平成 ２８ 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

平成２８ 年４月６日（水） １４：３５～１７：２１
附属病院 管理棟（旧医学部管理棟）４階第１会議室
５９名
９名

研究科長から、開 会の挨拶があった。
事務部から、４月１日付け医歯学総合研究科等事務部係長以上の人事異動者及び附属
病院事務部課長代理 以上の人事異動者について紹介があった。
４月１日付け就任 教授から挨拶があった。
〔議題〕
第１号議案

循環器・呼吸器病学講座（心臓血管・高血圧内科学分野）特任助教の採用に
ついて
研究科長から、循環器・呼吸器病学講座（心臓血管・高血圧内科学分野）特任助教の
採用について諮られ 、資料に基づき説明があった後、審議の結果、承認さ れた。

第２号議案 システム 血栓制御学講座特任助教の採用について
研究科長から、システム血栓制御学講座特任助教の採用について諮られ、資料に基づ
き説明があった後、 審議の結果、承認された。
第３号議案 腫瘍学講 座（病理学分野）特任研究員の採用について
研究科長から、２名の腫瘍学講座（病理学分野）特任研究員の採用について諮られ、
資料に基づき説明が あった後、審議の結果、承認された。
第４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諮られ、資料に基づき説明があった後、審議
の結果、承認された 。
第５号議案

連携講座 「地域医療創生医学講座」の設置に伴う規則改正につ いて
（１）鹿 児島大学大学院医歯学総合研究科組織運営規則一部改 正（案）
（２）鹿 児島大学大学院医歯学総合研究科教授会規則一部改正 （案）
研究科長から、連携講座「地域医療創生医学講座」の設置に伴う規則改正について諮
られ、企画法規係長 から、資料に基づき説明があった後、審議の結果、承 認された。

第６号議案 分野名称 の変更について
研究科長から、分野名称の変更について諮られ、資料に基づき説明があった後、審議
の結果、承認された 。
第７号議案 平成２７ 年度医歯学総合研究科年度計画の第４四半期進捗状況 について
研究科長から、平成２７年度医歯学総合研究科年度計画の第４四半期進捗状況につい
て諮られ、資料に基 づき説明があった後、審議の結果、承認された。
第８号議案 平成２８ 年度医歯学総合研究科年度計画の策定について
研究科長から、平成２８年度医歯学総合研究科年度計画の策定につい諮られ、資料に
基づき説明があった 後、種々意見交換及び審議の結果、一部修正の上、承 認された。
第９号議案 客員研究 員の受入れについて
研究科長から、新規５名の客員研究員の受入れについて諮られ、担当教授から、資料
に基づき説明があっ た後、審議の結果、承認された。
第１０号議案 平成２ ９年度概算要求事項の改修工事について
担当教授及び研究科長から、平成２９年度概算要求事項の改修工事について諮られ、
資料に基づき説明があった後、種々意見交換及び審議の結果、承認され、意見等があれ
ば担当教授まで連絡 することとなった。

-1 -

第１１号議案 修士課 程入学試験（第３次募集）の合格者の選考について
研究科長から、平成２８年度４月（第３次募集）入学試験合格者の選考について諮ら
れ、資料に基づき、出願・受験状況、合否判定の基本方針等について説明があった後、
審議の結果、一般選抜受験者１人及び社会人特別選抜受験者１人を合格とすることが承
認された。
第１２号議案 平成２９年度医科学専攻（修士課程）入学者選抜試験日程（案）について
研究科長から、平成２９年度医科学専攻（修士課程）入学者選抜試験日程（案）につ
いて諮られ、修士部会長から、資料に基づき説明があった後、審議の結果、承認された。
第１３号議案 学生の 休学について
研究科長から、学生の休学について諮られ、博士部会長から、資料に基づき説明があ
った後、審議の結果 、承認された。
第１４号議案 学生の 退学について
研究科長から、学生の退学について諮られ、修士部会長及び博士部会長から、資料に
基づき説明があった 後、審議の結果、承認された。
第１５号議案 学生の 休学の取り下げについて
研究科長から、学生の休学の取り下げについて諮られ、博士部会長から、資料に基づ
き説明があった後、 審議の結果、承認された。
第１６号議案 研究生 の退学について
研究科長から、研究生の退学について諮られ、博士部会長から、資料に基づき説明が
あった後、審議の結 果、承認された。
第１７号議案 学生の 研究者指導委託（受入）の延長について
研究科長から、学生の研究者指導委託（受入）の延長について諮られ、博士部会長か
ら、資料に基づき説 明があった後、審議の結果、承認された。
第１８号議案 学位論 文の受理について
研究科長から、課程博士５名及び論文博士２名の学位論文の受理について諮られ、博
士部会長から、資料 に基づき説明があった後、審議の結果、承認された。
第１９号議案 学位論 文の審査について
研究科長から、課程博士３名及び論文博士１名の学位論文の審査について諮られ、各
主査等から論文要旨 等の説明があった後、投票の結果、論文は合格とされ た。
第２０号議案 医歯学 奨励賞について
研究科長から、医歯学奨励賞について諮られ、博士部会長から、資料に基づき説明が
あった後、審議の結 果、承認された。
第２１号議案 学位論 文の審査基準について
研究科長から、学位論文の審査基準について諮られ、教育委員長から、資料に基づき
説明があった後、審 議の結果、承認された。
第２２号議案

