
令和３年度９月 教授会報告 

◎学部 

(総合科学部) 

●第７１回社会総合科学科教授会議 

１ 開催日 令和３年９月９日（木） 

２ 第７０回決定事項の認否 

３ 議 題 

（1) 卒業判定（９月末）について 

（2) 学生の異動について 

（3) 非常勤講師の採用について 

（4) 科目等履修生の単位認定について 

（5) 特別聴講学生の単位認定について 

（6) 科目等履修生の在学期間延長について 

（7) 科目等履修生の入学について 

（8) 研究生の在学期間延長について 

（9) 令和４年度特別入試問題作成担当者数及び面接試験委員数（案）について 

（10) 令和３年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について 

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) 学生委員会 

（4) 国際交流委員会 

（5) 全学情報化推進委員会 

６ その他 

 

●第５８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９月３０日（木） 

２ 議 題 

（1) 学生の異動について 

（2) 非常勤講師の採用について 

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９月９日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和３年度非常勤講師の任用について 

（2) 令和３年度客員教授等の選考について 

（3) 令和３年度臨床教授等の選考について 

（4) 医学部研究生の期間延長について 

（5) 2020年度臨床実習後ＯＳＣＥ実施結果について 

（6) 指定学外実習・選択実習（2021年1月～）成績判定について 

（7) 指定学外実習（2022年1月～）について 

（8) 2021年度4年生2022年度5年生クリニカル・クラークシップ日程（案）について 

（9) 2021年1月～10月チューター担当数及び2020年12月PBLチュートリアル導入 

WSチューター担当募集数について 

（10) 科目別責任者について 

（11) 医学研究実習の配属先決定について 

（12) 医学科臨時定員増の延長について 

（13) 学生の異動について 

（14) 令和３年度康楽賞受賞候補者の推薦について 

（15) 南通大学との学術交流協定（大学間）について 

（16) プリンスオブソンクラ大学看護学部との学術交流協定（部局間）更新について 

（17) 共同研究の受入について 

（18) その他 

４ 諸 報 告 

（1) 教務委員会報告（９月３日開催） 

（2) 入学試験委員会報告（８月２日開催） 

（3) 医学科カリキュラム委員会報告（７月１２日開催） 

（4) 教育研究評議会報告（７月２０日開催） 

（5) 令和３年度定例・臨時各教授会（議）日程について 

（6) 病院報告について 

（7) 受託研究の受入について 

（8) 寄附金の受入について 

（9) その他 

５ そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 



●保健学科教授会議 

１ 開催日 令和３年９月１６日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和４年度徳島大学医学部保健学科３年次編入学試験の合否判定について 

（2) 令和４年度徳島大学医学部保健学科３年次編入学（第二次）学生募集要項（案） 

について 

（3) 令和３年度非常勤講師任用予定（追加）について  

（4) 令和３年度臨床教授等称号付与候補者の推薦について 

（5) 語学マイレージポイントの認定について 

（6) 学生異動について 

（7) 令和３年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について 

（8) 南通大学との学術交流協定（大学間）について 

（9) プリンスオブソンクラ大学看護学部との学術交流協定（部局間）更新について 

（10) 共同研究の受入について 

（11) その他 

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) 大学教育委員会報告 

（4) 教務委員会報告 

（5) 教育研究評議会報告 

（6) 令和３年度定例・臨時各教授会（議）日程について 

（7) その他 

 

(歯学部) 

●教授会 

１ 開催日 令和３年９月９日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和３年度歯学部非常勤講師の任用について 

（2) 学生の異動について 

（3) 令和３年度康楽賞受賞候補者（学生）の選考について 

（4) 令和３年度学部長表彰について 

（5) 共同研究の受入について 

（6) 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) 歯科大学長・歯学部長会議について 

（6) その他 

 



(薬学部) 

