
（教養教育院）
教授会
１　開 催 日　　平成２８年１２月１日（木）
２　議    題
　(1) 留学による単位の認定について
　(2) 外国語技能検定試験による単位認定について
　(3) 平成２８年度ウィンター・プログラムの学生受入れについて
　(4) 各種ワーキンググループの設置について
　(5) 教授会審議事項の各学部等への報告について
　(6) 教養教育院における将来構想について
３　報告事項
　(1) 教養教育院長報告
　(2) 全学委員会等報告
　(3) 各委員会報告

（総合科学部）
社会総合学科教授会議
１　開 催 日　平成２８年１２月　８日（木）
２　第７回決定事項の認否　
３　議　　題
    （１）　平成２９年度大学入試センター試験を課さない
            特別入試(推薦Ⅰ)合否判定について
    （２）　平成２９年度大学入試センター試験を課さない
            特別入試(社会人)合否判定について
    （３）　平成２９年度大学入試センター試験を課さない
            特別入試(帰国子女)合否判定について
    （４）　平成２９年度学年暦について
    （５）　短期語学研修（留学）による単位認定について
　　（６）　学生の除籍について
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）　大学教育委員会
　　（６）　ＦＤ委員会
　　（７）　国際交流委員会
　　（８）　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　平成２８年１２月２２日（木）
２　第７回決定事項の認否　
３　議　　題
　　（１）　外国語技能検定試験による単位認定について
　　（２）　短期語学研修（留学）による単位認定について
　　（３）　留学による修得単位認定について
　　（４）　徳島大学総合科学部渭水会会長賞学生表彰候補者の推薦について
    （５）　平成２９年度学年暦について
４　報　　告
    （１）　学部長報告
５　各種委員会報告
    （１）　総務委員会
    （２）　教務委員会



    （３）　学生委員会
    （４）　国際交流委員会
    （５）　就職委員会
６　そ の 他

（医学部）
臨時教授会                                                  
１　開 催 日　平成２８年１２月　８日（木）
２　議　　題
 　 （１）  医学部長候補者の決定について
　  （２）  附属図書館長候補適任者の推薦について
　  （３）  アメリカ合衆国デューク大学との学術交流に関する協定について
　  （４）  その他
３　諸 報 告
  　（１）  教育研究評議会報告（１１月１５日開催）
    （２）  ガバナンス改革検討委員会報告
    （３）  徳島大学における当面の人件費抑制方針について
    （４）  その他
４　そ の 他

(医学科及び医科栄養学科)
教授会議
１　開 催 日　平成２８年１２月　８日（木）
２　議　　題
 　 （１）  平成２９年度医科栄養学科大学入試センター試験を課さない
            推薦入試合否判定について
    （２）  平成２９年度非常勤講師の任用について
    （３）  外国語技能検定試験による単位認定について
    （４）  医学科卒業時コンピテンス・コンピテンシー（案）について
    （５）  徳島大学における学部及び大学院の学生の研究指導について
    （６）  平成２９年度非常勤講師予算（案）について
    （７）  平成２９年度医学科大学入試センター試験を課す
            推薦入試面接試験について
    （８）  医学科ＡＯ入試の導入（案）について
    （９）  学生異動について
    （10）  平成２８年度医学部研究員について
    （11）  その他    
３　諸 報 告
 　 （１）  教務委員会報告（１２月５日開催）
    （２）  入試委員会報告（１２月２日開催）
    （３）  医学部カリキュラム委員会報告（１１月３０日開催）
    （４）　病院報告
４　そ の 他

(保健学科)
臨時教授会議
１　開 催 日　平成２８年１２月　８日（木）
２　議　　題
 　 （１）　平成２９年度徳島大学社会人特別入試
           （医学部保健学科看護学専攻）合否判定について
 　 （２）　平成２９年度徳島大学帰国子女特別入試
           （医学部保健学科検査技術科学専攻）合否判定について

教授会議
１　開 催 日　平成２８年１２月１５日（木）



２　議　　題
 　 （１）　保健学科長候補適任者の選定について　
 　 （２）　保健学科長候補者選出に係る意向投票管理委員会委員の選出について　
 　 （３）　外国語技能検定試験による単位認定について　
 　 （４）　保健学科における学生の研究指導について
 　 （５）　平成２９年度徳島大学医学部保健学科３年次
            編入学（第二次）試験の合否判定について
 　 （６）　平成２９年度徳島大学医学部保健学科３年次
            編入学（第三次）試験の実施について
 　 （７）　平成２９年度徳島大学医学部保健学科３年次
            編入学（第三次）学生募集要項（案）について
３　報告事項
 　 （１）　教務委員会報告　　
　　（２）　入試委員会報告
 　 （３）　寄附金の受入れについて

