
教授会報告
◎学部
（総合科学部）
■社会総合科学科教授会議
１ 開催⽇ 令和２年７⽉９⽇（⽊）
２ 第５６回決定事項の認否
３ 議題
（１）学部⻑候補者選考⽇程（案）について
（２）夏季留学派遣について
（３）外国留学における修得単位認定について
（４）学⽣の異動について
（５）マイレージポイントの認定について
（６）令和３年度私費外国⼈留学⽣⼊試について
（７）ガジャマダ⼤学（インドネシア）との⼤学間学術交流協定の延⻑について
４ 報告
（１）学部⻑報告
（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）学習意欲等の判定委員会
（５）⼤学教育委員会
（６）グローバル化推進室会議
（７）国際交流委員会
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 令和２年７⽉２８⽇（⽕）〜７⽉３１⽇（⾦）
メール会議による
２ 第４７回決定事項の認否
３ 議題
（１）学部⻑候補者選考⽇程（案）について
４ 各種委員会報告
（１）総務委員会
（２）学⽣委員会
（３）グローバル化推進室会議
（４）国際交流委員会
５ その他



（医学部）
●教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉９⽇（⽊）
２ 議題
（１）医学部⻑候補者選出⽇程（案）について
（２）ガジャマダ⼤学との⼤学間学術交流協定の更新について
（３）その他
３ 諸報告
（１）教育研究評議会報告（６⽉１６⽇開催）
（２）令和２年度定例・臨時各教授会（議）⽇程について
（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 令和２年７⽉９⽇（⽊）
２ 議題
（１）令和３年度私費外国⼈留学⽣⼊試について
（２）令和３年度総合型選抜の成績基準について
（３）令和２年度⾮常勤講師の任⽤について
（４）令和２年度臨床教授等の選考について
（５）医学部研究⽣の⼊学について
（６）ＣＢＴ担当分野の変更について
（７）分野の講座変更について
（８）学⽣の異動について
（９）共同研究の受⼊について
（１0）その他
３ 諸報告
（１）教務委員会報告（７⽉２⽇開催）
（２）医学科教育プログラム評価委員会報告
（３）病院報告
（４）受託研究の受⼊について
（５）寄附⾦の受⼊について
（６）その他
４ その他

■保健学科教授会議
１ 開催⽇ 令和２年７⽉１６⽇（⽊）
２ 議題
（１）２０２１（令和３）年度⼊学者選抜要項（案）について
３ 報告事項



（１）寄附⾦の受⼊れについて
（２）保健学科⻑の選出⽅法について
（３）⼤学教育委員会報告
（４）教務委員会報告

（⻭学部）
●教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉９⽇（⽊）
２ 議題
（１）ガジャマダ⼤学との⼤学間学術交流協定の更新について
（２）令和２年度各種委員会委員（案）について
（３）共同研究の受⼊について
（４）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）受託事業の受⼊について
（６）補助⾦の受⼊について
（７）令和２年度⻭学部⾮常勤講師の任⽤について
（８）⻭学部校舎第２期・第３期改修に伴う移転について
（９）ライフライン再⽣（給排⽔設備）⼯事について
（１０）その他

●臨時教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉１６⽇（⽊）
２ 議題
（１）令和２年度⻭学部⻭学科第２年次編⼊学試験第１次選抜の合否判定について
（２）その他
３ 報告事項
（１）その他

（薬学部）
●教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉９⽇（⽊）
２ 議題
（１）令和２年度学部⾮常勤講師の追加任⽤（案）について
（２）徳島⼤学薬学部における育成プログラム選択決定等に関する申合せ（案）について
（３）令和２年度薬剤師国家試験対策について



（４）令和２年度後期授業の実施について
（５）令和３年度⼊学者選抜要項の変更について
（６）共同研究の受⼊について
３ 報告事項
（１）学部⻑報告
（２）令和２年度前期授業の取扱いについて
（３）令和２年度前期授業に関する学⽣・教員を対象としたアンケートの実施について
（４）令和３年度カリキュラムについて
（５）寄附⾦の受⼊について
（６）その他
４ その他

