
（総合科学部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１０月１日（木）
２　第４１６回決定事項の認否
３　議　　題           
　　（１）　徳島大学総合科学部評議員選考規則の一部改正（案）について
　　（２）　学生の異動について　　　　　　　　　　　　　
　　（３）　平成２７年度非常勤講師の採用について　　　　
　　（４）　ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーについて
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）　全学共通教育センター運営委員会
　　（５）　大学教育委員会　　　　　　　　　　　　　
　　（６）　教職教育専門委員会　　　　　　　　　　　　
　　（７）　ＦＤ委員会
　　（８）　就職委員会
６　そ の 他

（医学科及び栄養学科）
教授会議　
１　開 催 日　平成２７年１０月　８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２５年度，２６年度医学科授業成績の修正について
　　（４）　外国語技能検定試験による単位認定について
　　（５）　放送大学における修得単位の認定について
　　（６）　学部･学科別･学位別の学位授与方針
           （ディプロマ・ポリシー）の見直し（案）について
　　（７）　徳島大学単位認定試験における学生の不正行為防止に
            関する基本方針（案）に対する意見について
　　（８）　ＣＢＴモニター委員派遣担当分野（案）について
　　（９）　学生証のセキュリティ設定について
　　（10）　平成２８年度医学研究実習ポスター発表会の開催日程変更について
　　（11）　平成２８年度大学入試センター試験を課す
            推薦入試学生募集要項（案）について
　　（12）　平成２８年度一般入試(前期日程･後期日程)学生募集要項（案）について
　　（13）　医学教育分野別認証評価受審について
　　（14）　新カリキュラム（臨床医学）シミュレーション（案）について
　　（15）　学生の異動について
　　（16）　その他
３　諸 報 告
　　（１）　教育研究評議会報告
　　（２）　学長選考会議報告
　　（３）　教務委員会報告
　　（４）　入試委員会報告
　　（５）　病院報告
　　（６）　動物実験委員会報告
　　（７）　その他
４　そ の 他
　
（保健学科）



教授会議
１　開 催 日　平成２７年１０月１５日（木）
２　議　　題
　　（１）　学生異動について
　　（２）　外国語技能検定試験による単位認定について
　　（３）　学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）の見直し（案）について
　　（４）　平成２８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
　  （５）　平成２８年度徳島大学医学部保健学科３年次
            編入学（第２次）学生募集要項（案）について
　  （６）　その他
３　報告事項
　　（１）　教育研究評議会報告
　　（２）　学長選考会議報告
　　（３）　教務委員会報告
　　（４）　入試委員会報告
　　（５）　寄附金の受入れについて
　　（６）　情報化推進委員会報告
　　（７）　その他

（歯学部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１０月　８日（木）

 ２　議 　題
　　（１）　第３期中期目標期間に向けた組織及び業務全般の見直し（案）について
　　（２）　学生異動について
　　（３）　平成２７年度非常勤講師の任用について　
　　（４）　平成２７年度２年次編入生に係る
            全学共通教育科目の単位予備認定（案）について
　　（５）　ＣＢＴの評価方法について
　　（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JASSO海外留学支援制度
            (協定受入・協定派遣)への応募について
　　（６）　インセンティブ経費の配分について
　　（７）　特別研究員の受入期間の変更について
　　（８）　その他

（薬学部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１０月　８日（木）
２　議　　題
　　（１）　学生の異動について
　　（２）　平成２７年度第３年次学生の研究配属について
　　（３）　学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）の見直し及び
            教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の
            策定・見直しについて
　　（４）　卒業（修了）生、雇用主、在学生（高学年）アンケート調査の
            報告書について
　　（５）　各種委員会委員の選出について
　　（６）　共同研究の受入について
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）　学務委員長報告
　　（５）　教務委員長報告
　　（６）　グローバル化教育検討専門委員会の答申案について
　　（７）　平成２７年度学事関係予定表について
　　（８）　その他

（工学部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１０月８日（木）
２　議　　題　　　　
    （１）　平成２８年度編入学（第２次）入学者選抜方法（案）について
　　（２）　平成２８年度編入学（第２次）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）　平成２７年度第２回大学院博士後期課程予算
           （博士兼担分相当額及び学生当積算校費相当額）の配分（案）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）  常三島祭における構内通行規制について
    （４）  新学部における教授会相当の審議機関の設置について
    （５）  理工学部，生物資源産業学部及び理工生物資源研究部の
            設置に伴う学部長等の選考について

（大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１０月１日（木）
２　教員紹介
３　第８２回決定事項の認否　承認
４　議　　題
    （１）　教員の定員・現員表の確認について
　　（２）　教員選考の発議について
    （３）　教員選考人事日程（案）について
５　報　　告
    （１）　研究部長報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （２）　研究推進室会議

（大学院総合科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１０月１日（木）
２　第７７回決定事項の認否　承認
３　議　　題
    （１）　総合科学教育部長について
    （２）　学生の異動について
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１０月２２日（木）
２　議　　題