●教授会 

１ 開催日 令和３年 ９月 ９日（木） 

２ 議 題 

（1) 学生の異動について 

（2) 令和３年度長井賞、康楽賞受賞候補者の選考について 

（3) 外国語技能検定試験による単位認定について 

（4) 令和３年度４年制課程卒業者の薬剤師国家試験受験資格認定に係る単位認定について 

（5) 科目等履修生の在学期間延長について 

（6) 令和３年度研究室紹介日程について 

（7) 令和３年度「薬学英語１」講義予定について 

（8) BCP レベルに応じた授業形態について 

（9) 徳島大学薬学部学校推薦型選抜Ⅱ実施小委員会規則（案）について 

（10) 康楽賞受賞候補者（教員）の推薦について 

（11) 共同研究の受入について 

３ 報告事項 

（1) 教員の人事について 

（2) 令和４年度第３年次学生の研究室配属人数について 

（3) 令和３年度未配属学生の扱いについて 

（4) SIH 道場担当教員の変更について 

（5) 令和４年度入学試験日程について 

（6) 令和３年度教育プログラムの点検・評価について 

（7) ２０２１年度 OSCEについて 

（8) 薬学部１００周年記念事業準備委員会に関する申合せについて 

（9) 受託研究の受入について 

（10) 寄附金の受入について 

（11) 寄附物品の受入について 

（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９月２１日（火） 

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９月９日（木） 

２ 議 題  

（1) 令和 3年 9月 30日付け卒業認定について 

（2) 研究生の入学について 

（3) 研究生の在学期間延長について 

（4) 科目等履修生の入学について 

（5) 科目等履修生の在学期間延長について 

（6) 科目等履修生の単位授与について 

（7) 令和 3年度非常勤講師の任用について 

（8) 学生の不祥事について 

（9) 学生異動について 

（10) 令和 3年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について 

（11) 徳島大学とベトナム国立農業大学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 

（12) 徳島大学とキングモンクット工科大学トンブリ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 

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 開催日 令和３年９月９日（木)  

２ 議 題 

（1) 令和４年度徳島大学生物資源産業学部第２年次編入学試験の合否判定について 

（2) 卒業判定について 

（3) とくしま創成人材教育プログラムにおける特別聴講学生の受入れについて 

（4) 生物資源産業学部における語学マイレージ・プログラムの取扱いについての 

一部改正について 

（5) 生物資源産業学部における語学マイレージ・プログラムの取扱いの特例に関する 

申合せの制定について 

（6) 語学マイレージ・プログラムにおける生物資源産業学部が実施するプログラムについて 

（7) 学生の懲戒処分案について 

（8) 学生異動について 

（9) 令和３年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について 

（10) ベトナム国立農業大学との大学間協定の更新について 

（11) 共同研究の受入れについて 

 

 

 



３ 諸報告 

（1) 徳島大学国際教育研究院（仮称）の設置について 

（2) 国立大学法人徳島大学におけるコンプライアンス教育・啓発活動の実施計画の 

策定について 

（3) 教育研究評議会報告について 

（4) 受託研究の受入れについて 

 

(病院) 

●病院運営会議 

１ 開催日 令和３年９月１６日（木） 

２ 議 題 

（1) 規則の制定等について 

（2) 病院教授の称号付与について 

（3) 診療科長等の交代について 

（4) 各種委員会委員の選出について 

（5) 診療支援医師について 

（6) 診療許可について 

（7) 業務許可について 

（8) 令和３年度康楽賞の受賞候補者（教員の部）の選考について 

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) 寄附金の受入について 

（3) 受託研究の受入について 

（4) 受託事業の受入について 

（5) 令和３年度７，８月分稼働状況について 

（6) 第３期中期目標期間（４年目終了時）の業務の実績に関する評価結果について 

（7) 第４期中期目標・中期計画（素案）等について 

（8) ＩＳＯ9001第６回更新審査後第１回サーベイランスの審査スケジュールについて 

（9) 医事統計関係について 

（10) 病院情報センター報告 

（11) 総合臨床研究センター報告 

（12) 患者支援センター報告 

（13) 卒後臨床研修センター報告 

（14) 医療支援センター報告 

（15) キャリア形成支援センター報告 

（16) 徳島県地域医療支援センター報告 

（17) クリニカルアナトミー教育・研究センター報告 

（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９月１６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 報告事項 