医歯学総合研究科における医学研究科単位取得後退学者の課程博士学位審
査につい て
研究科長から、医歯学総合研究科における医学研究科単位取得後退学者の課程博士学
位審査について諮られ、博士部会長から、資料に基づき説明があった後、種々意見交換
及び審議の結果、承認され、本研究科における予備審査の代わりとなる審査の基準につ
いては、博士部会で 検討することとなった。

第２３号議案 研究生 の入学辞退について
研究科長から、研究生の入学辞退について諮られ、博士部会長から、資料に基づき説
明があった後、審議 の結果、承認された。
第２４号議案

平成２８年度鹿児島大学大学院医歯学総合研究科奨学助成事業奨学生の推
薦につい て
研究科長から、平成２８年度鹿児島大学大学院医歯学総合研究科奨学助成事業奨学生
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の推薦について諮ら れ、資料に基づき説明があった後、審議の結果、承認 された。
〔報告事項〕
１

大学運営会議（３ 月１０日開催）
研究科長から、３月１０日開催の大学運営会議について、資料に基づき報告があった。

２

教育研究評議会（ ３月１７日開催）
研究科長から、３月１７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。

３

学内共同教育研究 施設等人事委員会（３月１０日開催）
研究科長から、３月１０日開催の学内共同教育研究施設等人事委員会について、資料
に基づき報告があっ た。

４

自然科学教育研究 支援センター運営委員会（３月２２日開催）
担当教授から、３月２２日開催の自然科学教育研究支援センター運営委員会について、
資料に基づき報告が あった。

５

大学院教務委員会 （３月２２日開催）
担当教授から、３月２２日開催の大学院教務委員会について、資料に基づき報告があ
った。

６

医歯学域会議（４ 月４日開催）
医歯学域長から、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。

７

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。

８

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。

９

研究科共同利用研 究室管理委員会（メール会議）
共同利用研究室管理委員長から、メール会議にて開催の研究科共同利用研究室管理委
員会について、資料 に基づき報告があった。

10

研究科教育委員会 （メール会議）
教育委員長から、メール会議にて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。

11

研究科教育委員会 修士部会（３月２９日開催）
修士部会長から、３月２９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。

12

研究科教育委員会 博士部会（メール会議、３月３１日開催）
博士部会長から、メール会議及び３月３１日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。

13

研究科教員資格審 査委員会（博士課程）（３月３１日開催）
博士部会長から、３月３１日開催の研究科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。

14

診療センター長等 会議（３月２３日開催）
病院長から、３月２３日開催の診療センター長等会議について、資料に基づき報告が
あった。

15

平成２９年度概算 要求について
研究科長から、平 成２９年度概算要求について、資料に基づき報告があ った。
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16

医学研究科修了生 の学位論文のインターネット公表について
担当教授から、医学研究科修了生の学位論文のインターネット公表について、資料に
基づき報告があった 。

17

桜ヶ丘地区におけ る緊急連絡と応急措置について
担当教授から、桜ヶ丘地区における緊急連絡と応急措置について、資料に基づき報告
があった。

18

桜ヶ丘会館につい て
担当教授から、平成２８年３月に改修工事が完了した桜ヶ丘会館について、資料に基
づき報告があった。

19

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。

20

奨学寄附金の受入 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。

21

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

22

共同研究の受入れ について
研究科長から、共 同研究の受入れについて、資料に基づき報告があった 。

〔その他〕
１

平成２８年度にお ける大学院担当教員の本給の調整額につい
研究科長から、平成２８年度における大学院担当教員の本給の調整額について、資料
に基づき説明があっ た。
３月２日開催の平成２７年度第１２回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）平成２８年５月６日（金）１４時３０分
（以
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上）