３　諸 報 告
　　（１）　平成27年度非常勤講師の選考について
　　（２）　学生の異動について
　　（３）　特別研究学生の受入れについて
　　（４）　平成27年度修士課程学位取得に係るスケジュール（案）について
　　（５）　論文審査
　　（６）　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
　　（７）　徳島大学機関リポジトリについて
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１０月　８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）　学生異動について
　　（３）　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１０月　８日（木）
２　議　　題
　　（１）　薬科学教育部博士論文（論文博士）の受理について
　　（２）　薬科学教育部博士論文（論文博士）の第１次審査について
　　（３）　薬科学教育部博士論文（論文博士）の審査委員の選出について
　　（４）　学生の短期留学について
　　（５）　平成２７年度リサーチ・アシスタントの採用（案）について
　　（６）　平成２７年度ティーチング・アシスタントの採用（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１０月２２日（木）
２　議　　題
　　（１）　大学院博士課程の入学資格について
３　諸 報 告
　　（１）　学位審査日程について
　　（２）　徳島大学博士論文等のインターネットの利用による公表について
４　そ の 他

（大学院保健科学教育部）
博士後期課程教授会議
１　開 催 日　平成２７年１０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
　　（３）　その他
３　報告事項
　　（１）　その他　



教授会
１　開 催 日　平成２７年１０月１５日（木）
２　議　　題
　　（１）　その他
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
　　（２）　平成２６・２７年度入学博士後期課程学生の研究計画書について
　　（３）　その他

（大学院先端技術科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１０月８日（木）
２　議　　題　
　　（１）　平成２８年度博士前期課程（第２次）入学者選抜方法（案）について
　　（２）　平成２８年度博士前期課程第２次学生募集要項（案）について
　　（３）　平成２８年度博士後期課程（第２次）入学者選抜方法（案）について
　　（４）　平成２８年度博士後期課程第２次学生募集要項（案）について
　　（５）　平成２８年度博士前期課程入学者選抜方法
           （学部３年次学生を対象とする特別入試）（案）について
　　（６）　平成２８年度博士前期課程学生募集要項
           （学部３年次学生を対象とする特別入試）（案）について
　　（７）　平成２８年度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
　　（８）　平成２８年度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
　　（９）　学生の研究指導委託について
　　 (10)   徳島大学大学院先端技術科学教育部と
            山形大学大学院理工学研究科との間における
            特別研究学生交流に関する協定書（案）について
     (11)   徳島大学大学院先端技術科学教育部と
            神戸大学大学院工学研究科との間における
            特別研究学生交流に関する協定書（案）について
     (12)   徳島大学大学院先端技術科学教育部と
            山口大学大学院連合獣医学研究科との間における
            特別研究学生交流に関する協定書（案）について
     (13)   特別研究学生の入学について
     (14)   平成２７年度非常勤講師の任用について

（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１０月　８日（木）
２　議　　題
　　（１）　大学院医歯薬学研究部規則の一部改正（案）について
　　（２）　教員の選考について
　　（３）　特任教員の選考について
　　（４）　寄附金の受入について
　　（５）　寄附物品の受入について
　　（６）　共同研究の受入について
　　（７）　その他
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）　特別研究員の受入期間の変更について
　　（４）その他
４　そ の 他



薬学系教授会議
１　開 催 日　平成２７年１０月　８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１０月１５日（木）
２　議　　題
　　（１）　看護学系（助産学分野）助教選考の発議について
　　（２）　共同研究の受入れについて
　　（３）　その他
３　報告事項
　　（１）　その他

（大学院ソシオテクノサイエンス研究部）
教授会
１　開 催 日　平成２７年１０月８日（木）
２　議　　題　　
　　（１）　先進物質材料部門機能性材料大講座助教の採用について
　　（２）　情報ソリューション部門知識情報処理大講座教授の採用について
　　（３）　エネルギーシステム部門エネルギー変換工学大講座准教授の採用について

（疾患酵素学研究センター）
臨時教授会
１　開 催 日　平成２７年１０月１５日（木）
２　議　　題
　　（１）　教員の配置について
　　（２）　その他

教授会
１　開 催 日　平成２７年１０月２６日（月）
２　議　　題
　　（１）　教員選考について
　　（２）　共同研究の受入れについて
　　（３）　センター共同利用者申込みについて
　　（４）　学長裁量ポストについて
　　（５）　拠点シンポジウムについて
　　（６）　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）　寄附金の受入れについて
　　（４）　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１０月２０日（火）
２　報告事項
　　（１）　センター長報告
　　（２）　各種委員会報告
　　（３）　次世代シーケンス解析収支報告
　　（４）　共通経費収支報告
　　（５）　その他



（病院）
病院運営会議
１　開 催 日　平成２７年１０月１５日（木）
２　議　　題
　（１）　各種委員会委員の選出について
　（２）　病院品質管理室各部門委員の選出について
　（３）　診療許可について
　（４）　業務許可について
　（５）　共同研究の受入について
３　報告事項
　（１）　特定共同指導の結果について
　（２）　医療事故調査制度について
　（３）　医員，研修医，診療支援医師等の退職及び採用について
　（４）　平成２７年度執行部の変更について
　（５）　剖検率について
　（６）　受託研究について
　（７）　受託事業について
　（８）　寄付金について
　（９）　平成２７年度稼働状況，医事関係報告について
　（10）　平成２７年度前期たな卸について
　（11）　品質管理室報告
　（12）　臨床試験管理センター報告
　（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）　クリニカルアナトミー教育・研究センター報告
　（19）　平成２７年度患者移送用自動車（ドクターズカー）
          利用件数（上半期）について
　（20）　各種委員会報告
　（21）　その他


