
令和３年度１０月 教授会報告 

◎学部 

(総合科学部) 

●第７２回社会総合科学科教授会議 

１ 開催日 令和３年１０月１４日（木） 

２ 第７１回決定事項の認否  

３ 議 題 

（1) 学生の異動について 

（2) 外国語技能検定試験による単位の認定について 

（3) 外国語技能検定試験によるマイレージポイント認定について 

（4) カリキュラムの再編について 

（5) 学生の留学（長期）について 

（6) 特別聴講学生の退学について 

（7) 令和４年度総合科学部入学試験判定要領について 

（8) 令和４年度徳島大学一般選抜追試験（案）の作成について 

（9) ヴェリコ・タルノヴォ大学（ブルガリア）との大学間学術交流協定締結について 

４ 報 告 

（1) 学部長報告 

（2) 教育研究評議会 

５ 各種委員会報告 

（1) 教務委員会 

（2) 入学試験委員会 

（3) 将来構想委員会 

（4) 自己点検・評価委員会 

（5) グローバル化推進室 

（6) 国際交流委員会 

（7) 全学附属図書館運営委員会 

６ その他 

 

(医学部) 

●医学科及び医科栄養学科教授会議 

１ 開催日 令和３年１０月１４日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和３年度非常勤講師の任用について 

（2) 外国語技能検定試験等による単位及びマイレージポイントの認定について 

（3) 徳島大学医学部臨床教授等の取扱いに関する申合せについて 

（4) 2021年度臨床実習前OSCE（追試・やり直し試験）教員担当表について 

（5) 2022年系統別診断チュートリアル日程の変更について 

（6) 令和４年度私費外国人留学生選抜における特例措置について 

（7) 令和４年度徳島大学一般選抜追試験について 

（8) 学生の異動について 

（9) セントポール大学フィリピンとの学術交流協定（部局間）更新について 

（10) メトロポリア応用科学大学保健学部との学術交流協定（部局間）更新について 

（11) 医学部研究員の受入について 

（12) 共同研究の受入について 



（13) その他 

３ 諸 報 告 

（1) 教務委員会報告（１０月５日開催） 

（2) 教育研究評議会報告（９月２１日開催） 

（3) 徳島大学組織評価について 

（4) 毒物及び劇物保有数量特別調査について 

（5) 病院報告について 

（6) 受託研究の受入について 

（7) 寄附金の受入について 

（8) その他 

４ その他 

 

●保健学科教授会議 

１ 開催日 令和３年１０月２１日（木） 

２ 議 題 

（1) 徳島大学医学部臨床教授等の取扱いに関する申合せ（案）について 

（2) 学生異動について 

（3) セントポール大学フィリピンとの学術交流協定（部局間）更新について 

（4) メトロポリア応用科学大学保健学部との学術交流協定（部局間）更新について 

３ 報 告 

（1) 寄附金の受入について 

（2) 受託研究の受入について 

（3) 入試委員会報告 

（4) 大学教育委員会報告 

（5) 学生委員会報告 

（6) 教育研究評議会報告 

（7) 徳島大学組織評価について 

（8) 毒物及び劇物保有数量特別調査について 

 

(歯学部) 

●教授会 

１ 開催日 令和３年１０月１４日（木） 

２ 議 題 

（1) 歯学科第２年次学生の進級認定について 

（2) 歯学科第４年次学生の進級認定について 

（3) 歯学科第５年次学生の進級認定について 

（4) 口腔保健学科第３年次学生の進級認定について 

（5) 令和３年度歯学部非常勤講師の任用（案）について 

（6) 徳島大学歯学部規則の一部改正（案）について 

（7) 放射線総合センター長候補適任者の推薦について 

（8) その他 

３ 報告事項 



（1) 教育研究評議会について 

（2) 病院運営会議等について 

（3) 各委員会報告について 

（4) 寄附金の受入について 

（5) 寄附物品の受入について 

（6) 令和４年度に実施する編入学試験について 

（7) 歯学部入学試験における試験室等について 

（8) 第５４回全日本歯科学生体育連盟第 1回定例理事会・幹事会合同会議につい て 

（9) 学部長表彰について 

（10) 研究活動における不正行為の防止の徹底について 

（11) 令和７年度以降の電子ジャーナル等について 

（12) 令和４年度組織評価（令和３年度実績）における評価項目及び目標値につい て 

（13) 令和３年度組織評価（令和２年度実績）の評価結果について 

（14) その他 

 

(薬学部) 

