令和４年度第１回大学院医歯学総合研究科教授会議事要旨
日 時
場 所
出席者
欠席者

令和４年４ 月６日（水） １４ ：３０～１５：４０
WEB 会議
５９名
４名

研究科長から、開会の挨拶があった。
議事に先立ち、今年度から 新たに構成員となった３名の教授及び事務系職員の係長級
以上の人事異動者より挨拶があった。
続いて、職員の不祥事についての報告及び注意喚起があった。
〔議題〕
第１号議案 外科学講座（消化器・乳腺甲状腺外科学分野）特任研究員の採用について
担当教授から、外科学講座（消化器・乳腺 甲状腺外科学分野）特任研究員の採用につ
いて、資料に基づき説明があ り、審議の結果、承認された。
第２号議案 腫瘍学講 座（分子腫瘍 学分野）特任専門員の採用について
担当教授から、腫瘍学講座（分子腫瘍 学分野）特任専門員の採用について 、資料に基
づき説明があり、審議の結果、承認された。
第３号議案 名誉教授の推薦について
研究科長から、 名誉教授の推薦について 、資料に基づき説明が あり 、審議の結果、承
認された。
第４号議案 令和３年度医歯学総合研究科年度計画の実績報告について
研究科長から、 令和３ 年度医歯学総合研究科年度計画の実績報告について 、資料に基
づき説明があり、審議の結果、承認された。
第５号議案 共同研究講座「次世代 GcMAF 創薬学講座」の担当教員の変更について
担当教授から、共同研究講座「次世代 GcMAF 創薬学講座」の担当教員の変更につい
て、資料に基づき説明が あり、審議の結果、承認された。
第６号議案 口腔先端科学教育研究センター長及び兼務教員の変更について
研究科長から、 口腔先端科学教育研究センター長及び兼務教員の変更について 、資料
に基づき説明が あり、審議の結果、承認された。
第７号議案

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科客員研究員の受入れに関する規則及び
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科客員研究員の受入れに関する申合せの一
部改正について
研究科長から、 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科客員研究員の受入れに関する規則
及び鹿児島大学大学院医歯学総合研究科客員研究員の受入れに関する申合せの一部改正
について、資料に基づき説明が あり、審議の結果、承認された。

第８号議案 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科外国人客員研究者取扱要項の一部改正
について
研究科長から、鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科外国人客員研究者取扱要項の一部
改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
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第９号議案 客員研究員の受入について
担当教授及び研究科長 から、客員研究員の受入について 、資料に基づき説明が あり、
審議の結果、承認された。
第１０号議案

中国・重慶大学との大学間学術交流協定への責任部局としての参画依頼に
ついて
国際交流委員 長から、 中国・重慶大学との大学間学術交流協定への責任部局としての
参画依頼について 、資料に基づき説明が あり、審議の結果、 本研究科が責任部局として
参画することが 承認された。

第１１号議案

オーストラリア・フリンダー ス大学との部局間学術交流協定の新規締結に
ついて
国際交流委員 長から、 オーストラリア・フリンダース大学との部局間学術交流協定の
新規締結について 、資料に基づき説明が あり、審議の結果、承認された。

第１２号議案 令和 4 年度非常勤講師雇用計画の変更について
教育委員長から、 令和 4 年度非常勤講師雇用計画の変更について 、資料に基づき説明
があり、審議の結果、承認された。
第１３号議案 令和４年 10 月・令和５年４月入学修士課程学生募集要項につ いて
修士部会長から、令和４年 10 月・令和５年４月入学修士課程学生募集要項について 、
資料に基づき説明があ り、審議の結果、承認された。
第１４号議案 令和４年 10 月・令和５年４月入学博士課程学生募集要項について
博士部会長から、 令和４年 10 月・令和５年４月入学博士課程学生募集要項について 、
資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。
第１５号議案 学生の休学について
博士部会長から、 学生の休学について 、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認
された。
第１６号議案 学生の退学について
博士部会長から、 学生の退学について 、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認
された。
第１７号議案 学生の復学について
博士部会長から、 学生の復学について 、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認
された。
第１８号議案 学生の休学の取り下げについて
博士部会長から、 学生の休学の取り下げについて 、資料に基づき説明があり、審議の
結果、承認された。
第１９号議案 学生の転専攻について
博士部会長から、 学生の転専攻について 、資料に基づき説明があり、審議の結果、承
認された。
第２０号議案 学位論文審査委員の変更について
博士部会長から、学位論文審査委員の変更について 、資料に基づき説明があり、審議
の結果、承認された。
第２１号議案 学位論文の受理について
博士部会長から、 学位論文の受理について 、資料に基づき説明があり、審議の結果、
承認された。
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第２２号議案 学位論文のインターネット公表について
博士部会長から、学位論文のインターネット公表について、資料に基づき説明があり、
審議の結果、承認された。
第２３号議案 学位論文の審査について
博士部会長から、 学位論文の審査について 、資料に基づき説明があり、 投票の結果、
論文は合格とされた。
第２４号議案 各種委員会委員の選出について
研究科長から、各種委員会委員の選出について、資料に基づき説明があり、審議の結
果、承認された。

