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 （3）  

○高知大学と高知市とが連携し、小学生用教材を作成 

○臨床医学部門 井上紘輔助教が日本腎臓学会ベストサイテーショ

ン賞受賞 

○理学部門 吉倉紳一教授に室戸ジオパーク推進協議会から感謝状

贈呈 

○第 2 回 高知大学医学部附属病院 災害医療研修会 

○男女共同参画推進室「しあわせぶんたん」のマスコットキャラクタ

ーの愛称、『サンカくん』に決定 

○卒後臨床研修センター 松澤智佳研修医が第 108 回内科学会四国

地方会で研修医奨励賞受賞 

○高知大学北体育館披露目式を開催 

○国際・地域連携センター 石塚悟史副センター長が「産学連携学会

第 11 大会」で産学連携学会功労賞受賞 

○医療学系臨床医学部門の並川努講師が、「10th International 

Gastric Cancer Congress（第 10回国際胃癌学会議 (IGCC 2013)）」

で Best Poster Award 受賞 
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○人事異動 

 

（26） 

 

○役員会 

○経営協議会 

○教育研究評議会 

○入試企画実施機構会議 

 

（28） 

（30） 

（31） 

（32） 

 

○「四国５大学連携による知のプラットフォーム形成事業」連

携協定を締結 

○中国・四国地区国立大学間連携による高等教育業務継続計画

に関する協定を締結 

○平成 25年度 6月期の高知大学大学院学位記授与式 

○北京外国語大学（中国）との学術交流協定を締結 
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○臨床医学部門 小川恭弘教授が「第 14回 国際癌治療増感

研究協会」で協会賞受賞 

 

（38） 

 

 

○文部科学省特別経費プロジェクト「レアメタル戦略グリーンテクノ

ロジー創出への学際的教育研究拠点の形成」キックオフシンポジウム 

○高知大学少年少女サッカー教室 寄附金贈呈式 

○ハワイ大学医学部生受入れプログラムを実施 

○教育学部附属特別支援学校校舎披露目式 

 

 

（40） 

 

（40） 

（41） 

（41） 

（42） 

○本学の東日本大震災への対応について厚生労働大臣から感

謝状贈呈 

（39） 

○「ジェトロ・高知大学グローバル人材育成事業」第 1回事前

準備会 

（39） 

 

○理学専攻教員と大学院生らが「2013 年度年資源地質学会学

術講演会」でベストポスター賞受賞 

（39） 
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○法律 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするため

の施策の総合的な推進に関する法律 
法律第 13号 号外第 97号 平成 25年 5月 10日 

麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律 法律第 17号 第 6047号 平成 25年 5月 17日 

健康保険法等の一部を改正する法律 法律第 26号 号外第 112号 平成 25年 5月 31日 

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律 法律第 52号 号外第 131号 平成 25年 6月 21日 

 
○政令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公

務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を

定める政令 

政令第 157号 第 6052号 平成 25年 5月 24日 

国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令 政令第 158号 第 6052号 平成 25年 5月 24日 

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の

整備等に関する政令 
政令第 164号 号外第 112号 平成 25年 5月 31日 

所得税法施行令の一部を改正する政令 政令第 165号 号外特第 15号 平成 25年 5月 31日 

文部科学省組織令の一部を改正する政令 政令第 189号 号外第 135号 平成 25年 6月 26日 

薬事法施行令の一部を改正する政令 政令第 207号 号外第 138号 平成 25年 6月 28日 

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 政令第 208号 号外第 138号 平成 25年 6月 28日 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係

政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する件 
政令第 224号 号外第 162号 平成 25年 7月 26日 

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の

一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 
政令第 225号 号外第 166号 平成 25年 7月 31日 

 
○省令 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

薬事法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 71号 第 6047号 平成 25年 5月 17日 

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 66号 号外特第 13号 平成 25年 5月 16日 

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令 厚生労働省令第 67号 号外特第 13号 平成 25年 5月 16日 

国家公務員退職手当法施行令第4条の2の規定による退職の理

由の記録に関する省令 
総務省令第 57号 号外第 107号 平成 25年 5月 24日 

国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及

び認定の制度に係る書面の様式等を定める省令 
総務省令第 58号 号外第 107号 平成 25年 5月 24日 

失業者の退職手当支給規則の一部を改正する省令 総務省令第 59号 号外第 107号 平成 25年 5月 24日 

薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受

けない場合を定める省令の一部を改正する省令 
農林水産省令第 43号 号外第 111号 平成 25年 5月 30日 

動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令 農林水産省令第 44号 号外第 111号 平成 25年 5月 30日 

薬事法施行規則等の一部を改正する省令 厚生労働省令第 73号 第 6057号 平成 25年 5月 31日 

薬事法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 厚生労働省令第 74号 第 6057号 平成 25年 5月 31日 

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 厚生労働省令第 75号 号外第 112号 平成 25年 5月 31日 

所得税法施行規則の一部を改正する省令 財務省令第 35号 号外特第 15号 平成 25年 5月 31日 

薬事法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 78号 号外第 120号 平成 25年 6月 11日 

労働安全衛生法第 75条の 2第 1項に規定する指定試験機関の

指定に関する省令等の一部を改正する省令 
厚生労働省令第 79号 第 6065号 平成 25年 6月 12日 

関 係 法 令 
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医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見

の聴取等手続規則の一部を改正する省令 
厚生労働省令第 81号 号外第 124号 平成 25年 6月 14日 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省

令 
厚生労働省令第 84号 第 6077号 平成 25年 6月 28日 

薬事法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 85号 号外第 138号 平成 25年 6月 28日 

薬事法第 2条第 14項に規定する指定薬物及び同法第 76条の 4

に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 
厚生労働省令第 86号 号外第 138号 平成 25年 6月 28日 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 厚生労働省令第 89号 第 6083号 平成 25年 7月 8日 

 
○規則 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

人事院規則 9-17（俸給の特別調整額）の一部を改正する人事

院規則 
人事院規則 9-17-133 号外特第 13号 平成 25年 5月 16日 

人事院規則 9-30（特殊勤務手当）の一部を改正する人事院規

則 
人事院規則 9-30-82 号外特第 13号 平成 25年 5月 16日 

人事院規則 9-55（特地勤務手当等）の一部を改正する人事院

規則 
人事院規則 9-55-117 号外特第 13号 平成 25年 5月 16日 

人事院規則 10-4（職員の保健及び安全保持）の一部を改正す

る人事院規則 
人事院規則 10-4-20 第 6063号 平成 25年 6月 10日 

人事院規則 9-42（指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月

額）の一部を改正する人事院規則 
人事院規則 9-42-33 第 6086号 平成 25年 7月 11日 

人事院規則 11-8（職員の定年）の一部を改正する人事院規則 人事院規則 11-8-32 第 6086号 平成 25年 7月 11日 

人事院規則 17-0（管理職員等の範囲）の一部を改正する人事

院規則 
人事院 17-0-107 第 6091号 平成 25年 7月 19日 

 
○告示 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

薬事法第 43条第 1項の規定に基づき検定を要するものとして

厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 157号 第 6037号 平成 25年 5月 1日 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣

が定める掲示事項等の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 160号 第 6037号 平成 25年 5月 1日 

厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定

める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能

評価係数Ⅱの一部を改正する件 

厚生労働省告示第 158号 第 6037号 平成 25年 5月 1日 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件 厚生労働省告示第 159号 第 6037号 平成 25年 5月 1日 

厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の一部を改正す

る件 
厚生労働省告示第 161号 第 6037号 平成 25年 5月 1日 

組換え DNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経

た生物の公表を行う件 
厚生労働省告示第 162号 第 6038号 平成 25年 5月 2日 

薬事法第 2条第 5項から第 7項までの規定により厚生労働大臣

が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器

の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 163号 第 6042号 平成 25年 5月 10日 

著作権に関する講習会の件 文化庁告示第 20号 第 6043号 平成 25年 5月 13日 

平成 25年度において社会教育主事の講習を実施する件 文部科学省告示第 77号 第 6047号 平成 25年 5月 17日 
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厚生労働科学研究費補助金取扱規程の一部を改正する件 厚生労働省告示第 176号 号外特第 13号 平成 25年 5月 16日 

平成 25年度就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験

の施行期日、場所及び出願の期限を定める件 
文部科学省告示第 78号 第 6048号 平成 25年 5月 20日 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件 厚生労働省告示第 179号 第 6052号 平成 25年 5月 24日 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣

が定める掲示事項等の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 180号 第 6052号 平成 25年 5月 24日 

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 厚生労働省告示第 181号 第 6052号 平成 25年 5月 24日 

厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び副傷病名の一

部を改正する件 
厚生労働省告示第 182号 第 6052号 平成 25年 5月 24日 

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費

用の額の算定方法第1項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が

別に定める者の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 183号 第 6052号 平成 25年 5月 24日 

薬事法第 77条の 2の 5第 1項規定に基づき希少疾病用医療機

器の指定を取り消した件 
厚生労働省告示第 186号 第 6053号 平成 25年 5月 27日 

平成 25年度学校図書館司書教諭講習実施要項 文部科学省告示第 82号 号外第 108号 平成 25年 5月 27日 

子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画を変更した件 文部科学省告示第 83号 号外第 109号 平成 25年 5月 28日 

平成 25年度における学芸員の資格認定を実施する件 文部科学省告示第 85号 号外第 111号 平成 25年 5月 30日 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件 厚生労働省告示第 187号 第 6057号 平成 25年 5月 31日 

厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の一部を改正す

る件 
厚生労働省告示第 188号 第 6057号 平成 25年 5月 31日 

日本薬局方の一部を改正する件 厚生労働省告示第 190号 号外第 113号 平成 25年 5月 31日 

所得税法第 189条第 1項の規定に基づき、同項に規定する所得

税法別表第 2の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずる

ものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正す

る件 

財務省告示第 174号 号外特第 15号 平成 25年 5月 31日 

薬事法第 77条の 2の 5第 1項の規定に基づき希少疾病用医薬

品の指定を取り消した件 
厚生労働省告示第 193号 第 6061号 平成 25年 6月 6日 

薬事法第 77条の 2第 1項の規定に基づき希少疾病用医薬品を

指定した件 
厚生労働省告示第 194号 第 6061号 平成 25年 6月 6日 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施

