
教育学部附属特別支援学校に菓子工房を  海洋コア総合研究センター新保管庫棟

グランドオープン（27 ページに関連記事） 竣工記念式典を挙行（27ページに関連記事） 

（3） 

○「四国巨大災害危機管理フォーラム～東日本大震災の経験に学び、

懸念される南海トラフ巨大地震に備えて～」を開催

○理学部門 宇田幸司講師が「第 2 回 D-アミノ酸国際学会」でベス

トポスター賞を受賞

○農学部門 安武大輔准教授が日本生物環境工学会において生物環

境システム科学賞を受賞

○研究推進課 井本善次技術専門職員に日本動物学会から感謝状の

授与

○オープンフィールドワーク「商店街の“とんでもないもの”を見つ

けよう！」を開催

○物部総務課フィールド技術室 長井宏賢係長が第 16 回全国大学演

習林協議会において森林管理技術賞「技術貢献賞」を受賞

○高知大学名誉教授サントッシュ・マダバワリヤー氏がトムソン・ロ

イターの Highly Cited Researchers に選出

○臨床医学部門 小林道也教授が European Journal of Surgical

Oncologyの 2013年 Excellence in Reviewing を受賞

○臨床医学部門 山本真有子助教の論文が国際研究皮膚科学会雑誌

Journal of Investigative Dermatology 誌に掲載

○総合研究センター 臼井朗教授が第 43 回海底資源開発国際会議で

Moore Medalを受賞

（22） 

（22） 

（23） 

（23） 

（23） 

（23） 

（24） 

（24） 

（24） 

（24） 

（8） 

○人事異動 （11） 

○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

（14） 

（15） 

（15） 

（16） 

○平成 26年度高知大学大学院修了式・学位授与式

○平成 26年度高知大学大学院秋季入学式

○タンジュンプラ大学（インドネシア）関係者の学長表敬訪問

○地域協働学部の設置計画が認可

○深見理事（教育担当）・副学長が日本学術振興会から表彰

○平成 26年度高知大学国際交流基金助成事業決定通知書交付

式を開催

○今年も多くの高知大生が「よさこい祭り」に参加

○SPODフォーラム 2014「“気づき”と“振り返り”が大学を変

える～成長を確かなものにするために～」を開催

○国際協力機構の課題別研修『総合防災行政コース』を実施

（18） 

（18） 

（18） 

（19） 

（20） 

（20） 

（20） 

（21） 

（22） 
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○保健管理センター医学部分室 渋谷恵子准教授が、日本箱庭

療法学会河合隼雄賞を受賞

○第 39回高知大学アカデミアセミナー 南海地震に備えるシ

ンポジウムⅣ「命をつなぐために備えよう！！」を開催

○東部地域初！土佐 FBC東部教室の開講式を開催

○第 34 回南風祭を開催

○高知大学オープンキャンパスを開催

○教育学部附属特別支援学校に菓子工房をグランドオープン

（25） 

（25） 

（25） 

（26） 

（26） 

（27） 

○海洋コア総合研究センター新保管庫棟竣工記念式典を挙行

○総合科学系黒潮圏科学部門 田口尚弘准教授が染色体学会論文賞

を受賞

○オープンフィールドワーク第 2弾「日曜市のこれからを現場から考

える」を開催

○高知大学発ベンチャー認定称号記授与式の開催

○新武道館お披露目式を開催

（27） 

（28） 

（28） 

（28） 

（29） 

（30） 
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○府令

事   項 号 官報番号 掲載年月日 

四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令 

内閣府令第 63号 号外第 216号 平成 26年 9月 30日 

○政令

事   項 号 官報番号 掲載年月日 

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 政令第 278号 第 6349号 平成 26年 8月 8日 

著作権法施行令の一部を改正する政令 政令第 285号 号外第 185号 平成 26年 8月 20日 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 政令第 288号 号外第 185号 平成 26年 8月 20日 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令

の一部を改正する政令 

政令第 293号 号外第 196号 平成 26年 9月 3日 

建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整

備等に関する法令 

政令第 308号 第 6378号 平成 26年 9月 19日 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令

の整備等に関する政令 

政令第 314号 号外第 211号 平成 26年 9月 25日 

薬事法施行令の一部を改正する政令 政令第 315号 第 6382号 平成 26年 9月 26日 

消費税法施行令の一部を改正する政令 政令第 317号 号外第 216号 平成 26年 9月 30日 

所得税法施行令の一部を改正する政令 政令第 338号 第 6396号 平成 26年 10月 17日 

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一

部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 

政令第 353号 第 6406号 平成 26年 10月 31日 

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に

関する政令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のた

めの厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経

過措置に関する政令の一部を改正する政令 

政令第 354号 第 6406号 平成 26年 10月 31日 

○省令

事   項 号 官報番号 掲載年月日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第二十三条の二の五第七項第一号に規定する医療機器

又は体外診断用医薬品の区分を定める省令 

厚生労働省令第 95号 号外第 175号 平成 26年 8月 6日 

特例法施行規則の一部を改正する省令 経済産業省令第 40号 第 6351号 平成 26年 8月 12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 99号 第 6354号 平成 26年 8月 15日 

薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六

条の四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 100号 第 6354号 平成 26年 8月 15日 

著作権法施行規則の一部を改正する省令 文部科学省令第 24号 号外第 185号 平成 26年 8月 20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 101号 号外第 189号 平成 26年 8月 25日 

学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改

正する省令 

文部科学省令第 25号 第 6364号 平成 26年 8月 29日 

国民年金法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省令第 102号 第 6364号 平成 26年 8月 29日 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規

則の一部を改正する省令 

文部科学省令第 27号 号外第 196号 平成 26年 9月 3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 厚生労働省令第 103号 第 6371号 平成 26年 9月 9日 

関 係 法 令
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行規則の一部を改正する省令 

薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六

条の四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 106号 第 6378号 平成 26年 9月 19日 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働

省関係省令の整備に関する省令 

厚生労働省令第 108号 号外第 211号 平成 26年 9月 25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 109号 第 6382号 平成 26年 9月 26日 

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 厚生労働省令第 110号 号外第 212号 平成 26年 9月 26日 

教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令 文部科学省令第 28号 号外第 213号 平成 26年 9月 26日 

免許状更新講習規則の一部を改正する省令 文部科学省令第 29号 号外第 213号 平成 26年 9月 26日 

国民年金法施行規則及び日本年金機構の業務運営に関する省

令の一部を改正する省令 

厚生労働省令第 111号 号外第 215号 平成 26年 9月 29日 

危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令 総務省令第 77号 第 6385号 平成 26年 10月 1日 

国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令 文部科学省令第 31号 第 6385号 平成 26年 10月 1日 

動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を

改正する省令 

農林水産省令第 54号 第 6388号 平成 26年 10月 6日 

大学設置基準の一部を改正する省令 文部科学省令第 32号 第 6389号 平成 26年 10月 7日 

特許法施行規則の一部を改正する省令 経済産業省令第 54号 第 6399号 平成 26年 10月 22日 

薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六

条の四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 117号 第 6404号 平成 26年 10月 29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 118号 第 6406号 平成 26年 10月 31日 

厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改

正する省令 

厚生労働省令第 119号 号外第 241号 平成 26年 10月 31日 

○規則

事   項 号 官報番号 掲載年月日 

人事院規則九－五五（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 9-55-119 第 6344号 平成 26年 8月 1日 

人事院規則一七－〇（管理職員等の範囲）の一部を改正する人

事院規則 

人事院規則 17-0-111 号外第 176号 平成 26年 8月 7日 

人事院規則一七－〇（管理職員等の範囲）の一部を改正する人

事院規則 

人事院規則 17-0-112 第 6381号 平成 26年 9月 25日 

人事院規則一〇－四（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 10-4-22 第 6394号 平成 26年 10月 15日 