（歯学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月１日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成29年度歯学部帰国子女特別入試の合否判定について
　　（２）　平成30年度学生募集要項（案）について
　　（３）　外国語技能検定試験による単位認定について
　　（４）　フィニステラーエ大学歯学部との部局間学術交流協定の覚書の締結について
　　（５）　学部学生の外国留学について
　　（６）　歯学科カリキュラムの改正について
　　（７）　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）　平成28年度高田充歯科基礎医学奨励賞候補者について
　　（６）　その他

（薬学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月８日（木）
２　議　　題
　　（１）　学生団体の設立について
　　（２）　薬学部ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及び
            アドミッション・ポリシーの策定について
　　（３）　平成３０年度徳島大学学生募集要項（案）について
　　（４）　平成２９年度薬学部専門科目前期・後期時間割表（案）について
　　（５）　平成２９年度薬学部ガイダンス表（案）について
　　（６）　平成２９年度学科配属及び研究室配属予定表（案）について
　　（７）　平成２９年度第３年次学生の研究配属（案）について
　　（８）　学生の短期留学について
　　（９）　教養教育科目ゼミナールの今後の実施について
　　（10）　附属図書館長候補適任者の推薦について
　　（11）　各種委員会委員の選出について
　　（12）　共同研究の受入について
３　報告事項
　　（１）　学部長報告
　　（２）　医歯薬学研究部代議委員会について
　　（３）　評議員報告



　　（４）　平成２９年度大学入試センター試験及び薬学部推薦入試、
            一般入試（前期・後期日程）の試験監督者等について
　　（５）　平成３０年度薬学部AO入試について
　　（６）　平成２８年度日本薬学会中国四国支部学生発表奨励賞推薦者について
　　（７）　他学部への研究指導依頼について
　　（８）　薬学共用試験OSCEトライアル（新規課題案）の実施について
　　（９）　評議員候補者選挙について
　　（10）　教員の人事について
　　（11）　寄附金の受入について
　　（12）　予算の早期執行について
　　（13）　寒剤（液体窒素・液体ヘリウム等）のエレベーターによる運搬について
　　（14）　平成２９年「仕事始めの式」の日程について
　　（15）　その他

（工学部）
入学試験合否判定教授会議（第３回）
１　開 催 日　平成２８年１２月７日（水）
２　議　　題
　　（１）　平成２９年度工学部編入学試験（第２次）合否判定について　　

教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月２２日（木）
２　議　　題
    （１）  短期語学研修（留学）による単位認定について              
    （２）  eラーニング科目（大学間の単位互換協定に基づく）による
            単位認定について                
    （３）  外国語技能検定試験による単位認定について  
    （４）  学生異動について                           
３　諸 報 告 
    （１）  平成２９年度工学部編入学試験（第２次）の合否判定について

（理工学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月８日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２９年度理工学部入学試験
           （大学入試センター試験を課さない特別入試）の合否判定について        
　　（２）　理工学部アドミッションポリシーの見直しについて              
　　（３）　平成３０年度徳島大学学生募集要項（案）について             
　　（４）　短期語学研修（留学）による単位認定について              
　　（５）　徳島大学とダナン大学との間における
            学術交流に関する協定の締結について 
　　（６）　附属図書館長候補適任者の推薦について                 
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  
    （３）  平成２８年度科学研究費補助金の採択状況について  
    （４）  徳島大学組織評価に伴うインセンティブ経費の配分について   
    （５）  その他  

（大学院総合科学研究部）
教授会議
１　開 催 日　平成２８年１２月８日（木）
２　第７回決定事項の認否　
３　議　　題



    （１）　外国人研究者の受入について
    （２）　紀要のオンラインジャーナル移行について
４　報　　告
    （１）　研究部長報告
５　各種委員会報告
    （１）　人事委員会
    （２）　紀要編集委員会報告
６　そ の 他

（大学院総合科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月２２日（木）
２　第９３回決定事項の認否　
３　議　　題           
    （１）　大学院研究指導教員等の選考について
    （２）　教育部ＤＰ・ＣＰ・ＡＰの策定と見直しについて
    （３）　平成２９年度総合科学教育部学年暦について
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