行規則別表第 1の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 195号 第 6065号 平成 25年 6月 12日 

医療費適正化に関する施策についての一部を改正する件 厚生労働省告示第 197号 号外第 124号 平成 25年 6月 14日 

厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品

の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 202号 第 6069号 平成 25年 6月 18日 

薬事法第 43条第 1項の規定に基づき検定を要するものとして

厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 203号 第 6069号 平成 25年 6月 18日 

薬事法施行規則第203条第3項の規定に基づき検定を要しない

ものとして厚生労働大臣が指定する医薬品等及び厚生労働大

臣が定める場合の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 204号 第 6069号 平成 25年 6月 18日 

薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定

保守管理医療機器の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 207号 第 6072号 平成 25年 6月 21日 

薬事法施行令第 80条第 2項第 7号ハの規定に基づき特別の注

意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療

機器の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 208号 第 6072号 平成 25年 6月 21日 

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基

準に関する省令第4条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指
厚生労働省告示第 209号 第 6072号 平成 25年 6月 21日 
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定する医療機器の一部を改正する件 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件 厚生労働省告示第 210号 号外第 132号 平成 25年 6月 21日 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣

が定める掲示事項等の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 211号 号外第 132号 平成 25年 6月 21日 

薬事法第 43条第 1項の規定に基づき検定を要するものとして

厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 213号 第 6074号 平成 25年 6月 25日 

薬事法施行規則第 12条第 1項の登録事項を変更した旨の届出

があった旨を公示する件 
厚生労働省告示第 214号 第 6076号 平成 25年 6月 27日 

労働安全衛生法第 57条の 3第 3項の規定に基づき新規化学物

質の名称を公表する件 
厚生労働省告示第 215号 号外第 137号 平成 25年 6月 27日 

特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を

改正する件 
厚生労働省告示第 216号   

薬事法第 23条の 2第 1項に規定する厚生労働大臣の登録を受

けた登録認証機関の登録事項を変更した旨を公示する件 

厚生労働省告示 217号、

218号 
号外第 138号 平成 25年 6月 28日 

労働基準法施行規則第 38条の 7から第 38条の 9までの規定に

基づき、休業補償の額算定に当たり用いる率を定める件 
厚生労働省告示 219号 号外第 138号 平成 25年 6月 28日 

労働災害補償保険法第 8条の 2第 1項第 2号の規定に基づく休

業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定に用いる

厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件 

厚生労働省告示 220号 号外第 138号 平成 25年 6月 28日 

教育振興基本計画を策定した件 文部科学省告示第 123号 号外第 145号 平成 25年 7月 4日 

薬事法施行規則第 85条第 3項第 3号に規定する講習等を行う

者の登録等に関する省令第3条第2項の変更をした旨を公示す

る件 

厚生労働省告示第 240号 第 6090号 平成 25年 7月 18日 

薬事法第 2条第 5項から第 7項までの規定により厚生労働大臣

が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器

の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 244号 第 6093号 平成 25年 7月 23日 

薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定

保守管理医療機器の一部を改正する件 
厚生労働省告示第 245号 第 6093号 平成 25年 7月 23日 

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基

準に関する省令第4条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指

定する医療機器の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 246号 第 6093号 平成 25年 7月 23日 

血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基

本的な方針の全部を改正する件 
厚生労働省告示第 247号 号外第 159号 平成 25年 7月 23日 

技術士法第31条の2第2項及び第32条第2項の規定に基づき、

大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関す

るもののうちその修了が第 1次試験の合格と同等であるもの

及び当該課程に対応する技術部門を指定する件の全部を改正

する件 

文部科学省告示第 125号 号外第 161号 平成 25年 7月 25日 

平成 24年度の標準報酬月額修正率を定める件 厚生労働省告示第 248号 第 6096号 平成 25年 7月 26日 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係

政令の整備等及び経過措置に関する政令第 57条の 2第 3項の

規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 249号 号外第 162号 平成 25年 7月 26日 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係

政令の整備等及び経過措置に関する政令第 57条の 2第 4項の

規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 250号 号外第 162号 平成 25年 7月 26日 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係

政令の整備等及び経過措置に関する政令第 57条の 2第 5項の
厚生労働省告示第 251号 号外第 162号 平成 25年 7月 26日 
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規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係

政令の整備等及び経過措置に関する政令第 57条の 2第 6項の

規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件 

厚生労働省告示第 252号 号外第 162号 平成 25年 7月 26日 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係

政令の整備等及び経過措置に関する政令第 57条の 2第 7項の

規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件 

厚生労働省告示第 253号 号外第 162号 平成 25年 7月 26日 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係

政令の整備等及び経過措置に関する政令第 57条の 2第 8項の

規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件 

厚生労働省告示第 254号 号外第 162号 平成 25年 7月 26日 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係

政令の整備等及び経過措置に関する政令第 57条の 2第 10項の

規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件 

厚生労働省告示第 255号 号外第 162号 平成 25年 7月 26日 

労働者災害補償保険法施行規則第 9条第 2項及び第 3項の規定

に基づき、自動変更対象額を変更する件 
厚生労働省告示第 256号 第 6097号 平成 25年 7月 29日 

労働者災害補償保険法第 8条の 2第 2項各号の厚生労働大臣が

定める額を定める件 
厚生労働省告示第 257号 第 6097号 平成 25年 7月 29日 

労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係

る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定

める件 

厚生労働省告示第 258号 第 6097号 平成 25年 7月 29日 

労働者災害補償保険法第 16条の 6第 2項等の厚生労働大臣が

定める率を定める件 
厚生労働省告示第 259号 第 6097号 平成 25年 7月 29日 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施

行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する狂犬

病の発生していない地域の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 260号 第 6098号 平成 25年 7月 30日 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施

行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 261号 第 6098号 平成 25年 7月 30日 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正

する法律第 2条の規定による改正前の化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律第 4条第 1項の規定に基づき、同項第

5号に該当するものである旨の通知をした件 

厚生労働省・経済産業

省・環境省告示第 3号 
号外第 167号 平成 25年 7月 31日 

 
○官庁事項 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

組換え DNA技術応用飼料の安全性に関する確認を受けた飼料

について（公表） 
農林水産省 第 6038号 平成 25年 5月 2日 

 
○官庁報告 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

平成 25年度医師国家試験予備試験の施行 厚生労働省 号外第 92号 平成 25年 5月 1日 

 
○国家試験 

事        項 号 官報番号 掲載年月日 

医師国家試験の施行 厚生労働省 号外第 141号 平成 25年 7月 1日 

医師試験委員の公告 厚生労働省 号外第 141号 平成 25年 7月 1日 
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国立大学法人高知大学規則第 17 号 

国立大学法人高知大学における会計機関の補助者の指定に関する規則等の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。 

平成 25年５月 29日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

国立大学法人高知大学における会計機関の補助者の指定に関する規則等の一部を改正する規則 

国立大学法人高知大学における会計機関の補助者の指定に関する規則等の一部を次のように改正する。 

（国立大学法人高知大学における会計機関の補助者の指定に関する規則の一部改正） 

第１条 国立大学法人高知大学における会計機関の補助者の指定に関する規則（平成 16 年規則第 81 号）

の一部を次のように改正する。 

 別表第１（第２条第１項関係）表中 

「 

 

 

施設企画課 

 総務係長 

 企画係長 

 活用係長 

 資産係長 

当該基本係の所掌に係る契約に関する次の事務 

(1)  業者選定案の作成 

(2)  見積書の徴取 

(3)  契約に係る関係書類の作成 

(4)  契約書案の作成 

(5)  業者への発注の連絡 

                                      」を 

「 

 

 

施設企画課 

 総務係長 

 企画係長 

 活用係長 

当該基本係の所掌に係る契約に関する次の事務 

(1)  業者選定案の作成 

(2)  見積書の徴取 

(3)  契約に係る関係書類の作成 

(4)  契約書案の作成 

(5)  業者への発注の連絡 

                                  」に改める。 

 別表第２（第２条第１項関係）表中 

「 

 

 

経理課 

 総括係長 

 契約係長 

施設企画課 

 総務係長 

 企画係長 

 活用係長 

 資産係長 

当該基本係等の所掌に係る支出に関する次の事務 

(1) 請求書の受理 

(2) 支出決議書案及び関係書類の作成 

 

                                      」を

学 内 規 則 
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「 

 

 

経理課 

 総括係長 

 契約係長 

施設企画課 

 総務係長 

 企画係長 

 活用係長 

当該基本係等の所掌に係る支出に関する次の事務 

(1) 請求書の受理 

(2) 支出決議書案及び関係書類の作成 

 

                                   」に改める。 

別表第７（第２条第２項関係）表中 

「 

施設企画課 総務係長 

企画係長 

活用係長 

資産係長 

工事請

負契約 

予定価格案が 250万円以下（予定価格

案の作成を除く。） 

 

 

工事請

負以外

の契約 

予定価格案が 300万円以下（予定価格

案の作成を除く。） 
 

 」を 

「 

施設企画課 総務係長 

企画係長 

活用係長 

 

工事請

負契約 

予定価格案が 250万円以下（予定価格

案の作成を除く。） 

 

 

工事請

負以外

の契約 

予定価格案が 300万円以下（予定価格

案の作成を除く。） 
 

 」に改める。 

 

（国立大学法人高知大学債権管理事務取扱規則の一部改正） 

第２条 国立大学法人高知大学債権管理事務取扱規則（平成 16 年規則第 84 号）の一部を次のように改正

する。 

   別表第１（第３条関係）の表中 

「 

宿舎貸付料

債権 

 

施設企画課長 

４月１日。ただし、

異動の場合は承認し

たとき。 

第１号様式の１  

 」を、 

「 

宿舎貸付料

債権 

 

