平成 ２９ 年度第 １２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３０ 年３月７日（水） １４：３３～１７：１３
附属病院 管理棟（旧医学部管理棟）４階第１会議室
５７名
１２名

研究科長から、開 会の挨拶があった。
〔議題〕
第１５７号議案 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科における特任研究員採用基準につい
て
研究科長から、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科における特任研究員採用基準につ
いて諮られ、資料に基づき説明があった後、審議の結果、一部修正の上、承認された。
第１５８号議案 生体機能制御学講座（生化学・分子生物学分野）特任助教の採用につい
て
研究科長から、生体機能制御学講座（生化学・分子生物学分野）特任助教の採用につ
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１５９号議案 寄附 講座「漢方薬理学講座」特任助教の採用について
研究科長から、寄附講座「漢方薬理学講座」特任助教の採用について諮られ、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１６０号議案 難治ウイルス病態制御研究センター（分子ウイルス感染研究分野）特任
助教の 採用について
研究科長から、難治ウイルス病態制御研究センター（分子ウイルス感染研究分野）特
任助教の採用について諮られ、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１６１号議案 社会 ・行動医学講座（心身内科学分野）特任研究員の採用 について
研究科長から、社会・行動医学講座（心身内科学分野）特任研究員の採用について諮
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１６２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）特任研究員の
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）特任研究員
の採用について諮られ、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１６３号議案 神経 病学講座（脳神経外科学分野）特任研究員の採用につ いて
研究科長から、神経病学講座（脳神経外科学分野）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１６４号議案 客員 教授等について
研究科長から、継続２５名及び新規３名の客員教授等について諮られ、資料に基づき
説明があった後、審 議の結果、承認された。
第 １６５ 号議 案

独 立行 政法人 宇宙航空研究 開発機構（JAXA） との教 育研究に対する 連携
・協力 に関する協定の終了について
研究 科 長か ら、 独 立行 政法 人 宇宙 航空 研 究開 発機構 （JAXA） との教 育研 究に 対する 連
携・協力に関する協定の終了について諮られ、資料に基づき説明があった後、審議の結
果、承認された。

第１６６号議案 寄附 講座「医療関節材料開発講座（京セラ）」の概要の変更について
研 究 科 長 か ら 、 寄 附 講 座 「 医 療 関 節 材 料 開 発 講 座 （ 京 セ ラ ）」 の 概 要 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。
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第１６７号議案 法医 学分野及び医療システム情報学分野のあり方について
研究科長から、法医学分野及び医療システム情報学分野のあり方について諮られ、各
あり方検討ＷＧ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、今
後、各ＷＧ委員長が個別人事案件申請書を作成し、教授選考の開始を医学系長へ依頼す
ることとなった。
第１６８号議案 南九 州先端医療開発センター規則等の制定について
研究科長から、南九州先端医療開発センター規則等の制定について諮られ、資料に基
づき説明があった後 、審議の結果、承認された。
第１６９号議案 平成 ３０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３０年度医歯学総合研究科年度計画の策定について諮られ、資料
に基づき説明があっ た後、審議の結果、一部修正の上、承認された。
第１７０号議案 革新 的治療開発研究センターの存続について
研究科長から、革新的治療開発研究センターの存続について諮られ、研究科長及びセ
ンター長から、資料 に基づき説明があった後、審議の結果、承認された。
第１７１号議案 客員 研究員の受入れについて
研究科長から、新規受入４名及び期間延長１０名の客員研究員の受入れについて諮ら
れ、担当教授及び研究科長から、資料に基づき説明があった後、審議の結果、承認され
た。
第１７２号議案 平成 ３１年度医科学専攻（修士課程）入試日程（案）につ いて
研究科長から、平成３１年度医科学専攻（修士課程）入試日程（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１７３号議案 平成 ２９年度医科学専攻（修士課程）の修了判定について
研究科長から、平成２９年度医学科専攻（修士課程）の修了判定について諮られ、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、１０名を合格とすることが
承認された。
第１７４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１７５号議案 学生 の休学期間の再延長申請について
研究科長から、学生の休学期間の再延長申請について諮られ、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１７６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、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１７７号議案 学生 の復学について
研究科長から、学生の復学について諮られ、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１７８号議案 学生 の研究分野の変更について
研究科長から、学生の研究分野の変更について諮られ、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１７９号議案 学生 の転専攻について
研究科長から、学生の転専攻について諮られ、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１８０号議案 学生 の研究指導委託（受入）について
研究科長から、学生の研究指導委託（受入）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。
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第１８１号議案 学生 の研究指導委託の延長について
研究科長から、学生の研究指導委託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１８２号議案 研究 生の研究期間延長について
研究科長から、研究生の研究期間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１８３号議案 博士 課程の研究医の養成に関する取り組みについて
研究科長から、博士課程の研究医の養成に関する取り組みについて諮られ、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１８４号議案 学位 論文の受理について
研究科長から、課程博士１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１８５号議案 学位 論文の審査について
研究科長から、課程博士６名の学位論文の審査について諮られ、各主査から、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１８６号議案 学位 論文のインターネット公表について
研究科長から、学位論文のインターネット公表について諮られ、博士部会委員から、
資料に基づき説明が あった後、審議の結果、承認された。
第１８７号議案 医歯 学奨励賞の推薦について
研究科長から、医歯学奨励賞の推薦について諮られ、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１８８号議案 学位 論文審査委員の変更について
研究科長から、学位論文審査委員の変更について諮られ、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１８９号議案 退職 した教授の非常勤講師の取扱いについて
研究科長から、退職した教授の非常勤講師の取扱いについて諮られ、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１９０号議案 平成 ３０年度非常勤講師雇用計画の変更について
研究科長から、平成３０年度非常勤講師雇用計画の変更について諮られ、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１９１号議案 各種 委員会等委員の選出について
研究科長から、各種委員会等委員の選出について諮られ、資料に基づき説明があった
後、審議の結果、一 部修正の上、承認された。
〔報告事項〕
１