●教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉３０⽇（⽊）
２ 議題
（１）徳島⼤学薬学部と⼤阪薬科⼤学薬学部との間における特別聴講学⽣交流協定書（案）につ
いて
３ 報告事項
（１）学部⻑報告
（２）令和２年度薬学部講義⽇程の変更について
（３）令和２年度後期授業の実施について
（４）外国語技能検定試験による単位認定について
（５）令和２年度⼤学院薬科学教育部博⼠後期課程社会⼈（１０⽉⼊学）合否判定について
（６）令和３年度⼤学院薬科学教育部博⼠・博⼠後期課程（第１次）⼊学試験合否判定について
（７）令和３年度⼤学院薬科学教育部博⼠前期課程⼀般⼊試（第１次）合否判定について
（８）徳島⼤学薬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について
（９）寄附⾦の受⼊について
（１0）寄附物品の受⼊について
（１１）その他

（理⼯学部）
●教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉９⽇（⽊）
２ 議題
（１）令和３年度理⼯学部編⼊学試験（⼀般⼊試）の合否判定について
（２）特別聴講学⽣の⼊学について
（３）令和２年度⾮常勤講師の任⽤について
（４）外国語技能検定試験による単位認定について
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）⼯学部創⽴１00周年記念事業（仮称）について

（⽣物資源産業学部）
●教授会
１ ⽇時令和２年７⽉９⽇（⽊）１５時０５分〜１５時５７分
２ 議題
（１）令和４年度以降の電⼦ジャーナル等の整備について
（２）令和２年度外部評価委員会の開催について
（３）共同研究の受⼊について
３ 諸報告
（１）２0２１年度渡⽇前⼊学許可制度による私費外国⼈留学⽣⼊試（Ⅱ型）及び２0２２年度渡
⽇前⼊学許可制度による私費外国⼈⼊試（Ⅰ型）について
（２）令和３年度私費外国⼈留学⽣⼊試について
（３）⼊試関係⾏事⽇程表について
（４）令和２年度若⼿研究者学⻑表彰候補者の推薦について
（５）教育研究評議会報告について
（６）ストレスチェックの実施について
（7）特別休暇及び年次有給休暇の取得促進について
（8）受託研究の受⼊について
（9）寄附⾦の受⼊について

◎⼤学院
（創成科学研究科）
■地域創成専攻及び臨床⼼理学専攻教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉９⽇（⽊）
２ 第３回決定事項の認否
３ 議題
（１）令和３年度地域創成専攻推薦⼊学試験合否判定について
（２）令和３年度地域創成専攻・臨床⼼理学専攻Ⅰ期・Ⅱ期⼊試合否判定要領について
（３）ガジャマダ⼤学（インドネシア）との⼤学間学術交流協定の延⻑ついて
４ 報告
（１）専攻⻑報告
   徳島⼤学⼤学院博⼠課程構想について
５ 各種委員会報告
（１）運営会議
（２）学⽣委員会
（３）教務・⼊試委員会
６ その他



■理⼯学専攻教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉９⽇（⽊）
２ 議題
（１）令和３年度理⼯学専攻修⼠課程推薦⼊学試験の合否判定について
（２）令和２年度理⼯学専攻修⼠課程⼊学試験（英語による⼤学院理⼯学教育コース）の合否判
定について
（３）学⽣異動について
３ 諸報告
（１）⼤学院創成科学研究科博⼠後期課程構想について

■⽣物資源学専攻教授会
１ ⽇時令和２年７⽉９⽇（⽊）１５時００分〜１５時０４分
２ 議題
（１）２0２１（令和３）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推薦⼊試の
合否判定について

（総合科学教育部）
■⼤学院総合科学教育部教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉３０⽇（⽊）
２ 第１３９回決定事項の認否
３ 議題
（１）博⼠前期課程学位論⽂審査委員の選出について
４ 各種委員会報告
（１）教育部教務・⼊試委員会
５ その他

（医科学教育部）
１ 開催⽇ 令和２年７⽉３０⽇（⽊）
２ 議題
（１）令和２（２0２0）年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部博⼠課程（秋季）⼊学試験の合否判定
について
（２）令和３（２0２１）年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部修⼠課程（第１次）⼊学試験の合否判
定について
（３）令和３（２0２１）年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部博⼠課程（第１次）⼊学試験の合否判
定について
（４）令和２年度⾮常勤講師の選考について
（５）令和２年度客員教授の選考について
（６）令和２（２0２0）年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部修⼠課程（秋季第２次）学⽣募集要（
案）について
（７）令和２（２0２0）年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部博⼠課程（秋季第２次）学⽣募集要項