財務課長 

４月１日。ただし、

異動の場合は承認し

たとき。 

第１号様式の１  

」に、 

「 

資産貸付料

債権 

 
施設企画課長 契約したとき。   

」を、 

「 

資産貸付料  財務課長 契約したとき。   
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債権 

」に、 

「 

資産貸付料

債権 

資産貸付 

施設企画課長 

４月１日。ただし、

新規のものは事実発

生のとき。 
第１号様式の１  

実習施設 施設企画課長  

」を、 

「 

資産貸付料

債権 

資産貸付 

財務課長 

４月１日。ただし、

新規のものは事実発

生のとき。 
第１号様式の１  

実習施設 財務課長  

」に、 

「 

損害賠償金

債権 

財産 経理課長 

施設企画課長 

   

現金出納    

」を、 

「 

損害賠償金

債権 

財産 経理課長 

財務課長 

   

現金出納    

」に改める。 

 

（国立大学法人高知大学財産取扱規則の一部改正） 

第３条 国立大学法人高知大学財産取扱規則（平成 16年規則第 90号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「財務部施設企画課長」を「財務部財務課長」に改める。 

 

（国立大学法人高知大学防災管理規則の一部改正） 

第４条 国立大学法人高知大学防災管理規則（平成 17年規則第 558号）の一部を次のように改正する。 

第５条表中「施設企画課長」を「財務課長」に改める。 

第 11条中「財務部施設企画課」を「財務部財務課」に改める。 

 

（国立大学法人高知大学宇佐野外活動施設貸付規則の一部改正） 

第５条 国立大学法人高知大学宇佐野外活動施設貸付規則（平成 16 年規則第 95 号）の一部を次のように

改正する。 

第６条第１項中「財務部施設企画課」を「財務部財務課」に改める。 

第８条中「財務部施設企画課」を「財務部財務課」に改める。 

  別記様式第１号（第６条関係）の様式中 「施設企画課長」を「財務課長」に改める。 

 

（国立大学法人高知大学減損会計処理要項の一部改正） 

第６条 国立大学法人高知大学減損会計処理要項（平成 18年規則第 66号）の一部を次のように改正する。 

第３条第４項中「財務部施設企画課」を「財務部財務課」に改める。 

   

   附 則（平成 25年５月 29日規則第 17号） 

この規則は、平成 25年５月 29日から施行し、平成 25年４月１日から適用する。 
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改正理由 

  平成 25年４月１日付け係名及び事務所掌の変更による一括改正。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 18 号 

高知大学医学部附属病院規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 25年５月 14日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学医学部附属病院規則の一部を改正する規則 

高知大学医学部附属病院規則（平成 16年規則第 239号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項の「老年病科・循環器科部門、老年病科・神経内科部門」を「老年病科部門、循環器内科

部門、神経内科部門」に改める。 

附 則（平成 25年５月 14日規則第 18号） 

 この規則は、平成 25年６月１日から施行する。 

 

改正理由 

現在、内科の診療部門については８部門で構成しているが、このうち「老年病科・循環器科」と「老

年病科・神経内科」の２部門については、老年病科という名称が他の専門領域と併記されることで患者

さんの誤解や混乱を招く場合があり、自分の病状等に合った適切な医療の選択を行うことを支援する観

点から、「老年病科」、「循環器内科」、「神経内科」、の３部門に改編するものである。 

なお、「循環器科」については、平成 20 年 4 月 1 日以降、広告することが認められない診療科名とな

っていることから、「循環器内科」に変更する。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 19 号 

高知大学総合教育センター修学支援部門特別修学支援室規則を次のように定める。 

  平成 25年６月 10日 

                 国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学総合教育センター修学支援部門特別修学支援室規則 

（設置） 

第１条  高知大学に、高知大学総合教育センター規則第 11条の規定に基づき、高知大学総 

合教育センター修学支援部門特別修学支援室（以下「支援室」という。）を置く。 

（目的） 

第２条  支援室は、各学部、土佐さきがけプログラム及び各研究科専攻と連携し、修学上 

支援を必要とする学生への支援の充実を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第３条  この規則において、修学上支援を必要とする学生とは、身体障害、精神障害、発 
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 達障害及びその他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により、 

本学において修学上その必要性が認められた者をいう。 

（業務） 

第４条  支援室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 修学上支援を必要とする学生の支援に関する情報発信に関すること。 

(2) 修学上支援を必要とする学生の受入れに関する入学前相談及び個々具体の方針の 

策定に関すること。 

(3) 修学上支援を必要とする学生への修学相談及び修学支援に関すること。 

(4) 修学上支援を必要とする学生への支援に関わるボランティア等の養成及び活動の 

支援に関すること。 

(5)  特別修学支援に関わる関連機関との連携に関すること。 

(6)  特別修学支援に関する調査・研究及び支援教材の開発に関すること。 

(7)  その他修学上支援を必要とする学生への支援に関すること。 

（組織） 

第５条  支援室は、次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 支援室長 

(2) 専任教員 

(3)  兼務教員 

(4) その他総合教育センター長が必要と認めた者 

（室長） 

第６条  支援室に、室長を置く。 

２ 室長は、総合教育センター長の指名する修学支援部門長をもって充てる。 

（事務） 

第７条 支援室の事務は、学務部学生支援課において処理する。 

 （雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

１ この規則は、平成25年７月１日から施行する。 

２ この規則の施行後、最初に任命される第６条第１項に定める室長は、同条第２項の規定にかかわらず、

当分の間、総合教育センター長をもって充てる。 
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制定理由 

現在、本学における修学上支援を必要とする学生の支援を推進するために、全学教育機 

構会議学生支援委員会特別修学支援専門部会を設置している。さらに、その体制を強化す 

るため、総合教育センター修学支援部門特別修学支援室を設置し、規則を制定するもので 

ある。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 20 号 

 国立大学法人高知大学職員の表彰に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 25年６月 12日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏   

 

国立大学法人高知大学職員の表彰に関する規則の一部を改正する規則 

 国立大学法人高知大学職員の表彰に関する規則（平成 16年規則第 41号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第 63条」を「第 63条第２項及び国立大学法人高知大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職

員就業規則」という。)第 48 条第２項」に改め、「就業規則第３条第１項」の次に「、国立大学法人高知

大学有期雇用職員就業規則第２条、非常勤職員就業規則第２条第１項、国立大学法人高知大学再雇用職員

就業規則第２条第１項及び国立大学法人高知大学特任職員就業規則第２条」を追加する。 

第２条第１項中「（大学教員及び附属学校教員を除く。）」を「（就業規則第３条第１項第３号に規定する

事務職員等に限る。）」に改める。 

第２条第１項第１号中「、独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家等」を「及び

独立行政法人国立青少年教育振興機構等」に改める。 

第２条第３項中、「就業規則第 63 条第１項第２号から第４号」を「就業規則第 63 条第１項第２号から

第４号まで及び非常勤職員就業規則第 48条第１項第１号から第３号まで」に改め、「該当者の所属部局の

長は、表彰に関する報告書（別紙様式１）により、学長に報告するものとする。」を「学長、理事又は該

当者の所属部局の長の推薦に基づき学長が決定する。ただし、該当者の所属部局の長が推薦する場合は表

彰に関する推薦書（別紙様式第１）により、学長に推薦するものとする。」に改める。 

第２条第４項中「報告」を「推薦」に改める。 

第４条第１項中「別紙様式２」を「別紙様式第２」に改める。 

第５条第２号中「退職の前の日」を「退職の日の前の日」に改める。 

別紙様式第１中、「報告」を「推薦」に、「高知大学長」を「国立大学法人高知大学長」に改める。 

平成 16年規則第 41号附則第３項中、「法人化前の文部科学省関係機関・独立行政法人国立少年自然の家

国立室戸少年自然の家・独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校」を「法人化前の文部

科学省関係機関、独立行政法人国立青少年教育振興機構国立室戸青少年自然の家（統合前の独立行政法人

国立少年自然の家国立室戸少年自然の家を含む。）又は独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専

門学校」に改め、「機関」を「期間」に改める。 

３ 本学の職員（前項にあげる在職期間をもつ者を含む。）が、引き続き高知県内の法人化前の文部科学省

関係機関、独立行政法人国立青少年教育振興機構国立室戸青少年自然の家（統合前の独立行政法人国立

少年自然の家国立室戸少年自然の家を含む。）又は独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門

学校に在職した期間がある場合は、当該期間を本学の勤続期間に通算する。 
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附 則（平成 25年６月 12日規則第 20号） 

この規則は、平成 25年６月 12日から施行する。 

 

 

改正理由 

有期雇用職員、非常勤職員、再雇用職員及び特任職員について、本規則の適用者として明記すると

ともに、顕著な功績等による表彰については、学長、理事又は該当者の所属部局の長の推薦に基づき

学長が決定するものとして、本規則の改正を行う。 

   併せて字句等の整理を行う。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 21 号 

 国立大学法人高知大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 25年６月 12日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏   

 

国立大学法人高知大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則 

 国立大学法人高知大学非常勤職員就業規則（平成 16年規則第 45号）の一部を次のように改正する。 

 第 48条第２項中「「国立大学法人高知大学職員の表彰に関する規則」を準用する。」を「国立大学法人高

知大学職員の表彰に関する規則に定める。」に改める。 

 

附 則（平成 25年６月 12日規則第 21号） 

この規則は、平成 25年６月 12日から施行する。 

 

 

改正理由 

 職員の表彰に関する規則の改正に伴い、非常勤職員就業規則についても改正を行う。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 22 号 

高知大学学位規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 25年５月 22日 

国立大学法人高知大学長 脇 口 宏 

 

高知大学学位規則の一部を改正する規則 

高知大学学位規則（平成 16年規則第 312号）の一部を次のように改正する。 

第 14条中「公表する」を「インターネットの利用により公表するものとする」に改める。 

第 15条第１項及び第２項中「印刷公表」を「公表」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 前２項の公表は、高知大学学術情報リポジトリによるものとする。 

第 19 条第１項中「研究科委員会」を「研究科委員会等」に改め、「かつ」の次に「、当該学位が修士又

は博士の場合には」を加える。 

附 則（平成 25年５月 22日規則第 22号） 

１ この規則は、平成25年５月22日から施行し、平成25年４月１日から適用する。 

２ 改正後の第 14条及び第 15条の規定は、平成 25年４月１日以後に授与される学位に係る学位論文につ

いて適用し、同日前に授与された場合には、なお従前の例による。 
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改正理由 