●薬学部教授会 

１ 開催日 令和３年１０月１４日（木） 

２ 議 題 

（1) 外国語技能検定試験によるマイレージポイントの審査について 

（2) 高等教育研究センターが実施するプログラムによるマイレージポイントの認定について 

（3) 非常勤講師の追加任用について 

（4) 令和４年度学年歴（教養教育）（案）について 

（5) 「実務実習事前学習履修者及び薬学共用試験受験者の人数制限及び希望者が 

上限を超えた場合の選考に関する申合せ」の廃止について 

（6) 令和４年度実務実習事前学習及び薬学共用試験受験者について 

（7) BCP レベルに応じた授業形態について 

（8) 「ラーニングライフ 第６回学生の学修に関する実態調査報告書」の結果に基づく 

対応計画について 

（9) 令和４年度徳島大学一般選抜追試験（案）作成について 

（10) 令和４年度徳島大学私費外国人留学生選抜の特例的な措置について 

（11) 学生・院生に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の初動及び対応について 

３ 報告事項 

（1) 学部長報告 

（2) 専攻公開ゼミナールのアンケート集計結果について 

（3) BCP レベルに応じた論文発表会の実施形態について 

（4) PharmD－PhD コースについて 

（5) 「学生の学修に関する実態調査」の実施について 

（6) 第４回「教員の教育に対する意識調査」の実施について 

（7) 令和３年度学事関係予定表について 

（8) 個別の研究室紹介について 

（9) 研究活動における不正行為防止の徹底について 



（10) 教員の人事について 

（11) 外部資金ポイントによる教員の配置について 

（12) その他 

４ その他 

 

(工学部) 

●工学部代議員会 

１ 開催日 令和３年１０月２５日（月） 

２ 議 題 

（1) 学生異動について 

（2) その他 

３ 諸報告 

（1) その他 

 

(理工学部) 

●理工学部教授会 

１ 開催日 令和３年１０月１４日（木） 

２ 議 題  

（1) 2022，2023 年度理工学部渡日前入学許可制度による私費外国人留学生選抜の 

第１次合否判定について 

（2) 外国語技能検定試験による単位及びマイレージポイント認定について 

（3) 研究生の入学について 

（4) 研究生の在学期間延長辞退について 

（5) 学生異動について 

３ 諸報告 

（1) 受託研究の受入について 

（2) 寄附金の受入について 

 

(生物資源産業学部) 

●教授会 

１ 日 時 令和３年１０月１４日（木) 

２ 議 題 

（1) 令和４年度生物資源産業学部一般入試（前期・後期日程）追試験の実施方法について 

（2) 生物資源産業学部新カリキュラムディプロマポリシー，カリキュラムポリシー， 

学修成果の到達目標，学修内容，学修方法及び学修の評価方法の作成について 

（3) 生物資源産業学部新カリキュラム学位授与の方針(DP)と学習目標の比較について 

（4) 生物資源産業学部新カリキュラムカリキュラムチェックリストの作成について 

（5) 生物資源産業学部新カリキュラム科目ナンバリングについて 

（6) 生物資源産業学部新カリキュラムカリキュラムマップの作成について 

（7) 高大接続科目の｢自然と技術｣への単位認定について 

（8) 生物資源産業学部における担任制に関する申合せの制定について 

（9) キングモンクット工科大学トンブリ校との大学間協定への参画について 



（10) 放射線総合センター長候補適任者の推薦について 

（11) 共同研究の受入れについて 

３ 諸報告 

（1) 令和４年度転学部の受入れについて 

（2) 学生の死亡について 

（3) 令和７年度以降の全学共通経費による電子ジャーナル等整備について 

（4) 令和３年度外部資金間接経費の還元について 

（5) 教育研究評議会報告について 

（6) 研究活動における不正行為の防止の徹底について 

（7) 外部資金等の受入及び経理について 

（8) 専任教員の昇任について 

（9) 令和３年度徳島大学組織評価の評価結果について 

 

(病院) 

●病院運営会議 

１ 開催日 令和３年１０月２１日（木） 

２ 議 題 

（1) 規則の制定等について 

（2) 病院教授選考委員会の設置について 

（3) 各種委員会委員の選出について 

（4) 病院品質管理室各部門委員の交代について 

（5) 診療許可について 

（6) 業務許可について 

３ 報告事項 

（1) 医員，研修医，診療支援医師等の退職及び採用について 

（2) 研修登録医（医科・歯科）更新及び新規受入登録について 

（3) 看護部長候補者の選考について 

（4) 剖検率について 

（5) 寄附金の受入について 

（6) 受託研究の受入について 

（7) 医事統計関係について 

（8) 令和３年度９月分稼働状況について 

（9) 令和３年度タイムスタディの実施について 

（10) 令和３年度新型コロナウイルス感染症関係補助金等について（大学病院） 

（11) 令和３年度収支見込について 

（12) 病院情報センター報告 

（13) 総合臨床研究センター報告 

（14) 患者支援センター報告 

（15) 卒後臨床研修センター報告 

（16) 医療支援センター報告 

（17) キャリア形成支援センター報告 

（18) 各種委員会報告 



（19) その他 

 

