
平成２３年度 第１１回 大学院生命理工学研究科教授会議事要録 

 

日  時  平成２４年３月１４日（水）１５：１５ ～ １８：１５ 

場  所  大会議室（Ｂ２棟４２６号室） 

出 席 者  関根研究科長ほか４７名 

 

配布資料 

 １１－１ 平成24年度授業関係について 

 １１－２ 学生の異動について 

 １１－３ 指導教員の変更について 

 １１－４ 研究指導の委託について 

 １１－５ 研究生について 

 １１－６ 海外交流学生について 

 １１－７ 平成24年４月博士一貫教育コース所属学生について 

 １１－８ 博士一貫教育コース所属辞退について 

 １１－９ 大学院博士課程修了予定者の審査員指名について 

 １１－10 平成24年３月大学院修士課程修了の認定及び学位授与について 

 １１－11 平成24年４月大学院博士後期課程進学試験合格者（案）について 

 １１－12 平成24年３月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 

 １１－13 論文提出による博士の学位授与について 

  １１－14 特別教育研究コースの修了について 

 ２ 生命理工学研究科大学院博士一貫教育コースについて 

 ３ 平成２４年度各種委員会委員について 

 

ＯＨＰ資料 

 １ 助教の任用 

 ２ 特任助教の任用 

 ３ 東京工業大学基金奨学金の創設について（案） 

 ４ 「国立大学法人東京工業大学研究活動不正防止対策委員会規則」及び「国立大学法人東京工業大学研究プロ 

ジェクト監理委員会規則」の制定について 

 ５ 名誉教授等の研究実施について 

 ６ 学長任期及び学長選考プロセスの見直しの方針（案）について 

 ７ 一般社団法人ＨＰＣＩコンソーシアムへのＨＰＣＩシステム構成機関としての加入について 

 ８ 教育改善に関するアンケート調査の実施について 

 ９ 平成２４年度推薦入試及びＡＯ入試合格者数について 

１０ 政府調達の各種自主的措置に係る適用基準額等の邦貨換算額について 

１１ 平成２３年度研究助成等一覧（H24.1.13～H24.2.9 受付分）について 

１２ 平成２４年度電子ジャーナル等経費の部局負担について 

１３ 東京工業大学特別研究員の称号付与について 

１４ 大学院生命理工学研究科特別研究員称号付与について 

１５ 学部前期日程入試報告 

１６ 迷惑メールについて 

 

席上配付資料 

 １ 平成２４年度授業関係について 

 

◎現在員６５名，公務出張等４名，定足数３２名に対し出席者４７名で教授会成立 

◎前回議事要録（案）を承認した。 



議事要旨 

Ⅰ 審議事項 

１－１ 平成24年度授業関係について 

          研究科長から，資料11-1 及び席上配付資料１に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認 

した。 

  １－２ 学生の異動について 

          研究科長から，資料11-2 に基づき説明があり，審議の結果，一部修正のうえこれを承認した。 

 １－３ 指導教員の変更について 

          研究科長から，資料11-3 に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

 １－４ 研究指導の委託について 

          研究科長から，資料11-4 に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

 １－５ 研究生について 

     研究科長から，資料11-5 に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

 １－６ 海外交流学生について 

     研究科長から，資料11-6 に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

 １－７ 平成 24 年４月博士一貫教育コース所属学生について 

     研究科長から，資料11-7 に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

 １－８ 博士一貫教育コース所属辞退について 

     研究科長から，資料11-8 に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

 １－９ 大学院博士課程修了予定者の審査員指名について 

     研究科長から，資料11-9 に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

 １－10 平成 24 年３月大学院修士課程修了の認定及び学位授与について 

     研究科長から，資料11-10 に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

 １－11 平成 24 年４月大学院博士後期課程進学試験合格者（案）について 

     研究科長から，資料11-11 に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

 １－12 平成 24 年３月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 

          研究科長から，現在員６５名，公務出張等４名，定足数４１名に対し出席者４７名で定足数を満た 

    している旨報告があった。次いで，研究科長から，資料11-12 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。 