学位規則（昭和 28年文部省令第９号）の一部改正により、博士の学位論文公表が印刷公表からインタ

ーネットを利用した公表へと改正されること等に伴う条文変更 

 

 

国立大学法人高知大学規則 23号 

国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 25年６月 26日 

                 国立大学法人高知大学長  脇 口   宏 

 

国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則 

 国立大学法人高知大学職員給与規則（平成 16年規則第 26号）の一部を次のように改正する。 

 別表３－１（第 23条第１項関係）中 

「 

組織 役職名 役職の区分 

 副学長 ６種 

学長特別補佐 ７種 

学長補佐 ８種 

」を 

「 

組織 役職名 役職の区分 

 副理事 ６種 

副学長 ６種 

学長特別補佐 ７種 

学長補佐 ８種 

                                   」に改める。 

  附 則（平成 25年６月 26日規則第 23号） 

この規則は、平成 25年６月 26日から施行し、平成 25年４月１日から適用する。 

 

改正理由 

平成 25年４月１日付で副理事が設置されたことに伴う改正。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 24 号 

 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 25年６月 28日 

国立大学法人高知大学長 脇 口   宏 

 

   国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則 

 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則（平成 24 年規則第 44 号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条の次に次の１条を加える。 

（附属学校教員の支給減額率の取扱い） 

第２条の２ 平成 24年規則第３号第２条第１項第１号の表に定める左欄に掲げる本給表が「教育職本給表
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（二）」又は「教育職本給表（三）」であり、同表の中欄に掲げる職務の級が「２級以下」である者のう

ち、平成 25年４月１日において、国立大学法人高知大学期末手当及び勤勉手当細則（以下「期末手当・

勤勉手当細則」という。）第６条に規定する期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員に該当する者につ

いては、同表の右欄に掲げる割合を「100分の 6.05」と読み替えるものとする。 

 第３条第１項第１号を次のように改める。 

(1) 本給月額 平成 24 年規則第３号第２条第１項第１号に定める額と、同号に定める表中「教育職本

給表（二）」又は「教育職本給表（三）」については次の表により読み替えた場合の割合（以下「附属

学校教員支給減額率」という。）により同号の規定を適用して得た額との差額。 

 

本給表 勤務の級 割合 

教育職本給表（二） ２級以下（平成 25年４月１日において、

期末手当・勤勉手当細則第６条に規定す

る期末手当基礎額等に係る加算を受け

る職員に該当しない者） 

100分の 3.42 

２級以下（平成 25年４月１日において、

期末手当・勤勉手当細則第６条に規定す

る期末手当基礎額等に係る加算を受け

る職員に該当する者） 

100分の 6.05 

３級以上 100分の 6.05 

教育職本給表（三） ２級以下（平成 25年４月１日において、

期末手当・勤勉手当細則第６条に規定す

る期末手当基礎額等に係る加算を受け

る職員に該当しない者） 

100分の 3.42 

２級以下（平成 25年４月１日において、

期末手当・勤勉手当細則第６条に規定す

る期末手当基礎額等に係る加算を受け

る職員に該当する者） 

100分の 6.05 

特２級から４級まで 100分の 6.05 

 

同項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第９号までを１号ずつ繰り上げる。 

同条第２項を次のように改める。 

２ 職員給与規則第 47条の規定を適用する場合には、平成 24年規則第３号第２条第２項中「支給減額率」

とあるのは「附属学校教員支給減額率」と読み替えて同項の規定により得た額を減じた額とする。 

  

   附 則（平成 25年６月 28日規則第 24号） 

 この規則は、平成 25年７月１日から施行する。 

 

   制定理由 

附属学校教員調整手当については、高知県公立学校との不均衡を解消するため新設した手当であり、

高知県の公立学校給与に変動が生じた場合には見直しを図ることを規定している。高知県が平成 25年 7

月 1日から平成 26年 3月末までの間、教職員給与を減額する方針を決めたことに伴い、附属学校教員調

整手当の改定を行う。 

 

国立大学法人高知大学規則第 25 号 

高知大学 SUIJI推進委員会規則を次のように定める。 
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平成 25年６月 26日 

               国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

   高知大学 SUIJI推進委員会規則 

 （設置） 

第１条 国立大学法人高知大学に、国立大学法人高知大学組織規則第 16条第 1項の規定に基づき、高知大

学 SUIJI推進委員会（以下「推進委員会」という。）を置く。 

（目的） 

第２条 推進委員会は、熱帯農業に関する SUIJI（Six University Initiative Japan Indonesia）コンソ

ーシアム（以下「SUIJI」という。）協定書に基づき、ガジャマダ大学、ボゴール農業大学、ハサヌディ

ン大学（いずれもインドネシア共和国）、愛媛大学、香川大学及び高知大学の６大学の教育研究拠点が有

機的に連携することにより、熱帯地域の農業発展及び自然資源の保全を図り、もって地球規模の環境問

題に貢献するために結成された SUIJIの取組を推進することを目的とする。 

（任務） 

第３条 推進委員会は、高知大学 SUIJI推進室（以下「推進室」という。）の運営及び SUIJI事業の推進に

関し、次の各号に掲げる重要事項をつかさどる。 

（1） 業務方針に関する事項 

（2） 人事に関する事項 

（3） その他運営に関する必要な事項 

（組織） 

第４条 推進委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 （1） 理事（総務担当） 

（2） 理事（教育担当） 

（3） 副学長（国際・地域連携担当）のうち委員長が指名した者 １人   

（4） 農学部長 

（5） 大学院総合人間自然科学研究科長 

（6） 推進室長  

（7） 推進室副室長 

（8） その他委員長が必要と認めた者 

（委員長等） 

第５条 推進委員会に委員長を置き、理事（総務担当）をもって充てる。 

２ 委員長は、推進委員会を招集し、その議長となる。   

３ 推進委員会に副委員長を置き、前条第３号の委員をもって充てる。 

４ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。  

 （会議） 

第６条 推進委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に支障があるときは、当該

委員が指名した者が、代理出席することができる。 

２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。                           

３ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。 

(事務) 

第７条 推進委員会に関する事務は、推進室、研究国際部国際交流課及び総務部物部総務課で処理する。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成 25年６月 26日から施行し、平成 25年４月１日から適用する。 
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国立大学法人高知大学規則第 26 号 

高知大学 SUIJI推進室規則を次のように定める。 

平成 25年６月 26日 

               国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学 SUIJI推進室規則 

 （設置） 

第１条 国立大学法人高知大学組織規則第 30条第１項の規定に基づき、高知大学 SUIJI推進室（以下「推

進室」という。）を置く。 

（業務） 

第２条 推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

（1） SUIJI事業推進の企画・立案に関すること。 

（2） 推進室の運営に関すること。 

（3） SUIJIに関する補助事業に関すること。 

（4）  その他 SUIJIに関する必要な事項 

（組織） 

第３条 推進室に、次の各号に掲げる職員を置く。 

  (1) 室長 

 (2) 副室長 

 (3) 室員 

  ア 大学の世界展開力強化事業に係る特任教員  １人 

  イ 農学部の専任担当教員           ４人 

  ウ 国際・地域連携センターの教員      若干人 

  エ 総合教育センターの教員         若干人 

  オ その他室長が必要と認める者        

（室長） 

第４条 推進室に室長を置き、理事（総務担当）が指名する者をもって充てる。   

２ 室長は、推進室の業務を掌理する。 

（副室長） 

第５条 推進室に副室長を置き、室長が指名する者をもって充てる。  

２ 副室長は、室長の職務を補佐する。 

（相談役） 

第６条 推進室に、SUIJI事業の推進に関する相談、指導等を行うために相談役を置くことができる。 

２ 相談役は、室長が委嘱する。 

（室員） 

第７条 第３条第３号（アを除く。）の室員は、当該教員が所属する学部及びセンターの長の推薦に基づき、

室長が委嘱する。 

２ 室員は、推進室の業務を処理する。 

 （室員の任期） 

第８条 前条の室員の任期は、２年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 （事務） 

第９条 推進室に関する事務は、研究国際部国際交流課及び総務部物部総務課で処理する。 

 （雑則） 

第 10条 この規則に定めるほか、推進室に関し必要な事項は、別に定める。 
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   附 則 

１ この規則は、平成 25年６月 26日から施行し、平成 25年４月１日から適用する。 

２ この規則施行後最初に任命される第３条第３号の室員の任期は、第８条の規定にかかわらず、平成 26

年３月 31日までとする。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 27 号 

 国立大学法人高知大学再雇用職員就業規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 25年７月 10日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏   

 

国立大学法人高知大学再雇用職員就業規則の一部を改正する規則 

 国立大学法人高知大学再雇用職員就業規則（平成 16年規則第 25号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「国立大学法人高知大学」を「国立大学法人高知大学（以下「本学」という。）」に改める。 

 第２条第１項第１号を次のように改める。 

(1) 就業規則第３条第１項に規定する職員であって、再雇用する年度の前年度に定年により退職した者 

同項中第２号を第５号とし、第１号の次に次の３号を加える。 

(2) 本学以外を定年により退職した者のうち、次に定める者（以下「課長登用者等」という。） 

イ 本学の職員から中国・四国地区の国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行

政法人国立青少年教育振興機構（以下「国立大学法人等」という。）の課長級職員に登用された者 

ロ 平成 16年３月 31日以前に、法人化前の高知大学、統合前の高知大学及び高知医科大学（以下「法

人化前の高知大学等」という。）の職員から他の国立学校等の課長級職員に登用された者 

ハ 学長の要請で本学の施設系技術職員から中国・四国地区の国立大学法人等の職員となった者 

ニ 平成 16年３月 31日以前に、学長の要請で法人化前の高知大学等の施設系技術職員から他の国立

学校等の職員となり課長級職員に登用された者 

(3) 前号に定める課長登用者等で、他の国立大学法人等を定年により退職し、当該国立大学法人等で再

雇用された後、再雇用の終了により退職した者で、第７条に定める上限年齢に満たない者 

(4) 第２号及び前号に定める者以外の者で、本学又は法人化前の高知大学等に採用された者（他の国立

大学法人等、他の国立学校等又は文部科学省（省庁統合前の文部省を含む。）の職員から引き続いて

本学又は法人化前の高知大学等の職員となった者を除く。）で、次のいずれかに該当する者のうち、

再雇用する年度の前年度に他の国立大学法人等を定年により退職した者（当該国立大学法人等で再雇

用された後、再雇用の終了により退職した者で、第７条に定める上限年齢に満たない者を含む。） 

イ 他の国立大学法人等の職員となり課長級職員に登用された者 

ロ 平成 16年３月 31日以前に、他の国立学校等の職員となり課長級職員に登用された者 

ハ 文部科学省（省庁統合前の文部省を含む。）の職員となり課長級職員に登用された   

 者 

 第４条第１項中「定年退職後」を「定年退職（第２条第１項第３号及び第４号に定める他の国立大学法

人等における再雇用の終了による退職を含む。第８条において同じ。）後」に改める。 

 第６条第１項中「第７条」を「次条」に改める。 

 第７条中「第６条」を「前条」に改める。 

 