〔報告事項〕
１

２

教育研究評議会（３月１ ７日開催）
研究科長から、３月１ ７日開催の教育研究評議会について、資料に基づき報告があっ
た。
全学財務委員会（３月７日開催）
財務委員から、３月７日開催の全学財務委員会について、資料に基づき報告があった。

３

全学教務委員会（３月２２日開催）
教務委員から、３月２２日開催の全学教務委員会について、資料に基づき報告があっ
た。

４

医歯学域会議（４月 ４日開催）
研究科長から、４月 ４日開催の医歯学域会議について、資料に基づき報告があった。

５

研究科運営会議（４月 ４日開催）
研究科長から、４月 ４日開催の研究科運営会議について、資料に基づき報告があった。

６

研究科企画委員会（４月 ４日開催）
研究科長から、４月 ４日開催の研究科企画委員会について、資料に基づき報告があっ
た。

７

研究科国際交流委員会 （メール会議）
国際交流委員長から、メール会議にて開催の 研究科国際交流委員会 について、資料に
基づき報告があった。
８ 研究科教育委員会（３月 ３０日開催）
教育委員長から、３月 ３０日開催の 研究科教育委員会について、資料に基づき報告が
あった。
９

研究科教育委員会修士部会（３月 １５日開催）
修士部会長から、３月 １５日開催の研究科教育委員会修士部会について、資料に基づ
き報告があった。

10

研究科教育委員会博士部会（ ３月２４日、メール会議開催）
博士部会長から、３月 ２４日及びメール会議 開催の研究科教育委員会博士部会につ い
て、資料に基づき報告があった。

11

研究科担当教員資格審査委員会（修士課程） （３月１５日開催）
修士部会長から、３月 １５日開催の 研究科担当教員資格審査委員会 （修士課程） につ
いて、資料に基づき報告があった。
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12

研究科担当教員資格審査委員会（博士課程）（ ３月３０日開催）
博士部会長から、３月 ３０日開催の 研究科担当教員資格審査委員会（博士課程） につ
いて、資料に基づき報告があった。

13

病院運営会議（３月２３日開催 ）
病院長から、３月２ ３日開催の病院運営会議について、資料に基づき報告 があった。

14

兼担教授の選出について
研究科長から、 令和４年４月１日から教授 が欠員となる分野について、以下のとおり
兼担教授を選出したことが報告された。
・国際島嶼医療学分野：郡山教授
・統合分子生理学分野：田川教授
・分子腫瘍学分野：谷本教授

15

医学部及び医歯学総合研究科における向精神薬の報告遅延に関する再発防止策につ
いて
研究科長から、 医学部及び医歯学総合研究科における向精神薬の報告遅延に関する再
発防止策について 、資料に基づき報告があった。

16

毒物、劇薬、麻薬及び向精神薬を含め た化学物質の適正な管理について
研究科長から、 毒物、劇薬、麻薬及び向精神薬を含めた化学物質の適正な管理につい
て、資料に基づき報告があった。

17

職場巡視の結果について
研究科長から、 職場巡視の結果について 、資料に基づき報告があった。

18

教員の異動について
研究科長から、 教員の異動について 、資料に基づき報告があった。

19

受託研究の受入れについて
研究科長から、 奨学寄附金の受入れについて 、資料に基づき報告があった。

３月２日開催の令和 ３ 年度第１２回大学院医歯学総合研究科教授 会議事要旨について、
承認された。
※次回大学院医歯学総合研究科教授会（定例）令和 ４年５月１１日（ 水）１４時３０分
（以
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上）

