
（総合科学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年３月４日（金）
２　第４２１回決定事項の認否
３　議　　題
  　（１）  総合科学部改組等に伴う関係規則等の整備について
    （２）  平成２７年度卒業判定について
    （３）  学生の異動について
    （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）  平成２８年度研究生の入学について
    （７）  平成２８年度研究生の在学期間延長について
    （８）  平成２８年度科目等履修生の入学について
    （９）  平成２８年度科目等履修生の在学期間延長について
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）　全学共通教育センター運営委員会
    （６）　大学教育委員会
    （７）　ＦＤ委員会
    （８）　就職委員会
    （９）　国際交流委員会
    （10）　駐車場委員会
６　その他報告

教授会
１　開 催 日　平成２８年３月１８日（金）
２　第４２２回決定事項の認否
３　議　　題
  　（１）  総合科学部改組等に伴う関係規則等の整備について
 　 （２）  平成２８年度予算配分（案）について
    （３）  学生の異動について
    （４）  平成２７年度卒業判定について
    （５）  平成２７年度進級判定について
    （６）  １年次学生のコース配属について
    （７）  転学科について
    （８）  教育実習受講資格の確認について
    （９）  外国語技能検定による単位認定について
    （10）  平成２８年度非常勤講師の採用について
    （11）  学生の除籍について
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）　入試委員会
    （４）　学生委員会
　　（５）　全学共通教育センター運営委員会
    （６）　教職教育専門委員会
    （７）　国際センター運営委員会
    （８）　研究倫理審査委員会
    （９）　施設委員会
    （10）　附属図書館運営委員会



５　その他報告
 

（医学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年３月１０日（木）
２　議　　題
　　（１）　教育研究評議会評議員の選出について
　　（２）　徳島大学医学部規則の一部改正（案）について
　　（３）　徳島大学医学部における進級要件に関する細則の一部改正(案)について
　　（４）　徳島大学医学部教員養成推進委員会規則の制定（案）について
　　（５）　徳島大学医学部カリキュラム委員会規則の制定（案）について
　　（６）　徳島大学医学部における国際規制物資（核燃料物質）の計量管理規則の一部
改正(案)について
　　（７）　教員組織及び事務組織の見直し等に係る関係規則等の整備について
　　（８）　平成２８年度各種委員会委員の選出について
　　（９）　中華人民共和国北京郵電大学との学術交流に関する協定について
　　（10）　その他
３　諸 報 告
　　（１）　教育研究評議会報告
　　（２）　西外来診療棟改修完成後の職員動線について
　　（３）　平成２７年度医学部優秀教育賞受賞者について
　　（４）　ベストティーチャー・オブ・ザ・イヤー２０１５受賞者について
　　（５）　会計実地検査について
　　（６）　その他
４　そ の 他

（医学科及び栄養学科）
臨時教授会議　
１　開 催 日　平成２８年３月　７日（月）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度医学部一般入学試験（前期日程）合否判定について
　　（２）　その他
３　諸 報 告
　　（１）　その他
４　そ の 他
　
教授会議　
１　開 催 日　平成２８年３月１０日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度非常勤講師の任用について
　　（２）　平成２８年度臨床教授等の選考について
　　（３）　平成２８年度客員教授の選考について
　　（４）　研究生の入学について
　　（５）　専攻生の期間延長について
　　（６）　学生の留学について
　　（７）　学生の再入学について
　　（８）　外国語技能検定による単位認定について
　　（９）　平成２７年度医学科１年次大学入門講座の成績認定について
　　（10）　平成２９年度アドミッション・ポリシーの見直し（案）について
　　（11）　学生の異動について
　　（12）　平成２７年度医学部優秀学生賞について
　　（13）　平成２７年度中田賞及び児玉賞の推薦について
　　（14）　平成２８年度医学部研究員について
　　（15）　徳島大学医学部医学科教育主任教員等に関する申合せの一部改正（案）につ
いて
　　（16）　その他



