
令和３年度４月 教授会報告 

◎学部 

(総合科学部) 

●第６７回社会総合科学科教授会議 

１ 開催日 令和３年４月８日（木） 

２ 第６６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マイレージポイントの認定について 

（3) 令和２年度ＴＯＥＩＣ－ＩＰ等によるマイレージポイントの認定について 

（4) 令和２年度語学教育センター実施プログラムによるマイレージポイントの認定について 

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) 総務委員会 

（2) 入学試験委員会 

（3) 学生委員会 

（4) 広報委員会 

（5) 就職委員会情報化推進委員会 

（6) 教職教育センター運営委員会                

６ その他 

 

●第５６回人間文化学科，社会創生学科及び総合理数学科教授会議 

１ 開催日 令和３年４月２２日（木） 

２ 第５５回決定事項の認否  

３ 報 告 

（1) 学部長報告 

４ 各種委員会報告 

（1) 教務委員会 

（2) 学生委員会  

５ 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４月８日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和３年度非常勤講師の任用について 

（2) 総合型選抜における呼称の変更について 

（3) 医学部研究生の入学について 2021年度診療参加型臨床実習後ＯＳＣＥ担当表について 

 

 



（4) 2021年度臨床実習前ＯＳＣＥ分野別教員分担数について令和４年度１月（令和５年１月）

～クリニカルクラークシップ・オンライン臨床教育評価システム（略称：CC-EPOC）の導入に

ついて 

（5) 語学マイレージの認定について 

（6) 徳島大学医学部岡奨学基金取扱規則の一部改正について 

（7) 岡奨学賞選考基準等に関する申合せの一部改正について 

（8) 令和３年度予算配分（案）について 

（9) 学生の異動について 

（10) 共同研究の受入について 

（11) その他 

３ 諸報告 

（1) 教育研究評議会報告（３月１６日開催） 

（2) 教務委員会報告（４月２日開催） 

（3) 教室系補助職員配置検討委員会報告（３月１６日開催） 

（4) 核燃料物質（国際規制物資）の管理について 

（5) 病院報告について 

（6) 寄附金の受入について 

（7) 寄附物品の受入について 

（8) その他 

４ その他 

 

 

●保健学科教授会議 

１ 開催日 令和３年４月１５日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和３年度予算配分（案）について 

（2) 令和４年度医学部保健学科３年次編入学学生募集要項（案）について 

（3) 徳島大学医学部岡奨学基金取扱規則の一部改正について 

（4) 岡奨学賞選考基準等に関する申合せの一部改正について 

（5) 学生の異動について 

（6) 令和２年度 TOEIC-IPテスト及び TOEFL ITP テストによるマイレージポイントの 

認定について 

（7) 令和２年度後期語学教育センターの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 

（8) 共同研究受入れについて 

３ 報告事項 

（1) 寄附金の受入れについて 

（2) 教育研究評議会報告 

（3) 教務委員会報告 

（4) 核燃料物質(国際規制物資)の管理について 

（5) その他 

 



(歯学部) 

●教授会 

１ 開催日 令和３年４月８日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和３年度歯学部非常勤講師の任用（案）について 

（2) 共同研究の受入について 

（3) 学生異動について 

（4) 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) 学生の異動について 

（5) 寄附金の受入について 

（6) その他 

 

(薬学部） 

●教授会 

１ 開催日 令和３年４月８日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和３年度学部担当非常勤講師の追加任用（案）について 

（2) 研究生の入学について令和３年度研究室未配属学生の対応について 

（3) 徳島大学薬学部学生実習に関する規則（案）の制定について 

（4) 各種委員会委員の選出について 

３ 報告事項 

（1) 学生の異動について 

（2) 一般学生から社会人学生への変更について 

（3) 令和３年度入学試験状況について 

（4) 第１０６回薬剤師国家試験合格状況について 

（5) 学生の進路について 

（6) 令和３年度年度計画に係る具体的な取組内容について 

（7) 寄附金の受入について 

（8) 給排水設備等工事も伴う通行制限について 

（9) 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４月１９日（月） 

２ 議 題 

（1) 学生異動について 

（2) その他 



３ 諸報告 

（1) 進級判定について 

（2) その他 

 

(理工学部) 

