
 

第 122 回 教育研究評議会議事要録 

 

日  時 平成２６年４月１８日（金）１３時３０分～１５時２５分 

 

場  所 大学本部棟５階第１会議室 

 
出 席 者 

（評議員）前田学長、川村理事、佐藤理事、新藤理事、田中理事、松川理事 
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、 
寺﨑附属図書館長、島田医学部附属病院長、内田クリーンエネルギー研究センター長、 
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）鮎川監事、古井監事、中村総務部長、本多財務管理部長、上野施設・環境部長、 
大木総合情報戦略部長、山田医学部事務部長、高村企画部長、山田研究支援課長、 
笹垣人事課長、九鬼財務管理課長、小澤教務課長、佐野学生支援課長、望月企画課長、 
梶原教育人間科学部支援課長、島田工学部支援課長、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、白沢役員支援室（特命事項担当） 

 
議事要録確認 

 第 121 回臨時教育研究評議会（26.3.27 開催）議事要録を確認した。 

 

報告事項 

１ 経営協議会の開催状況について 

学長から、第 57回経営協議会（26.3.28 開催）の開催状況について、資料１により報告があ

った。 

 

２ 役員会の開催状況について 

   学長から、第 142 回役員会（26.3.28 開催）の開催状況について、資料２により報告があっ

た。 

 

３ 役員の担当について 

   学長から、平成２６年４月１日から役員の担当替えを行った旨、資料３により報告があった。 

 

４ 助教の採用について 
学長から、国立大学法人山梨大学教員選考手続きに関する規程第９条に基づく助教１６名の

採用について、資料４により、次のとおり報告があった。 
   ・採用（発令年月日：平成２６年４月１日） 

 髙橋  英（医学部附属病院消化器内科） 
 小松 信俊（医学部附属病院消化器内科） 
 植松  学（医学部附属病院循環器内科、呼吸器内科） 
 川島 一郎（医学部附属病院血液・腫瘍内科） 
 多賀谷 光（医学部附属病院産婦人科） 
 小泉 敬一（医学部附属病院新生児集中治療部） 
 浅川 幸子（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（内科学講座第１教室）） 



 

 

 一條 昌志（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（内科学講座第３教室）） 
 玉置 寿男（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（精神臨床倫理学講座）） 
 小山 賢介（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（整形外科学講座）） 
 福元雄一郎（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（脳神経外科学講座）） 
 三塚健太郎（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（脳神経外科学講座）） 
 池本 剛大（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（麻酔科学講座）） 
 斎藤 彰俊（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（放射線医学講座）） 
 神崎 由紀（大学院医学工学総合研究部看護学系（健康・生活支援看護学講座）） 
 山浦 浩太（大学院医学工学総合研究部生体環境医工学系（基礎教育センター）） 

 
 ５ 特任教員の採用について 

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２３名の

採用について、資料５により、次のとおり報告があった。 
   ・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２６年９月３０日） 

 特任助教 横田 雄大（医学部附属病院消化器内科） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２６年９月３０日） 
 特任助教 吉田 貴史（医学部附属病院消化器内科） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 
 特任助教 津久井 雄也（医学部附属病院消化器内科） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 
 特任助教 鈴木 浩二（医学部附属病院循環器内科、呼吸器内科） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日） 
 特任准教授 百澤  明（医学部附属病院形成外科） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日） 
 特任助教 加賀谷 優（医学部附属病院形成外科） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 
 特任助教 峰  俊輔（医学部附属病院産婦人科） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日） 
 特任助教 喜瀬 広亮（医学部附属病院新生児集中治療部） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日） 
 特任准教授 針井 則一（医学部附属病院病院経営管理部） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日） 
 特任助教 早川  哲（大学院医学工学総合研究部基礎医学系（生化学講座第２教室）） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日） 
 特任助教 針谷 夏代（大学院医学工学総合研究部基礎医学系（環境遺伝医学講座）） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 
 特任助教 平山 友里（大学院医学工学総合研究部基礎医学系（リエゾンアカデミー）） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 
 特任助教 佐々木 知幸（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（臨床検査医学講座）） 
 



