
教授会報告
◎学部
(総合科学部)
■社会総合科学科教授会議
１　開 催 日　令和元年　６月１３日（木）
２　第４１回決定事項の認否　
３　議　　題
（１）　特別聴講学生の入学について　　　　　　
（２）　研究生の入学について
（３）　入学前の既修得単位の認定について
（４）　外国語技能検定試験による単位認定について
（５）　カリキュラムチェックリスト等について　
（６）　外国留学における単位認定について
（７）   2019年度サマースクールの学生受け入れについて
（８）　渡日前入学許可制度による私費外国人留学生入試（Ⅰ型・Ⅱ型）判定要領（案）について
（９）　入学料免除選考結果に伴う入学料納付期限について
４　報　　告
（１）　学部長報告
（２）　教育研究評議会報告
５　各種委員会報告
（１）　総務委員会
（２）　教務委員会
（３）　入学試験委員会
（４）　学生委員会
（５）　将来構想委員会
（６）　ＦＤ委員会報告
（７）　大学教育委員会
（８）　教養教育協議会
（９）　教育プログラム評価委員会
（10）　広報委員会
（11）　部内国際交流委員会
（12）　全学国際交流委員会
（13）　地域交流支援室会議
（14）　教職教育センター運営委員会
６　そ の 他
　　
■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　令和元年　６月２７日（木）
２　第３５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） 総務委員会
（２） 教務委員会　　　　　
（３） 学生委員長
（４） 国際交流委員会



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　令和元年６月１３日（木）
 ２　議　　題
（１）令和元年度非常勤講師の選考について
（２）令和元年度入学者入学前の既修得単位認定およびマイレージポイント認定について
（３）特別聴講学生の入学について
（４）令和元年度ＳＩＨ道場「チーム医療入門」でのファシリテーター担当（医学科）について
（５）入院患者用臨床実習アンケートの改訂について
（６）令和元年度系統別病態診断・臨床実習入門日程（案）について
（７）外国語技能検定による単位の認定に関する申合せ（平成３０年度以降入学者）の一部
　　　改正案について
（８）令和元年入学者用カリキュラムチェックリスト及びカリキュラムマップについて
（９）令和元年度上半期大学院生経費の配分について
（10）令和元年度医学部共同利用スペース利用料の再配分について
（11）学生の異動について
（12）共同研究の受入について
（13）その他
３　諸 報 告
（１）教育研究評議会報告（５月２１日開催）
（２）教務委員会報告（６月３日開催）
（３）入学試験委員会報告（６月４日開催）
（４）医学科教育プログラム委員会報告（６月５日開催）
（５）病院報告
（６）医学教育分野別評価について
（７）寄附金の受入について
（８）受託研究の受入について
（９）令和元年度定例・臨時各教授会（議）日程について
（10）青藍講堂倉庫の借用について
（11）その他
４　そ の 他

■保健学科教授会議
１　開 催 日　　令和元年６月２０日（木）
２　議　　題
（１）令和元年度上期大学院生経費配分額（案）について
（２）保健学Ａ棟の改修について
（３）令和元年度非常勤講師任用予定（追加）について
（４）令和元年度臨床教授等称号付与候補者の推薦について
（５）令和元年度入学前の既修得単位及びマイレージポイントの認定について
（６）令和元年度入学生用カリキュラム・チェックリスト及びカリキュラム・マップについて
（７）外国語技能検定による単位の認定に関する申合せ（平成３０年度以降入学者）の一部改
　　　正案について
（８）学生の留学について



 ３　報告事項
（１）教育研究評議会報告
（２）令和元年度定例・臨時各教授会（議）日程について
（３）青藍講堂倉庫の借用について
（４）国立大学保健医療学系代表者協議会報告　
（５）国際交流委員会報告
（６）光熱水料の推移と今年度の負担額について
（７）大学教育委員会報告
（８）教務委員会報告
（９）その他