人事院規則八－一八（採用試験）の一部を改正する人事院規則 人事院規則 8-18-25 号外第 241号 平成 26年 10月 31日 

人事院規則一〇－四（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 10-4-23 号外第 241号 平成 26年 10月 31日 

○告示

事   項 号 官報番号 掲載年月日 

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 315号 第 6344号 平成 26年 8月 1日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第二十三条の二の五第七項第一号に規定する医療機器

又は体外診断用医薬品の区分を定める省令第二条第一項の規

厚生労働省告示第 317号 号外第 175号 平成 26年 8月 6日 
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定に基づき品目ごとに調査を行うべきものとして厚生労働大

臣が指定する医療機器又は体外診断用医薬品 

厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品 厚生労働省告示第 318号 号外第 175号 平成 26年 8月 6日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第四十条の五第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指

定する再生医療等製品 

厚生労働省告示第 319号 号外第 175号 平成 26年 8月 6日 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第五十二条の二第一項及び第六十三条の三第一項の規

定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器 

厚生労働省告示第 320号 号外第 175号 平成 26年 8月 6日 

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確

保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件 

農林水産省・環境省告示

第 7号 

第 6354号 平成 26年 8月 15日 

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保

険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備

金相当額の算出方法の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 334号 第 6355号 平成 26年 8月 18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 335号 第 6357号 平成 26年 8月 20日 

幹部候補育成課程の運用の基準 内閣官房告示第１号 第 6364号 平成 26年 8月 29日 

労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の

様式を定める件の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 336号 号外第 193号 平成 26年 8月 29日 

大学設置基準第二十九条第一項の規定により、大学が単位を与

えることのできる学修を定める件の一部を改正する告示 

文部科学省告示第 123号 第 6365号 平成 26年 9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 337号 第 6365号 平成 26年 9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 338号 第 6366号 平成 26年 9月 2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 339号 第 6366号 平成 26年 9月 2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 340号 第 6366号 平成 26年 9月 2日 

厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名

の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 341号 第 6366号 平成 26年 9月 2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一項第五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 342号 第 6366号 平成 26年 9月 2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 350号 第 6372号 平成 26年 9月 10日 

薬事法第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づ

き厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の

一部を改正する件 

厚生労働省告示第 351号 第 6374号 平成 26年 9月 12日 

薬事法施行規則第一条第三項第五号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が指定する第二類医薬品

の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 352号 第 6374号 平成 26年 9月 12日 

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法

律施行令第三条に規定する厚生労働大臣が定めるところによ

り算定した額を定める件 

厚生労働省告示第 353号 第 6374号 平成 26年 9月 12日 

結核医療の基準の一部を改正する件 厚生労働省告示第 356号 第 6375号 平成 26年 9月 16日 

薬事法第二十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣が基

準を定めて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 357号 第 6376号 平成 26年 9月 17日 



第 27号 高 知 大 学 学 報 平成 26年 11月  （6） 

薬事法第二条第五項から第七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 358号 第 6376号 平成 26年 9月 17日 

薬事法第二条第八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 359号 第 6376号 平成 26年 9月 17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

準に関する省令第四条第一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 360号 第 6376号 平成 26年 9月 17日 

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確

保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認の件 

厚生労働省・環境省告示

第 2号 

第 6379号 平成 26年 9月 22日 

医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき

厚生労働大臣が定める方法を定める件 

厚生労働省告示第 362号 号外第 211号 平成 26年 9月 25日 

薬事法第四条第五項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指

定する要指導医薬品の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 364号 第 6382号 平成 26年 9月 26日 

薬事法施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生

労働大臣が指定する医薬品及び期間を定める件 

厚生労働省告示第 367号 第 6382号 平成 26年 9月 26日 

薬事法第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定

する医薬品の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 368号 第 6382号 平成 26年 9月 26日 

医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品の一部を

改正する件 

厚生労働省告示第 369号 第 6382号 平成 26年 9月 26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 370号 第 6382号 平成 26年 9月 26日 

薬事法第五十条第十号の規定に基づき習慣性があるものとし

て厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 371号 第 6382号 平成 26年 9月 26日 

労働安全衛生法第五十七条の三第三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 372号 号外第 212号 平成 26年 9月 26日 

生物学的製剤基準の一部を改正する件 厚生労働省告示第 373号 号外第 212号 平成 26年 9月 26日 

薬事法第四十三条第一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 374号 号外第 212号 平成 26年 9月 26日 

生物由来原料基準の一部を改正する件 厚生労働省告示第 375号 号外第 212号 平成 26年 9月 26日 

医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針 厚生労働省告示第 376号 号外第 212号 平成 26年 9月 26日 

免許状更新講習規則第四条第二項に規定する事項の詳細な内

容及び同令第六条に規定する修了認定の基準を定める告示を

廃止する告示 

文部科学省告示第 136号 号外第 213号 平成 26年 9月 26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 378号 第 6384号 平成 26年 9月 30日 

労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九まで

の規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定め

る件 

厚生労働省告示第 384号 号外第 217号 平成 26年 9月 30日 

労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文章の

様式を定める件の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 386号 号外第 217号 平成 26年 9月 30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 388号 第 6385号 平成 26年 10月 1日 

化学物資の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規

定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件 

厚生労働省・経済産業

省・環境省告示第 6号 

号外第 218号 平成 26年 10月 1日 

大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可

の基準の一部を改正する告示 

文部科学省告示第 149号 第 6389号 平成 26年 10月 7日 
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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 391号 第 6349号 平成 26年 10月 15日 

薬事法第七十七条の二第一項の規定に基づき希少疾病用医療

機器を指定した件 

厚生労働省告示第 392号 第 6395号 平成 26年 10月 16日 

難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定

に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第

一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度 

厚生労働省告示第 393号 第 6398号 平成 26年 10月 21日 

薬事法第二十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣が基

準を定めて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 395号 第 6399号 平成 26年 10月 22日 

薬事法第四条第五項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指

定する要指導医薬品の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 396号 第 6401号 平成 26年 10月 24日 

薬事法施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生

労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 397号 第 6401号 平成 26年 10月 24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 399号 第 6406号 平成 26年 10月 31日 

労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大

臣が定める化学物資の一部を改正する件 

厚生労働省告示第 400号 第 6406号 平成 26年 10月 31日 

○公告

事   項 号 官報番号 掲載年月日 

国家公務員共済組合連合会定款の一部変更関係 特殊法人等 第 6365号 平成 26年 9月 1日 

国立大学法人高知大学平成 25事業年度財務諸表に関する公告 特殊法人等 号外第 224号 平成 26年 10月 8日 

○官庁報告

事   項 号 官報番号 掲載年月日 

人事院規則八－一八（採用試験）の規定に基づき、経験者採用

試験に関し、決定した件 

人事院公示第 22号 号外第 172号 平成 26年 8月 1日 

保健師国家試験の施行 厚生労働省 号外第 172号 平成 26年 8月 1日 

助産師国家試験の施行 厚生労働省 号外第 172号 平成 26年 8月 1日 

看護師国家試験の施行 厚生労働省 号外第 172号 平成 26年 8月 1日 

最低賃金の改正決定に関する公示 高知労働局最低賃金公示

第 1号 

第 6382号 平成 26年 9月 26日 

子供の貧困対策に関する大綱 内閣府 号外第 216号 平成 26年 9月 30日 

人事院規則八－一八（採用試験）第六条第二項第二号、第二十

一条第一項及び第二十五条の規定に基づき、英語試験の内容、

受験及び施行に関し、決定した件 

人事院公示第 23号 号外第 241号 平成 26年 10月 31日 

人事院規則八－一八（採用試験）第六条第二項第一号及び第三

号の規定に基づき、平成二十三年人事院公示第十六号の一部改

正に関し、決定した件 

人事院公示第 24号 号外第 241号 平成 26年 10月 31日 
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規則等名 制定者 内容 制定日 制定番号 施行日 改正理由等 