３　諸 報 告
　　（１）　教務委員会（３月１日開催）報告
　　（２）　カリキュラム委員会（３月４日開催）報告
　　（３）　病院報告
　　（４）　教授代理について
　　（５）　その他
４　そ の 他
　
臨時教授会議　
１　開 催 日　　平成２８年３月２２日（火）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度医学部一般入試（後期日程）入学試験合否判定について
　　（２）　平成２８年度医学部医学科追加合格について
　　（３）　放送大学における修得単位の認定について
　　（４）　平成２７年度共用試験OSCE合否判定について
　　（５）　平成２７年度医学科１年次～４年次進級判定について
　　（６）　平成２７年度医科栄養学科・栄養学科１年次～３年次進級判定について
　　（７）　平成２８年度非常勤講師の任用について
　　（８）　平成２８年度臨床教授等の選考について
　　（９）　科目等履修生の修得単位認定について
　　（10）　医学部医学科カリキュラムマップの一部修正について
　　（11）　医学科専門科目ナンバリングコードの一部修正について
　　（12）　平成27年度医学科カリキュラムチェックリストの一部修正について
　　（13）　学生のセキュリティ設定申請について
　　（14）　その他
３　諸 報 告
　　（１）　その他
４ そ の 他

（保健学科）
臨時教授会議
１　開 催 日　平成２８年３月　７日（月）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度徳島大学一般入試（前期日程）合否判定について
　　（２）　その他
３　報告事項
　　（１）　その他
　
　教授会議
１　開 催 日　平成２８年３月１７日（木）
２　議　　題
　　（１）　徳島大学医学部保健学科長選考に関する申合せの一部改正（案）等について
　　（２）　平成２８年度保健学科各種委員会委員の選出について
　　（３）　学生異動について
　　（４）　学生の除籍処分対象者について
　　（５）　eラーニング科目（大学間の単位互換協定に基づく）における修得単位の認
定について
　　（６）　外国語技能検定試験による単位認定について
　　（７）　平成２７年度保健学科進級判定について
　　（８）　平成２８年度臨床教授等称号付与候補者の推薦（案）（追加）について
　　（９）　徳島大学医学部における進級要件に関する細則の一部改正（案）について
　　（10）　徳島大学医学部保健学科３年次編入学生の既修得単位等の取扱いに関する要
項の一部改正（案）について
　　（11）　徳島大学医学部保健学科教育賞取扱要領の一部改正（案）について
　　（12）　科目等履修生の受入れについて
　　（13）　科目等履修生の修得単位認定について
　　（14）　平成２８年度非常勤講師任用予定（案）（追加）について



　　（15）　アドミッション･ポリシーの見直しについて
　　（16）　その他
３　報告事項
　　（１）　教務委員会報告
　　（２）　寄附金の受入れについて
　　（３）　セントポールユニバーシティフィリピンとの学部間協定について
　　（４）　その他
　
臨時教授会議
１　開 催 日　　平成２８年３月２２日（火）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度徳島大学一般入試（後期日程）合否判定について
　　（２）　その他
３　報告事項
　　（１）　その他
　

（歯学部）
臨時教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月　４日（金）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度歯学科一般入試(前期日程)の合否判定について
　　（２）　平成２８年度口腔保健学科一般入試(前期日程)の合否判定について
　　（３）　その他
３　報告事項
　　（１）　その他
　
教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月１０日（木）
２　議　　題
　　（１）　徳島大学歯学部規則の一部改正(案)について
　　（２）　徳島大学歯学部副学部長に関する規則等の一部改正について
　　（３）　平成２８年度各種委員会委員(案)について
　　（４）　徳島大学理事(研究担当)就任に伴う歯学部教授併任について
　　（５）　学生異動について
　　（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）　その他
　
臨時教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月１９日（土）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度歯学科一般入試(後期日程)の合否判定について
　　（２）　平成２８年度口腔保健学科一般入試(後期日程)の合否判定について
　　（３）　平成２７年度歯学科第１年次学生の進級認定について
　　（４）　平成２７年度口腔保健学科第１年次学生の進級認定について
　　（５）　平成２７年度歯学科第２年次学生の進級認定について
　　（６）　平成２７年度口腔保健学科第２年次学生の進級認定について
　　（７）　平成２７年度歯学科第３年次学生の進級認定について
　　（８）　平成２７年度口腔保健学科第３年次学生の進級認定について
　　（９）　平成２７年度歯学科第４年次学生の進級認定について
　　（10）　平成２８年度非常勤講師の任用（案）について
　　（11）　平成２８年度科目等履修生の入学について
　　（12）　平成２８年度研究生の在学期間延長について