教育研究評議会（ ２月１５日開催）
研究科長から、２月１５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。

２

教務委員会（２月 ２７日開催）
担当委員から、２月２７日開催の教務委員会について、資料に基づき報告があった。

３

医歯学域会議（３ 月５日開催）
研究科長から、３月５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。

４

研究科運営会議（ ３月５日開催）
研究科長から、３月５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。
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５

研究科企画委員会 （３月５日開催）
研究科長から、３月５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。

６

研究科広報委員会 （メール会議）
広報委員長から、メール会議にて開催の研究科広報委員会について、資料に基づき報
告があった。

７

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。

８

研究科教育委員会 修士部会（２月２０日開催、メール会議）
修士部会長から、２月２０日及びメール会議にて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。

９

研究科教育委員会 博士部会（２月２２日開催、メール会議）
博士部会長から、２月２２日及びメール会議にて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。

10

研究科担当教員資 格審査委員会（博士課程）（２月２２日開催）
博士部会長から、２月２２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。

11

診療センター長等 会議（２月２８日開催）
病院長から、２月２８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。

12

平成２９年度特に 優れた業績による返還免除候補者の推薦について
修士部会長及び博士部会長から、平成２９年度特に優れた業績による返還免除候補者
の推薦について、資 料に基づき報告があった。

13

学生の不祥事に伴 う調査委員会の設置について
研究科長から、学 生の不祥事に伴う調査委員会の設置について、報告が あった。

14

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。

15

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。

16

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 。

〔その他〕
１

平成３０年度にお ける大学院担当教員の本給の調整額について
研究科長から、平成３０年度における大学院担当教員の本給の調整額について説明が
あった。

２

平成３０年度部局 等配分予定額内訳（案）について
研究科長から、平成３０年度部局等配分予定額内訳（案）について、資料に基づき説
明があった。

３

構成員の活動状況等の自己点検・評価及び昇給評価に係る評価シートの作成について
研究科長から、構成員の活動状況等の自己点検・評価及び昇給評価に係る評価シート
の作成について、資 料に基づき説明があった。
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２月７日開催の平成２９年度第１１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）平成２９年４月４日（水）１４時３０分
（以 上）
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