  

   附 則（平成 25年７月 10日規則第 27号） 

 この規則は、平成 25年７月 10日から施行する。 
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改正理由 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高年齢者雇用安定法）の一部を改正する法律の施行（平成

25年４月１日）に伴い、再雇用の対象者を整理し、規則の整備を行う。 

① 現行の規定では再雇用の対象外である以下の者について、対象となるように定めるもの。 

1）施設系技術職員で、法人化後に本学の職員から他の国立大学法人等へ異動した者（課長級職員

に登用された者を除く。） 

2）本学出身者で、他の国立大学法人等の機関へ異動し、その後課長級職員に登用された者 

② 本学出身で課長級職員に登用された者等（上記①の者を含む。）について、定年退職を迎えた他

の国立大学法人等での再雇用を経て、出身大学である本学に再雇用できるように定めるもの。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 28 号 

高知大学医学部附属病院メディカル・サプライセンター規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 25年７月９日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学医学部附属病院メディカル・サプライセンター規則の一部を改正する規則 

高知大学医学部附属病院メディカル・サプライセンター規則（平成 16年規則第 247号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条を次のように改める。 

第２条 メディカル・サプライセンターは、病院の診療に関する医療材料、滅菌医療機器及び医療ガスの

供給管理の適正化及び効率化を図ることを目的とする。 

第３条に次の１号を加える。 

（3） 医療ガス管理部門 

第４条第２項を削る。 

第７条を削り、第６条を次のように改め、同条を第７条とする。 

（センター長及び部門長） 

第７条 メディカル・サプライセンターに、センター長を置き、病院長が委嘱する。 

２ 各部門に部門長を置く。 

３ 部門長は、センター長が推薦し、病院長が指名する。 

４ 部門長は、センター長を助け、当該部門の業務を統括する。 

第５条の次に次の１条を加える。 

（医療ガス管理部門） 

第６条 医療ガス管理部門においては、次の各号に掲げる業務を処理する。  

(1)  医療ガスの安全管理に関すること。  

(2)  医療ガスの供給に関すること。  

(3)  その他医療ガスに関すること。 

附 則（平成 25年７月９日規則第 28号） 

 この規則は、平成 25年７月９日から施行する。 

 

改正理由 

現在、メディカル・サプライセンターは「物流管理部門」と「滅菌管理部門」の２部門で構成され、

病院の診療に必要な各種医療材料及び各種滅菌医療機器の供給管理を行っている。また、本センターの

運営に関し必要な事項を審議するためにメディカル・サプライセンター運営委員会が置かれ、その下に、

特定の事項について審議するために専門部会が置かれている。 

その専門部会の１つとして既に医療ガス専門部会が置かれているが、現在のメディカル・サプライセ
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ンター内には対応する構成部門がないため、新たに「医療ガス管理部門」を置き、既存の２部門とあわ

せて３部門で病院内の物品に関する診療支援体制を整備するものである。 

また、「物流管理部門」の構成員については、内規で定めるため、削除する。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 29 号 

高知大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成 25年７月９日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学医学部附属病院諸料金規則の一部を改正する規則 

高知大学医学部附属病院諸料金規則（平成 16年規則第 273号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中、第 40 号を第 42 号とし、第 39 号を第 41 号とし、第 38 号を第 40 号とし、第 37 号を第 38

号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(39) 羊水細胞染色体検査 

羊水採取料 １回につき 45,150円 

羊水細胞染色体検査 １回につき 33,000円 

ＦＩＳＨ法加算 １項目につき 2,500円 

第 16号から第 36号までを１号ずつ繰り下げ、第 15号の次に次の１号を加える。 

(16) 新生児聴覚スクリーニング 

１回につき  5,880円 

附 則（平成 25年７月９日規則第 29号） 

この規則は、平成 25年７月９日から施行する。 

 

改正理由 

  （新生児聴覚スクリーニング） 

新生児聴覚スクリーニングは、聴覚障害を早期に発見し、早期に療育・援助を行うことを目的に始ま

った。 

高知県では行政主導での全新生児の聴覚スクリーニングは行われていないが、既に一般の産科施設や

高知医療センター、高知赤十字病院、国立病院機構高知病院では実施され、聴覚障害が早期に発見され

ている。 

本院においても、保険適用外料金（自費料金）を設定し、新生児聴覚スクリーニングを開始する。 

  （羊水細胞染色体検査） 

 染色体異常を検査する出生前診断である羊水細胞染色体検査について、保険適用外料金（自費料金）

を設定する。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 30 号 

 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 25年７月 25日 

国立大学法人高知大学長 脇 口   宏 

 

   国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則 

 国立大学法人高知大学職員給与規則（平成 16年規則第 26号）の一部を次のように改正する。 

   附 則（平成 25年７月 25日規則第 30号） 

（施行日） 
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第１条 この規則は、平成 25年７月 25日から施行する。 

（特例調整手当） 

第２条 平成 25年度に限り、特例措置として、平成 25年７月１日に在職する職員のうち平成 24年規則第

３号第２条の規定の適用を受ける次に掲げる者以外の者に対し、平成 25年８月の給与の支給日に特例調

整手当を支給する。 

(1) 平成 24 年規則第３号第４条に定める診療従事調整手当又は平成 24 年規則第 44 号第３条に定める

附属学校教員調整手当を受けている職員 

(2) 休職者（就業規則第 13条の規定により休職にされている職員をいう。ただし、職員給与規則第 45

条第１項から第５項までの規定の適用を受けている休職者を除く。） 

(3) 停職者（就業規則第 65条第３号の規定により停職にされている職員をいう。） 

(4) 育児休業職員（国立大学法人高知大学育児休業等に関する規則第３条に規定する育児休業の適用を

受けている職員をいう。） 

(5) 介護休業職員（国立大学法人高知大学介護休業等に関する規則第４条に規定する介護休業の適用を

受けている職員をいう。） 

(6) 自己啓発等休業をしている職員（国立大学法人高知大学職員の自己啓発等休業に関する規則第３条

に規定する自己啓発等休業の承認を受けている職員をいう。） 

２ 特例調整手当の額は、次に掲げる平成 24年規則第３号第２条第１項第１号に定める当該職員に適用さ

れる支給減額率の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。 

(1) 100分の 4.77である職員  30,000円 

(2) 100分の 7.77である職員  20,000円 

(3) 100分の 9.77である職員  15,000円 

 

   制定理由 

平成 24年 5月から給与を減額され、補てん措置を受けていない職員に対し特例調整手当を新設し、

手当を支給するものである。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 31 号 

 国立大学法人高知大学特任職員給与規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 25年７月 25日 

国立大学法人高知大学長 脇 口   宏 

 

   国立大学法人高知大学特任職員給与規則の一部を改正する規則 

 国立大学法人高知大学特任職員給与規則（平成 20年規則第 15号）の一部を次のように改正する。 

   附 則（平成 25年７月 25日規則第 31号） 

（施行日） 

第１条 この規則は、平成 25年７月 25日から施行する。 

（特例調整手当） 

第２条 平成 25年度に限り、特例措置として、平成 25年７月１日に在職する特任職員のうち平成 24年規

則第８号第２条の規定の適用を受ける次に掲げる者以外の者に対し、平成 25年８月の給与の支給日に特

例調整手当を支給する。 

(1) 平成 24年規則第８号第３条に定める診療従事調整手当を受けている職員 

(2) 休職者（国立大学法人高知大学職員就業規則第 13 条の規定により休職にされている職員をいう。

ただし、国立大学法人高知大学職員給与規則第 45 条第１項から第５項までの規定の適用を受けてい

る休職者を除く。） 

(3) 停職者（国立大学法人高知大学職員就業規則第 65 条第３号の規定により停職にされている職員を
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いう。） 

(4) 育児休業職員（国立大学法人高知大学育児休業等に関する規則第３条に規定する育児休業の適用を

受けている職員をいう。） 

(5) 介護休業職員（国立大学法人高知大学介護休業等に関する規則第４条に規定する介護休業の適用を

受けている職員をいう。） 

２ 特例調整手当の額は、次に掲げる平成 24年規則第８号第２条第１項第１号に定める当該職員に適用さ

れる支給減額率の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。 

(1) 100分の 4.77である職員  30,000円 

(2) 100分の 7.77である職員  20,000円 

(3) 100分の 9.77である職員  15,000円 

 

   制定理由 

平成 24年 5月から給与を減額され、補てん措置を受けていない職員に対し特例調整手当を新設し、

手当を支給するものである。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 32 号 

 国立大学法人高知大学再雇用職員給与規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 25年７月 25日 

国立大学法人高知大学長 脇 口   宏 

 