　　（13）　その他
３　報告事項

 　　（１） その他
　
臨時教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月３１日（木）

 ２　議 　題
　　（１）　学生異動について
　　（２）　進級要件の変更について
　　（３）　その他
３　報告事項
　　（１）　その他
　

（薬学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月　７日（月）
２　議　　題
    （１）　平成２８年度前期日程入学試験の合否判定について
　　（２）　薬学部評議員候補者の選出について
　　（３）　学生の異動について
　　（４）　平成２７年度創製薬科学科卒業判定について
　　（５）　学生の短期留学生について
　　（６）　科目等履修生の入学について
　　（７）　科目等履修生の在学期間の延長について
　　（８）　研究生の在学期間の延長について
　　（９）　大学間連携共同教育推進事業参加６大学による連携事業実施に関する協定の
締結について
　　（10）　薬学部等の各分野名称の見直しについて
　　（11）　徳島大学の講座等に関する規則の一部改正（案）について
　　（12）　徳島大学薬学部規則の一部改正（案）について
　　（13）　徳島大学薬学部総合薬学センター規則の一部改正（案）について
　　（14）　徳島大学薬学部卒後教育公開講座実施要項の一部改正（案）について
　　（15）　客員教授の委嘱について
　　（16）　薬学部及び全学各種委員会委員の選出について
　　（17）　アイソトープ総合センター長候補適任者の推薦について
３　報告事項
　　（１）　教員の人事について
　　（２）　学部長報告
　　（３）　評議員報告
　　（４）　平成２８年度学年担任及びクラス担任について
　　（５）　寄附金の受入について
　　（６）　平成２７年度薬学部助成金（クラス会運営費）収支報告について
　　（７）　その他

教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月２２日（火）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度後期日程入学試験の合否判定について
　　（２）　学生の異動について
　　（３）　平成２７年度学部学生の単位認定及び進級判定について
　　（４）　平成２７年度仮配属学生の学科配属について
　　（５）　平成２８年度学部担当非常勤講師の追加任用（案）について
　　（６）　平成２８年度薬学部予算配分について
３　報告事項
　　（１）　特任助教の採用について
　　（２）　学部長報告
　　（３）　評議員報告



　　（４）　平成２８年度薬学部ＳＩＨ道場～アクティブ・ラーニング入門～及びガイダ
ンスについて
　　（５）　平成２８年度学位論文審査日程について
　　（６）　寄附金の受入について
　　（７）　事務組織の見直しについて
　　（８）　第３期中期目標期間の年度計画（案）について
　　（９）　平成２８年度年度計画（案）について
　　（10）　その他