●理工学部教授会 

１ 開催日 令和３年４月８日（木） 

２ 議 題 

（1) 2022 年度編入学（私費外国人留学生特別選抜）選抜方法について 

（2) ６年一貫カリキュラム選択生の認定取消について 

（3) 学生異動について 

３ 諸報告 

（1) 令和３年度理工学部入学試験実施状況について 

（2) コース配属について 

（3) 除籍について 

（4) 令和２年度進級判定について 

（5) 寄附金の受入について 

（6) 徳島大学工学部創立 100周年記念事業について 

（7) その他 

 

(生物資源産業学部) 

●生物資源産業学部教授会 

１ 開催日 令和３年４月８日（木)  

２議 題 

（1) 共同研究の受入について 

３報 告 

（1) 各種委員会委員について 

（2) 教育研究評議会について 

 

(病院) 

病院運営会議 

１ 開催日 令和３年４月１５日（木） 

２ 議 題 

（1) 規則の制定等について 

（2) 名誉教授の推薦について 

（3) 診療科長等の交替について 

（4) 各種委員会委員の選出について 

（5) 令和３年度病院品質管理室各部門委員の選出について 

（6) 診療許可について 

（7) 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) 剖検率について 

（4) 寄附金の受入について 

（5) 受託研究の受入について 

（6) 受託事業の受入について 

（7) 令和２年度３月分稼働状況について 

（8) 医事統計関係について 

（9) 令和２年度決算たな卸について 

（10) 品質管理室報告 

（11) 病院情報センター報告 

（12) 総合臨床研究センター報告 

（13) 患者支援センター報告 

（14) 卒後臨床研修センター報告 

（15) 医療支援センター報告 

（16) キャリア形成支援センター報告 

（17) 徳島県地域医療支援センター報告 

（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４月１５日（木） 

２ 議 題 

（1) 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４月 

４月 ５日（月） 病院執行部会議 

１２日（月） 国公立大学歯学部長・歯学部附属病院長常置委員会（Web開催） 

１４日（水） 予算経営戦略委員会 

１５日（木） 病院運営会議・病院教授会 

１６日（金） 全国医学部長病院長会議 中国・四国ブロック会議（Web開催） 

１９日（月） 病院執行部会議 

２２日（木） 第１回総務委員会（Web開催） 

 

 

 

 

 

 



 

◎大学院 

(創成科学研究科) 

●第１３回大学院創成科学研究科地域創成専攻教授会 

第１３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４月８日（木）  

２ 第１２回決定事項の認否 

３ 議 題 

（1) 学生の長期履修について 

（2) ＴＡの採用について（地域創成専攻） 

（3) ＴＡの採用について（臨床心理学専攻） 

（4) 令和 4年度創成科学研究科地域創成専攻・臨床心理学専攻Ⅰ期・Ⅱ期入試学生募集要項 

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) 教育プログラム評価委員会 

（4) 臨床心理相談室運営委員会 

６ その他 

 

(理工学専攻) 

●理工学専攻教授会 

１ 開催日 令和３年４月８日（木） 

２ 議 題 

（1) 学生異動について 

 

◎教育部 

(総合科学教育部) 

●第１回大学院総合科学教育部教授会議 

１ 開催日 令和３年４月２２日（木）  

２ 第１４７回大学院総合科学教育部教授会決定事項の認否 

３ 議 題 

（1) ＲＡの採用について 

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 

（2) 学生委員会 

（3) 臨床心理学相談室運営会議 

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４月２２日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和３年度非常勤講師の選考について  

（2) 令和３（２０２１）年度徳島大学大学院医科学教育部修士課程（秋季）学生募集要項（案）

について  

（3) 令和３（２０２１）年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程（秋季）学生募集要項（案）

について 

（4) 学生異動について  

（5) 期間短縮修了者の学力優秀に係わる審査について  

（6) 論文審査 

３ 諸報告 

（1) 授業等の実施について  

 

(大学院口腔科学教育部) 

●教授会 

１ 開催日 令和３年４月８日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和３年度大学院口腔科学教育部口腔科学専攻(博士課程)(第３次)入学試験の合否判定

について 

（2) 令和２年度徳島大学大学院口腔科学教育部社会人特別入学者外国語試験(英語)の合否判

定について 

（3) 社会人大学院生コース変更について 

（4) 学生の異動について 

（5) 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４月８日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和３年度大学院薬科学教育部博士課程・博士後期課程（１０月入学）学生募集要項（案）

について 

（2) 令和４年度大学院薬科学教育部博士課程・博士後期課程学生募集要項（案）について 

（3) 令和４年度大学院薬科学教育部博士前期課程学生募集要項（案）について 

（4) ２０２２年度徳島大学大学院薬科学教育部統合医療学際教育英語プログラムの募集要項

（案）について 

 