   国立大学法人高知大学再雇用職員給与規則の一部を改正する規則 

 国立大学法人高知大学再雇用職員給与規則（平成 18年規則第 45号）の一部を次のように改正する。 

   附 則（平成 25年７月 25日規則第 32号） 

（施行日） 

第１条 この規則は、平成 25年７月 25日から施行する。 

（特例調整手当） 

第２条 平成 25年度に限り、特例措置として、平成 25年７月１日に在職する再雇用職員のうち平成 24年

規則第７号第２条の規定の適用を受ける次に掲げる者以外の者に対し、平成 25年８月の給与の支給日に

特例調整手当を支給する。 

(1) 休職者（職員就業規則第 13 条の規定により休職にされている職員をいう。ただし、職員給与規則

第 45条第１項から第５項までの規定の適用を受けている休職者を除く。） 

(2) 停職者（職員就業規則第 65条第３号の規定により停職にされている職員をいう。） 

(3) 育児休業職員（国立大学法人高知大学育児休業等に関する規則第３条に規定する育児休業の適用を

受けている職員をいう。） 

(4) 介護休業職員（国立大学法人高知大学介護休業等に関する規則第４条に規定する介護休業の適用を

受けている職員をいう。） 

２ 特例調整手当の額は、次に掲げる平成 24年規則第７号第２条第１項第１号に定める当該職員に適用さ

れる支給減額率の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。 

(1) 100分の 4.77である職員  30,000円 

(2) 100分の 7.77である職員  20,000円 

(3) 100分の 9.77である職員  15,000円 

 

   制定理由 

平成 24年 5月から給与を減額され、補てん措置を受けていない職員に対し特例調整手当を新設し、

手当を支給するものである。 
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国立大学法人高知大学規則第 33 号 

 国立大学法人高知大学非常勤職員給与規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成 25年７月 25日 

国立大学法人高知大学長 脇 口   宏 

 

   国立大学法人高知大学非常勤職員給与規則の一部を改正する規則 

 国立大学法人高知大学非常勤職員給与規則（平成 16年規則第 46号）の一部を次のように改正する。 

   附 則（平成 25年７月 25日規則第 33号） 

（施行日） 

第１条 この規則は、平成 25年７月 25日から施行する。 

（特例調整手当） 

第２条 平成 25年度に限り、特例措置として、平成 25年７月１日に在職する非常勤職員のうち平成 24年

規則第９号第２条の規定の適用を受ける次に掲げる者以外の者に対し、平成 25年８月の給与の支給日に

特例調整手当を支給する。 

(1) 平成 24年規則第９号第３条に定める診療従事調整手当を受けている職員 

(2) 停職者（就業規則第 50条第３号の規定により停職にされている職員をいう。） 

(3) 育児休業職員（育児休業規則第３条に規定する育児休業の適用を受けている職員をいう。） 

(4) 介護休業職員（介護休業規則第４条に規定する介護休業の適用を受けている職員をいう。） 

２ 特例調整手当の額は、平成 24年規則第９号第２条第１項第１号に定める当該職員に適用される支給減

額率が 100分の 4.77である職員につき 30,000円とする。 

 

   制定理由 

平成 24年 5月から給与を減額され、補てん措置を受けていない職員に対し特例調整手当を新設し、

手当を支給するものである。 

 

 

国立大学法人高知大学規則第 34 号 

高知大学教育研究部医療学系における医学部専任担当の教員に関する選考内規の一部を改正する規則を

次のように定める。 

平成 25年７月 16日 

国立大学法人高知大学長 脇 口  宏 

 

高知大学教育研究部医療学系における医学部専任担当の教員に関する選考内規の一部を改正する

規則 

高知大学教育研究部医療学系における医学部専任担当の教員に関する選考内規（平成 21年規則第 68号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第 15項中「出張のため」を「出張又はやむを得ない診療のため」に改める。 

 

附 則（平成 25年７月 16日規則第 34号） 

 この規則は、平成 25年７月 16日から施行する。 

 

改正理由 

教授候補者選考の際の投票について、現行の規則では、不在者投票を行うことができる理由が出張に

限られているが、投票が行われる医学系部門会議が火曜日に開催されているため、火曜日に手術枠が割

り振られている診療科の構成員が不在者投票できない事態が生じていた。 
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そのため、やむを得ない診療のために当該部門会議に出席できない構成員にも投票の機会を確保する

ために、出張の場合の他、やむを得ない診療のために当該部門会議に出席できない場合であっても不在

者投票を認める旨の一部改正を行う。 

 



○人事異動
[教員]

【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.6.30 柿沼　由彦 医療学系基礎医学部門　准教授

藤本　理加 医療学系基礎医学部門　助教
庵地　孝嗣 医療学系臨床医学部門　助教

H25.7.31 大野　清二 医療学系臨床医学部門　助教

【雇用期間満了】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.6.19 味村　俊樹 医学部附属病院骨盤機能センター　特任教授

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H25.5.1 都築　たまみ 医療学系臨床医学部門　助教

牛若　昂志 医療学系臨床医学部門　助教
野中　大伸 医療学系臨床医学部門　特任助教

H25.6.1 公文　雅士 医療学系臨床医学部門　助教
森澤　憲 医療学系臨床医学部門　助教

H25.7.1 大井　美紀 医療学系臨床看護学部門　准教授
香西　哲夫 医療学系臨床医学部門　助教
宮﨑　涼平 医療学系臨床医学部門　助教
近藤　庸夫 医療学系臨床医学部門　助教
岩佐　瞳 医療学系臨床医学部門　特任助教

【昇任】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.5.1 具　元根 医療学系臨床医学部門　講師 医療学系臨床医学部門　助教

中島　英貴 医療学系臨床医学部門　講師 医療学系臨床医学部門　助教
久米　基彦 医療学系臨床医学部門　講師 医療学系臨床医学部門　助教

H25.7.1 辛島　尚 医療学系臨床医学部門　講師 医療学系臨床医学部門　助教

【任用更新】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

森田　ゆかり 医療学系臨床医学部門　助教
泉谷　知明 医療学系臨床医学部門　講師
水田　洋 医療学系臨床医学部門　助教
廣瀬　享 医療学系臨床医学部門　助教

[事務系職員]
【採用】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

松下　裕也 財務部財務部施設企画課活用係係員
上岡　大祐 学務部学務部学生支援課学生支援・課外活動係係員

辻本　祐実 学務部学務部入試課入試実施係係員

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職

毛利　敬太 財務部施設企画課総務係主任 財務部財務課予算管理係主任

[病院職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H25.6.30 片岡　久代 医学部附属病院　看護部看護師

森田　亜希子 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

森永　純代 医学部附属病院　看護部看護師
岩田　知子 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）
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宮原　明日香 医学部附属病院　看護部看護師（特例看護職員）

H25.7.14 大岸　令 医学部附属病院　看護部看護師
H25.7.31 篭島　みどり 医学部附属病院　看護部看護師（有期）

小坂　知代 医学部附属病院　看護部看護師

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H25.7.1 竹内　忍 医学部附属病院　看護部看護師（有期）

依岡　千恵子 医学部附属病院　薬剤部薬剤師(有期)

○叙位・叙勲
　　　高知大学名誉教授　　小　越　　章　平
　　　　　　 　 　　　　（平成25年6月28日死亡）

　　　　　　叙位　従四位（平成25年6月28日付）
　　　　　　叙勲　瑞宝小綬章

　第22号　　　　　　　　　　　　　　　　　高 知 大 学 学 報　　　　　　　　　　平成25年8月　（27）



 

 第 22号                 高 知 大 学 学 報           平成 25年 8月 （28） 

 
 
 

第１９４回 役員会（５月８日） 

議事 

審議事項  

１．大学教員の採用人事について 

２．障がい学生支援室（仮称）の設置について 

３．戦略的管理人員枠による人事案について 

４．平成 24年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出について 

 

 

第１９５回役員会（５月２２日） 

議事 

審議事項 

１．高知大学教育組織改革マスタープランについて 

２．高知大学学位規則の一部改正について 

報告事項 

１．平成 24年度国際交流活動について 

２．規則の制定等について 

３．その他 

 

 

第１９６回役員会（６月１２日） 

議事 

審議事項 

１．平成 24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 

２．大学教員の採用・昇任人事について 

３．職員の表彰に関する規則等の一部改正について 

４．管理職手当の一部改正について 

５．高知大学 SUIJI推進委員会規則及び高知大学 SUIJI推進室規則の制定について 

６．平成 26年度高知大学志願者の入学検定料の免除について 

７．平成 24年度決算について 

８．平成 25年度教育研究活性化経費（教育研究環境充実）の執行について 

９．平成 26年度概算要求について 

10．病院医療事務の直営化について 

11．人事委員会の審議事項について 

確認事項 

１．国立大学法人高知大学における予算編成の基本的な考え方について 

報告事項 

１．平成 25年度入試・広報だよりについて 

２．その他 

会 議 
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臨時役員会（６月１８日） 

議事 

審議事項 

１．高知大学教育組織改革実行プランについて 

 

 

臨時役員会（６月２４日） 

議事 

審議事項 

１．附属学校教員の給与減額及び附属学校教員調整手当の改定について 

 

 

第１９７回役員会（６月２６日） 

議事 

審議事項 

１．平成 24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 

２．大学教員の採用人事について 

３．管理職手当の一部改正について 

４．高知大学 SUIJI推進委員会規則及び高知大学 SUIJI推進室規則の制定について 

５．平成 24年度決算について 

６．平成 25年度教育研究活性化経費（教育研究環境充実）の執行について 

７．平成 26年度概算要求について 

８．病院医療事務の直営化について 

報告事項 

１．大学教員の再任について 

２．平成 24年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況について 

３．高知大学研究拠点プロジェクト中間評価について 

４．平成 25年度会計監査人の選任について 

５．知的財産権の活用状況について 

６．規定の制定等について 

７．職員の懲戒処分に係る報告について 

８．その他 

 

 

臨時役員会（６月２８日） 

議事 

審議事項 

１．附属学校教員の給与減額及び附属学校教員調整手当の改定について 

 

 

第１９８回役員会（７月１０日） 

議事 

審議事項 

１．大学教員人事案について 

２．大学教員の採用人事について 



 

 
第 22号                 高 知 大 学 学 報           平成 25年 8月  （30） 

 

３．再雇用職員就業規則の一部改正について 

４．特例調整手当の新設について 

５．「今夏の節電実行計画」について 

６．宇佐野外活動施設の利用停止について 

報告事項 

１．資金運用状況について 

２．その他 

 

 

第１９９回役員会（７月２４日） 

議事 

審議事項 

１．戦略的管理人員枠による採用人事について 

２．大学教員の採用人事について 

３．倫理・人権・苦情処理委員会規則の一部改正について 

４．国立大学法人高知大学と独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の教育研究への連携・協力に関す