（歯学部）
●教授会
１　開 催 日　令和元年６月１３日（木）
２　議　　題
（１）  ２０１９年度歯学部歯学科第２年次編入学試験受験資格について
（２）　令和元年度研究生の入学について
（３）　入学前の既修得単位及びマイレージポイントの認定について
（４）　学部学生の外国留学について
（５）　歯学科留年生に対する専門教育科目『臨床心理学』履修の経過措置について
（６）　令和元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
（７）　マニパール歯科大学との部局間学術交流協定及び覚書の締結について
（８）　歯学部校舎第４・５期の改修について
（９）　令和元年度学部長表彰について
（10）　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）　令和元年度国公立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議等について
（６）　高等学校生徒の受入れ（Junior- Student Lab）について
（７）　歯学部長報告について
（８）　その他

（薬学部）
●教授会
１　開 催 日　 令和　元年　６月１３日（木）
２　議　　題　　
（１）２０１９年度入学前の既修得単位およびマイレージ・ポイントの認定について
（２）成績評価「不」の場合の翌年度対応について
（３）外国語技能検定による単位の認定に関する申合せ（平成３０年度以降入学者）の一部
　　　改正案について
（４）令和元年度学部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
（５）共同研究の受入について
３　報告事項



（１）学部長報告
（２）研究室配属学生の配属先変更について
（３）海外での教育・研究活動支援の申請状況について
（４）学位論文の手続きについて
（５）専攻公開ゼミナール９月発表のスケジュールについて
（６）創立７０周年記念ホームカミングデーのイベントスケジュールについて
（７）第１４期CBT問題作成について
（８）テニュア中間評価結果について
（９）薬学部実験研究棟５階の漏水について
（10）ストレスチェックの実施について
（11）平成３１年度研究室等への配分予定額について
（12）受託研究の受入について
（13）寄附金の受入について
（14）その他
４　そ の 他

（工学部）
●教授会
１　開 催 日　令和元年６月２７日（木）
２　議　　題　
(1) 学生異動について　　　
(2) その他
２．諸報告
(1) その他

（理工学部）
●教授会
１　開 催 日　 令和元年６月１３日（木）
２　議　　題　
(1) 2020(令和2)年度理工学部編入学試験（推薦入試）の合否判定について　　　
(2) 2022(令和4)年度理工学部入学試験(学校推薦型選抜Ⅱ)の変更について      　
(3) 語学マイレージ・プログラムにおける外国人留学生の「日本語」履修特例適用について
(4) 外国語技能検定試験による単位認定について 
(5) 短期語学研修（留学）による単位認定について      
(6) 国際連携教育研究センターが実施するプログラムによる語学マイレージ・プログラム　
　　のポイント認定について
(7) 研究生の入学について
(8) 特別聴講学生の入学について   
(9) 令和元年度非常勤講師の任用について
(10) 入学前の既修得単位認定及び語学マイレージ・プログラムのポイント認定について
(11) 学生異動について
(12) 入学料未納による除籍処分について
(13) 徳島大学と韓国海洋大学校との間における学術交流に関する協定書等の更新について
(14) その他
２．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
(3) その他

(生物資源産業学部)
●教授会
1．日　時  令和元年６月１３日（木)　１５時００分～１５時３２分
2．議　題
(1) 2020(令和２）年度大学院創成科学研究科生物資源学専攻（修士課程）の入試日程について
(2) 大学院創成科学研究科生物資源学専攻（修士課程）の入学者選抜の基本方針について
(3) ２０１９年度入学前の既修得単位認定について
(4) 留学に関する申合せの一部改正について
(5) 徳島大学学則第35条の2の規定による卒業の認定の基準に関する内規の一部改正について
(6) 徳島大学生物資源産業学部学生の他学部の授業科目履修に関する実施細則の一部改正について
(7) 転学部受入れに関する申合せの一部改正について
(8) 徳島大学生物資源産業学部優秀学生賞要項の一部改定について
(9) 令和元年度徳島大学工業会成績優秀賞受賞者の選考について
(10) 令和元年度生物資源産業学部優秀学生賞被表彰者の選考について
(11) 学生異動について
(12) 共同研究の受入について
3．諸報告
(1) 学生の研究指導について
(2) コース配属希望調査について
(3) 2019年度文部科学省外国人留学生学習奨励費の推薦者について
(4) 教育研究評議会報告について
(5) 各種委員会委員について
(6) 寄附金の受入について
(7) その他
　①創成科学研究科の審査意見等についての本省からの連絡について