（工学部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月１０日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２９年度工学部編入学者選抜方法（案）について
　　（２）　平成２９年度工学部編入学学生募集要項（案）について
　　（３）　平成２７年度早期卒業について
　　（４）　平成２７年度卒業認定について
　　（５）　学生の留学について
　　（６）　外国語技能検定試験による単位認定について
　　（７）　他の大学における修得単位の認定について
　　（８）　特別聴講学生の派遣について
　　（９）　特別聴講学生の入学について
　　 (10)   特別聴講学生の単位認定について
     (11)   科目等履修生の在学期間延長について
     (12)   科目等履修生の入学について
     (13)   科目等履修生の単位授与について
     (14)   学生異動について
     (15)   授業料未納による除籍処分について
     (16)   新学部等の設置に伴う関係規則の整備（案）について
     (17)   アイソトープ総合センター長候補適任者の推薦について
     (18)   平成２８年度工学部各種委員会委員について
     (19)   平成２８年度全学関係各種委員会委員について
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２７年度徳島大学工学部国際化貢献賞受賞者について
　　（４）　平成２７（２０１５）年度優秀教員について
　　（５）　徳島大学教養教育履修規則の制定について
　　（６）　徳島大学教職教育センターの設置について
　　（７）　次期役員体制について
　　（８）　副学部長について
    （９）  平成２８年度教授会等の開催予定について
     (10)   除籍について
教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月３１日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２７年度進級判定について
　　（２）　早期履修生の推薦について
　　（３）　平成２８年度非常勤講師の任用について
　　（４）　学生異動について
　　（５）　徳島大学工学部教授会細則の一部改正（案）について
　　（６）　徳島大学工学部入学試験合否判定教授会議要領の制定（案）について
３ 諸 報 告
　　（１） 次期役員等体制について
　　（２） 徳島大学工学部各種委員会等副委員長の選出方法に関する申合せの一部改正
（案）について
　　（３） 平成２８年度教授会等の開催予定について



（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２８年３月４日（金）
２　第８８回決定事項の認否
３　報　　告
  　（１）　研究部長報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （２）　人事委員会
    （３）　研究推進室会議
    （４）　紀要編集委員会
教授会
１　開 催 日　平成２８年３月１８日（金）
２　議　　題
　　（１）　名誉教授の推薦について
　　（２）　大学院総合科学研究部の設置に伴う規則等の廃止について
３　報　　告
 　 （１）　研究部長報告

（大学院総合科学教育部）
教授会
１　開 催 日  平成２８年３月４日（金）
２　第３回決定事項の認否
３　議　　題
　　（１）　徳島大学大学院総合科学教育部担当教員等選考規則の一部改正（案）につい
て
    （２）　徳島大学大学院総合科学教育部担当教員等選考実施細則の一部改正（案）
            について
    （３）　平成２８年度入学試験（博士前期課程）Ⅲ期合否判定について
    （４）　平成２７年度博士前期課程修了の認定について
    （５）　臨床心理学実習の協定書について
    （６）　学生の異動について
    （７）　長期履修学生の審査について
    （８）　科目等履修生の単位認定について
４　報　　告
    （１）　教育部長報告
    （２）　博士後期課程教授会議
    （３）　教務・入試委員会
教授会
１　開 催 日　平成２８年３月１８日（金）
２　第８４回決定事項の認否
３　議　題
　　（１）平成２８年度入学試験（博士前期課程）Ⅳ期合否判定について
    （２）　学生の異動について
    （３）　ＴＡの採用について
    （４）　平成２８年度非常勤講師の採用について
    （５）　平成２９年度徳島大学大学院総合科学教育部博士前期課程学生募集要項（
案）について
    （６）　平成２９年度徳島大学大学院総合科学教育部博士後期課程学生募集要項（
案）について
    （７）　北海道大学大学院生命科学院と徳島大学大学院総合科学教育部との間におけ
る特別研究学生交流に関する協定書（案

）について
　　（８）　特別研究学生の入学について
　　（９）　学生の除籍について
４　報　　告



　　（１）　教育部長報告
　　（２）　教務・入試委員会
　　（３）　学生委員会
教授会(博士後期課程)
１　開 催 日　平成２８年３月４日（金）
２　議　　題
（１）  平成２７年度博士後期課程修了の認定について