る協定について 

５．平成 24年度間接経費等決算及び平成 25年度間接経費等執行計画について 

６．平成 25年度教員研究経費（特別分）の配分について 

７．平成 25年度業務達成基準の適用事業について 

報告事項 

１．平成 25年度学長裁量経費について 

２．大学教員の再任について 

３．規則の制定等について 

 

 

臨時役員会（７月２５日） 

議事 

確認事項 

１．国家公務員の臨時給与減額への対応について 

審議事項 

１．特例調整手当の新設について 

２．倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について 

 

 

第４３回経営協議会（６月２５日） 

議題 

１．平成 24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 

２．知的財産権の活用状況について 

３．管理職手当の一部改正について 

４．附属学校教員の給与減額及び附属学校教員調整手当の改定について 

５．平成 24年度国際交流活動について 

６．平成 26年度高知大学志願者の入学検定料の免除について 

７．平成 24年度決算について 

８．平成 24年度教育研究活性化経費（教育研究環境充実）の執行について 
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９．平成 26年度概算要求について 

10．決算剰余金の繰越承認及び配分について 

11．病院医療事務の直営化について 

12．国立大学法人高知大学における予算編成の基本的な考え方[確認事項]について 

13．資金運用状況について 

14．その他 

 

 

第４４回経営協議会（書面会議）（７月２４日） 

議題 

１．特例調整手当の新設について 

 

 

第５６回 教育研究評議会 （５月２０日） 

議題 

１．高知大学教育組織改革マスタープランについて 

２．高知大学学位規則の一部改正について 

３．独立行政法人日本貿易振興機構高知貿易情報センターと国立大学法人高知大学との事業実施に関する覚書に

ついて 

４．平成 24年度国際交流活動について 

５．経営協議会の学外委員について 

６．規則の制定等について 

７．その他 

 

 

第５７回 教育研究評議会 （６月１８日） 

議題 

１．高知大学教育組織改革実行プランについて 

２．その他 

 

 

第５８回 教育研究評議会 （６月２４日） 

議題 

１．平成 24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 

２．平成 25年度「地（知）の拠点整備事業」（大学 COC事業）への申請について 

３．高知大学 SUIJI推進委員会規則及び高知大学 SUIJI推進室規則の制定について 

４．平成 24年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況について 

５．平成 25年度入試・広報だよりについて 

６．平成 25年度科学研究費助成事業に係る内定状況について 

７．高知大学研究拠点プロジェクト中間評価について 

８．規定の制定等について 

９．職員の懲戒処分について 

10．その他 
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平成２５年度第２回入試企画実施機構会議（５月１３日） 

議事 

審議事項 

１．平成 26年度入学者選抜に関する要項（案）について（継続） 

２．平成 26年度学生募集要項（案）（推薦入試Ⅰ）について（継続） 

３．平成 26年度学生募集要項（案）[私費外国人留学生（学部学生）]について（継続） 

４．平成 26年度学生募集要項（案）[理学部社会人入試]について（継続） 

５．入試用ＵＳＢメモリ取扱要領（案）について 

６．学部入試業務におけるミス防止点検について 

７．入試問題の使用許諾について 

８．平成 25年度進学担当者説明会について 

９．その他 

報告事項 

１．各学部からの平成 25年度入試実施状況の総括について 

２．平成 25年度入試関係行事予定（平成 26年度入試）の変更について 

３．その他 

 

 

平成２５年度第３回入試企画実施機構会議（６月３日） 

議事 

審議事項 

１．平成 26年度学生募集要項（案）（一般入試）について 

２．平成 26年度学生募集要項（案）（推薦入試Ⅱ）について 

３．その他 

報告事項 

１．東日本大震災により被災した平成 26年度高知大学志願者の入学検定料の免除について 

２．入学者選抜及び出願書類等について（各種団体等からの要望） 

３．平成 25年度入試・広報だよりについて 

４．平成 25年度進学担当者説明会について 

５．その他 

 

 

平成２５年度第４回入試企画実施機構会議（７月１日） 

議事 

審議事項 

１．平成 26年度学生募集要項（案）（一般入試）について（継続） 

２．平成 26年度学生募集要項（案）（推薦入試Ⅱ）について（継続） 

３．平成 26年度学生募集要項（案）（ＡＯ入試Ⅱ）について 

４．その他 

報告事項 

１．全国大学入学者選抜研究連絡協議会第８回大会の報告について 

２．「平成 26年度大学入学者選抜大学入試センター試験実施要領」について 

３．「平成 26年度大学入学者選抜実施要領」について 
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４．平成 25年度進学担当者説明会について 

５．平成 26年度医学部医学科学士入学＜第２年次編入学＞試験出願状況について 

６．「平成 26年度入学者選抜に関する要項」,「平成 26年度学生募集要項（推薦入試Ⅰ）」等の公表について（６

月２８日） 

７．「平成 26年度国立大学入学者選抜について各大学における入試業務上の留意点」について 

８．「国立大学の入学者選抜についての平成 27年度実施要領」及び「同実施細目」等ついて 

９．その他 
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○「四国５大学連携による知のプラットフォーム形成事業」連携協定を締結 

5 月 13 日(月)、本学を含む四国 5 国立大学による連携事業「四国 5 大学連携による知のプラット

フォーム形成事業」の共同実施に関する協定調印式が愛媛大学で執り行われた。 
今後、AO 入試の共同実施、大学教育における e ラーニングの活用促進、産学官連携強化といった

面で、大学の枠を越えて取り組んでいく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
○中国・四国地区国立大学間連携による高等教育業務継続計画に関する協定を締結 

5 月 30 日（木）に開催された平成 25 年度春季中国・四国地区国立大学長会議において、本学を

含む中国・四国地区 10 国立大学（鳥取大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大学、徳島大学、

鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学及び高知大学）は「中国・四国地区の国立大学間連携による高

等教育業務継続計画に関する協定書」を締結した。 
大規模災害により、独自では十分な応急措置及び教育・研究・診療機能の継続等ができない状況

にある大学に対して、大学間連携により迅速かつ的確な支援を行い、被災大学の業務継続の確保と、

早期復旧を図ることを目的とした支援を定め、その実現に向け取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学 事 
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○平成 25 年度 6 月期の高知大学大学院学位記授与式 

 6 月 27 日（木）、学長室において、平成 25 年度 6 月期の大学院学位記授与式が挙行され、1 名に

博士（医学）の学位が授与された。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○北京外国語大学との学術交流協定を締結 
7 月 12 日（金）、北京外国語大学にて、高知大学と北京外国語大学との間の学術交流協定書及び

学生交流に関する協定書の交換式が行われた。本学からは菊地るみ子副学長および林翠芳准教授、

北京外国語大学からは金莉副学長の他関係者らが出席し、覚書を交わした。 
今後は学生交流を中心とした交流が開始され、両大学の学術交流がますます活発化することが期

待される。 
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○高知大学と高知市とが連携し、小学生用教材を作成 

高知市との連携協定に基づいた各種連携事業の一環として、平成 23 年度から取り組んでいた、

小学生用の教材「見て 調べて 考えよう わたしたちの高知市」が完成し、平成 25 年度から高知

市内の小学校 49 校に設置した。 

高知大学からは将来教職を志す高知大・教育学専攻の大学院生４名、高知市は若手職員が研修と

して参画し、教材の作成に取り組んだ。教材は１万部以上を印刷し、市内の国公立、私立の小学校

に配布、各教室に備え付けられ、子ども達の地域学習に活用される。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○臨床医学部門 井上紘輔助教が日本腎臓学会ベストサイテーション賞受賞 

臨床医学部門 内分泌代謝・腎臓内科学 井上紘輔助教が日本腎臓学会ベストサイテーション賞

を受賞した。 

この賞は、日本腎臓学会雑誌(英文誌)「Clinical and Experimental Nephrology (CEN)」で創刊

からこれまでに発表された論文の中で、2012 年に最も多く引用された Original article（原著論文）

１題のみに授与されるもの。 

 

 
○理学部門 吉倉紳一教授に室戸ジオパーク推進協議会から感謝状贈呈 

5 月 10 日、永年にわたりのアドバイザー(顧問)を務め、世界ジオパークネットワーク加盟認定に

多大の貢献、室戸市の活性化と振興への尽力した、理学部門 吉倉紳一教授に、室戸ジオパーク推

進協議会から感謝状が贈呈された。 

諸 報 



 
第 22号               高 知 大 学 学 報         平成 25年 8月  （37） 

 
 
 

○第 2 回 高知大学医学部附属病院 災害医療研修会 

6 月 1 日、医学部附属病院において「第 2 回 高知大学医学部附属病院 災害医療研修会」を開

催した。研修会では、外部講師（インストラクター6 名）を招聘し、災害が起きて病院が多数傷病

者の受け入れるケースを想定した院内災害対応訓練を体験した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○男女共同参画推進室「しあわせぶんたん」のマスコットキャラクターの愛称、『サンカくん』に決定 

4 月 8 日～30 日までの応募期間中に 31 件の様々なアイデアが寄せられ、厳正なる審査の結果、

高知市在住の中学１年生島内恵実さんの『サンカくん』に決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
○卒後臨床研修センター 松澤智佳研修医が第 108 回内科学会四国地方会で研修医奨励賞受賞 

6 月 9 日に開催された第 108 回内科学会四国地方会において、卒後臨床研修センター 松澤智佳

研修医が、「脳梗塞発症を契機に診断された感染性心内膜炎の 1 例」の演題で研修医奨励賞を受賞

した。 
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○高知大学北体育館披露目式を開催 

7月31日に高知大学北体育館披露目式を執り行った。北体育館は平成24年度に改修工事を行い、

平成 25 年度からは拡張されたフロア、更衣室の改修、各種設備・装置の一新等により、格段に利

便性が高まった。また、トレーニングルームやダンスルームが増設された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○国際・地域連携センター 石塚悟史副センター長が「産学連携学会第 11 大会」で産学連携学会功労

賞受賞 

6 月 19 日に開催された産学連携学会第 11 大会において、国際・地域連携センター 石塚悟史副

センター長が 2013 年度産学連携学会功労賞を受賞した。 

産学連携功労賞は、学会の活動に対し功労のあった個人・団体に贈られる賞である。 

 

