
（総合科学部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年４月９日（木）
２　第４１０回決定事項の認否
３　議　　題           
    （１）　学生の異動について　　　　　　　　　　　　　
    （２）　研究生の退学について　　　　　　　　　　　　
    （３）　カリキュラムマップについて　　　　　　　　　
    （４）　育達科技大学人文社會學院との部局間学術交流協定の締結について
    （５）　レイリア工科学院との部局間学術交流協定の締結について
３　報 　告
    （１）　学部長報告　　 　　　                             
    （２）　教育研究評議会報告
４　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）　就職委員会　　　　　　　　　　　　
    （７）　国際交流委員会 　　　　　　　　　　　　
    （８）　動物実験委員会 　　　　　　　　　
    （９）　附属図書館運営委員会 　　　　　
５　そ の 他
　　　

（医学部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年４月９日（木）
２　議　　題
  　（１）  医学部規則の一部改正について
　  （２）  学部別・学科別学位授与の方針案の策定について
３　諸 報 告
 　 （１）  学部長報告
    （２）  各種委員会報告
    （３）  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２７年４月９日（木）
２　議　　題
 　 （１）  平成２７年度非常勤講師の選考について
　　（２）  平成２７年度臨床教授等の選考について
　  （３）  平成２７年度学生の留学について
　  （４）  医学科卒業判定方法の改訂案について
　　（５）  臨床実習ｸﾘﾆｶﾙｸﾗｰｸｼｯﾌﾟの履修態度にかかる評価基準について
　　（６）  平成２７年度６年生OSCE担当について
　  （７）  ガラスバッジ再交付の承認について
　  （８）  学生の異動について
３　諸 報 告
  　（１）  第109回医師国家試験の結果について
　  （２）  教務委員会報告
 　 （３）  平成27年度医学部入学試験合格者・入学者状況について
　  （４）  入試委員会報告
 　 （５）  病院報告



  　（６）  その他
４　そ の 他

（保健学科）
教授会議
１　開 催 日　平成２７年４月１６日（木）
２　議　　題
 　 （１）　学生異動について
　　（２）　平成２７年度非常勤講師の任用予定（案）（追加）について
　　（３）　平成２７年度臨床教授等称号付与候補者の推薦（案）について
　　（４）　学位別学位授与方針の策定について
　　（５）　教室系補助職員の負担割合について
３　報告事項
 　 （１）　学生の対応（案）について
　　（２）　教務委員会報告
 　 （３）　入試委員会報告
 　 （４）　寄附金の受入れについて
　　（５）　平成２７年度保健学科緊急連絡網について
　　（６）　大学教育委員会報告
　　　

（歯学部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年４月９日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２７年度学部内予算配分について
　　（２）　外国人受託研修員の受入について
　　（３）　個別学力試験の理科(生物)について
　　（４）　その他
３　報告事項
　　（１）　病院運営会議について
　　（２）　各委員会報告について
　　（３）　その他
　
臨時教授会
１　開 催 日　平成２７年４月２３日（木）
２　議　　題　
　　（１）　インドネシア・ムハマディア大学との大学間学術交流協定について
　　（２）　その他
３　報告事項
　　（１）　その他
　

 

（薬学部）
教授会



１　開 催 日　平成２７年　４月　９日（木）
２　議　　題
    （１）　薬学部ディプロマポリシー（案）について
　　（２）　平成２７年度学部担当非常勤講師の追加任用（案）について
　　（３）　平成２７年度臨床教授等の選考（案）について
３　報告事項
　　（１）　学生の異動について
　　（２）　学部長報告
　　（３）　評議員報告
　　（４）　海外旅費支援について
　　（５）　平成２７年度大学院薬科学教育部（９月修了）論文審査日程について
　　（６）　実務実習における教員の学外医療施設への訪問指導について
　　（７）　寄附金の受入について
　　（８）　薬学部交誼会の平成２６年度決算及び平成２７年度予算（案）について
　　（９）　第１００回薬剤師国家試験大学別合格状況について
　　（10）　その他

（工学部）
１　開 催 日　平成２７年 ４月 ９日（木）
２　議　　題
　　（１）　学位授与の方針の策定について
　　（２）　平成２７年度非常勤講師の任用について
　　（３）　学生異動について
３　諸 報 告
    （１）　寄附金の受入について
　　（２）　平成２７年度工学部入学試験実施状況について
　　（３）　除籍について
　　（４）　平成２７年度の役員体制等について

（大学院総合科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年４月９日（木）
２　第７２回決定事項の認否
３　議　　題
    （１）  学生の異動について　　　　　　　　　
    （２）  ＴＡ・ＲＡの採用について　　　　　　
４　報　　告
    （１）  教育部長報告 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 
    （２）　教務・入試委員会

（大学院医科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年４月２３日（木）　
２　議　　題 
    （１）　大学院担当（研究指導・授業）について
 　 （２）  平成27年度非常勤講師の選考について 　 　 　　　　　　　　
    （３）  客員教授の選考について　　  　　　　　 　　　　　　　　　
    （４）  平成27年度徳島大学大学院医科学教育部修士課程（秋季入学）学生募集要項
（案）について　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
    （５）  平成27年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程（秋季入学）学生募集要項
（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
    （６）  平成28年度徳島大学大学院医科学教育部修士課程（第1次）学生募集要項（



