
 

第 110 回 教育研究評議会議事要録 

 

日  時 平成２５年４月１９日（金）１３時３０分～１４時５５分 

 

場  所 大学本部棟５階第一会議室 

 
出 席 者 

（評議員）前田学長、川村理事、松川理事、佐藤理事、新藤理事、 
中村教育人間科学部長、武田医学部長、杉山工学部長、早川生命環境学部長、 
内田クリーンエネルギー研究センター長、 
進藤・時友・香川・熊田・柴田・坂本・柳田 各教授、大高教学支援部長 

（列席者）木村監事、古井監事、篠田総務部長、窪田産学官連携・研究推進部長、 
保科財務管理部長、上野施設・環境部長、土屋総合情報戦略部長、 
白沢医学部事務部長、高村総務･広報課長、笹垣人事課長、山田研究支援課長、 
九鬼財務管理課長、小澤教務課長、佐野学生支援課長、 
梶原教育人間科学部支援課長、石原工学部支援課長、平出生命環境学部支援課長、 
石原監査室長、田中総務･広報課補佐 

 
議事要録確認 

 第 109 回教育研究評議会（25.3.15 開催）議事要録を確認した。 

 

 議事に先立ち、学長から、新任の評議員及び陪席者の紹介があった。 

 

報告事項 

１ 役員会の開催状況について 

   学長から、第 130 回役員会（25.3.27 開催）の開催状況について、資料１（映像）により報

告があった。 

 
２ 経営協議会の開催状況について 

   学長から、第 51回経営協議会（25.3.25 開催）の開催状況について、資料２（映像）により

報告があった。 

 
３ 助教の採用報告について 

学長から、国立大学法人山梨大学教員選考手続に関する規程第９条に基づく助教１５名の採

用について、資料３（映像）により、次のとおり報告があった。 
   ・採用（発令年月日：平成２５年４月１日） 
     進藤 浩子（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（内科学１）） 
     葛  仁猛（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（外科学２）） 
     新谷 則之（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（麻酔科学）） 
     小宮山貴史（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（放射線医学）） 
     河合 悦子（大学院医学工学総合研究部看護学系（基礎・臨床看護学）） 



 

 

     津久井雄也（医学部附属病院消化器内科） 
     中村 和人（医学部附属病院循環器内科、呼吸器内科） 
     藤田 康稚（医学部附属病院整形外科） 
     池本 剛大（医学部附属病院麻酔科） 
     芦澤  圭（医学部附属病院頭頸部・耳鼻咽喉科） 
     田中 翔太（医学部附属病院頭頸部・耳鼻咽喉科） 
     兼本 大輔（大学院医学工学総合研究部機電情報ｼｽﾃﾑ工学系（電気電子工学）） 
     牧野 浩二（大学院医学工学総合研究部機電情報ｼｽﾃﾑ工学系（情報ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ工学）） 
     山本 真幸（大学院医学工学総合研究部物質工学系（電気電子工学）） 
     荒木 功平（大学院医学工学総合研究部社会ｼｽﾃﾑ工学系（土木環境工学）） 
 

４ 特任教員の採用報告について 
学長から、国立大学法人山梨大学有期雇用職員就業規則第１４条に基づく特任教員１５名

（特任教授１名、特任准教授３名、特任助教１１名）の採用について、資料４（映像）により、

次のとおり報告があった。 
   ・採用（期間：平成２５年４月１日～平成３０年３月３１日） 
     特任助教 石丸かよ子（大学院医学工学総合研究部基礎医学系（免疫学）） 
   ・採用（期間：平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日） 
     特任助教 中嶋正太郎（大学院医学工学総合研究部基礎医学系（ﾘｴｿﾞﾝｱｶﾃﾞﾐｰ）） 
      ・採用（期間：平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日） 
     特任助教 安村 美里（大学院医学工学総合研究部基礎医学系（ﾘｴｿﾞﾝｱｶﾃﾞﾐｰ）） 
   ・採用（期間：平成２５年４月１日～平成２８年３月３１日） 
     特任助教 近藤 大資（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（地域医療学）） 
   ・採用（期間：平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日） 
     特任助教 赤池 英憲（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（地域医療連携支援学）） 
   ・採用（期間：平成２５年４月１日～平成２８年３月３１日） 
     特任助教 加賀谷 優（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（地域医療連携支援学）） 
   ・採用（期間：平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日） 
    特任准教授 大髙 雅彦（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（地域医療連携支援学）） 
   ・採用（期間：平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日） 
     特任助教 前田 一枝（大学院医学工学総合研究部看護学系（ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ助産ｹｱ）） 
   ・採用（期間：平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日） 
     特任助教 杣津 晋平（大学院医学工学総合研究部附属出生ｺﾎｰﾄ研究ｾﾝﾀｰ） 
   ・採用（期間：平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日） 
     特任助教 田丸  洵（医学部附属病院循環器内科、呼吸器内科） 