（大学院医科学教育部）
臨時教授会
１　開 催 日　平成２８年３月　７日（月）
２　議　　題
　　（１）　平成28年度非常勤講師の選考について
　　（２）　客員教授の選考について
　　（３）　規則の改正（案）について
　　（４）　学生の異動について
　　（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
３　諸 報 告
４　そ の 他
　
教授会
１　開 催 日　平成２８年３月２２日（火）
２　議　　題
　　（１）　平成28年度徳島大学大学院医科学教育部修士課程（第４次）入学試験の合否
判定について
　　（２　）平成28年度徳島大学大学院医科学教育部博士課程（第４次）入学試験の合否
判定について
　　（３）　平成28年度非常勤講師の選考について
　　（４）　客員教授の選考について
　　（５）　再入学について
　　（６）　学生の異動について
　　（７）　学生の除籍について
　　（８）　特別研究学生の在学期間延長について
　　（９）　論文審査
　　（10）　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）
臨時教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月　３日（水）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度大学院口腔科学教育部口腔科学専攻（博士課程）（第２次）入
学試験の合否判定について
　　（２）　平成２８年度大学院口腔科学教育部口腔保健学専攻（博士前期課程）（第２
次）入学試験の合否判定について
　　（３）　平成２７年度大学院口腔科学教育部（社会人選抜入学者（語学試験（英語）
））成績の合否判定について
　　（４）　平成２８年度大学院口腔科学教育部口腔科学専攻（博士課程）第３次学生募
集要項（一般入試・社会人特別入試）（

案）について
　　（５）　平成２８年度大学院口腔科学教育部（第３次）外国人留学生特別入試募集要
項（案）について
　　（６）　その他



３　報告事項
　　（１）　その他
　
教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月１０日（木）
２　議　　題
　　（１）　徳島大学大学院口腔科学教育部規則の一部改正(案)について
　　（２）　徳島大学大学院口腔科学教育部における長期にわたる教育課程の履修に関す
る規則等の一部改正について
　　（３）　徳島大学大学院口腔科学教育部学位規則実施細則の一部改正(案)について
　　（４）　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(案)につ
いて
　　（５）　細井和雄留学生奨励賞の公募について
　　（６）　大学院学生（博士課程）の第二次学位審査について
　　（７）　平成２８年度大学院口腔科学教育部時間割（案）について
　　（８）　学生異動について
　　（９）　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　３月　７日（月）
２　議　　題
　　（１）　大学院薬科学教育部修士論文の第２次審査について
　　（２）　大学院薬科学教育部博士論文の第２次審査について
　　（３）　学生の異動について
　　（４）　徳島大学大学院薬科学教育部学位記側実施細則の一部改正（案）について
　　（５）　徳島大学大学院薬科学教育部附属医薬創製教育研究センター臨海鳴門分室の
管理運営に関する申合せの廃止について

教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月２２日（火）
２　議　　題
　　（１）　学生の異動について
　　（２）　一般学生から社会人学生への変更について
　　（３）　公益財団法人大塚芳満記念財団平成２８年度奨学生の推薦（案）について
　　（４）　徳島大学大学院薬科学教育部と熊本大学大学院薬科学教育部との間における
特別研究学生交流協定書（案）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３月１７日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部（博士後期課程）
　　（２）　再入学について
　　（３）　学生の異動について
　　（４）　学生の長期履修について
　　（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
４　そ の 他
　
　
教授会
１　開 催 日　平成２８年３月１７日（木）



２　議　　題
　　（１）　平成２８年度保健科学教育部（博士前期課程）第３次入学試験合否判定につ
いて
　　（２）　学生異動について
　　（３）　新入生の長期履修申請について
　　（４）　平成２８年度大学院非常勤講師の任用について
　　（５）　平成２８年度大学院臨床教授等称号付与について
　　（６）　平成２８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
　　（７）　研究生の在学期間延長について
　　（８）　事務組織の改編等に係る関係規則等の整備について
　　（９）　その他
３　報告事項
　　（１）　その他
　