国立大学法人高知大学事務組織規則 学長 一括改正 平成 

26.8.1 

規則第 22 号 平成 

26.8.1 

平成 26 年８月１日付け事務組織の改編における「設

備サポート戦略室事務室」の設置及び「専門職員（雑

誌・電子リソース担当）」がなくなることに伴う改正 

高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管

理員補助者の指名に関する規則 

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 

国立大学法人高知大学科学研究費補助金

経理事務取扱要領 

学長 一部改正 平成 

26.8.8 

規則第 23 号 平成 

26.8.8 

科学研究費補助金の経理は、財務会計システムとは

別建ての科学研究費システムにより行っていたが、

平成 26 年４月の財務会計システムの更新に伴い、科

学研究費システムが包含されるため、現行規則で規

定する様式は、財務会計システムの様式を使用する。

よって、現行の様式が不要になることによる改正を

行う。 

国立大学法人高知大学小津事業場の勤務

時間等に関する規則 

学長 一部改正 平成 

26.8.25 

規則第 24 号 平成 

26.9.1 

教育学部附属幼稚園では、毎日保育を開始する前に

朝礼を行っている。通常園児は、８時 40 分から９時

の間に登園することになっているが、早出を希望す

る園児は８時 30 分に登園することを許可している

ところである。早出の園児が登園するまでに朝礼を

済ませ、体制を整えて安全に園児を迎えるため、勤

務開始の時間を 10 分早くし、始業時刻を８時 20 分、

終業時刻を 17 時 5 分とする。 

国立大学法人高知大学における研究活動

上の不正行為への措置等に関する規則 

学長 制定 平成 

26.9.24 

規則第 25 号 平成 

26.9.24 

依然として研究費の不正使用が後を絶たず、社会問

題としても大きく取り上げられる事態となっている

ことから、研究機関における公的研究費の管理・監

査のガイドライン（実施基準）が平成 26 年 2 月 18

日付けで改正され、研究活動上の不正行為（競争的

資金等の不正行為を含む。）への措置について、研究

機関に対してガイドラインに沿った適正な管理体制

及び運営の明確化が求められた。一般的包括的なコ

ンプライアンス基本規則である現行の国立大学法人

高知大学におけるコンプライアンス通報等規則の下

に、コンプライアンス通報による研究活動上の不正

行為に係る調査等について規定する規則を制定す

る。 

国立大学法人高知大学におけるコンプラ

イアンス通報等規則 

学長 一部改正 平成 

26.9.24 

規則第 26 号 平成 

26.9.24 

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン（実施基準）が平成 26 年 2 月 18 日付けで改

正され、研究機関に対してガイドラインに沿った適

正な管理体制及び運営の明確化が求められ、当該規

則の下に研究活動上の不正行為に係る調査等の事項

を規定する規則の制定に伴う改正 

学 内 規 則
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国立大学法人高知大学における競争的資

金等の取扱いに関する規則 

学長 一部改正 平成 

26.9.24 

規則第 27 号 平成 

26.9.24 

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン（実施基準）が平成 26 年 2 月 18 日付けで改

正され、研究機関に対してガイドラインに沿った適

正な管理体制及び運営の明確化が求められ、競争的

資金の責任者の範囲権限、コンプライアンス教育、

不正防止計画の策定・実施、取引業者の癒着防止並

びにモニタリング及び監査の実施について規定する

ことによる改正 

国立大学法人高知大学年俸制適用職員給

与規則 

学長 制定 平成 

26.9.24 

規則第 28 号 平成 

26.10.1 

国は、「国立大学改革プラン」（平成 25 年 11 月 26

日公表）において、人事・給与システムの弾力化を

進めることとしており、年俸制については、特に教

員の流動性が求められる分野において、改革加速期

間中に１万人規模で導入していくこととし、平成 26

年度予算において、政策的経費との位置付けの下、

「年俸制導入促進費」を措置することにより、年俸

制の本格導入を一層促進することとした。 

本学においても、教員の積極的な活動を促進し、教

育・研究活動を活性化させるとともに、優秀な人材

確保、流動性の促進及び組織の活性化に資するため

に、これまで以上に業績を給与に反映し、モチベー

ション向上を図る仕組みを整備するために関係規則

等の制定及び一部改正を行い、年俸制を導入するも

のである。 

国立大学法人高知大学年俸制適用職員の

退職手当に関する規則 

学長 制定 平成 

26.9.24 

規則第 29 号 平成 

26.10.1 

国は、「国立大学改革プラン」（平成 25 年 11 月 26

日公表）において、人事・給与システムの弾力化を

進めることとしており、年俸制については、特に教

員の流動性が求められる分野において、改革加速期

間中に１万人規模で導入していくこととし、平成 26

年度予算において、政策的経費との位置付けの下、

「年俸制導入促進費」を措置することにより、年俸

制の本格導入を一層促進することとした。 

本学においても、教員の積極的な活動を促進し、教

育・研究活動を活性化させるとともに、優秀な人材

確保、流動性の促進及び組織の活性化に資するため

に、これまで以上に業績を給与に反映し、モチベー

ション向上を図る仕組みを整備するために関係規則

等の制定及び一部改正を行い、年俸制を導入するも

のである。 

国立大学法人高知大学職員就業規則 学長 一括改正 平成 

26.9.24 

規則第 30 号 平成 

26.10.1 

国は、「国立大学改革プラン」（平成 25 年 11 月 26

日公表）において、人事・給与システムの弾力化を

進めることとしており、年俸制については、特に教

員の流動性が求められる分野において、改革加速期

間中に１万人規模で導入していくこととし、平成 26

年度予算において、政策的経費との位置付けの下、

「年俸制導入促進費」を措置することにより、年俸

国立大学法人高知大学職員給与規則 

国立大学法人高知大学職員倫理規則 

国立大学法人高知大学育児休業等に関す

る規則 

国立大学法人高知大学介護休業等に関す

る規則 



第 27号 高 知 大 学 学 報 平成 26年 11月  （10） 

国立大学法人高知大学教員のサバティカ

ル研修に関する規則 

制の本格導入を一層促進することとした。 

本学においても、教員の積極的な活動を促進し、教

育・研究活動を活性化させるとともに、優秀な人材

確保、流動性の促進及び組織の活性化に資するため

に、これまで以上に業績を給与に反映し、モチベー

ション向上を図る仕組みを整備するために関係規則

等の制定及び一部改正を行い、年俸制を導入するも

のである。 

国立大学法人高知大学特任職員給与規則 

高知大学医学部附属病院諸料金規則 学長 一部改正 平成 

26.9.16 

規則第 31 号 平成 

26.9.16 

胚凍結に必要な材料キットは、５個１セットのキッ

トをセット使用しているが、現在の料金設定では、

１個当たりで設定されているため、現状に即した料

金設定とする。なお、凍結保存延長料及び凍結融解

料についても個数では算定できないため、現状に即

した料金とする。 

以上のことから、ヒト体外受精胚移植法手術料にお

ける胚凍結保存料、胚凍結保存延長料及び凍結胚融

解料の料金を改正する。 

高知大学医学部附属病院次世代医療創造

センター規則 

学長 一部改正 平成 

26.9.16 

規則第 32 号 平成 

26.9.16 

本学医学部で実施する人を対象とした医学系研究に

おいて、研究者の負担の軽減及び法令等遵守の厳格

化を期するため、次世代医療創造センターが、法令・

規制への対応支援を行うことに伴う規則の改正 

高知大学医学部附属病院諸料金規則 学長 一部改正 平成 

26.10.14 

規則第 33 号 平成 

26.10.14 

① 母乳外来

本院では、出産後の母乳育児に関する相談ができる

母乳外来を設置し、授乳指導、搾乳指導及び食事指

導等の支援を行っている。現行の料金設定は、１時

間を目安として設定しているが、１時間を超える症

例があり、料金設定の細分化を行うため、料金設定

の改正を行う。 

② エンゼルケア（死後の処置）

現行規則では、死亡患者に行われている死後処置の

技術料等の料金設定がなく、徴収されていないため、

新たに料金設定を行う。料金の算出は、技術料、消

耗品等を考慮し、他大学の料金を比較検討した。 



○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
H26.8.17 山田　るりこ 医療学系臨床医学部門　助教
H26.9.30 大浦　学 自然科学系理学部門　准教授