・採用（期間：平成２５年４月１日～平成２８年３月３１日） 
     特任助教 矢ヶ崎英晃（医学部附属病院新生児集中治療部） 

・採用（期間：平成２５年４月１日～平成２８年３月３１日） 
    特任准教授 井上  修（医学部附属病院安全管理部） 



 

 

・採用（期間：平成２５年４月１日～平成２８年３月３１日） 
    特任准教授 奥山 克巳（医学部附属病院臨床教育ｾﾝﾀｰ） 

・採用（期間：平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日） 
     特任助教 若山 清香（生命環境学部附属ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ実験施設） 

・採用（期間：平成２５年４月１日～平成２８年３月３１日） 
     特任教授 松本 俊（大学院医学工学総合研究部工学学域（富士電機ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ講座）） 
 

５ 学生の学籍異動について 
川村理事から、学生の休学、退学、復学及び除籍者数の平成２４年度累計及び学籍異動に係

る主要因について、資料５（配付）により報告があった。 
 

６ 平成２５年度山梨大学入学者選抜試験実施結果について 
川村理事から、平成２５年度山梨大学入学者選抜試験の実施結果について、資料６（配付）

により報告があった。 
 

７ 平成２４年度卒業・修了生について 
川村理事から、各学部等別の平成２４年度卒業（修了）生数について、資料７（配付）によ

り報告があった。 
 

８ 平成２４年度卒業・修了生の進路について 
川村理事から、平成２５年４月１日現在における平成２４年度卒業（修了）者の進路状況に

ついて、資料８（配付）により報告があった。 
 

９ 学生の懲戒処分について 
川村理事から、追試験において不正行為を行った医学部医学科生に対し、１ヶ月停学の懲戒

処分とした旨、報告があった。 
 
１０ 図書の取扱いについて 

川村理事から、図書の取扱いに係る山梨大学図書管理要項の遵守徹底について、資料９（配

付）により次のとおり報告があり、併せて、各学部等教職員に対し周知いただきたい旨、依頼

があった。 
・ 本学図書管理要項第３条第１項で「～使用予定期間が一年未満のものは図書として取り

扱わない。」と定めた規定を活用し、蔵書を増やさないよう協力いただきたいこと。 
・ 図書館で購入したものが、全て図書であるとは限らないこと。 
・ 研究費で購入し研究室で管理するものは、高額図書を除き、消耗品（資産管理しない）

とすること。また、その場合、使用期間一年未満のものは図書館に返却する必要は無く、

随時廃棄可能とすること。一年以上使用する場合は、図書館へ申告を行い、図書として資

産管理台帳に登載すること。 
 



 

 

１１ ローソン山梨大学店からの要望に対する検討結果について 
川村理事から、ローソン山梨大学店からの要望に対する検討結果及び回答内容について、資

料１０（配付）により報告があった。 
 
１２ 平成２５年度 収入・支出予算学内当初配分について 

佐藤理事から、平成２５年度予算見込額及び収入・支出予算に係る学内当初配分について、

資料１１（配付）により報告があった。 
 
１３ 平成２３事業年度剰余金の使途承認について 

佐藤理事から、平成２３事業年度における剰余金の使途承認申請に対し、文部科学大臣から

承認通知があった旨、資料１２（配付）により報告があった。 
 
１４ 平成２５事業年度長期借入金の認可申請等について 

佐藤理事から、平成２５事業年度長期借入金予定事業に係る認可申請及び償還計画等につい

て、資料１３（配付）により報告があった。 
 

１５ 平成２４年度資金管理実績について 
保科財務管理部長から、平成２４年度資金管理実績について、資料１４（配付）により報告

があった。 
 
１６ その他 
  ① 本学の直面する喫緊の要事（平成２５年度）について 
    学長から、研究大学強化促進費の獲得に向けた準備など、平成２５年度に取り組むべき重