（案）について
（８）令和３（２0２１）年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部修⼠課程（第２次）学⽣募集要項（
案）について
（９）令和３（２0２１）年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部博⼠課程（第２次）学⽣募集要項（
案）について
（１0）令和３（２0２１）年度徳島⼤学⼤学院医科学教育部博⼠課程MD-PhDコース（第２次）
学⽣募集要項（案）について
（１１）学⽣異動について
（１２）遠隔での学位審査について
（１３）修⼠論⽂審査
（１４）論⽂審査
３ 諸報告
（１）定員充⾜率について
（２）新型コロナウイルス感染症への対応について４その他

（⼝腔科学教育部）
１ 開催⽇ 令和２年７⽉９⽇（⽊）
２ 議題
（１）⼤学院⽣（博⼠前期課程）の第⼀次学位審査について
（２）⼤学院⽣の分野変更について
（３）ティーチング・アシスタントの選考について
（４）リサーチ・アシスタントの選考について
（５）学⽣の異動について
（６）その他
３ 報告事項
（１）各委員会報告について
（２）⼤学院研究科再編について
（３）その他

（薬科学教育部）
●教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉９⽇（⽊）
２ 議題
（１）⼤学院薬科学教育部教育研究助成奨学⽣候補者の選考について
（２）令和２年度後期授業の実施について

●教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉３０⽇（⽊）
２ 議題
（１）令和２年度⼤学院薬科学教育部博⼠前期課程９⽉修了⾒込者の修得単位認定について



（２）令和２年度⼤学院薬科学教育部博⼠後期課程９⽉修了⾒込者の修得単位認定について
（３）⼤学院薬科学教育部修⼠論⽂の受理について
（４）⼤学院薬科学教育部修⼠論⽂の第１次審査について
（５）⼤学院薬科学教育部修⼠論⽂審査委員候補者（案）について
（６）⼤学院薬科学教育部博⼠論⽂の受理について
（７）⼤学院薬科学教育部博⼠論⽂の第１次審査について
（８）⼤学院薬科学教育部博⼠論⽂審査委員の選出について
（９）令和２年度⼤学院薬科学教育部博⼠後期課程社会⼈（１0⽉⼊学）合否判定について
（１0）令和３年度⼤学院薬科学教育部博⼠・博⼠後期課程（第１次）⼊学試験合否判定について
（１１）令和３年度⼤学院薬科学教育部博⼠前期課程⼀般⼊試（第１次）合否判定について
（１２）令和２年度⼤学院⾮常勤講師の追加任⽤（案）について
（１３）徳島⼤学⼤学院薬科学教育部と⼤阪薬科⼤学⼤学院薬学研究科との間における特別研究
学⽣交流協定書（案）について
（１４）令和２年度３⽉修了学位審査⽇程の変更（案）について

（栄養⽣命科学教育部）
●教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉３０⽇（⽊）
２ 議題
（１）⼤学院⼊試出願資格認定審査について
（２）⼊学試験実施にかかる業務⽇程等について
３ 諸報告
（１）⼤学院中間報告会について
（２）⼤学院医⻭薬学研究部教授会報告（７⽉１６⽇開催）
４ その他

（保健科学教育部）
●教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉１６⽇（⽊）
２ 議題
（１）⻑期履修期間の変更について
（２）徳島⼤学⼤学院保健科学教育部優秀学⽣研究賞に関する申合せ（案）について
（３）令和２年度⾮常勤講師の任⽤予定について
（４）保健学AB棟中庭樹⽊伐採について
３ 報告事項
（１）令和２年度博⼠前期課程中間発表会について
（２）新型コロナウィルス感染症に関する対応について
（３）その他



（先端技術科学教育部）
■教育部代議員会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉２０⽇（⽉）
２ 議題
（１）令和２年度修⼠論⽂審査委員会委員の選出について
（２）令和２年度課程博⼠の学位論⽂審査委員会委員の選出について
（３）⼤学院先端技術科学教育部博⼠後期課程研究指導教員の選考について
（４）受⼊学⽣の単位認定について
（５）学位審査⽇程の変更について
３ 諸報告
 特になし

■教育部代議員会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉２７⽇（⽉）
２ 議題
（１）令和２年度課程博⼠の学位論⽂審査委員会委員の選出について
３ 諸報告
（１）⼤学院先端技術科学教育部博⼠後期課程研究指導教員の選考について