都築　たまみ 医療学系臨床医学部門　助教
横畠　悦子 医療学系臨床医学部門　助教
谷内　恵介 医療学系基礎医学部門　助教
GONZALEZ JENNIE YGUICO KERN 総合教育センター　特任講師

H26.10.31 久保田　敬 医療学系臨床医学部門　講師
清水　翔吾 医療学系基礎医学部門　助教
麻植　啓輔 医療学系臨床医学部門　助教
和田　庸平 医療学系看護学部門　助教

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.8.20 氏原　悠介 医療学系臨床医学部門　助教（有期）
H26.8.31 唐　千友 国際連携推進センター　特任准教授

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.8.1 廣橋　健太郎 医療学系臨床医学部門　助教

和田　庸平 医療学系看護部門　助教
H26.9.1 森　寛暁 教育学部附属小学校　教諭（有期）

福留　恵子 医療学系医学教育部門　寄付講座特任助教

H26.9.17 山本　展丈 教育学部附属中学校　教諭（有期）
H26.10.1 張　浩 自然科学系農学部門　准教授

須藤　順 総合科学系地域協働教育部門　講師
谷内　恵介 医学部附属病院中央診療施設光学医療診療部　特任准教授 医療学系基礎医学部門　助教
田井　麻美 医学部附属病院次世代医療創造センター　特任講師

池　暁君 国際連携推進センター　特任講師
阪口　昌彦 医学部付属病院次世代医療創造センター　特任助教

【任用更新】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.8.1 角　環 医療学系臨床医学部門　助教

谷口　亜裕子 医療学系臨床医学部門　助教
H26.10.1 掛田　恭子 医療学系臨床医学部門　助教

村上　雅尚 医療学系基礎医学部門　助教

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H26.8.1 耕﨑　拓大 医療学系臨床医学部門　講師 医療学系臨床医学部門　助教

笹部　衣里 医療学系臨床医学部門　講師 医療学系臨床医学部門　助教

[事務系職員]
【雇用期間満了退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.10.17 藤野　紀子 研究国際部国際交流課国際連携推進センター　特任専門員

【出向】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.8.1 樫本　裕子 総務部人事課共済係　係長

山田　正人 医学部・病院事務部総務企画課総務係　係長

谷口　健治 医学部・病院事務部施設管理課機械係　主任

【採用】
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【雇用期間満了退職】

人  事 



発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.8.1 河渕　由香里 総務部物部総務課総務係　係員

西川　卓 学務部入試課入試実施係　係員
天川　裕史 海洋コア総合研究センター　特任研究員

H26.9.1 依光　美樹 学務部学務課教育支援室共通教育係　係員

川口　俊司 医学部・病院事務部会計課予算係　係員

安光　ラヴェル　香保子 医療学系医学部門　特任研究員

【復帰】
発令年月日 氏名 復帰後の所属・職 元所属・職
H26.8.1 武政　麻美 総務部総務課理学事務室理学事務係　係長

野口　友美 財務部経理課総括係　係員
岡林　晶人 財務部施設整備課電気係　主任
三宮　克彦 研究国際部研究推進課設備サポート戦略室事務室　室長

発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.8.1 小林　秀樹 研究国際部研究推進課　課長

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.8.1 尾ノ上　尚恵 法人企画課評価室評価係　係員 学務部学務課教育支援室共通教育係　係員

山﨑　昌子 総務部人事課給与計算係　係長 財務部財務課予算企画係　係長
武政　淳志 総務部人事課共済係　係長 財務部経理課出納係　係長
山﨑　正浩 財務部財務課予算企画係　係長 総務部人事課給与計算係　係長
渡邉　善雄 財務部経理課出納係　係長 総務部総務課理学事務室理学事務係　係長

濵田　昌代 研究国際部研究推進課研究推進係　係長 研究国際部研究推進課研究助成係　係長
橋本　直子 研究国際部研究推進課研究助成係　係長 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室研究支援係　係長

澤田　朋美 研究国際部学術情報課　専門職員 研究国際部学術情報課学術情報管理係　係長

田所　千峰子 研究国際部学術情報課総務係　係長 研究国際部学術情報課農学部分館サービス係　係長

三本　洋子 研究国際部学術情報課学術情報管理係　係長 研究国際部学術情報課　専門職員
堀川　高志 研究国際部学術情報課医学部分館サービス係　主任 研究国際部学術情報課総務係　主任
西村　康子 研究国際部学術情報課農学部分館サービス係　係長 研究国際部学術情報課　専門職員
洞口　由美 研究国際部地域連携課知的財産係　係長 研究国際部研究推進課研究推進係　係長
米澤　温果 学務部学務課教育企画係　係員 学務部入試課入試実施係　係員
真鍋　春樹 医学部・病院事務部総務企画課総務係　係長 医学部・病院事務部総務企画課職員係　係長

岡本　優 医学部・病院事務部総務企画課職員係　係長 研究国際部地域連携課知的財産係　係長
江口　さゆみ 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室研究支援係　係長 医学部・病院事務部総務企画課地域医療支援室高度医療人支援係　係長

濱田　園美 医学部・病院事務部総務企画課地域医療支援室高度医療人支援係　係長 医学部・病院事務部医事課医療安全係　係長

貞弘　展広 医学部・病院事務部医事課医療安全係　係長 医学部・病院事務部医事課　専門職員
大﨑　美紀 医学部・病院事務部医事課医療安全係　主任 医学部・病院事務部会計課医学情報・経営分析係　主任

中井　啓太 医学部・病院事務部施設管理課電気係　係員 財務部施設整備課電気係　係員
H26.9.1 中西　英孝 研究国際部地域連携課域学連携推進係　主任 医学部・病院事務部会計課予算係　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
H26.8.31 中川　雅文 医学部附属病院　技能補佐員（調理師）
H26.9.30 上野　将之 医学部附属病院リハビリテーション部　理学療法士

H26.10.31 小林　裕美 医学部附属病院看護部　看護師（有期）

発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H26.9.30 新階　佳奈 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
H26.8.17 須藤　綾之 医学部附属病院栄養管理部　栄養士（有期）

H26.9.1 野田　高史 医学部附属病院栄養管理部　調理師
H26.9.1 松村　由佳 医学部附属病院看護部　看護師（有期）
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【雇用期間満了退職】

【採用（転籍）】



H26.10.1 佐々木　牧子 医学部附属病院看護部　看護師（有期）

【任用更新】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H26.9.21 山﨑　真由美 医学部附属病院栄養管理部　栄養士（有期）