（1) 教員の異動について 

 

◎大学日誌９月 

９月 ６日（月） 病院執行部会議 

  １５日（水） 予算・経営戦略委員会 

１６日（木） 病院運営会議・病院教授会 

１７日（金） 全国国立大学病院事務部長会議 第３回総務委員会（Web開催） 

  ２１日（火） 病院執行部会議 

  ３０日（木） 第 75回全国国立大学病院事務部長会議（Web 開催） 

 

◎大学院 

(創成科学研究科) 

●第１７回大学院創成科学研究科地域創成専攻教授会 

●第１７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９月９日（木）  

２ 第１６回決定事項の認否   

３ 議 題 

（1) 令和４年度地域創成専攻Ⅰ期入試合否判定について  

（2) 令和４年度臨床心理学専攻Ⅰ期入試合否判定について 

（3) 科目等履修生（地域創成専攻）の単位認定について  

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) 学生委員会 

６ その他 

 

●理工学専攻 

１ 開催日 令和３年９月９日（木） 

２ 議 題  

（1) 令和 3年度及び令和 4年度理工学専攻修士課程入学試験の合否判定について 

（2) 令和 4 年度理工学専攻修士課程学生募集要項（英語による大学院理工学教育プログラム） 

（案）について 



（3) 科目等履修生の単位授与について 

（4) 学生の留学について 

（5) 学生の長期履修について  

（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 

（8) 令和 3年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について 

（9) 入学料未納による除籍処分について 

３ 諸報告 

（1) 創成科学専攻の設置認可について 

 

●生物資源学専攻 

１ 開催日 令和３年９月９日（木) 

２ 議 題 

（1) 令和４年度大学院創成科学研究科生物資源学専攻修士課程一般入試の合否判定について 

（2) ２０２２年度徳島大学大学院創成科学研究科生物資源学専攻修士課程留学生用 

募集要項について 

（3) 徳島大学大学院創成科学研究科生物資源学専攻優秀学生賞要項及び徳島大学大学院 

創成科学研究科生物資源学専攻優秀学生賞に関する申合せの制定について 

（4) 学生異動について 

（5) 令和３年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について 

３ 諸報告 

（1) 大学院創成科学研究科創成科学専攻博士後期課程の設置について 

（2) 令和３年度教授会等予定の変更について 

 

◎教育部 

(総合科学教育部) 

●第５回大学院総合科学教育部教授会議 

１ 日 時 令和３年９月９日（木） 
２ 第４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９月修了予定者の課程修了の認定について 

（2) 学生の異動について 

（3) 長期履修期間短縮申請について 

（4) 令和３年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について 

（5) 徳島大学大学院における特に学業等の成績が優秀な学生に対する 

授業料免除候補者の選考について 

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) 

●（臨時）教授会 

１ 開催日 令和３年９月９日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和３（2021）年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程(秋季第2次)入学試験の 

合否判定について 

（2) 令和４（2022）年度徳島大学大学院医学研究科修士課程(第1次)入学試験の 

合否判定について 

（3) 令和４（2022）年度徳島大学大学院医学研究科博士課程(第1次)入学試験の 

合否判定について 

（4) 徳島大学大学院医科学教育部規則の一部改正について 

（5) 学生の異動について 

（6) 令和３年度康楽賞受賞候補者の推薦について 

（7) 期間短縮修了者の学業優秀に関わる審査について 

（8) 論文審査 

３ 諸報告 

（1) 定員充足率について 

４ その他 

 

●教授会 

１ 開催日 令和３年９月３０日（木） 

２ 議 題 

（1) 非常勤講師の選考について  

（2) 令和4(2022)年度徳島大学大学院医学研究科修士課程（第2次）学生募集 

（3) 要項（案）について  

（4) 令和4(2022)年度徳島大学大学院医学研究科博士課程（第2次）学生募集 

（5) 要項（案）について 

（6) 令和4(2022)年度徳島大学大学院医学研究科博士課程MD-PhDコース 

（第2次）学生募集要項（案）について 

（7) 学生の異動について  

（8) 徳島大学大学院における特に学業等の成績が優秀な学生に対する授業料免除の 

選考について 

（9) 論文審査 

３ 諸報告 

（1) 英語プログラム科目について 

（2) JST次世代研究者挑戦的研究プログラムについて 

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９月９日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和４年度徳島大学大学院口腔科学研究科口腔科学専攻（博士課程） 