 

 

・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日） 
 特任助教 原田 大希（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（地域医療学講座）） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 
 特任助教 長谷部 洋平（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（地域医療学講座）） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 
 特任講師 山口 達也（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（地域医療臨床研修学講座）） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 
 特任助教 川口 章夫（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（地域医療臨床研修学講座）） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 
 特任助教 大場 哲郎（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（地域医療臨床研修学講座）） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 
 特任助教 上田 健太（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（地域医療臨床研修学講座）） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日） 
 特任助教 浮田 芳昭（大学院医学工学総合研究部機電情報ｼｽﾃﾑ工学系（機械工学科）） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 
 特任助教 原  典子（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２６年４月１日～平成３１年３月３１日） 
 特任教授 窪田 洋二（クリーンエネルギー研究センター） 
・採用（期間：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 
 特任助教 朴  英哲（燃料電池ナノ材料研究センター（金属研究部門）） 

 
６ グローバル人材育成プログラムについて 

   川村理事から、国際人として必要となる能力の修得等を目的とするグローバル人材育成プロ

グラムの募集を開始したことについて、資料６により報告があり、併せて学生に対し同プログ

ラムへの積極的参加を周知いただきたい旨、協力依頼があった。 
 
 ７ 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、除籍者数の平成２５年度累計及び学籍異動に係る

主要因について、資料７により報告があった。 
 
 ８ 平成２５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２５年度卒業・修了生数について、資料８により報告があ

った。 
 
 ９ 平成２５年度卒業・修了生の進路について 
   川村理事から、平成２６年４月１日現在における平成２５年度卒業・修了生の進路状況につ

いて、資料９により報告があった。 
 
１０ 平成２６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２６年４月１日現在における平成２６年度山梨大学入学者選抜試験実施



 

 

結果について、資料１０により報告があった。 
 
１１ 平成２５年度教職大学院認証評価結果について 
   新藤理事から、平成２５年度教職大学院認証評価結果について、全ての評価基準に適合して

いると認定された旨、資料１１により報告があった。 
 
１２ 山梨大学名誉教授の称号授与規程に関する申合せの一部改正について 
   松川理事から、山梨大学名誉教授の称号授与規程に関する申合せの一部改正について、資料

１２により報告があった。 
 
１３ 新山梨環状道路建設工事に伴う附属農場用地の一部提供と代替地申請について 
   早川生命環境学部長から、新山梨環状道路建設工事に伴う附属農場用地の一部提供と代替地

申請について、資料１３により報告があった。 
 
１４ 平成２４事業年度剰余金の使途承認について 
   佐藤理事から、文部科学大臣の承認を受けた平成２４事業年度剰余金の使途について、教

育・研究・診療の質の向上及び組織運営の改善に充てる旨、資料１４により報告があった。 
 
１５ 平成２６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２６年度収入・支出予算学内当初配分について、資料１５により報告が

あった。 
 
１６ 平成２６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２６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１６により報告があった。 
 
１７ 平成２６年度 資金運用方針及び資金繰計画について 
   佐藤理事から、平成２６年度資金運用方針及び資金繰計画について、資料１７により報告が

あった。 
 
１８ 平成２５年度資金運用実績について 
   佐藤理事及び本多財務管理部長から、平成２５年度資金運用実績について、資料１８により

報告があった。 
 
１９ 国立大学法人山梨大学事務の組織に関する規程の一部改正について 
   松川理事から、産学官連携・研究推進部の廃止及び企画部の設置等に伴う国立大学法人山梨

大学事務の組織に関する規程の一部改正について、資料１９により報告があった。 
 
２０ 大学院機能強化プラン策定委員会について 
   学長から、国立大学改革プランに的確に対応し、本学大学院の改組・再編を円滑に進める必



 

 