H26.10.12 須藤　綾之 医学部附属病院栄養管理部　栄養士（有期）
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第２２２回役員会（８月２５日） 

議事 

審議事項 

１．教育組織改革に係る教員の採用人事について 

２．地域協働学部設置計画に係る補正申請書の提出について 

３．大学教員人事案について 

４．国立大学法人高知大学小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について 

第２２３回役員会（９月３日） 

議事 

審議事項 

１．四国産学官連携イノベーション共同推進機構（高知大学）からの四国 TLO取締役候補の推薦について（案） 

報告事項 

１．平成 26年度国際交流基金助成事業について 

第２２４回役員会（９月１０日） 

議事 

審議事項 

１．戦略的管理人員枠による人事案について 

２．年俸制の導入に伴う関係規則等の制定及び一部改正について 

３．国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への適正な管理・運営体制の構築について 

４．平成 25年度間接経費等決算及び平成 26年度間接経費等執行計画について 

５．平成 26年度教員研究経費（特別分）の配分について 

６．平成 26年度業務達成基準の適用事業について 

７．高知大学朝倉キャンパスへの期日前投票所の開設について 

報告事項 

１．平成 26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．教育学部における卒業要件について 

４．平成 27年度概算要求について 

５．その他 

第２２５回役員会（９月２４日） 

議事 

審議事項 

１．戦略的管理人員枠による教員人事について 

２．年俸制の導入に伴う関係規則等の制定及び一部改正について 

３．平成 27年度学年暦及び年間行事予定表について 

４．国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への適正な管理・運営体制の構築について 

５．平成 25年度間接経費等決算及び平成 26年度間接経費等執行計画について 

報告事項 

１．第３期中期目標・中期計画の検討に向けた提言及び第３期中期目標・中期計画作成等スケジュールについ 

会 議
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  て 

２．規則の制定について 

第２２６回役員会（１０月８日） 

議事 

審議事項 

１．「教師教育コンソーシアム高知」に関する協定書の締結について 

２．大学教員の採用人事について 

３．早期退職にかかる募集について 

報告事項 

１．地域協働学部長予定者の選考手続について  

２．大学教員の再任について 

３．平成 25事業年度財務諸表の承認について 

４．平成 26年度第１四半期の財務状況について 

５．平成 26年度第１四半期の資金管理状況について 

６．資金運用状況について 

７．その他 

第２２７回役員会（１０月２２日） 

議事 

審議事項 

１．正規の卒業・修了を前に死亡した学生に対する学位授与等の取扱いについて 

２．高知大学における大学発ベンチャーの認定について 

報告事項 

１．規則の制定等について 

第５１回経営協議会（９月１９日） 

議題 

１．地域協働学部設置計画に係る補正申請書の提出について 

２．平成 26年度国立大学改革強化推進補助金の申請について 

３．第３期中期目標・中期計画の検討に向けた提言及び第３期中期目標・中期計画作成等スケジュールについ 

  て 

４．年俸制の導入に伴う関係規則等の制定及び一部改正について 

５．平成 26年度及び平成 27年度の大学教員人事について 

６．熱帯農業に関する SUIJIコンソーシアムに基づくジョイント・ディグリー・プログラム（SUIJI-JDP）覚書 

について 

７．四国産官学連携イノベーション共同推進機構（高知大学）からの四国 TLO取締役候補の推薦について 

８．平成 25年度間接経費等決算及び平成 26年度間接経費等執行計画について 

９．平成 26年度教員研究経費（特別分）の配分について 

１０．平成 26年度業務達成基準の適用事業について 

１１．平成 27年度概算要求について 

１２．資金運用状況について 

１３．その他 

第６５回教育研究評議会（９月２２日） 
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議題 

  １．地域協働学部設置計画に係る補正申請書の提出について 

２．平成 26年度国立大学改革強化推進補助金の申請について 

３．第３期中期目標・中期計画の検討に向けた提言及び第３期中期目標・中期計画作成等スケジュールについ 

 て 

４．年俸制の導入に伴う関係規則等の制定及び一部改正について 

５．平成 26年度及び平成 27年度の大学教員人事について 

６．平成 27年度学年暦及び年間行事予定表について 

７．教育学部における卒業要件について 

８．熱帯農業に関する SUIJIコンソーシアムに基づくジョイント・ディグリー・プログラム（SUIJI-JDP）覚書 

について 

９．国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への適正な管理・運営体制の構築について 

１０．四国産学官連携イノベーション共同推進機構（高知大学）からの四国 TLO取締役候補の推薦について 

１１．平成 27年度概算要求について 

１２．高知大学朝倉キャンパスへの期日前投票所の開設について 

１３．学校教育法及び国立大学法人法等の改正について 

１４．規則の制定等について 

１５．その他 

平成２６年度第５回入試企画実施機構会議（９月１日） 

議事 

審議事項 

１．平成 27年度学生募集要項（案）（地域協働学部推薦入試 I・AO入試Ⅰ）について（継続） 

２．平成 27年度大学入試センター試験日程（案）について 

３．個別の入学資格審査について 

４．その他 

報告事項 

１．平成 26年度進学担当者説明会について 

２．平成 26年度オープンキャンパスについて 

３．平成 27年度オープンキャンパス日程について 

４．平成 27年度人文学部社会経済学科 AO入試Ⅰの出願状況等について 

５．平成 27年度土佐さきがけプログラム国際人材育成コース AO入試Ⅰの出願状況等について 

６．平成 27年度医学部医学科 AO入試Ⅰ、医学科学士入学（第 2年次編入学）試験、看護学科第 3年次編入学

試験の出願状況等について 

７．インターネット出願について 

８．その他 

平成２６年度第６回入試企画実施機構会議（１０月６日） 

議事 

審議事項 

１．平成 28年度入試変更事項の確認について 

２．学部改組日程（入試関係）について 

３．平成 27年度医学部看護学科第３年次編入学試験＜第２次＞学生募集について 

４．入試改革の方向性について 

５．その他 
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報告事項 

１．平成 27年度人文学部・理学部・農学部第３年次編入学試験の実施状況について 

２．平成 27年度人文学部社会経済学科 AO入試Ⅰの実施状況について 

３．平成 27年度医学部入学試験の実施状況について 

４．平成 27年度土佐さきがけプログラム国際人材育成コース AO入試Ⅰの実施状況について 

５．平成 26年度入試関係行事予定（平成 27年度入試）について 

６．大学入試センター試験の数学及び理科の取り扱いについて 

７．その他 
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○平成 26 年度高知大学大学院修了式・学位授与式

9 月 19 日（金）、メディアの森メディアホールにおいて、「平成 26 年度高知大学大学院修了式・学

位授与式」が関係者出席のもと挙行された。総合人間自然科学研究科教育学専攻 1 名、理学専攻 1 名、

農学専攻（APP 含め）3 名に修士の学位、総合人間自然科学研究科医学専攻 1 名に博士の学位がそれ

ぞれ授与された。

○平成 26 年度高知大学大学院秋季入学式

10 月 10 日（金）、メディアの森メディアホールにおいて、「平成 26 年度高知大学大学院秋季入学式」

が挙行された。修士課程では総合人間自然科学研究科農学専攻（APP）6 名、博士課程では総合人間

自然科学研究科応用自然科学専攻 2 名、黒潮圏総合科学専攻 3 名の入学が許可された。

○タンジュンプラ大学（インドネシア）関係者の学長表敬訪問

学 事
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10 月 15 日（水）、タンジュンプラ大学（インドネシア）の教員および学生 10 名が脇口学長を表敬