（大学院先端技術科学教育部）
教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月１０日（木）
２　議　　題
　　（１）　平成２７年度博士前期課程修了判定について
　　（２）  平成２７年度博士後期課程修了判定について
    （３）  学位論文の機関リポジトリへの公表保留について
    （４）  平成２７年度環境工学履修プログラム修了判定について
    （５）  平成２８年度博士前期課程入学試験（学部３年次学生を対象とする特別入
試）の合否判定について
　　（６）　平成２９年度入学試験日程について
　　（７）　徳島大学大学院先端技術科学教育部とボルドー大学大学院理工学研究科学生
の交換留学に関する協定書（案）につい

て
　　（８）　在学中に死亡した学生の修学証書の交付に関する申合せの制定（案）につい
て
　　（９）　平成２８年度博士学位の審査日程について
　　（10）　平成２８年度環境工学履修プログラム研究指導教員について
　　（11）  早期履修生の単位授与について
     (12)   特別研究学生の入学について
     (13)   科目等履修生の在学期間延長について
     (14)   科目等履修生の入学について
     (15)   科目等履修生の単位授与について
     (16)   研究生の入学について
     (17)   平成２８年度非常勤講師の任用について
　　 (18)   学生異動について
     (19)   授業料未納による除籍処分について
     (20)   在学期間満了による除籍処分について
     (21)   平成２７年度国際交流研究奨励賞受賞候補者について
　　 (22)   徳島大学大学院先端技術科学教育部国際連携教育開発センター規則等の一部
改正（案）について
     (23)   新学部等の設置に伴う関係規則の整備（案）について
     (24)   博士後期課程研究指導教員の選考について
３　諸 報 告
　　（１）　除籍について

教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月３１日（木）
２　議　　題
　　（１）　早期履修生の入学について
　　（２）　科目等履修生の入学について
　　（３）　学生異動について



　　（４）　徳島大学大学院先端技術科学教育部学びの相談室規則の制定（案）について
　　（５）　徳島大学大学院先端技術科学教育部教授会細則の一部改正（案）について
　　（６）　徳島大学大学院先端技術科学教育部入学試験合否判定教授会議要領の制定（
案）について

（大学院医歯薬学研究部）
臨時薬学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年　３月　７日（月）
２　議　　題
    （１）  教員の人事について
 
教授会
１　開 催 日　平成２８年３月１０日（木）
２　議　　題
　　（１）　徳島大学大学院医歯薬学研究部特定研究部門教員選考要領の制定（案）につ
いて
　　（２）　徳島大学大学院医歯薬学研究部医療教育開発センター，総合研究支援センタ
ー及び医学部教育支援センターの教授選

考分野に関するあり方委員会規則の制定（案）について
　　（３）　徳島大学大学院医歯薬学研究部特定研究部門における放射線総合センター，
保健管理・総合相談センター及び特別修

学支援室に併任される教員の選考に関する申合せについて
　　（４）　平成２８年度研究部予算の配分（案）について
　　（５）　寄附物品の受入について
　　（６）　大学院医歯薬学研究部長表彰の選考について
　　（７）　その他
３　諸 報 告
　　（１）　徳島大学大学院医歯薬学研究部医療教育開発センター規則の一部改正（案）
について
　　（２）　徳島大学大学院医歯薬学研究部教職員等の名札着用に関する申合せの制定（
案）について
　　（３）　教員組織及び事務組織の見直しに係る関係規則等の整備について
　　（４）　医療教育開発センター報告
　　（５）　ロゴマークについて
　　（６）　その他
４　そ の 他
　
医学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年３月１０日（木）
２　議　　題
　　（１）　教員の選考について
　　（２）　特任教員の選考について
　　（３）　教員の再任審査について
　　（４）　教授候補適任者推薦委員会委員の変更について
　　（５）　事務組織の見直し等に係る関係規則等の整備について
　　（６）　寄附金の受入について
　　（７）　共同研究の受入について
　　（８）　特別研究員の受入について
　　（９）　その他
３　諸 報 告
　　（１）　教員の異動について
　　（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）の選考結果について
　　（３）　受託研究の受入について
　　（４）　その他