点事項について、当日配付資料により報告があった。 
 
  ② 平成２４年度年度評価（実績報告書の作成）について 
    学長から、平成２４年度年度計画の実施状況に係る実績報告書について、平成２５年４月

３０日（火）までに企画・評価課へ提出いただきたい旨、依頼があった。 
 
  ③ 職員の軽装について 
    学長から、地球温暖化の防止及び山梨大学エネルギー削減目標の達成のため、今年度も５

月１日（水）から１０月３１日（木）までの間、職員の軽装を実施する旨、報告があった。 
 
審議事項 

１ 山梨大学学位規程の一部改正（案）について 
   川村理事から、学位規則（昭和２８年４月１日文部省令第９号）の一部改正に伴い、博士論

文の公表について、インターネットを利用した方法に改正する旨、資料１５（配付）により説

明があり、審議の結果、これを承認した。 
 



 

 

２ 国立大学法人山梨大学安全保障輸出管理規程の一部改正（案）について 

川村理事から、国立大学法人山梨大学安全保障輸出管理規程の一部改正（案）について、各

責任者の担当職を変更したい旨、資料１６（配付）により説明があり、審議の結果、これを承

認した。 
 

３ 安全保障輸出管理センター運営委員会規程の一部改正（案）について 

川村理事から、安全保障輸出管理センター運営委員会規程の一部改正（案）について、セン

ター運営委員会の庶務担当を変更したい旨、資料１７（配付）により説明があり、審議の結果、

これを承認した。 
 

４ 「学業成績優秀者表彰」制度の創設（案）について（継続） 

川村理事から、模範学生表彰の見直しを図り、成績優秀者を表彰することにより、学習意欲

を向上させ、より優れた人材の育成を目的とした「学業成績優秀者表彰」制度を創設すること

としたい旨、資料１８（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。 
 

５ 経営協議会学外委員の選考（案）について 

学長から、経営協議会学外委員の選考（案）について、資料１９（配付）及び映像資料（参

考）により説明があり、審議の結果、これを承認した。 
 

６ 学長選考会議における学内委員の選出（案）について 

学長から、学長選考会議学内委員の選出について、評議会での取り決めに基づき、役職指定

の評議員５名及び教育人間科学部から推薦のあった評議員１名を候補者としたい旨、資料２０

（配付）により説明があり、審議の結果、次の６名を学長選考会議学内委員に選出した。 
   ・学長選考会議学内委員 中村 享史（教育人間科学部長） 

               武田 正之（医学部長） 

               杉山 俊幸（工学部長） 

               早川 正幸（生命環境学部長） 

               島田 眞路（医学部附属病院長） 

進藤 聡彦（教育人間科学部評議員） 

 
７ 教員の採用（昇任）に係る選考（案）について 

   武田医学部長から、国立大学法人山梨大学教員選考手続に関する規程第７条に基づく教員の

採用（昇任）について、資料２１（映像）により次の３名に係る選考経緯等の説明があり、審

議の結果、これを承認した。 
・講師昇任（発令年月日：平成２５年５月１日） 

     松原 寛知（医学部附属病院（心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科）） 
・講師昇任（発令年月日：平成２５年５月１日） 

     佐藤 宏明（医学部附属病院（麻酔科）） 
・講師採用（発令年月日：平成２５年５月１日） 



 

 

     前川 伸哉（医学部附属病院（消化器内科）） 
 

８ 名誉教授の選考（案）について 

   学長から、山梨大学名誉教授称号授与規程第４条に基づく名誉教授の選考について、資料２

２（映像）により次の１０名に係る推薦経緯等の説明があり、審議の結果、これを承認した。 
   ・齋藤 康彦（大学院教育学研究科） 

   ・藤田 孝夫（大学院教育学研究科） 

   ・荒木  力（大学院医学工学総合研究部（医学系）） 

   ・飯島 純夫（大学院医学工学総合研究部（医学系）） 

   ・赤尾 洋二（大学院医学工学総合研究部（工学系）） 

   ・加藤 孝正（大学院医学工学総合研究部（工学系）） 
   ・清弘 智明（大学院医学工学総合研究部（工学系）） 
   ・水口 義久（大学院医学工学総合研究部（工学系）） 
   ・村上 幸利（大学院医学工学総合研究部（工学系）） 
   ・山崎 晴明（大学院医学工学総合研究部（工学系）） 
 

９ 教員の処分（案）について 

   学長から、キャンパス・ハラスメント防止・対策委員長からの報告に基づき、人事委員会に

て審査を行った教員の処分（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。 
 
１０ 学外者への感謝状の贈呈（案）について 

学長から、本学教育研究支援基金の高額寄附者である本学工学部卒業生 神谷昌明 氏に対し、

「山梨大学学外者への感謝状贈呈に関する申合せ」に基づき感謝状を贈呈したい旨、資料２３

（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。 

  

以 上 