訪問し、関係者と会談した。脇口学長から歓迎の言葉が送られたあと、自己紹介の際には来日前にイ

ンドネシアで学んできた日本語を披露するなど、日本への関心の高さがうかがえ、和やかな会談とな

った。 

今回の訪問は、独立行政法人科学技術振興機構（JST）が実施する「さくらサイエンスプラン」に

よるもので、本学で高知県の恵まれた自然を利用した最先端の研究を学ぶ目的で来日した。10 日間の

高知滞在で、本学の施設見学や、学生・研究者との交流をはじめ、高知県内の研究施設見学等、精力

的にスケジュールをこなした。 

○地域協働学部の設置計画が認可

平成 26 年 5 月に文部科学省に設置申請した高知大学地域協働学部について、大学設置・学校法人審

議会の審議を経て、10 月 29 日（水）付けで設置計画が認められた。

本学部は、少子高齢化や産業の脆弱化、中山間地域の疲弊に起因する高知県の地域課題を解決する

担い手（「地域協働型産業人材」）を育成する。入学定員 60 人に対し 24 人の専任教員を配置し、きめ

細かな教育指導にあたることとしている。大学全体としても新学部の設置を機に「地域の大学」とし

ての一層の機能強化を図る方針である。 
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○深見理事（教育担当）・副学長が日本学術振興会から表彰

深見公雄理事（教育担当）・副学長が、平成 25 年度特別研究員等の書面審査において、有意義な審

査意見を付し、公平・公正な審査に大きく貢献したとして、日本学術振興会より表彰された。 

○平成 26 年度高知大学国際交流基金助成事業決定通知書交付式を開催

8 月 8 日（金）、メディアの森にて、平成 26 年度高知大学国際交流基金助成事業決定通知書の交付

式を開催し、脇口宏学長より本年度の採択者 28 名のうち、交付式へ出席した 23 名へ助成金の決定通

知書を交付した。 

本年度の高知大学国際交流基金助成事業は、「外国人留学生への奨学事業（一般型および短期プログ

ラム型）」、「外国へ留学する学生への奨学事業」および「大学院生の研究発表を目的とする海外派遣事

業」の 3 つの事業を募集し、多くの申請の中から 3 事業あわせて 28 件を採択した。

○今年も多くの高知大生が「よさこい祭り」に参加

諸 報
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8 月 10 日（日）・11 日（月）に開催された「第 61 回よさこい祭り」に、高知大生チームは総勢 8

チーム（粋恋、旅鯨人、炎、南風、醫、日章踊り子隊、南溟寮、青ノ春）が参加した。医学部や農学

部の個性あふれるチーム、伝統のエコなブルーシートの地方車と寮歌を入れた男子寮チーム、高知大

学沖縄県出身者らによるエイサー太鼓とのコラボチーム、全国に散らばった OB・OG 中心のチーム等

が、熱気と声援の中、それぞれの思いを込めて若い力と輝きを放ち続けた。 

また、高知大生は、スウェーデン国内にあるよさこい団体の本祭出場の支援や競演場運営のボラン

ティアとしても活躍した。 

粋恋（すいれん）   炎（ほむら）

○SPOD フォーラム 2014「“気づき”と“振り返り”が大学を変える～成長を確かなものにするため

に～」を開催 

8 月 27 日（水）～29 日（金）に、朝倉キャンパスにおいて、全国の高等教育機関の教職員を対象に

「SPOD フォーラム 2014」を開催した。本フォーラムは、学生の学びと成長の支援を目的として、あ

らゆる立場の教職員の能力開発に役立つ実践的な FD／SD プログラムであり、2009 年度から毎年開催

している。過去 5 年間で四国地区内の教職員を中心に全国の国公私立大学、短期大学、高等専門学校

から約 2,500 名の参加者を集めるなど、全国の教職員からも高い評価を得ている。今年度は、「“気づ

き”と“振り返り”が大学を変える～成長を確かなものにするために～」をテーマに 3 日間で全 32 講

座を実施した。 
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○国際協力機構の課題別研修『総合防災行政コース』を実施

本学は今年度、独立行政法人国際協力機構（JICA）から課題別研修「総合防災行政コース」を受託

し、8 月 12 日（火）～9 月 3 日（水）まで高知県、および東北の被災地を中心に研修を実施した。

今回の研修コースは、主に津波災害が予測される 11 か国 15 名の行政官などを招き、南海トラフ大

地震に焦点をあて、その発生のメカニズム、規模と想定被害状況、国・県・市・町の防災対策を講義

と視察により理解する内容とした。また、東北地方の被災地視察においては、訪問先の自治体の取り

組みを聴講した後に仮設住宅を訪問し、被災者の生の声を聴き、防災や災害時には何が大事なのかと

いうことについて意見交換を行った。そして、研修終盤では、研修成果の自国への応用について話し

合い、それぞれの研修員が各国の防災対策のアクションプランを作成し、研修員間で共有した。 

○「四国巨大災害危機管理フォーラム～東日本大震災の経験に学び、懸念される南海トラフ巨大地震

に備えて～」を開催

9 月 6 日（土）、高新文化ホールにおいて徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学、高知大学

で組織する四国 5 大学連携防災・減災教育研究協議会は、工学系 6 学会と連携して、四国巨大災害危

機管理フォーラムを開催した。 

防災・減災に向けた各機関の取り組みを紹介するとともに、各大学長並びに学会長による巨大災害

の危機管理に関する討議を行った。 

○理学部門 宇田幸司講師が「第 2 回 D－アミノ酸国際学会」でベストポスター賞を受賞

9 月 2 日（火）～9 月 5 日（金）に栃木県総合文化センターで開催された「第 2 回 D－アミノ酸国際

学会」において、自然科学系理学部門の宇田幸司講師がベストポスター賞を受賞した。 

宇田講師は、発表題目「ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF THE AMINO ACID 

RACEMASE GENES FROM SEVERAL INVERTEBRATE SPECIES」の中で、これまで明らかにさ

れていなかった D 型アミノ酸の動物生体内合成の可能性について、生合成に作用する物質（アミノ酸

ラセマーゼ）が動物界の主要な 8 つの動物門の生物において存在することを報告した。これは、生体
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内で D 型アミノ酸合成が行われていることを強く示唆するものであり、当該研究成果が、今後の D 型

アミノ酸研究の発展に大きく寄与する可能性があることが本賞受賞につながったと考えられる。 

○農学部門 安武大輔准教授が日本生物環境工学会において生物環境システム科学賞を受賞

9 月 8 日（月）～11 日（木）に明治大学駿河台キャンパスで開催された「日本生物環境工学会」に

おいて、自然科学系農学部門 安武大輔准教授が生物環境システム科学賞を受賞した。

 本賞は、生物環境工学の発展に貢献をする傑出した研究をなし、将来性と独創性を持って学術的貢

献をなしたと認められる会員（45 歳以下）に授与される賞である。 

○研究推進課 井本善次技術専門職員に日本動物学会から感謝状の授与

研究国際部研究推進課の井本善次技術専門職員に日本動物学会から感謝状が贈られた。

井本技術専門職員は、高知大学海洋生物研究教育施設で海産実験生物の採集・調査に勤め、多数の

研究者や学生の研究および教育の支援、海洋動物材料の安定した供給と高度利用化等に寄与してきた。

これらの活動が、動物科学の発展に多大な貢献をしたとして、日本動物学会より感謝の意が表された。

○オープンフィールドワーク「商店街の“とんでもないもの”を見つけよう！」を開催

9 月 23 日（火・祝）、平成 27 年 4 月開設予定の新学部「地域協働学部」で実際に行われる予定のフ

ィールドワークを、高校生を対象に「商店街の“とんでもないもの”を見つけよう！」と題して、体

験できる機会を設けた。カメラを持って、商店街の面白いものを探しながら、まちづくりの楽しさを

考えるワークショップとなった。

○物部総務課フィールド技術室 長井宏賢係長が第 16 回全国大学演習林協議会において森林管理技

術賞「技術貢献賞」を受賞

9 月 25 日（木）に東京大学農学部弥生講堂一条ホールで開催された第 16 回（平成 26 年度）全国大

学演習林協議会において、物部総務課フィールド技術室嶺北フィールド係の長井宏賢係長が森林管理

技術賞「技術貢献賞」を受賞した。
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長井係長が農学部附属暖地フィールドサイエンス教育研究センター嶺北フィールド（演習林）に関