●病院教授会 

１ 開催日 令和３年１０月２１日（木） 

２ 議 題 

（1) 教員の再任審査について 

（2) 教員の発議及び選考について 

３ 報告事項 

（1) 教員の異動について 

 

◎大学日誌１０月 

１０月 １日（金） 第３回常置委員会（Web 開催） 

    ４日（月） 病院執行部会議 

１８日（月） 病院執行部会議 

２０日（水） 予算・経営戦略委員会 

   ２１日（木） 病院運営会議・病院教授会 

   ２７日（水） 診療科連絡会 

 

◎大学院 

(創成科学研究科) 

●第１８回大学院創成科学研究科地域創成専攻教授会 

●第１８回大学院創成科学研究科臨床心理学専攻教授会 

１ 開催日 令和３年１０月１４日（木）  

２ 第１７回決定事項の認否   

３ 議 題 

（1) 令和４年度博士前期課程（地域創成専攻）Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期入試の日程について  

（2) 令和４年度博士前期課程（臨床心理学専攻）Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期入試の日程について 

（3) ヴェリコ・タルノヴォ大学（ブルガリア）との大学間学術交流協定締結について 

４ 報 告 

（1) 専攻長報告 

５ 各種委員会報告 

（1) 運営会議 

（2) 教務・入試委員会 

（3) グローバル化推進室 

６ その他 

 

●理工学専攻教授会 

１ 開催日 令和３年１０月１４日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和4年度理工学専攻修士課程（第2次）入学者選抜方法（案）について 

（2) 令和4年度理工学専攻修士課程（第2次）学生募集要項（案）について 



（3) 令和4年度理工学専攻修士課程入学者選抜方法（学部3年次学生を対象とする特別入試） 

（案） について 

（4) 令和4年度理工学専攻修士課程学生募集要項（学部3年次学生を対象とする特別入試） 

（案） について 

（5) 学生の留学について 

（6) 令和3年度非常勤講師の任用について  

（7) 学生異動について  

 

●生物資源学専攻教授会 

１ 日 時 令和３年１０月１４日（木) 

２ 議 題 

（1） ＣＯＣ＋Ｒ教育プログラムに関わる R4 年度創成科学研究科新設科目提案について 

（2） 生物資源学専攻修士課程研究指導方針の一部改正について 

３ 諸報告 

（1） 専任教員の昇任について 

 

◎教育部 

(総合科学教育部) 

●第６回大学院総合科学教育部教授会議 

１ 開催日 令和３年１０月２８日（木）  
２ 第５回大学院総合科学教育部教授会議決定事項の認否   

３ 議 題 

（1） 令和３年度博士後期課程学位審査日程（３月修了）の一部変更について 

（2） 令和３年度論文提出による博士学位審査日程（３月判定）の一部変更について 

４ 報 告 

（1） 教育部長報告 

５ 各種委員会報告 

（1） 教育部教務・入試委員会 

６ その他 

 

(医科学教育部) 

●医科学教育部教授会 

１ 開催日 令和３年１０月２８日（木） 

２ 議 題  

（1） 非常勤講師の任用について＜投票あり＞ 

（2） 客員教授の任用について 

（3） 特別研究学生の受入について 

（4） 学生異動について 

（5） 再入学について 

（6） 分野変更について 

（7） 令和3年度修士課程学位取得に係るスケジュール（案）について 

（8） 論文審査 

３ 諸報告 



４ その他 

 

(大学院口腔科学教育部) 

●教授会 

１ 開催日 令和３年１０月１４日（木） 

２ 議 題 

（1） 学生異動について 

（2） その他 

３ 報告事項 

（1） 各委員会報告について 

（2） その他 

 

(薬科学教育部) 

●薬科学教育部教授会 

１ 開催日 令和３年１０月１４日（木） 

２ 議 題 

（1） 令和４年度大学院薬学研究科博士・博士後期課程一般選抜，社会人特別選抜， 

外国人留学生特別選抜（第３次）学生募集要項（案）について 

（2） 令和３年度ティーチング・アシスタントの選考について 

（3） 学生・院生に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の初動及び対応について 

 

(栄養生命科学教育部) 