第１次入学試験の合否判定について 

（2) 令和４年度徳島大学大学院口腔科学研究科口腔保健学専攻（博士前期課程） 

第１次入学試験の合否判定について 

（3) 令和４年度徳島大学大学院口腔科学研究科口腔保健学専攻（博士後期課程） 

第１次入学試験の合否判定について 

（4) 大学院生（博士課程）の第二次学位審査について 

（5) 大学院における特に学業等の成績が優秀な学生の授業料免除候補者の推薦について 

（6) 一般学生から社会人学生への変更について 

（7) 私費外国人留学生スカラーシップ助成金支給候補者について 

（8) 「生命科学に関する英語による発表と議論」の共通カリキュラム科目への追加について 

（9) 学生異動について 

（10) 令和３年度康楽賞受賞候補者（学生）の選考について 

（11) その他 

３ 報告事項 

（1) 各委員会報告について 

（2) 学位審査書類の提出期限について 

（3) 細井和雄留学生奨励賞の選考結果について 

（4) その他 

 

(薬科学教育部) 

●教授会 

１ 開催日 令和３年 ９月 ９日（木） 

２ 議  題 

（1) 大学院薬科学教育部博士論文の第２次審査について 

（2) 令和４年度大学院薬学研究科博士・博士後期課程（第１次）入学試験合否判定について 

（3) 令和４年度大学院薬学研究科博士前期課程一般選抜（第１次）入学試験合否判定について 

（4) 学生の異動について 

（5) 令和３年度徳島大学大学院における特に学業等の成績が優秀な学生に対する 

授業料免除の候補者選考について 

（6) 令和３年度康楽賞受賞候補者の選考について 

（7) 令和２年度学生生活実態調査（第８回大学院生生活実態調査）のフィードバック（案） 

について 

（8) 徳島大学大学院薬科学教育部と大鵬薬品工業株式会社との間の学術研究上の交流に 

関する協定書における覚書（案）について 

（9) 一般学生から社会人学生への変更について 

 



(栄養生命科学教育部) 

●教授会 

１ 開催日 令和３年９月２日（木）  

２ 議 題 

（1) 令和３(2021)年度大学院栄養生命科学教育部（博士後期課程） 

秋季入学学生募集入学試験合否判定について 

（2) 令和４(2022)年度大学院医科栄養学研究科（博士前期課程） 

第１次学生募集入学試験合否判定について    

（3) 令和４(2022)年度大学院医科栄養学研究科（博士後期課程） 

第１次学生募集入学試験合否判定について 

（4) 学生の異動について 

（5) 学位審査（博士後期課程） 

３ 諸報告 

（1) 宇宙航空科学技術推進事業の採択について 

４ その他 

 

●教授会 

１ 開催日 令和３年９月３０日（木）  

２ 議 題 

（1) 令和４年度医科栄養学研究科（博士前期課程）第２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【日本語版・英語版】 

（2) 令和４年度医科栄養学研究科（博士後期課程）第２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【日本語版・英語版】 

（3) 令和４年度医科栄養学研究科（博士後期課程）第２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 

（4) 令和３年度（第２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 

（5) 学生の異動について 

（6) 徳島大学大学院における特に学業等の成績が優秀な学生に対する授業料免除の 

候補者推薦について 

（7) 令和３年度康楽賞受賞候補者の推薦について 

３ 諸報告 

（1) 2022年度大使館推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の受入内諾について 

４ その他 

 

(保健科学教育部) 

●教授会 

１ 開催日 令和３年９月１６日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和３年度保健科学教育部（博士後期課程）博士論文学位予備審査（第一次審査） 

について 

 