（大学院医科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月２２日（木）　
２　議　　題
 　 （１）  平成２９年度徳島大学大学院医科学教育部修士課程（第２次）
            入学試験の合否判定について　　　　　　　　　　　　　　
 　 （２）  平成２９年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程（第２次）
            入学試験の合否判定について
 　 （３）  平成２９年度（第２回）徳島大学大学院医科学教育部
            論文博士号取得に係る外国語試験の合否判定について
 　 （４）  平成２９年度徳島大学大学院医科学教育部修士課程（第３次）
            学生募集要項（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　 （５）  平成２９年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程（第３次）
            学生募集要項（案）について
 　 （６）  平成２９年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程M.D.-Ph.D.コース
           （第３次）学生募集要項（案）について　　　　　　　　　　　　　　　
 　 （７）  再入学について
　　（８）  学生の異動について
　　（９）  特別研究学生の受入れについて
  　（10）  特別研究学生の在学期間延長について
　  （11）  徳島大学大学院の三つの方針
            （ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシー，
              アドミッション・ポリシー）の策定及び見直しについて　　　　　　　　
 　 （12）  主査・副査について
 　 （13）  論文審査
 　 （14）  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
４　そ の 他

（大学院口腔科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月１日（木）



２　議　　題
　　（１）　大学院生（博士課程）の第一次学位審査について
　　（２）　大学院生（博士前期課程）の第一次学位審査について
　　（３）　大学院生（博士課程）の第二次学位審査について
　　（４）　学生異動について
　　（５）　徳島大学大学院口腔科学教育部の修業年限の特例
            (早期修了)に関する申合せの改正について
　　（６）　その他
３　報告事項
　　（１）　各委員会報告について
　　（２）　その他

（大学院薬科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月８日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２９年度大学院薬科学教育部博士前期課程一般入試
           （第２次）の合否判定について
　　（２）　平成２９年度大学院薬科学教育部博士課程・博士後期課程
           （第１次）合否判定について
　　（３）　学生異動について
　　（４）　平成２９年度大学院薬科学教育部博士前期課程一般入試
           （第３次）、社会人・外国人留学生特別入試（第２次）
            学生募集要項（案）について
　　（５）　平成２９年度大学院薬科学教育部博士課程・博士後期課程
            一般入試、社会人・外国人留学生特別入試（第３次）
            学生募集要項（案）について
　　（６）　大学院薬科学教育部ディプロマ・ポリシー、
            カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーの
            策定及び見直しについて
　　（７）　徳島大学大学院薬科学教育部の博士学位審査に関する申合せの
            一部改正（案）について
　　（８）　特別研究学生の在学期間延長について

１　開 催 日　平成２８年１２月１９日（月）
２　議　　題
    （１）　大学院薬科学教育部ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びア
ドミッション・ポリシーの策定及び見直しについて

（大学院栄養生命科学教育部）
臨時教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月　８日（木）　
２　議　　題
 　 （１）  平成29年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部
           （博士前期課程）第2次学生募集入学試験合否判定について
    （２）  平成29年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部
           （博士後期課程）第2次学生募集入学試験合否判定について
３　諸 報 告
４　そ の 他

教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月２２日（木）　
２　議　　題
 　 （１）  平成29年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部
           （博士後期課程）第3次学生募集要項（案）
           （一般・社会人・私費外国人留学生）について



    （２）  平成29年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部
           （博士後期課程）第3次進学者選考要項(案)
           （一般人・社会人・私費外国人留学生）について
    （３）  徳島大学大学院の三つのポリシー策定及び見直しについて
３　諸 報 告
４　そ の 他

（大学院保健科学教育部）
保健科学教育部博士後期課程教授会議
１　開 催 日　平成２８年１２月１５日（木）
２　議　　題
 　 （１）　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
 　 （２）　徳島大学機関リポジトリによる学位論文の公表申請について

教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月１５日（木）
２　議　　題
 　 （１）　学生異動について
　　（２）　徳島大学大学院の３つのポリシー策定及び見直しについて
 　 （３）　保健科学教育部における大学院学生の研究指導について
３　報告事項
 　 （１）　保健科学教育部博士後期課程教授会議報告

（大学院先端技術科学教育部）
入学試験合否判定教授会議（第３回）
１　開 催 日　平成２８年１２月７日（水）
２　議　　題
　　（１）　平成２９年度大学院先端技術科学教育部博士前期課程
           （第２次）入学試験合否判定について
　　（２）　平成２９年度大学院先端技術科学教育部博士後期課程
           （第２次）入学試験合否判定について