●栄養生命科学教育部教授会 

１ 開催日 令和３年１０月２８日（木） 

２ 議 題 

（1） 入学試験実施にかかる業務日程等について 

（2） 学生の異動について 

３ 諸報告 

（1） 令和４年度入学生用カリキュラム・チェックリスト等の作成について 

（2） 令和３年度博士前期課程学位公開審査の実施予定について 

４ その他 

 

(保健科学教育部) 

●保健科学教育部博士後期課程教授会議 

１ 開催日 令和３年１０月２１日（木） 

２ 議 題 

（1） 令和３年度保健科学教育部（博士後期課程）博士論文学位第二次審査について 

 

●保健科学教育部教授会 

１ 開催日 令和３年１０月２１日（木） 

２ 議 題 

（1） 学生異動について 



（2） 学位論文の徳島大学機関リポジトリへの公表について 

（3） セントポール大学フィリピンとの学術交流協定（部局間）更新について 

３ 報 告 

（1） 保健科学教育部博士後期課程教授会議報告 

（2） 学生委員会報告 

（3） 令和４年度保健科学教育部入学確約書提出状況について 

（4） その他 

 

(先端技術科学教育部) 

●教育部代議員会 

１ 開催日 令和３年１０月２５日（月） 

２ 議 題  

（1） 令和３年度論文博士の学位論文審査委員会委員の選出について  

（2） 令和３年度大学院博士後期課程予算の第２回目配分（案）について 

（3） その他 

３ 諸報告 

（1） その他 

 

◎研究部 

(社会産業理工学研究部・理工学域) 

●理工学域教員会 

１ 開催日 令和３年１０月１４日（木） 

２ 議 題 

（1） 外国人研究者の受入について 

 

●研究部教授会 

１ 開催日 令和３年１０月２１日（木） 

２ 議 題  

（1） 社会総合科学域人間科学系心理学分野（発達心理学）准教授・講師または助教の 

配置協議および発議について  

（2） 社会総合科学域人間科学系心理学分野（臨床心理学）教授の昇任協議および 

発議について 

（3） 理工学域外国人研究者の受入について 

３ 諸報告 

（1) 組織評価（令和２年度実績）について  

（2) 徳島大学大学院研究部長選考規則の一部改正について 

 

(医歯薬学研究部) 

●大学院医歯薬学研究部教授会 

１ 開催日 令和３年１０月２２日（金） 

２ 議 題 

（1) 教員の選考について 



（2) 特任教員の選考について 

（3) インセンティブ経費の配分について 

（4) その他 

３ 諸報告 

（1) 徳島大学組織評価について 

（2) 医療教育開発センター報告 

（3) 総合研究支援センター報告 

（4) 教員の再任審査について 

（5) 令和３年度医歯薬学研究部市民公開講座の開催について 

（6) 新型コロナウイルス感染症対策経費の事業決定について 

（7) その他 

 

◎研究所 

(先端酵素学研究所) 

●先端酵素学研究所教授会 

１ 開催日 令和３年１０月２８日（木） 

２ 議 題 

（1) 放射線総合センター長候補適任者の推薦について 

（2) 特任助教の選考について 

（3) 利用申請について 

（4) 第４４回先端酵素学研究所セミナーについて 

（5) 令和３年度概算要求事業執行状況について 

（6) その他 

 

３ 報告事項 

（1) 受託研究の受入について 

（2) 寄附の申込の受入について 

（3) 各種委員会報告 

（4) センター運営委員会等報告 

（5) 令和３年度徳島大学組織評価の評価結果について 

（6) その他 

 

◎運営委員会 

(放射線総合センター) 

●放射線総合センター運営委員会（WEB） 

１ 開催日 令和３年１０月１８日（月） 

２ 議 題 

（1) 放射線総合センター助教の配置協議について 

（2) 放射線総合センター長候補適任者の推薦について 

（3) その他 

３ 報告事項 

（1) 令和４年度組織評価における評価項目と目標値について 



（2) 令和３年度徳島大学組織評価の評価結果について 

（3) その他 

 

(先端研究推進センター) 

●運営委員会 

１ 開催日 令和３年１０月１４日（木） 

２ 議 題  

（1) 先端研究推進センター運営委員会委員の増員について 

（2) 動物資源研究部門教員（助教）の公募期間延長について 

（3) 放射線総合センター長候補適任者の推薦について 

（4) 令和３年度組織評価結果におけるインセンティブ経費について 

（5) その他 

３ 報告事項 

（1) 令和３年度組織評価の結果と令和４年度評価項目及び目標値について 

（2) 第４回「教員の教育に対する意識調査」の実施について 

（3) 研究活動における不正防止の徹底について 

（4) その他 

 

 


