平 成３０ 年度 第６ 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９月５日（水） １４：３３～１６：１１
附属病院 管理棟（旧医学部管理棟）４階第１会議室
４８名
２１名

研究科長から、開 会のあいさつがあった。
〔議題〕
第８０号議案 腫瘍学 講座（分子腫瘍学分野）特任研究員の採用について
研究科長から、腫瘍学講座（分子腫瘍学分野）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８１号議案 客員教 授等について
研究科長から、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８２号議案 歯系Ｒ Ｉ研究室の廃止について
研究科長から、歯系ＲＩ研究室の廃止について諮られ、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８３号議案 ガスク ロマトグラフの廃棄について
研究科長から、ガスクロマトグラフの廃棄について諮られ、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８４号議案

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科放射線障害予防規程及び鹿児島大学大
学院医歯 学総合研究科放射線障害防止委員会規則の一部改正に 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放射線障害予防規程及び鹿児島大
学大学院医歯学総合研究科放射線障害防止委員会規則の一部改正について諮られ、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８５号議案 構成員 評価について
研究科長から、構成員評価について諮られ、資料に基づき説明があった後、審議の結
果、承認された。
第８６号議案 先端的 がん治療診断センターの兼務教員の追加について
研究 科長 から、 先端 的がん 治療診断 センターの兼 務教員の追加に 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８７号議案 寄附講 座「地域医療・健康医学講座」の設置について
研究科長から、寄附講座「地域医療・健康医学講座」の設置について諮られ、研究科
長及び担当教授から 、資料に基づき説明があった後、審議の結果、承認さ れた。
第８８号議案

東京慈恵会医科大学と鹿児島大学医学部及び鹿児島大学大学院医歯学総合
研究科と の包括連携に関する協定締結について
研究科長から、東京慈恵会医科大学と鹿児島大学医学部及び鹿児島大学大学院医歯学
総合研究科との包括連携に関する協定締結について諮られ、研究科長及び医学部長から、
資料に基づき説明が あった後、審議の結果、承認された。

第８９号議案 客員研 究員の受入れについて
研究科長から、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９０号議案 平成３ １年度修士課程入学試験実施体制（案）について
研究 科長 から、 平成 ３１年 度修士課 程入学試験実 施体制（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。

-1 -

第９１号議案 博士課 程入学試験合格者の選考について
研究科長から、博士課程（平成３０年度１０月入学及び平成３１年度４月入学第１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、平成３１年度４月入学の一般選
抜受験者１３人、社会人特別選抜受験者９人、外国人留学生特別選抜受験者０人の計
２２人を合格とする ことが承認された。
第９２号議案 委託生 の受入れについて
研究科長から、委託生の受入れについて諮られ、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９３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９４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９５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９６号議案 学生の 旧姓使用について
研究科長から、学生の旧姓使用について諮られ、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９７号議案 学位論 文の受理について
研究科長から、課程博士３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９８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９９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。
〔報告事項〕
１

研究科運営会議（ ９月３日開催）
研究科長から、９月３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。

２

研究科企画委員会 （９月３日開催）
教育委員長から、９月３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。

３

研究科研究科放射 線障害防止委員会（８月２４日開催）
研究科放射線障害防止委員長から、８月２４日開催の研究科放射線障害防止委員会に
ついて、資料に基づ き報告があった。
４ 研究科教育委員会 修士部会（８月２１日開催）
修士部会長から、８月２１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。
５

研究科教育委員会 博士部会（８月２７日開催）
博士部会長から、８月２７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。
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６

研究科担当教員資 格審査委員会（修士課程）（８月２１日開催）
博士部会長から、８月２１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。

７

研究科担当教員資 格審査委員会（博士課程）（８月２７日開催）
博士部会長から、８月２７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。

８

「企業等からの資 金提供状況の公表に関するガイドライン」に伴う公表 について
研 究 科 長 か ら 、「 企 業 等 か ら の 資 金 提 供 状 況 の 公 表 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」 に 伴 う 公
表について、資料に 基づき報告があった。

９

平成３１年度医歯 学総合研究科教員のサバティカル研修について
研究科長から、平成３１年度医歯学総合研究科教員のサバティカル研修について、資
料に基づき報告があ った。

10

実験排水の分析結 果（2018年7月分）について
環境安 全委員から、 実験排水の分析 結果（2018年7月分）について 、資料に基 づき報告
があった。

11

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。

12

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

13

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。

14

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

２

医歯学総合研究科 棟２改修にかかる工事用地等について
副研究科長から 、医歯学総合 研究科棟２改修にかかる工事用地等について、資料に 基
づき説明があった。
ＦＤ講演会の開催 について
医学部ＦＤ副委員 長から、９月１０日開催のＦＤ講演会について説明が あった。
８月１日開催の平 成３０年度第５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３０年１０月３日（水）１４時３０分
（以
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上）