わる業務のなかで取り組んできた、地域の小中学校などを対象とした森林教室の開催や演習林でのト

レイルランニングレースの開催などの業績が、「森林管理技術を活かした事業の企画運営と演習林の利

用促進」として高く評価され、全国大学演習林の技術職員から選ばれるこの賞の受賞となった。

○高知大学名誉教授サントッシュ・マダバワリヤー氏がトムソン・ロイターの Highly Cited

Researchers に選出

本学名誉教授で客員教授の、Santosh Madhava Warrier（サントッシュ・マダバワリヤー）氏が、

トムソン・ロイター社の「世界で影響力を持つ科学者 2014」の Highly Cited Researchers の一人とし

て選ばれた。今回の Highly Cited Researchers は、過去 11 年の同社論文・引用データから、各研究

分野において特に引用数の多い、インパクトの非常に高い論文を一定数以上発表している研究者が選

ばれている。

 サントッシュ教授は地球科学の分野で優れた論文を数多く残しており、そのほとんどが高知大学教

授として在籍時に執筆されたものであることから、高知大学の研究者として選出された。

○臨床医学部門 小林道也教授が European Journal of Surgical Oncology の 2013 年 Excellence in

Reviewing を受賞

臨床医学部門の小林道也教授が国際学術雑誌「European Journal of Surgical Oncology」の 2013

年 Excellence in Reviewing を受賞した。この賞は出版元の Elsevier 社と European Journal of 

Surgical Oncology の編集委員会、編集委員長が毎年、全世界の査読者の中から慎重に選んだごく少数

の者に与えられるものである。 

○臨床医学部門 山本真有子助教の論文が国際研究皮膚科学会雑誌 Journal of Investigative

Dermatology 誌に掲載

教育研究部医療学系臨床医学部門（医学部皮膚科学講座）の山本真有子助教の研究論文「Psoriatic 

inflammation facilitates the onset of arthritis in a mouse model（モデルマウスを用いた関節症性乾

癬の病態解明）」が米国および欧州研究皮膚科学会雑誌 Journal of Investigative Dermatology 誌に米

国時間 2014 年 9 月 24 日受理され、受理論文速報として上記学術誌ホームページ上に同 9 月 30 日掲

載された。 

○総合研究センター 臼井朗教授が第 43 回海底資源開発国際会議で Moore Medal を受賞

9 月 21 日（日）～28 日（日）にポルトガル・リスボンの Pavilion of Knowledge で開催された The 

43rd Conference of the Underwater Mining Institute（第 43 回海底資源開発国際会議）において、

総合研究センターの臼井朗教授が Moore Medal を受賞した。
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このメダルは、同会議を主催する International Marine Minerals Society（IMMS,国際海底鉱物協

会）が、深海底鉱物資源の研究・開発分野における国際的な貢献のあった者に与える研究功労賞であ

る。1998 年の賞設立以来 15 人目の受賞者となり、日本人としては初の受賞である。

○保健管理センター医学部分室 渋谷恵子准教授が、日本箱庭療法学会河合隼雄賞を受賞

10 月 4 日（土）、東洋英和女学院大学で行われた日本箱庭療法学会第 28 回大会総会において、保健

管理センター医学部分室の渋谷恵子准教授が、河合隼雄賞を受賞した。 

 この賞は、箱庭療法およびこれと関連する諸技法に関する優れた研究および実践活動を奨励する目

的で、学会の創設者である河合隼雄氏の名前を冠した「日本箱庭療法学会河合隼雄賞」を贈られるも

のである。 

○第 39 回高知大学アカデミアセミナー 南海地震に備えるシンポジウムⅣ「命をつなぐために備えよ

う！！」を開催 

10 月 4 日（土）、高新 RKC ホールで「第 39 回高知大学アカデミアセミナー 南海地震に備えるシ

ンポジウムⅣ「命をつなぐために備えよう！！」」を開催した。

高知県は、豊かで美しく、そして厳しい自然に囲まれている。いつ起こってもおかしくない南海地

震に「備える」うえで、防災に取り組む地域の方々を招いて、地域や学校等でどのようなしかけが必

要かを一緒に考えていき、「今日から始める防災」に繋げていった。

また、東日本大震災では、原子力災害も加わり、2,500 人もの人々が避難生活を送られた福島の大規

模避難所での取り組みを振り返り、いま、地域に求められているもの、そして、防災も含めた今後「一

人ひとりの生き方について大切なもの」を一緒に考える機会となった。

○東部地域初！土佐 FBC 東部教室の開講式を開催

10 月 6 日（月）に田野町ふれあいセンターにおいて、土佐 FBC 東部教室の開講式を開催した。
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本学土佐 FBC では、平成 23 年度から高知県中部以外の地域において通常のカリキュラムとは別に

食品の基礎地域を学ぶことに主眼を置いた教育プログラム（「土佐 FBC 学外教室」）を実施しており、

平成 26 年度は高知県東部地域において開講することとなった。

平成 26 年度東部教室は、東部地域 7 市町村から計 25 名が受講する。計 14 日間（全 42 時間）の講

義を通じて、食品の基礎を学び、東部地域・高知県の食品産業を担う専門人材の育成を目指す。 

○第 34 回南風祭を開催

10 月 11 日（土）、12 日（日）の 2 日間、岡豊キャンパスにおいて、第 34 回南風祭が行われた。南

風祭は、高知医科大学の大学祭として昭和 56 年にスタートし、統合後は、医学部の大学祭として開催

されている。医学部ならではの医療展や講演会、健康チェック、附属病院患者さんの作品展示、ライ

ブ企画など多くのイベントで賑わった。

○高知大学オープンキャンパスを開催

8 月 2 日（土）・30 日（土）に朝倉キャンパスにおいて、9 月 28 日（日）・10 月 12 日（日）に岡豊

キャンパスにおいて、高校生（既卒者可）、高等学校教諭、保護者の方を対象にそれぞれオープンキャ

ンパスを実施した。

（8 月 2 日朝倉キャンパス） （8 月 30 日朝倉キャンパス） 



第 27号 高 知 大 学 学 報 平成 26年 11月  （27） 

（9 月 28 日岡豊キャンパス） （10 月 12 日岡豊キャンパス） 

○教育学部附属特別支援学校に菓子工房をグランドオープン

10 月 16 日（木）、高知大学中期目標中期計画である「障害の特性に応じた雇用研究や雇用に向けた

作業学習研究」及び高知発達障害研究プロジェクトの「事業開発・経営持続性研究」に向けて、平成

23 年度から準備を進めてきたドイツ菓子を中心とした菓子工房「hocco sweets（ホッコスイーツ）」が

グランドオープンした。 

この日行われた式典では、校舎改修から店舗オープンまでの様子をスライド上映により紹介、プロ

ジェクト長と生徒代表のあいさつの後、田口博國研究担当理事と川村泰夫高知県教育委員会特別支援

課長から祝辞が述べられた。その後、場所を菓子工房に移し、駒井特別支援学校長、寺田プロジェク

ト長、生徒代表、エンゲルハート氏（ドイツ菓子作りを指導したドイツ人マイスター）、田口理事、川

村特別支援教育課長でテープカットが行われた。 

○海洋コア総合研究センター新保管庫棟竣工記念式典を挙行

10 月 17 日（金）に、海洋コア総合研究センター新保管庫棟竣工披露記念式典等を学内外関係者ら

約 80 名の出席のもと挙行した。

式典当日は、記念講演会、テープカットに引き続き記念式典を行い、脇口高知大学長、徳山海洋コ

ア総合研究センター長の挨拶の後、文部科学省研究振興局学術機関課 岡本課長補佐を始め、高知県 

岩城副知事、海洋研究開発機構 平理事長から祝辞が述べられ、今後の活用と成果について期待が寄せ

られた。 
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その後、施設見学を行い、参加者は巨大地震による津波対策も施された新保管庫棟の設備について