◎教育部
（総合科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　令和元年６月２７日（木）
２　第１２７回決定事項の認否　
３　議　　題           
（１）学生指導経費（前期）予算配分（案）について
（２）外国人留学生経費（前期）予算配分（案）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
６　そ の 他

（医科学教育部）
●教授会



１ 　開 催 日  令和元年６月２７日（木）
２   議    題
（１）令和元年度徳島大学医科学教育部統合医療学際教育英語プログラム私費外国人留学生の合否
　　　判定について 
（２）令和元年度非常勤講師の選考について 
（３）学生の異動について 
（４）論文審査
（５）徳島大学機関リポジトリによる学位論文の公表保留申請について
３ 諸 報 告
（１）課題解決型高度医療人材養成プログラム申請について 
（２）一般大学院講義「先端医学特論」（がんプロ「臨床腫瘍学特論」）の
　　　がんプロ共通コア科目等の講義の認定について
（３）令和元年度定例・臨時教授会日程について
４ そ の 他

（口腔科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　令和元年６月１３日（木）
２　議　　題
（１）２０１９年度徳島大学大学院口腔科学教育部統合医療学際教育英語プログラム（私費外国人
　　　留学生）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口腔科学専攻（博士課程）学生募集要項（一般入
　　　試・社会人特別入試）（案）について
（３）２０２０年度徳島大学大学院口腔科学教育部外国人留学生特別入試募集要項（案）について
（４）２０２０年度徳島大学大学院口腔科学教育部口腔科学専攻（博士課程）GRE等を課す外国人
　　　留学生特別入試要項（案）について
（５）令和元年度徳島大学大学院口腔科学教育部社会人特別入試入学者外国語試験（英語）・論文
　　　博士外国語試験（英語）要項（案）について
（６）令和２年度徳島大学大学院口腔科学教育部口腔保健学専攻（博士前期課程）学生募集要項
　　　（一般入試）（案）について
（７）２０２０年度徳島大学大学院口腔科学教育部口腔保健学専攻（博士前期課程）学生募集要項
　　　（外国人留学生特別入試）（案）について
（８）令和２年度徳島大学大学院口腔科学教育部口腔保健学専攻（博士後期課程）学生募集要項
　　（一般入試）（案）について
（９）令和２（ ２０２０）年度徳島大学大学院（医科学，栄養生命科学，保健科学，口腔科学，
　　　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（国費）（案）について
（10）令和２（２０２０）年度徳島大学大学院口腔科学教育部統合医療学際教育英語プログラム
　　　募集要項（私費）（案）について
（11）他大学歯学部等への大学院生募集チラシの送付の廃止について
（12）大学院生（博士課程）の第二次学位審査について
（13）ティーチング・アシスタントの選考について
（14）リサーチ・アシスタントの選考について
（15）令和元年度大学院学生経費等予算配分（案）について
（16）令和元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
（17）学位審査基準・学位提出基準の一部改正等について



（18）長期履修期間の変更について
（19）学生の異動について
（20）大学院一研究科構想について
（21）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）
●教授会
１　開 催 日　 令和　元年　６月１３日（木）
２　議　　題
（１）令和元年度大学院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）平成３１年度大学院薬科学教育部博士後期課程（１０月入学）入学試験にかかる出願資格
　　　認定について
（３）令和２年度大学院薬科学教育部博士課程入学試験にかかる出願資格の認定について

（栄養生命科学教育部）
●教授会
１　開　催　日　　平成３１年６月２７日（木）　
２　議　　　題
（１）令和2年度徳島大学大学院栄養生命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）（国費外国人留学生用）について　　　　
（２）令和2年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部統合医療学際教育英語プログラム募集要項（案）
　　（私費外国人留学生用）について
（３）入学試験における面接方法について　　　　　　　　　　
（４）学生の履修コースの変更について　　　
（５）一般学生から社会人学生への変更について
（６）授業科目の分担について　　
（７）学位申請の手引きについて　
３　諸 報 告
（１）徳島大学大学院栄養生命科学教育部大学院中間報告会について
（２）大学院生の成績の分析について　　　　　　　　　　　
（３）学生の異動について　　　　　　　　　　　　　　　　
４　そ の 他 

