院設置に係る人事委員会 

２２日（水） 学士課程運営委員会・教育奨励賞選 

考委員会 

第 288回役員会 

２３日（木） 冬季中国四国地区国立大学長会議 

ＫＭＳリサーチミーティング受賞式 

２４日（金） 大学院修士課程・博士課程教務委員 

会 

教育組織改革実施本部会議 

4次元統合黒潮圏の創成成果報告会 

安全衛生委員会（朝倉地区） 

２５日（土） 一般入学試験（前期日程）（～２６日） 

２７日（月） 第 80回教育研究評議会 

第 289回役員会 

学長懇談会 

人事委員会 

総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

4学期制導入に係るタスクフォース 

会議 

教育ミーティング 

２８日（火） 高知大学のあり方に関する意見交換 

会 

国大協 高等教育における国立大学 

の将来像に関するＷＧ 

 ３月 

日 誌
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１日（水） 辞令交付 

教育研究部会議 

高知県国際交流協会平成 28年度第 

2回理事会 

２日（木） 研究倫理教育等研修会 

平成 28年度国立中・四国地区代表 

者会議 大学法人等技術職員代表者 

会議 

全学財務委員会 

３日（金） 高知大学大学教育再生加速プログラ 

ム（ＡＰ）キックオフシンポジウム 

４日（土） 高知ＣＳＴ養成プログラム修了認定 

式 

６日（月） 学長事務総括本部会議 

全国ネットワーク化事業平成 28年 

度ＣＯＣ／ＣＯＣ＋全国シンポジウ 

ム（～７日） 

７日（火） 卓越した学業等成績優秀者授業料免 

除決定通知書交付式 

８日（水） 第 290回役員会 

９日（木） アカデミアセミナーin高知大学 

第 4回教育プログラム開発委員会 

１０日（金） 高知県官公長連絡会 

教員顕彰制度「教育奨励賞」授賞式 

及び講演会 

１２日（日） 一般入学試験（後期日程） 

１３日（月） 附属中学校卒業式 

第 3回教員免許状更新講習実施委員 

会 

学長懇談会 

若手教員との意見交換会 

学士課程運営委員会 

副学長懇話会 

高知大学ＷＳＴＴ部局選定委員会 

１４日（火） 高知県との教職大学院専門部会 

入試企画実施機構会議 

１５日（水） 国大協 高等教育における国立大学 

の将来像に関するＷＧ 総会 

附属特別支援学校卒業式 

１６日（木） 土佐ＦＢＣ修了式 成果発表会 

１７日（金） YOUNG JAPAN ACTION表彰式 

１８日（土） 第 1回褐毛和種研究シンポジウム 

１９日（日） 附属幼稚園卒業式 

２１日（火） 愛媛大学大学院連合農学研究科学位 

記授与式 

経営企画推進機構教員人事基本方針 

検討部会 

第 11回男女共同参画推進委員会 

２２日（水） 附属小学校卒業式 

セキュリティ委員会 

キャンパスマネジメント特別委員会 

第 291回役員会 

名誉教授称号授与式 

２３日（木） 高知大学大学院修了式 

高知大学卒業式 

２４日（金） 高知大学学生表彰式 附属学校園児 

童・生徒表彰式 

安全衛生委員会（朝倉地区） 

２７日（月） 学長事務総括本部会議 

第 292回役員会 

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 

第 6回学生・教育支援機構会議 

教育ミーティング 

２８日（火） 学生・教育支援機構会議倫理委員会 

平成 28年度第 4回大学連携まち・ 

ひと・しごと創生推進本部会議 

寄附講座協定書締結式 

附属学校園運営委員会 

大学教育再生加速プログラム外部評 

価委員会 

２９日（水） 辞令交付 

３０日（木） ＳＰＯＤ総会 

副学長懇話会 

３１日（金） 土佐山へき地診療所協定調印式 

４月 
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３日（月） 辞令交付 

高知大学大学院入学式 

高知大学入学式 

４日（火） 学長事務総括本部会議 

理工学部銘板除幕式 

５日（水） 教育研究部会議 

６日（木） 学長懇談会 

７日（金） 附属小学校入学式 

全学新任教職員研修 

１０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 

附属中学校入学式 

入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

１１日（火） 附属幼稚園入園式 

附属病院運営委員会 

１２日（水） 第 293 回役員会 

理事懇談会 

１３日（木） プトラ大学長の表敬訪問 

１４日（金） 地方創生士授与式 

１７日（月） ＪＩＣＡ開講式 

学長事務総括本部会議 

学長懇談会 

相良賞授与式 

学士課程運営委員会 

教育ミーティング 

インクルーシブ教育実践強化研修 

（～１８日） 

光線医療センターキックオフシンポ 

ジウム 

１８日（火） 大学院修士課程・博士課程教務委員 

会 

１９日（水） ＪＯＧＭＥＣ連携協議会 

国際交流基金管理委員会 

国際交流基金助成事業報告会 

ＪＳＴ説明会 

２０日（木） 第 12回高知県地域社会連携推進本 

部会議 

会計監査人候補者選定会議 

２１日（金） 大学ＩＣＴ協議会 

２２日（土） 国際交流セミナー 

高知ＣＳＴ養成プログラム開講式 

２４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 

第 1回学生・教育支援機構会議 

教育ミーティング 

２５日（火） 新任事務職員研修 

第 23回高知大学のあり方に関する 

意見交換会 

希望社会創発教育研究センター 

（仮称）設置準備委員会 

安全委員会（朝倉地区） 

２６日（水） 第 294回役員会 

教員選考委員会 

２７日（木） 概算要求ヒアリング 

記者会見 

２８日（金） 希望社会創発教育研究センター 

（仮称）設置準備委員会 

平成 29年度第 1回四国地区国立大 

学連携事業推進会議 

ＪＩＣＡ閉講式 
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