 １－13 論文提出による博士の学位授与について 

          研究科長から，資料11-13 に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

 １－14 特別教育研究コースの修了について 
     研究科長から，資料11-14 に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

 ２ 生命理工学研究科大学院博士一貫教育コースについて 

   研究科長から，資料２に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

３ 教員選考について 

①（教授選考） 

（１）生物プロセス専攻 生体分子プロセス講座 生物分子プロセス分野 教授    

   研究科長から，同教員選考委員会委員長から選考結果報告が提出された旨説明があった。次いで，同 

委員長から，資料に基づき和地正明氏の選考経過並びに略歴・業績等について説明があり，審議及び可 

否投票の結果，同氏を同分野の教授に任用することを承認した。 

（２）生命情報専攻 共同研究講座「Celgene Collaborative Research Chair」特任教授 

       研究科長から，同教員選考委員会委員長から選考結果報告が提出された旨説明があった。次いで，同 

委員長から，資料に基づき半田宏氏の選考経過並びに略歴・業績等について説明があり，審議及び可否 

投票の結果，同氏を同分野の特任教授に任用することを承認した。 

（３）生体分子機能工学専攻 再生医工学バイオマテリアル設計寄附講座 特任教授 

       研究科長から，同教員選考委員会委員長から選考結果報告が提出された旨説明があった。次いで，同 

委員長から，資料に基づき赤池敏宏氏の選考経過並びに略歴・業績等について説明があり，審議及び可 



否投票の結果，同氏を同分野の特任教授に任用することを承認した。 

②（准教授選考） 

（１）生命情報専攻 共同研究講座「Celgene Collaborative Research Chair」特任准教授または特任講師 

         研究科長から，同教員選考委員会委員長から選考結果報告が提出された旨説明があった。次いで，同委員長 

から，資料に基づき安藤秀樹氏の選考経過並びに略歴・業績等について説明があり，審議及び可否投票の結果， 

同氏を同分野の特任准教授に任用することを承認した。 

③（講師選考） 

（１）生体分子機能工学専攻 再生医工学バイオマテリアル設計寄附講座 特任講師   

          研究科長から，同教員選考委員会委員長から選考結果報告が提出された旨説明があった。次いで，同委員長 

から，資料に基づき伊勢裕彦氏及び原田伊知郎氏の選考経過並びに略歴・業績等について説明があり，審議及 

び可否投票の結果，両氏を同分野の特任講師に任用することを承認した。 

④（助教選考）       

（１）生体分子機能工学専攻 生体機能制御工学講座 バイオミメティック分野 助教 

   研究科長から，OHP資料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）生命情報専攻 共同研究講座「Celgene Collaborative Research Chair」特任助教  

      研究科長から，OHP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。 

４ 平成２４年度各種委員会委員について 

   研究科長から，資料３に基づき説明があり，審議の結果，一部修正のうえ，これを承認した。 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

  喜多村評議員から，第11回及び臨時教育研究評議会の審議概要等について説明・報告があった。 

・【第１１回２４．３．２開催】 

（１）第２期中期目標・中期計画に係る平成２４年度年度計画について 

（２）博士課程教育リーディングプログラム実施に伴う関係諸規則の一部改正及び新規制定について 

（３）東京工業大学南つくし野ハウス規則（案）及び同使用料金等規程（案）の制定について 

（４）東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金規程の時限付き延長について 

（５）東京工業大学基金奨学金規程（案）の制定について  (OHP資料３)  

（６）東京工業大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規程一部改正について 

（７）研究不正防止対策委員会等について  (OHP資料４) 

（８）名誉教授等の研究実施について (OHP資料５) 

（９）平成２４年度全学科目に関する教育責任分担部局等の確認について  

（10）お茶の水女子大学附属高等学校との高大連携について 

（11）東京国際交流館の借り上げについて 

（12）東京工業大学におけるＧＰＡ制度の試行について  (資料４) 