案）について
    （７）  平成28年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程（第1次）学生募集要項（
案）について
    （８）  平成28年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程M.D.-Ph.D.コース学生募集
要項（案）について 　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　
　  （９）  学生の異動について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
    （10）  特別研究学生の受入れについて　　 　  　　　            　
    （11）　再入学について
　　（12）  論文審査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　（13）  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２７年４月９日（木）
２　議　　題
　　（１）　徳島大学大学院口腔科学教育部学位審査に関する申合せの一部改正について
　　（２）　その他
３　報告事項
　　（１）　各委員会報告について
　　（２）　その他
　

（大学院薬科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年　４月　９日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度大学院薬科学教育部入学試験日程（案）について

（大学院栄養生命科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年４月２３日（木）
２　議　　題
 　 （１）  平成２７・２８年度栄養生命科学教育部入学試験日程表（案）について
　  （２）  平成２７年度栄養生命科学教育部学位取得に関するスケジュール表（案）に
ついて
  　（３）  学生の留学について
　　（４）　一般学生から社会人学生への変更について
　　（５）　学生の長期履修について
　　（６）　国立大学法人徳島大学と公益財団法人東京都医学総合研究所との教育研究に
係わる連携・協力に関する協定書（案）等について
２　諸 報 告
 　 （１）  平成２７年度栄養生命科学教育部学生名簿について
３　そ の 他 

（大学院保健科学教育部）



教授会
１　開 催 日　平成２７年４月１６日（木）
２　議　　題
 　 （１）　学生異動について
　　（２）　平成２７年度大学院非常勤講師の任用予定（案）（追加）について
　　（３）　平成２７年度学内他教育部教員等への授業担当依頼について
　　（４）　研究生の入学について
３　報告事項
 　 （１）　平成２８年度保健科学教育部入試日程について
　　（２）　平成２５・２６年度入学博士後期課程「研究計画書」及び「研究指導実績報
告書」について

（大学院先端技術科学教育部）
１　開 催 日　平成２７年 ４月 ９日（木） 
２　議　　題
　　（１）　平成２７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）　平成２７年度１０月入学博士前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
　　（３）　平成２７年度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

３　諸 報 告
　　（１）　除籍について

（大学院医歯薬学研究部）
医学系教授会議
１　開 催 日　平成２７年４月９日（木）　　　
２　議　　題
 　 （１）　教員の選考について
　　（２）  外国人研究者の受入について
    （３）  特別研究員の受入について
    （４）  共同研究の受入について
    （５）  寄附金の受入について
    （６）  寄附物品の受入について
３　諸 報 告
 　 （１）  教員の異動について
    （２）  受託研究の受入について
    （３）  その他　
４　そ の 他
 　
歯学系教授会議
１　開 催 日　平成２７年４月９日（木）
２　議　　題
　　（１）　教員(助教)の選考について
　　（２）　教員(助教)の復職について
　　（３）　名誉教授の推薦について
　　（４）　その他
　
薬学部系教授会議
１　開 催 日　平成２７年　４月　９日（木）
２　議　　題
　　（１）　教員の人事について



　　
保健学系教授会議
１　開 催 日　平成２７年４月１６日（木）
２　議　　題
 　 （１）　名誉教授の推薦（案）について
　　（２）　教授選考方法及び教員選考基準等の見直しについて
３　報　　告
 　 （１）　受託研究の受入れについて
　　　

（大学院ソシオテクノサイエンス研究部）
１　開 催 日　平成２７年 ４月 ９日（木） 
２　議　　題
　　（１）　先進物質材料部門機能性材料大講座准教授の採用について
　　（２）　ライフシステム部門物質機能化学大講座講師の採用について
　　（３）　外国人研究者の受入について

（疾患酵素学研究センター）
教授会
１　開 催 日　平成２７年４月２２日（水）
２　議　　題
　　（１）　共同利用者申込みについて
　　（２）　教員の配置協議について
　　（３）　共同研究課題に追加公募について　　
　　（４）　研究資料等の保存の関するガイドライン（案）について
　　（５）　研究業績選定基準の確認・見直し等について
　　（６）　センター共同利用機器に係る情報発信について
　　（７）　センター事業計画の実施予定について
　　（８）　拠点期末評価並びに次期確定申請について
　　（９）　その他
３　報告事項
　　（１）　センター長報告
　　（２）　各種委員会報告
　　（３）　受託研究の受入れについて
　　（４）　各種委員会担当委員について
　　（５）　センター緊急連絡網について
　　（６）　その他

（疾患プロテオゲノム研究センター）
教授会
１　開 催 日　平成２７年４月１６日（木）
２　議　　題
　　（１）　センター利用申請について
　　（２）　共同機器利用料金の見直しについて
　　（３）　その他
３　報告事項
　　（１）　センター長報告
　　（２）　各種委員会報告
　　（３）　受託研究の受入れについて
　　（４）　次世代シーケンス解析収支報告
　　（５）　共通経費収支報告書について
　　（６）　その他



（病院）
病院教授会
１　開 催 日　平成２７年　４月１６日（木）
２　議　　題
　（１）　教員の選考について
　（２）　その他
３　報告事項
　（１）　教員の異動等について
　（２）　その他


