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平成 30 年度 第９回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時   平成 31年１月 23日（水）15：17～17：00 

場  所  Ｂ２棟４階大会議室 

出 席 者  三原学院長ほか 55名 

 

資料 

１ 平成 30年度第８回生命理工学院教授会議事要録（案） 

２ 教員選考委員会の設置について 

３ 特任教員等の選考委員会の設置について（案） 

４ 助教の選考について 

５ 特任教員等の選考について 

６ 名誉教授の推薦について 

７－１ 東京工業大学生命理工学院，科学技術創成研究院及びバイオ研究基盤支援総合センターヒ

トゲノム・遺伝子解析研究倫理審査合同委員会規程（案） 

７－２ 東京工業大学生命理工学院等ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会規程を廃止する

規程（案） 

８ 平成 30年度各種委員会等名簿（案） 

９ 平成 30年度第９回教育研究評議会資料 

10 平成 30年度第６回部局長等連絡会資料 

11 平成 30年度第９回すずかけ台地区部局長等懇談会資料 

12 貴学院を担当する科学技術創成研究院所属教員の採用について（報告） 

13 基礎研究機構広域基礎研究塾への参加教員と活動内容について 

14 収容定員未充足の状況について 

15 平成 30年度各種会議等開催日程 

 

資料（教務） 

（学士課程） 

１－１ 平成 30 年度授業関係について 

１－２ 平成 31 年度授業関係について 

１－３ 学生の異動について 

（大学院課程） 

２－１ 平成 30年度授業関係について 

２－２ 平成 31 年度授業関係について 

２－３ 学生の異動について 

２－４ 指導教員の変更について 

２－５ 研究指導の委託について 

２－６ 海外交流学生について 

２－７ 海外訪問学生について 

２－８ 平成 31年６月生命理工学院修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程について 

２－９ 平成 31年３月修士課程修了予定者の論文審査員の決定について 

２－10 平成 31年３月博士後期課程修了予定者の論文審査の申請の受理及び論文審査員の決定について 
 

プロジェクタ資料 

１ SPF動物実験施設整備に係る改修範囲図面 
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回収資料 
１ 助教の選考について（略歴調書，業績調書） 
２ 特任教員等の選考について（略歴調書，業績調書） 
３ 名誉教授の推薦について（推薦調書，功績調書） 
 

○現在員 79名，公務出張等４名，定足数 38名に対して出席者 56名で教授会成立 

○資料１に基づき，前回議事要録（案）を承認した。 

 

議事要旨 

Ⅰ 審議事項 

（学士課程） 

１－１ 平成 30 年度授業関係について 

学院長から，資料１-１（学士）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを

承認した。 

１－２ 平成 31 年度授業関係について 

学院長から，資料１-２（学士）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを

承認した。 

１－３ 学生の異動について 

学院長から，資料１-３（学士）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを

承認した。 

（大学院課程） 

１－１ 平成 30 年度授業関係について 

学院長から，資料２-１（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ

を承認した。 

１－２ 平成 31 年度授業関係について 

学院長から，資料２-２（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ

を承認した。 

１－３ 学生の異動について 

学院長から，資料２-３（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，留学期間を平成31

年3月18日～平成31年6月17日に修正の上，これを承認した。 

１－４ 指導教員の変更について 

学院長から，資料２-４（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ

を承認した。 

１－５ 研究指導の委託について 

学院長から，資料２-５（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ

を承認した。 

１－６ 海外交流学生について 

学院長から，資料２-６（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ

を承認した。 

１－７ 海外訪問学生について 

学院長から，資料２-７（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ

を承認した。 

１－８ 平成 31年６月生命理工学院修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程について 

学院長から，資料２-８（大学院）に基づき報告があった。 
１－９ 平成 31年３月修士課程修了予定者の論文審査員の決定について 

学院長から，資料２-９（大学院）に基づき報告があった。なお，論文審査員に誤記があ
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る旨指摘があり，57番の三重正和准教授（２行目）を三原久和教授に，92番の中村信大准