説明を受け、熱心に耳を傾けていた。 

○総合科学系黒潮圏科学部門 田口尚弘准教授が染色体学会論文賞を受賞

 総合科学系黒潮圏科学部門の田口尚弘准教授が一般財団法人染色体学会の染色体学会論文賞を受賞

した。この賞は、一般財団法人染色体学会が発行する Chromosome Science 誌の中で毎年最もインパ

クトのある論文に対して贈られる大変名誉ある賞である。 

○オープンフィールドワーク第 2 弾「日曜市のこれからを現場から考える」を開催

10 月 26 日（日）、平成 27 年 4 月開設予定の新学部「地域協働学部」が進める“地域をフィールド

にした新しい学び”を体験できる高校生対象オープンフィールドワーク第 2 弾「日曜市のこれからを

現場から考える」を開催した。

○高知大学発ベンチャー認定称号記授与式を開催

本学では「高知大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則」を昨年度末に制定し、今年度

当初より運用を開始している。10 月 28 日（火）、朝倉キャンパスにおいて、本規則に基づき 3 社を高

知大学発ベンチャーと認定し「称号記」の授与式を開催した。
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四国の国立大学において大学発ベンチャーの認定に関する規則を定めている大学は本学以外には無

く、規則を定めたうえで認定を行い、大学として大学発ベンチャーを支援する事例としては、高知大

学が四国で初となった。

○新武道館お披露目式を開催

10 月 29 日（水）、高知大学新武道館のお披露目式を開催した。 

高知大学武道館は平成 25 年度に改修工事を行い、平成 26 年 8 月に完成した。完成した新武道館は、

道場フロアー面が拡張され、男女それぞれの更衣室・トイレ・シャワー室が整備され、格段に利便性

が高まった。現在、すでに新武道館で授業や課外活動が実施され始めている。また、この新武道館は

今後、地域の武道教育・研究の拠点として、より発展的な活用が期待されている。
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８月 

２日（土） オープンキャンパス（人文・理・地域協

働・土佐さきがけ）（朝倉） 

５日（火） 第 26 回四国フォーラム高知会議（～６

日） 

自然科学系学部再編委員会 

６日（水） 教育研究部会議 

８日（金） 平成 26 年度国際交流基金助成事業決定

通知書交付式 

１４日（木） JICA開講式 

１９日（火） 第 8回教育組織改革実施本部会議 

２１日（木） 国大協トップセミナー（～２２日） 

２２日（金） 朝倉地区安全衛生委員会 

２５日（月） 第 222回役員会 

２６日（火） 国際地域連携推進機構会議 

２７日（水） SPODフォーラム（～２９日） 

３０日（土） オープンキャンパス（教育・地域協働）

（朝倉） 

９月 

１日（月） 辞令交付 

学長事務総括本部会議 

第 2回入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

医学部連絡調整会議 

２日（火） 人文学部社会経済学科 AO 入試第 1 次試

験 

３日（水） 第 223回役員会 

教育研究部会議 

人事委員会 

４日（木） 第 75回四国国立大学協会 

５日（金） （臨時）専攻会議（人文） 

JICA開講式 

全学財務委員会 

平成 26年度第 1回運営委員会 

６日（土） 農学部 編入学試験 

四国巨大災害危機管理フォーラム 

８日（月） 「教師教育コンソーシアム高知」の設置

に関する協議会 

教育ミーティング 

９日（火） 教授会、部門会議（医） 

科研費説明会（物部）（岡豊） 

１０日（水） 教授会（理）（教）（人文） 

専攻会議（教）（人文） 

部門会議（理） 

第 224回役員会 

科研費説明会 

１１日（木） 教授会、専攻会議（農） 

部門会議（農）（生命環境医） 

１２日（金） 第 8回黒潮圏科学国際シンポジウム（～

１３日） 

１４日（日） SUIJIセミナー（～１５日） 

１７日（水） 編入学試験（人）（理） 

土佐さきがけプログラム国際人材コー

ス AO試験（～１８日） 

JICA閉講式 

１８日（木） 高知學長会議 

１９日（金） 平成 26 年度高知大学大学院修了式・学

位記授与式（秋季） 

学長選考会議 

第 51回経営協議会 

２２日（月） 第 65回教育研究評議会 

全学教員人事審議会 

全学教育機構会議 

教授会、部門会議（医） 

総合人間自然科学研究科委員会 

教育ミーティング 

２４日（水） 第 225回役員会 

専攻会議、部門会議（黒潮圏） 

２５日（木） 人文学部社会経済学科 AO 入試第 2 次試

験 

２７日（土） テニュア審査発表会・評価委員会 

第 2回コラボ考房プロジェクト活動ブラ

ッシュアップ会 

２８日（日） オープンキャンパス（看護）（岡豊） 

日 誌
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２９日（月） 学士課程運営委員会 

教育ミーティング 

３０日（火） 朝倉地区安全衛生委員会 

競争的資金等監査室会議 

 

 

１０月 

１日（水） 辞令交付 

教育研究部会議 

２日（木） 教授会（自然科学系） 

４日（土） 南海地震に備えるシンポジウムⅣ 

６日（月） 第 6回入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

８日（水） 附属学校運営委員会 

教授会（人文）（理）（教） 

専攻会議（人文）（理）（教） 

部門会議（教）（複合領域） 

第 226回役員会 

学長事務総括本部会議 

１０日（金） 平成 26年度高知大学大学院秋季入学式 

秋季中国・四国地区国立大学長会議 

１１日（土） 第 34回南風祭（～１２日） 

１２日（日） オープンキャンパス（医）（岡豊） 

１４日（火） 教授会、専攻会議（農） 

部門会議（農、生命環境医） 

平成 26年度滋賀大学外部有識者会議 

附属病院運営委員会 

１６日（木） 特別支援学校 hocco sweets オープン記

念式典 

国大協理事会 

１７日（金） 海洋コア総合研究センター新保管庫棟竣

工披露記念式典 

２０日（月） 国大協大学改革シンポジウム 

学長事務総括本部会議 

２１日（火） 教授会、部門会議（医） 

高知大学・鳴門教育大学教職大学院の共

同設置に関する協議会 

２２日（水） 第 227回役員会 

専攻会議、部門会議（黒潮圏） 

２３日（木） 第 35 回全国国立大学学生指導担当副学

長協議会（～２４日） 

２７日（月） 第 2回大学院入学試験委員会 

学士課程運営会議 

教育ミーティング 

２８日（火） 平成 26 年度第 3 回修士課程教務委員会

及び博士課程教務委員会 

ベンチャー企業認定称号記授与式 

２９日（水） 武道場お披露目式 

３０日（木） 朝倉地区安全衛生委員会 

第 69 回中国・四国地区国立大学法人理

事・事務局長会議 