●教授会 

１ 開催日 令和３年９月１６日（木） 

２ 議 題 

（1) 令和４年度保健科学研究科（博士前期課程）入学試験合否判定について 

（2) 令和４年度保健科学研究科（博士後期課程）入学試験合否判定について 

（3) 学生異動について 

（4) 令和３年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について 

（5) 令和４年度４月入学徳島大学大学院保健科学研究科博士後期課程学生募集要項 

（国際連携大学院共同学位プログラム）の修正について 

（6) 令和３年度保健科学教育部における特に学業等の成績が優秀な学生に対する 

授業料免除候補者の選考について 

（7) プリンスオブソンクラ大学看護学部との学術交流協定（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) 学生意見箱について 

（3) その他 

 

(先端技術科学教育部) 

●教授会 

１ 開催日 令和３年９月８日（水） 

２ 議 題 

（1) 令和３年度１０月入学徳島大学大学院先端技術科学教育部博士後期課程入学試験の 

合否判定について 

 

●教育部代議員会 

１ 開催日 令和３年９月２１日（火） 

２ 議 題  

（1) 令和３年度博士前期課程修了判定について  

（2) 令和３年度博士後期課程修了判定について 

（3) 博士後期課程研究指導教員の選考について 

（4) 学位論文の徳島大学機関リポジトリによる公表保留について 

（5) 科目等履修生の単位授与について 

（6) 四国防災・危機管理プログラムの修了について 

（7) 学生の留学について 

（8) 学生異動について 

（9) 令和３年度国際交流研究奨励賞受賞候補者について 

（10) 令和３年度康楽賞受賞候補者（学生の部）の推薦について 

（11) その他 

２．諸報告 

（1) 徳島大学大学院先端技術科学教育部と同済大学研究生院との共同学位プログラムに関す

る協定書等の更新見送りについて 

（2) 令和３年度博士後期課程（１０月入学）入学試験の合否判定について 



（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９月９日（木） 

２ 議 題 

（1) 社会基盤デザイン系構造・材料分野講師の選考について 

（2) 数理科学系数理情報分野講師の選考について 

（3) 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）の 

推薦について 

（4) 令和 3年度康楽賞受賞候補者（教員の部）の推薦について 

 

●研究部教授会 

１ 開催日 令和３年９月１６日（木） 

２ 議 題 

（1) 理工学域社会基盤デザイン系構造・材料分野講師の選考について 

（2) 理工学域数理科学系数理情報分野講師の選考について 

（3) 生物資源産業学域応用生命系生体分子機能学分野講師の選考について 

（4) 生物資源産業学域生物生産系生物資源生産科学分野講師の選考について 

（5) 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）の 

推薦について 

（6) 社会総合科学域人間科学系心理学分野（発達心理学）教授の選考委員会の解散について 

（7) 生物資源産業学域外国人研究者の受入について 

２．諸報告  

（1) 令和3年度康楽賞受賞候補者（教員の部）の推薦について 

 

(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９月１７日（金） 

２ 議 題 

（1) 教授の選考について  

（2) 教授配置協議書（案）等について  

（3) 教授選考委員会委員の選出について 

（4) 特任教授配置協議書（案）について 

（5) 教員の選考について 

（6) 特任教員の選考について 

（7) 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 

（8) 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 

（9) 令和３年度（２０２１年度）非常勤講師の追加選考について 

（10) 令和３年度（２０２１年度）客員教授等の追加選考について 



（11) 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) 教員の再任審査について 

（4) 外国人研究者の受入について 

（5) 外国人研究者の受入内容変更について 

（6) 令和３年度医歯薬学研究部公開シンポジウムについて 

（7) 令和３年度医歯薬学研究部市民公開講座について 

（8) 大学拠点新型コロナウイルスワクチン接種副反応報告について 

（9) その他 

 

◎研究所 

(先端酵素学研究所) 

●教授会（WEB） 

１ 開催日 令和３年９月１６日（木） 

２ 議 題  

（1) 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）の 

募集について 

（2) 共同研究の受入について 

（3) 利用申請について 

（4) 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) 利用申請（所内）について 

（6) その他 
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