教授を中村浩之教授にそれぞれ修正することとした。 
１－10 平成 31年３月博士後期課程修了予定者の論文審査の申請の受理及び論文審査員の決定について 

学院長から，資料２-10（大学院）に基づき報告があった。なお，生命理工学コース６番

の論文題目及び概要が文字化けしている旨指摘があり，修正することとした。 
２ 教員選考委員会の設置について 

（１）生命理工学系 生命理工学コース 生命工学（生物無機化学）分野 助教 

学院長から，資料２に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

３ 特任教員等の選考委員会の設置について 

（１）ＷＲＨＩ 特任教授 

学院長から，資料３－１に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

（２）平成31年度学士課程及び大学院課程専門科目の英語授業開講に伴う外国人教員の雇用（短

期雇用） 特任准教授 

学院長から，資料３－２に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

４ 助教の選考について 

（１）生命理工学系 生命理工学コース 生命情報科学分野 

北尾教授（標記選考委員会委員長）から，資料４及び回収資料１に基づき，選考結果の

報告があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認し，学長に報告することとした。 
５ 特任教員等の選考について 

（１）生体分子システムの機能制御による革新的創薬基盤の構築プロジェクト 特任講師または

特任助教 

北尾教授（標記選考委員会委員長）から，資料５及び回収資料２に基づき，選考結果の

報告があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認し，学長に報告することとした。 
６ 名誉教授の推薦について 

学院長から，資料６及び回収資料３に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承

認した。 

７ 部局規則等の制定・廃止について 

（１）制定：東京工業大学生命理工学院，科学技術創成研究院及びバイオ研究基盤支援総合セン

ターヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査合同委員会規程（案） 

学院長から，資料７－１に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

（２）廃止：東京工業大学生命理工学院等ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会規程を廃

止する規程（案） 

学院長から，資料７－２に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

８ 平成30年度各種委員会委員の変更等について 

学院長から，資料８に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

  近藤評議員から，資料９に基づき，平成30年度第９回教育研究評議会の審議概要等について報

告・説明があった。 

２ 部局長等連絡会関係 

学院長から，資料10に基づき，平成30年度第６回部局長等連絡会の概要等について報告・説明

があった。 

３ 本学院関係 

   特になし 

４ 系主任・コース主任会議関係 

特になし 
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５ 各種委員会等関係 

（１）生命国際関係室関係 

学院長から，以下の事項について説明があった。 

・ゲノム編集・合成生物学に関するフォーラム等の開催について 

（２）研究企画推進会議関係 

太田副学院長（研究担当）から，以下の事項について説明があった。 

・バイオ研究基盤支援総合センターアイソトープ管理区域の非ＲＩ化完了後の施設利用

について（※７その他（２）に同じ） 

（３）安全衛生委員会関係 

特になし 

（４）大岡山オープンキャンパスについて 

白木平成 31 年度オーブンキャンパス委員会主査から，本大岡山オープンキャンパスの開

催について説明があり，併せて，すずかけ台オープンキャンパスの開催について説明があ

った。 

（５）第 7回生命理工国際シンポジウムについて 

山田生命理工国際シンポジウム実行委員会主査から，本生命理工国際シンポジウムにつ

いて開催報告があり，併せて，関係者への謝辞があった。 

 ６ すずかけ台地区部局長等懇談会関係 
学院長から，資料11に基づき，平成30年度第９回すずかけ台地区部局長等懇談会の概要等につ

いて報告・説明があった。 

７ その他 

（１）科学技術創成研究院所属教員の採用に伴う担当について 

学院長から，資料 12に基づき，本科学技術創成研究院所属教員の採用に伴う担当につい

て説明があった。 

（２）バイオ研究基盤支援総合センターアイソトープ管理区域の非ＲＩ化完了後の施設利用に

ついて 

太田副学院長（研究担当）から，プロジェクタ資料１に基づき，本バイオ研究基盤支援

総合センターアイソトープ管理区域の非ＲＩ化完了後の施設利用について説明があった。 

（３）基礎研究機構 広域基礎研究塾への参加教員の推薦について 

学院長から，資料 13 に基づき，本基礎研究機構広域基礎研究塾への参加教員の推薦につ

いて説明があった。 
（４）各部局等における平成 30 年度実績報告及び収容定員未充足の状況について 

学院長から，資料 14に基づき，本各部局等における平成 30年度実績報告及び収容定員未

充足の状況について説明があった。また，関連して，各部局等の将来構想の策定（執行部ヒ

アリング）について説明があった。 

（５）平成 31年３月教授会等関係日程について 

学院長から，資料 15に基づき，本平成 31年３月教授会等関係日程について説明があった。 

 

以 上 