（保健科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　　令和元年６月２０日（木）
２　議　　題　
（１）徳島大学大学院保健科学教育部博士前期課程専門看護師養成に係る授業科目単位及び履修方法に
　　　関する細則の一部改正（案）について                                                             
（２）保健科学教育部博士後期課程の研究指導教員選考について
（３）保健科学教育部博士後期課程の研究指導教員選考基準に関する申合せの 一部改正（案）について
（４）令和元年度入学生用カリキュラム・チェックリスト及びカリキュラム・マップについて
（５）令和元年度大学院学内他教育部教員等への授業担当依頼について



３　報告事項
（１）令和元年度保健科学教育部オープンキャンパスの実施について
（２）その他

（先端技術科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　令和元年６月２７日（木）
２　議　　題　
(1) 令和元年度課程博士の学位論文予備審査結果について
(2) 学生の研究指導委託について　
(3) 特別聴講学生の入学について
(4) 受入学生の単位認定について　　　
(5) 学生異動について
(6) 入学料未納による除籍処分について
(7) その他
２．諸報告
(1) その他

◎研究部
（大学院社会産業理工学研究部）
●研究部教授会
１　開 催 日　令和元年６月２０日（木）
２　議　　題　
(1) 光応用系光機能材料分野助教の選考について
(2) 社会基盤デザイン系防災科学分野准教授，講師又は助教の発議について
(3) 社会基盤デザイン系地域環境分野准教授又は講師の発議について
(4) その他
２．諸報告
(1) 徳島県、徳島大学、阿波市及び（株）誠和グループとの産学官連携による次世代型園芸実証事業の
　　実施に関する協定の締結について
(2) 全学人事委員会の見直し（案）について
(3) 教育研究評議会の構成員について
(4) 各機構（戦略室）体制について
(5) 徳島大学の競争的資金制度等による安全保障技術研究への対応について
(6) 名誉教授等の研究活動の実施について
(7) その他
　　・技術支援部の将来構想説明会の開催について
　　・講演会の開催について

■理工学域教員会議
１　開 催 日　令和元年６月１３日（木）
２　議　　題　
(1) 光応用系光機能材料分野助教の選考について
(2) 社会基盤デザイン系防災科学分野准教授，講師又は助教の発議について
(3) 社会基盤デザイン系地域環境分野准教授又は講師の発議について
(4) その他



２．諸報告
(1) 徳島県，徳島大学，阿波市及び（株）誠和グループとの産学官連携による次世代型園芸実証事業の
　　実施に関する協定の締結について
(2) その他

（大学院医歯薬学研究部）
●研究部教授会　
１ 　開 催 日  令和元年６月２７日（木）
２   議    題
（１）令和元年度徳島大学医科学教育部統合医療学際教育英語プログラム私費外国人留学生の合否
　　　判定について 
（２）令和元年度非常勤講師の選考について 
（３）学生の異動について 
（４）論文審査
（５）徳島大学機関リポジトリによる学位論文の公表保留申請について
３ 諸 報 告
（１）課題解決型高度医療人材養成プログラム申請について 
（２）一般大学院講義「先端医学特論」（がんプロ「臨床腫瘍学特論」）の
　　　がんプロ共通コア科目等の講義の認定について
（３）令和元年度定例・臨時教授会日程について
４ そ の 他

◎病院
●病院運営会議
１　開 催 日　令和元年６月１９日（水）
２　議　　題
（１）　規則の制定等について
（２）　診療科長等の交替について
（３）　各種委員会委員の選出について
（４）　診療許可について
（５）　診療支援医師について
（６）　業務許可について
（７）　病院情報システムの障害発生時対応マニュアルについて
（８）　職員以外の診療情報閲覧の申請書について
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）　寄附金について
（３）　受託研究について
（４）　受託事業について
（５）　令和元年度５月分稼働状況について
（６）　平成30年度大学病院決算について
（７）　医事関係報告について
（８）　タイムスタディ調査の実施について
（９）　重症度，医療・看護必要度Ⅱへの移行について
（10）　病院情報センター報告
（11）　品質管理室報告



（12）　臨床試験管理センター報告
（13）　医療支援センター報告
（14）　キャリア形成支援センター報告
（15）　クリニカルアナトミー教育・研究センター報告
（16）　地域医療支援センター報告
（17）　卒後臨床研修センター報告
（18）　各種委員会報告
（19）　その他