教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月２２日（木）
２　議　　題
    （１）  平成２８年度課程博士の学位論文予備審査結果について 
    （２）  平成２９年度博士後期課程（第３次）入学者選抜方法（案）について     
    （３）  平成２９年度博士後期課程(第３次)学生募集要項（案）について       
    （４）  大学院先端技術科学教育部アドミッション・ポリシーの策定について    
    （５）  大学院先端技術科学教育部カリキュラム・ポリシー及び
            ディプロマ・ポリシーの策定について                                 
    （６）  学生の研究指導委託について                      
    （７）  学生異動について                           
３　諸 報 告 
    （１）  平成２９年度博士前期課程第２次入学試験等の合否判定について 
    （２）  平成２９年度博士後期課程第２次入学試験の合否判定について 

（大学院医歯薬学研究部）
歯学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年１２月１日（木）
２　議　　題
　　（１）　国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則の一部改正について
　　（２）　基礎系領域別プロジェクト教員について
　　（３）　特任助教の選考に関する申合せについて
　　（４）　技術職員の募集について



　　（５）　教員（助教）の選考の発議について
　　（６）　教員（助教）の選考について
　　（７）　その他
３　報告事項
　　（１）　教員（准教授）の退職について
　　（２）　教員（助教）の異動について
　　（３）　その他

薬学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年１２月８日（木）
２　議　　題
　　（１）　医歯薬学研究部長候補者選挙管理委員会委員の選出について
　　（２）　教員の人事について

医学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年１２月 ８日（木）　　　　　　
２　議　　題
 　 （１）  教員の選考について
    （２）  徳島大学ＡＷＡ（ＯＵＲ）サポートシステム女性研究者プロジェクト
           （上位職登用）適任者の推薦について
    （３）  寄附講座（心臓血管病態医学分野）の存続期間の延長について
    （４）  寄附講座（脊椎関節機能再建外科学分野）の設置内容変更について
    （５）  寄附講座（地域消化器・総合内科学分野）の設置について
    （６）  研究部長候補者選挙管理委員会委員の選出について
    （７）  共同研究の受入について
    （８）  その他
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
    （３）  研究部代議員会報告
    （４）  その他　
４　そ の 他

保健学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年１２月１５日（木）
２　議　　題
 　 （１）　研究部長候補者選挙管理委員会委員の選出について
　　（２）　医用検査学系（生体機能解析学分野）准教授の選考について
３　報告事項
 　 （１）　研究部代議員会報告

臨時保健学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年１２月２２日（木）
２　議　　題
 　 （１）　医用検査学系（生体機能解析学分野）教授の選考について
　　（２）　医用検査学系（生体機能解析学分野）准教授の選考について
３　報告事項
 　 （１）　その他

（大学院理工学研究部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月８日（木）
２　議　　題
　　（１）　理工学部門数理科学系数理情報分野教授の発議について  
　　（２）　外国人研究者の受入期間の変更について  
３　諸 報 告 
    （１）  教育・研究・教員分離に係る教員組織再編の骨子（案）について  



（先端酵素学研究所）
教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月２２日（木）
２　報　　告
　　（１）　各種委員会報告
　　（２）　各領域会議報告
　　（３）　教員配置に関する要望書について
　　（４）　共同利用・共同研究拠点事業経費の現状報告
　　（５）　１月研究所セミナーについて
　　（６）　その他

（病院）
病院運営会議
１　開 催 日　平成２８年１２月１５日（木）
２　議　　題
　（１）　規則の改正等について
　（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）　病院教授の称号付与について
　（５）　業務許可及び診療届について
　（６）　共同研究の受入について
　（７）　UpToDateの次年度契約に係る経費負担について
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）　平成２８年度稼働状況及び医事関係報告について
　（５）　平成２７年度に係る業務の実績に関する評価結果について
　（６）　品質管理室報告
　（７）　卒後臨床研修センター報告
　（８）　臨床試験管理センター報告
　（９）　患者支援センター報告
　（10）　医療支援センター報告
　（11）　キャリア形成支援センター報告
　（12）　徳島県地域医療支援センター報告
　（13）　クリニカルアナトミー教育・研究センター報告
　（14）　内視鏡下低侵襲手術トレーニングプログラム構築事業報告会の報告について
　（15）　各種委員会報告
　（16）　その他
　
病院教授会
１　開 催 日　平成２８年１２月１５日（木）
２　議　　題
　（１）　教員の発議及び選考について
　（２）　徳島大学AWA(OUR)サポートシステム女性研究者プロジェクト（上位職登用）に
ついて
３　報　　告
　（１）　教員の異動について
　（２）　その他