◎研究部
（⼤学院社会産業理⼯学研究部）
■理⼯学域教員会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉９⽇（⽊）
２ 議題
（１）光応⽤系光情報システム分野教授の配置協議及び発議について
（２）応⽤化学系物質合成化学分野准教授への昇任協議及び発議について
（３）応⽤化学系物質機能化学分野准教授への昇任協議及び発議について
（４）知能情報系知能⼯学分野助教（HIRAKUテニュアトラック教員）の応募及び発議について
（５）光応⽤系光情報システム分野教授の発議について
（６）応⽤化学系物質合成化学分野准教授の発議について
（7）⾃然科学系物理科学分野准教授の発議について
（8）外国⼈研究者の受⼊について
３ 諸報告
（１）理⼯学域の教員選考フローについて

●研究部教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉１６⽇（⽊）
２ 議題
（１）教員選考フローについて



（２）理⼯学域光応⽤系光情報システム分野教授の配置協議及び発議について
（３）理⼯学域応⽤化学系物質合成化学分野准教授への昇任協議及び発議について
（４）理⼯学域応⽤化学系物質機能化学分野准教授への昇任協議及び発議について
（５）理⼯学域知能情報系知能⼯学分野助教（HIRAKUテニュアトラック教員）の応募及び発議
について
（６）理⼯学域光応⽤系光情報システム分野教授の発議について
（7）理⼯学域応⽤化学系物質合成化学分野准教授の発議について
（8）理⼯学域⾃然科学系物理科学分野准教授の発議について
（9）理⼯学域外国⼈研究者の受⼊について
３ 諸報告
（１）徳島⼤学技術⽀援部技術⽀援職員の採⽤及び⼈員配置に関する申合せの制定について
（２）その他

（⼤学院医⻭薬学研究部）
●研究部教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉１６⽇（⽊）
２ 議題
（１）教授の選考について
（２）教員の選考について
（３）寄附講座（地域運動器・スポーツ医学分野）の設置内容変更について
（４）⼤学院医⻭薬学研究部等における康楽賞贈与件数等に関する申合せ及び⼤学院医⻭薬学研
究部等における康楽賞候補者選考に関する申合せの⼀部改正について
（５）アドバイザリー・ボード外部委員の推薦について
（６）その他
３ 諸報告
（１）教員の再任審査について
（２）宇宙⾷品産業・栄養学研究センター⻑について
（３）医療教育開発センター報告
（４）総合研究⽀援センター報告
（５）その他

◎病院
●教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉１６⽇（⽊）
２ 議題
（１）安全管理部特任教授選考⽅針について
３ 報告事項
（１）特任教授の退職について



■病院運営会議
１ 開催⽇ 令和２年７⽉１６⽇（⽊）
２ 議題
（１）規則等の制定等について
（２）診療科⻑等の交替について
（３）各種委員会委員の選出について
（４）診療許可について
（５）診療⽀援医師について
（６）業務許可について
（７）品質ＩＳＯ委員の変更について
３ 報告事項
（１）診療放射線技師⻑候補者の選考について
（２）医員，研修医，診療⽀援医師等の退職及び採⽤について
（３）剖検率について
（４）寄附⾦について
（５）受託研究について
（６）受託事業について
（７）令和２年度６⽉分稼働状況について
（８）複雑性係数の向上による経営改善について
（９）医事関係報告について
（１0）法⼈評価（４年⽬終了時評価）に関する報告書及び平成３１年度の年度末評価等の結果に
ついて
（１１）病院情報センター報告
（１２）総合臨床研究センター報告
（１３）患者⽀援センター報告
（１４）医療⽀援センター報告
（１５）卒後臨床研修センター報告
（１６）クリニカルアナトミー教育・研究センター報告
（１7）徳島県地域医療⽀援センター報告
（１8）各種委員会報告
（１9）その他

◎研究所
●先端酵素学研究所教授会
１ 開催⽇ 令和２年７⽉３０⽇（⽊）
２ 議題
（１）助教の選考について
（２）先端酵素学研究所将来構想委員会（仮）の設置について
（３）基礎⽣物学研究所との協定締結について
（４）情報セキュリティ管理委員会委員の変更について



（５）利⽤申請について
（６）「すぐわかアカデミア。」について
（７）共同研究の受⼊について
（８）HIRAKU－Global選抜教員募集概要について
（９）その他
３ 報告事項
（１）吉林⼤学との学術交流協定の更新について
（２）受託研究の受⼊について
（３）寄附⾦の受⼊について
（４）各種委員会報告
（５）センター運営委員会等報告
（６）⼥性研究者プロジェクト（上位職登⽤）の募集について
（７）その他