 
○医療学系臨床医学部門の並川努講師が、「10th International Gastric Cancer Congress（第 10 回国

際胃癌学会議 (IGCC 2013)）」で Best Poster Award 受賞 

6 月 19 日～22 日に、イタリアのベローナで開催された 10th International Gastric Cancer 

Congress（第 10 回国際胃癌学会議 (IGCC 2013)）において、医療学系臨床医学部門の並川努講師

が Best Poster Award を受賞した。 

 

 
○臨床医学部門 小川恭弘教授が「第 14 回国際癌治療増感研究協会」で協会賞受賞 

臨床医学部門 放射線医学講座の小川恭弘教授の「新しい酵素標的・増感放射線療法 KORTUC

の開発とその臨床応用」の研究が、第 14 回 国際癌治療増感研究協会において、国際癌治療増感

研究協会賞を受賞した。 
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○本学の東日本大震災への対応について厚生労働大臣から感謝状贈呈  

本学医学部附属病院の東日本大震災被災地支援に対して、厚生労働大臣から感謝状が贈呈された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○「ジェトロ・高知大学グローバル人材育成事業」第 1 回事前準備会 

本事業は、全国に先駆けたテストケースとして、日本貿易振興機構（ジェトロ）と高知大学が連

携して、高知大学学生と土佐フードビジネスクリエーター（FBC）人材創出事業を受講する食品関

連企業社員を、海外に短期で派遣し、現場での研修・体験を通じて、海外に対応できるグローバル

な人材を育成することを目的としている。 

香港研修プログラムの準備会である第 1 回準備会には、ジェトロ専門家講師、応募者 13 名の中

から面接・学業成績等により選ばれた高知大学学生 3 名及び土佐 FBC 受講者 3 名が参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○理学専攻教員と大学院生らが「2013 年度年資源地質学会学術講演会」でベストポスター賞受賞 

6月 26～28日に東京大学小柴ホールにおいて開催された 2013年度年資源地質学会学術講演会で、

総合研究センター 臼井朗特任教授、理学部門 安田尚登教授らと総合人間自然科学研究科 理学

専攻の学生たちによるポスター発表「古海洋環境復元を目指した海水起源マンガンクラストの微細

層序学的研究」が、ベストポスター賞を受賞した。 
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○文部科学省特別経費プロジェクト「レアメタル戦略グリーンテクノロジー創出への学際的教育研究

拠点の形成」キックオフシンポジウム 

7 月 5 日に、キックオフシンポジウムを開催し、萩原崇弘 氏（経済産業省 資源エネルギー庁 資

源・燃料部・鉱物資源課長）、浦辺徹郎氏（国際資源開発研修センター(JMEC) 顧問）、岡部徹 氏

（東京大学生産技術研究所 教授）ら 3 名の講師が、「レアメタルの開発・利用に関わる学際的人

材育成－海底鉱物資源への期待－」をテーマに講演した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○高知大学少年少女サッカー教室 寄附金贈呈式 

2002 年から週 2 回、高知大学体育会サッカー部が地域貢献活動として、高知大学サッカーグラ

ウンドで実施している「高知大学少年少女サッカー教室」に、サニー会（サニーマート協力企業親

睦会）から、同サッカー教室の運営支援として 50 万円の寄附があった。 

「高知大学さきがけ志金・特定目的寄附金（少年少女サッカー教室運営費）」として受贈した上

で、7 月 8 日に寄附金贈呈式を行った。 
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○ハワイ大学医学部生受入れプログラムを実施 

25 年７月１日～12 日まで、学部間協定を締結しているハワイ大学医学部 John A Burns School of 

Medicine から２名の学生を受入れ、Medical Education Seminar in Kochi を開催した。ハワイ大

学医学部とは平成 18 年に学生交流を開始し、平成 22 年 2 月 11 日には正式に学部間で協定を締結

して継続的な交流を行っている。 

今回は、医学部附属病院で手術や小児科病棟等を見学した他、県内の病院を訪問し、地域医療に

ついて学んだ。最終日には、医学部国際連携推進委員長小林道也教授らと高知県庁を訪れ、尾﨑正

直知事に今回の医学教育セミナーの成果などを報告した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○教育学部附属特別支援学校校舎披露目式 

教育学部附属特別支援学校の校舎の改修が完了し、6 月 16 日に関係者らが出席し披露目式が執り

行われた。 
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５月 

 １日（水） e－Learning 事業準備委員会 

 ８日（水） 役員会 

１０日（金） 平成 25 年度中国・四国地区国立大学学

生関係副学長・部課長会議（徳島） 

高知県官公庁連絡会（学外） 

 土佐 FBCⅡ開講式 

１３日（月） 四国国立大学協議会 第１回シンポジウ

ム（愛媛） 

１５日（水） 全学教員人事審議会 

 日本学術振興会特別研究員申請書の書

き方セミナー 

１７日（金） FD／SD高知大学実施本部会議 

１９日（日） 中国・四国地区国立大学法人等職員採用

試験 

２０日（月） 辞令交付 

 全学教育機構会議 

教育研究評議会 

 総合人間自然科学研究科委員会 

 教育ミーティング 

２１日（火） 修士課程教務委員会 

２２日（水） 役員会（拡大） 

 国際交流基金管理委員会 

 剽窃チェックサービスシステム説明会 

 専攻会議・部門会議（黒潮圏） 

２３日（木） 学士課程入学試験委員会 

２４日（金） 教育職員免許状更新講習実施委員会 

 大学院入学試験委員会 

 教育研究部会議 

２７日（月） 人事委員会 

 朝倉地区安全衛生委員会 

 学士課程運営会議 

 教育ミーティング 

２８日（火） 県との連携推進会議  

 物部地区安全衛生委員会 

国際連携推進委員会 

２９日（水） 国立大学法人の財務等に関する説明会 

（東京） 

 研究拠点会議 

 留学生と学長を囲む会 

３０日（木） 春季中国・四国地区国立大学長会議（鳥

取） 

 平成 25 年度国立大学教養教育実施組織

会議及び事務協議会（熊本）（～31日） 

 大学 ICT推進協議会（東京） 

 科研費タスクフォース 

３１日（金） 文部科学省 施設整備に関する説明会（東

京） 

 岡豊地区安全衛生委員会 

平成 25 年度国立大学教養教育実施組織

会議及び事務協議会 

 

 

６月 

１日（土） 高知大学如泉会幡多支部総会 

３日（月） 第 3回入試企画実施機構会議 

学長事務総括本部会議 

５日（水） 大学入試センターセミナー 

６日（木） 全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会

（～7日） 

中国・四国協議会 

平成 25 年度中国・四国地区国立大学法

人等職員採用試験実施委員会 

臨時理事・事務局長会議 

７日（金） 若手教員評価委員会 

８日（土） 中四国大学教育研究会（～9日） 

１０日（月） 教育組織改革実施本部会議 

監査法人による決算報告 

１１日（火） 全学財務委員会 

教授会・専攻会議（農） 

部門会議（農）（生命環境医学） 

高知県国際交流協会理事会 

全学事務職員海外研修報告会 

１２日（水） 役員会 

教授会（人）（教）（理） 

専攻会議（人）（教） 

日 誌 
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部門会議（人）（教）（理）（複合領域） 

１３日（木） 県議会との意見交換会 

１６日（金） 附属特別支援学校校舎改修祝賀会 

１７日（月） ふくしま再生シンポジウム 

総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

学長事務総括本部会議 

教育ミーティング 

１８日（火） 教育研究評議会 

臨時役員会 

教授会・部門会議（医） 

教育組織改革実施本部会議 

１９日（水） 国大協総会 

高知県地域コラボ会 

科研費説明会 

教育研究部会議 

部門会議（人） 

２０日（木） 国立大学法人学長・大学共同利用機関法

人機構長等会議 

植物医学準専攻専門委員会 

２１日（金） 情報公開委員会 

２４日（月） 教育研究評議会 

学士課程運営会議 

教育ミーティング 

２５日（火） 経営協議会 

委嘱状交付式 

高知県国際交流協会評議員会 

２６日（水） 役員会（拡大） 

専攻会議・部門会議（黒潮圏） 

男女共同参画推進委員会 

教育研究活性化事業（教育改善）報告会 

２７日（木） 学位記授与式 

２８日（金） 高等教育シンポジウム 

朝倉地区安全衛生委員会 

環境保全委員会 

人事委員会 

 

７月 

１日（月） 入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

学長事務総括本部会議 

職員採用試験面接（～4日） 

２日（火） 倫理・人権・苦情処理委員会 

３日（水） 進学担当者説明会 

認証評価対応 WG会議 

５日（金） キックオフシンポジウム「レアメタル戦

略グリーンテクノロジー創出への学際

的教育研究拠点の形成」 

高知市コーディネーター会議 

８日（月） 贈呈式 

９日（火） 教授会・専攻会議・部門会議（農） 

１０日（水） 役員会 

教授会（人）（教）（理） 

専攻会議（人）（教） 

部門会議（教）（理）（複合領域） 

１２日（金） 高知県官公長連絡会 

１６日（火） 自然科学系学部再編委員会 

修士課程教務委員会、博士課程教務委員

会 

１７日（水） 辞令交付 

教育研究部会議 

教育組織改革実施本部 

１８日（木） CST養成拠点構築事業運営会議 

SPOD 

２０日（土） アカデミアセミナー 

２２日（月） 社会教育主事講習開講式 

総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

学長事務総括本部会議 

教育ミーティング 

２３日（火） 全学財務委員会 

国際交流基金管理委員会 

事務連絡協議会 

２４日（水） 役員会（拡大） 

専攻会議・部門会議（黒潮圏） 

２５日（木） 臨時役員会 

２６日（金） 国大協理事会 

２９日（月） 学士課程運営会議 
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人文社会科学系学部再編委員会 

朝倉地区安全衛生委員会 

教育ミーティング 

共同利用・共同研究拠点中間評価ヒアリ

ング 

３０日（火） 平成 24 事業年度に係る業務の実績に関

する国立大学法人評価委員会のヒアリ

ング 

３１日（水） 北体育館お披露目式 
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