（5) 令和４（２０２２）年度徳島大学大学院薬科学教育部モンゴルと ASEAN諸国における国際

高度医療人育成プログラム募集要項（案）について 

（6) 令和３年度海外での教育・研究活動支援（案）について 

（7) 令和３年度大学院担当非常勤講師の追加任用（案）について 

（8) 各種委員会委員の選出について 

 

(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４月２２日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和３･４年度栄養生命科学教育部入学試験日程表（案）について 

（2) 令和３年度栄養生命科学教育部（博士後期課程）秋季入学学生募集要項（一般・社会人・

私費外国人留学生）（案）について 

（3) 令和４年度栄養生命科学教育部（博士前期課程）第１次学生募集要項（一般・社会人・私

費外国人留学生）（案）について 

（4) 令和４年度栄養生命科学教育部（博士後期課程）第１次学生募集要項（一般・社会人・私

費外国人留学生）（案）について 

（5) 令和４年度栄養生命科学教育部（博士後期課程）第１次進学者選考要項（一般・社会人・

私費外国人留学生）（案）について 

（6) 令和３年度（第１回）栄養生命科学教育部「論文博士号取得に係る外国語(英語)試験」実

施要領（案）について 

（7) 令和３年度学位取得に関するスケジュール（案）について 

（8) 学位申請の手引き（案）について 

（9) 学生の長期履修について 

３ 諸報告 

（1) 令和３年度栄養生命科学教育部教育・研究委員会の役割分担について 

（2) 令和３年度栄養生命科学教育部学生名簿について 

3 その他 

 

(保健科学教育部) 

●保健科学教育部教授会 

１ 開催日 令和３年４月１５日（木） 

２ 議 題 

（1) 学生異動について 

３ 報告事項 

（1) 令和４年度保健科学教育部入試日程について 

（2) 大学院保健科学教育部学生の医学部保健学科授業科目履修について 

 

 

 

 

 



(先端科学技術科学教育部) 

●教育部代議員会 

１ 開催日 令和３年４月１９日（月） 

２ 議 題 

（1) 2021 年 10月入学博士後期課程学生募集要項（英語による大学院工学教育コース）（案）に

ついて 

（2) 再入学について 

（3) 学生異動について 

（4) その他 

３ 諸報告 

（1) 除籍について 

（2) 令和３年度大学院先端技術科学教育部博士後期課程入学試験実施状況について 

（3) 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４月８日（木） 

２ 議 題 

（1) 数理科学系数理情報分野講師の配置協議及び発議について 

（2) 応用化学系物質機能化学分野助教の再任審査の発議について 

（3) 徳島大学大学院社会産業理工学研究部理工学域とコロラド大学理事会との学術交流を 

推進するための覚書の更新について 

３ 諸報告 

（1) 教員の退職について 

 

●研究部教授会 

１ 開催日 令和３年４月１５日（木） 

（1) ２ 議 題 

（2) 理工学域数理科学系数理情報分野講師の配置協議及び発議について 

（3) 理工学域応用化学系物質機能化学分野助教の再任審査の発議について 

（4) 生物資源産業学域生物生産系生物資源生産科学分野助教の再任審査の発議について 

（5) 生物資源産業学域生物生産系生物資源生産科学分野特任助教（A-STEP）の選考委員会の 

解散について  

２ 諸報告 

（1) 教員の退職について 

（2) その他 

 

 

 

 



(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４月１５日（木） 

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) 寄附講座（脊椎関節機能再建外科学分野）の存続期間の更新について 

（4) 医歯薬学研究部市民公開講座及び公開シンポジウムの当番について 

（5) 研究部教授会の開催日及び開催方法について 

（6) その他 

３ 諸報告 

（1) 医療教育開発センター報告 

（2) 総合研究支援センター報告 

（3) 各学部（学科）授業における他学科協力時間数について 

（4) 医歯薬学共創センター（仮称）改修計画について 

（5) 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４月２２日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和３年度概算要求事業執行計画について 

（2) 日本プロテオーム学会２０２１年大会への共催について 

（3) 利用申請（所外）について 

（4) その他 

３ 報告事項 

（1) 寄附の申込について 

（2) 各種委員会報告 

（3) 令和２年度中期目標・中期計画実績報告書について 

（4) 利用申請（所内）について 

（5) その他 
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