要があることなどから、大学院機能強化プラン策定委員会を設置し協議・検討を行う旨、資料

２０により報告があった。 
   また、今後の教員選考については、本学のミッションの再定義への適合の確認など、全学的

な視点から検討を行う必要がある旨、発言があった。 
 
２１ その他 

① 職員の軽装の実施について 
     学長から、例年通り今年度も５月１日から１０月３１日まで職員の軽装を実施予定であ

る旨、報告があった。 
 

② 学生への注意喚起について 
     川村理事から、学生の交通事故等が頻出している現状に鑑み、各学部において注意喚起

を行っていただきたい旨、また、大学構内への自転車等の乗り入れについて、マナー遵守

の周知徹底を図っていただきたい旨、依頼があった。 
 
審議事項 

１ 名誉教授の選考（案）について 

   学長、中村教育人間科学部長、武田医学部長及び杉山工学部長から、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（案）について、資料２１により次の１１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。 
   ・原田  博（大学院教育学研究科） 
   ・勢田 二郎（大学院教育学研究科） 
   ・手塚  実（大学院教育学研究科） 
   ・福永  茂（大学院教育学研究科） 
   ・堀  哲夫（大学院教育学研究科） 
   ・中村美智子（大学院医学工学総合研究部（医学系）） 
   ・小林 哲郎（大学院医学工学総合研究部（医学系）） 
   ・安尾 南人（大学院医学工学総合研究部（工学系）） 
   ・本田  建（大学院医学工学総合研究部（工学系）） 
   ・宮本  泉（大学院医学工学総合研究部（工学系）） 
   ・関口 芳廣（大学院医学工学総合研究部（工学系）） 
 
２ 学内組織の改編に伴う学内規則の一部改正（案）について 

   松川理事から、学内組織の改編に伴う学内規則の一部改正（案）について、資料２２により

説明があり、審議の結果、次の規則等の一部改正を承認した。 
・国立大学法人山梨大学センター長会議規程 
・国立大学法人山梨大学大学評価本部規程 
・山梨大学自己点検・評価等規程 
・国立大学法人山梨大学発明審査・評価専門委員会規程 
・国立大学法人山梨大学利益相反マネージメント規程 



 

 

・国立大学法人山梨大学新技術情報クラブ規程 
・医学研究に係る利益相反マネージメント規程 
・国立大学法人山梨大学広報室規程 
・国立大学法人山梨大学法人文書管理規程 
・国立大学法人山梨大学文書処理規程 
・国立大学法人山梨大学文書決裁規程 
・国立大学法人山梨大学公印規程 
・国立大学法人山梨大学毒物及び劇物等取扱規程 
・国立大学法人山梨大学研究に係る不正行為の防止に関する規程 
・国立大学法人山梨大学男女共同参画推進本部規程 
・国立大学法人山梨大学安全保障輸出管理規程 
・国立大学法人山梨大学安全保障輸出管理センター規程 
・国立大学法人山梨大学安全保障輸出管理センター運営委員会規程 
・国立大学法人山梨大学予算規程 
・国立大学法人山梨大学経理規程 
・国立大学法人山梨大学固定資産管理規程 
・国立大学法人山梨大学政府調達事務取扱規程 
・国立大学法人山梨大学奨学寄附金取扱規程 
・国立大学法人山梨大学不動産使用規程 
・国立大学法人山梨大学教育研究支援基金管理運営規程 
・国立大学法人山梨大学会計事務取扱細則 
・国立大学法人山梨大学施設の運用管理に関する規程 
・国立大学法人山梨大学教員選考手続に関する規程 
・山梨大学放射線安全委員会規程 
・山梨大学甲府キャンパス国際規制物資管理委員会規程 
・山梨大学甲府キャンパス放射性同位元素管理委員会規程 
・山梨大学国際交流基金取扱規程 
・山梨大学公開講座規程 
・山梨大学進路支援委員会規程 
・山梨大学国際交流会館規程 
・山梨大学キャリアセンター規程 
・山梨大学キャリアセンター教員選考規程 

 
３ 年俸制導入（案）について 

   松川理事から、年俸制導入に係る目的、対象等について、資料２３により説明があり、審議

の結果、大枠として制度導入を了承し、細部については検討を継続することを確認した。 
  

以 上 