（13）大学院特別教育研究コースの設置期間延長等について 

（14）東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力に基づく研究教育 

の実施に関する規則第２条に基づく承認申請について 

（15）共同研究講座の設置及び共同研究部門の設置期間の更新について 

（16）ＣＯＥセンター継続設置について 

（17）名誉教授の称号付与について 

（18）学長候補者選考について (OHP資料６) 

（19）国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について 

（20）東工大キャンパスミーティングについて 

（21）学生の懲戒処分について 

（22）学長裁量ポストについて 

（23）学長裁量スペースについて 

（24）部局長予定者及び教育研究評議会評議員予定者について 

（25）各部局における教員人事（専任講師以上）の報告について 



（26）教育研究に関する諸問題について 

（27）学長選考会議の委員選出について 

 ・【臨時教育研究評議会 ２４．３．１４開催】 

（１）教員等の処分について 

（２）名誉教授の称号について 

 ２ 部局長等会議関係 

・【第２０回２４．２．１７開催】 

  研究科長から，平成23年度第20回及び第21回の審議事項の概要等について説明報告があった。 

（１）東京国際交流館の借り上げについて 

（２）一般社団法人ＨＰＣＩコンソーシアムへのＨＰＣＩシステム構成機関としての加入について (OHP 資料７) 

（３）教育改善に関するアンケート調査の実施について (OHP 資料８) 

（４）平成２３年度東工大キャンパスミーティングの開催について 

（５）２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会「学部・大学院改革推進検討部会」， 

「入学時期の在り方に関する検討部会」及び大学間連携に関する学長級会合（仮称）の報告について 

（６）平成２４年度推薦入試及びＡＯ入試合格者数について (OHP 資料９) 

（７）政府調達の各種自主的措置に係る適用基準額等の邦貨換算額について (OHP 資料 10) 

（８）平成２３年度学位記授与式及び平成２４年度入学式について 

（９）平成２３年度研究助成等一覧（H24.1.13～H24.2.9 受付分）について (OHP 資料 11) 

（10）奨学寄附金受入審査会における受入金額の推移 

（11）部局等の現状と問題点について 

・【第２１回２４．３．２開催】 

（１）平成２４年度電子ジャーナル等経費の部局負担について  (OHP 資料 12) 

（２）新図書館の利用状況について 

（３）平成23年度研究助成等一覧（H24.2.10～H24.2.23受付分）について 

（４）部局等の現状と問題点について 

３ 本研究科関係      

（１）東京工業大学特別研究員の称号付与について 

   研究科長から，OHP資料１３に基づき，本称号付与について説明があった。 

（２）大学院生命理工学研究科特別研究員称号付与について  

   研究科長から，OHP資料１４に基づき，本配置換について説明があった。 

（３）平成２４年度大学院生命理工学研究科長・評議員・専攻長・学科長名簿について 

   研究科長から，資料５に基づき，本名簿について説明があった。 

（４）クラス担任・助言教員について 

   研究科長から，資料６に基づき，本担当・助言教員について説明があった。 

４ 各種委員会報告 

  ・案件なし  

５ その他  

（１）学部前期日程入試報告  

   丹治教授から，OHP資料１５に基づき，本入試報告について説明があった。 

（２）生命理工学研究科入試案内について 

   研究科長から，資料７に基づき，本担当・助言教員について説明があった。 

（３）名誉教授等の研究実施について  

     研究科長から，資料８に基づき，本担当・助言教員について説明があった。 

  （４）国際大学院の学生を博士リーディングへ受け入れることについて 

     梶原准教授から，本受入について説明があった。 

  （５）平成２４年度バイオ研究基盤支援総合センター生物実験棟の動物実験教育訓練および生物実験棟利用者 

講習会開催について 

広瀬教授から，本講習会開催について説明があった。 



  （６）迷惑メールについて 

     研究科長から，本対応について説明があった。 

 

以上 