４　そ の 他
　
歯学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年　３月１０日（木）
２　議　　題
　　（１）　徳島大学大学院医歯薬学研究部歯学系分野研究推進委員会規則の一部改正に
ついて
　　（２）　教員(助教)の選考について
　　（３）　その他
３　報告事項
　　（１）　大学院医歯薬学研究部代議員会(３月３日開催)について
　　（２）　基礎歯学系(口腔組織学)及び臨床歯学系(歯周歯内治療学)の教授代理につい
て
　　（３）　教員(助教)の退職について
　　（４）　教員(助教(育児休業代替))の退職について
　　（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）の選考結果について
　　（６）　その他
　　　
保健学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年３月１７日（木）
２　議　　題
　　（１）　医用画像情報科学分野に関するあり方委員会の設置について
　　（２）　生体機能解析学分野に関するあり方委員会の設置について
　　（３）　共同研究の受入れについて
　　（４）　徳島大学大学院医歯薬学研究部保健学系分野の教員の再任審査に関する内規
の一部改正（案）について
　　（５）　その他
３　報告事項
　　（１）　その他
　
薬学系教授会議
１　開 催 日　平成２８年　３月２２日（火）
２　議　　題
　　（１）　特任教授の採用について
　　（２）　招へい教員の称号付与について
　　（３）　徳島大学大学院医歯薬学研究部薬学系分野のテニュアトラック教員選考要領
（案）について
　　（４）　教授着任に伴うスタートアップ資金配分に関する申合せ（案）について
　

（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２８年　３月１０日（木）
２　議　　題
　　（１）　先端工学教育研究プロジェクト（国際連携教育開発センター）助教の採用に
ついて
　　（２）　先端工学教育研究プロジェクト（創成学習開発センター）助教の採用につい
て
　　（３）　フロンティア研究センターナノマテリアルテクノロジー（日亜）講座特任教
授の採用について
　　（４）　ライフシステム部門生命情報工学大講座特任助教の採用について
　　（５）　徳島大学名誉教授の推薦について
　　（６）　平成28年度客員教授等の選考について
　　（７）　特別研究員の受入について
　　（８）　外国人研究者の受入期間変更について
　　（９）　外国人研究者の受入について
３　諸 報 告



    （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の選考結果に
ついて
    （２）  職員の割愛について
    （３）  研究部に置くセンター及び各種委員会について
教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月３１日（木）
２　議　　題
　　（１）　フロンティア研究センターナノマテリアルテクノロジー（日亜）講座特任助
教の採用について
３　諸 報 告
    （１）  職員の退職について

（疾患酵素学研究センター）
教員選考委員会
１　開 催 日　平成２８年　３月１８日（金）
２　議　　題
　　（１）　疾患プロテオミクス研究分野（現：疾患プロテオミクス研究部門）助教選考
について
　　（２）　病態システム酵素学分野（現：病態システム酵素学研究部門）助教選考につ
いて
　　（３）　神経変性病態学分野（現：神経変性疾患研究部門）助教選考について
　
教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月１８日（金）
２　議　　題
　　（１）　教員選考について
　　（２）　平成２８年度予算案について
　　（３）　各種委員会委員の推薦並びに選出について
　　（４）　共同研究の受入について
　　（５）　教員の任期制に関する実施細則等の改正について
　　（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）　寄附金の受入について
　　（４）　拠点シンポジウムの開催について
　　（５）　共同実験室収支報告について
　　（６）　平成２７事業年度業務実績報告書について
　　（７）　技術専門職員の配置について
　　（８）　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２８年　３月２３日（水）
２　議　　題
　　（１）　平成２８年度予算案について
　　（２）　センター利用申請について
　　（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）　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）
病院教授会
１　開 催 日　平成２８年　３月１７日（木）
２　議　　題
　（１）　教授選考方針（案）（病理部）について
　（２）　教員選考委員会及び教授候補適任者推薦委員会委員の選出について
　（３）　教員の選考について
　（４）　特任助教の任用更新について
３　報告事項
　　　教員の異動等について


