
平成２１年５月２２日 

 

 

平成２１年度 第２回教育記者会懇談会 

 

 

 

１ 科学技術振興調整費の採択について（資料１） 

 

２ 第５０回名大祭の開催について（資料２） 

 

３ 総長による授業の実施について（資料３） 

 

 ４ 寄附講座の設置について（資料４） 

 

５ 今後の本学の行事予定（資料５） 

 

 ６ その他 

        次回開催日について



資料１ 

 

 

平成２１年度科学技術振興調整費の採択について 

 

 

 文部科学省において公募されていた平成２１年度科学技術振興調整費に名古屋大学から

以下の事業が採択されました。 

 

（国際共同研究の推進プログラム）｢先進技術を基盤とした地域共通課題解決型共同研究｣ 

公募内容：科学技術外交の強化の一環として、政府の主導により、我が国のリーダーシ

ップの下で、日本の高い研究ポテンシャルを活用し、アジア・アフリカ諸国

等と我が国を中心とした国際的な科学技術コミュニティを構築することによ

り、将来的な我が国とアジア・アフリカ諸国等との政府間の協力関係の強化・

構築を目指す。 

 

 

提案課題：東アフリカ稲作振興のための課題解決型研究 

  

研究代表者：農学国際教育協力研究センター 教授 浅沼修一 

 

研究概要：東アフリカの稲作振興のため、緊急に解決すべき基盤的課題を特定し、その解決

策を明らかにする。学際的国際共同研究チームを組織し、稲作可能地域分級地図

の作成、冷害や旱ばつ害など生育阻害要因の栽培学的検証、現地の栽培環境に適

したイネ品種が持つべき形質の特定、イネ品種の現地適応性評価と有用遺伝子座

の同定による育種戦略の構築、現地に適した稲作技術の開発、稲作普及のための

技術的・社会経済的条件の解明を行う。 

 

 



資料２



資料３ 

 

in「名大の歴史をたどる」 
（全学教養科目） 

 
 

◇日 時 平成 21 年 ６月９日（火） 

午前８時 45 分～10 時 15 分 
 

◇場 所 ＩＢ電子情報館 大講義室 

 

 

◇テーマ これからの名古屋大学（仮） 

 
全学教養科目「名大の歴史をたどる」は、大学文書資料室（羽賀祥二室長）が、

例年前期（主に 1 年生対象）に開講している講義です。全 15 回の講義は、総説編
と各説編に分かれますが、濵口道成総長には第８回（総説編最終回）として、これ
からの名古屋大学についてお話しいただきます。 

 
 
 
 
     

この講義は、総長による特別講義であるため、
教室収容定員を超えない範囲で、正規受講生以
外の特別聴講も認めることにしました（名大の
学生および教職員に限ります。聴講者が多数の

場合は、入室をお断りすることがあります。） 
また、マスコミ関係者の聴講も認めますが、

講義時間内におけるご発言等はお控えください。 
 

 



資料４ 
 
                        寄附講座等設置概要 
 

大 学 等 名          
(学部・学科等名)          

名 古 屋 大学       
経済学研究科 

寄附講座等の 
名    称 

 社会福祉経済学（アイカ工業）
 寄附講座 

設 置 期 間          平成２１年６月１日～平成２６年５月３１日(新規) 

 
担 
 
当 
 
教 
 
員 
 

職   名 
ふ り が な      
氏   名 

任  用  期  間 
（前        職） 

備  考 

寄附講座教授 
  いわお  さとし  

岩尾 智 
         

平成21年6月1日～平成26年5月31日 
(愛知医療学院短期大学教授 医師・医学博士・
経営管理学修士） 

 

寄附講座助教 
とみむら けい 

冨村 圭 
平成21年6月1日～平成22年3月31日 
(名古屋大学大学院経済学研究科特別研究員） 

 

寄 附 者 
寄附者名 アイカ工業株式会社 （代表取締役社長 渡辺 修） 

所 在 地     〒452-0917 愛知県清須市西堀江2288番地 

寄 附 金 
寄附金額 

 
 200,000,000円 
 

  

教育研究 
 

の 概 要 
 

   
  平成19年より日本は65歳以上の高齢者が人口の21％を超え、超高齢社会を 
 迎えた。その中で、高齢者がより安全で快適な生活を過ごすための医療シス 
 テムを構築することは必要不可欠であるが、現実には、医療現場での人手不 
 足、医療・介護保険の財政的問題等から、その維持が困難になっている。こ 
 のための対策を講じないでいると、将来的に更に高齢社会が進展し、深刻な 
 事態になることが予想される。 
  このような問題がありながら、日本では、欧米と比較して医療経済に関す 
 る実証的データが十分にない。その結果、高齢者やその家族、医療従事者、 
 行政のために、より良い医療体制を構築するのに必要不可欠な緻密な経済分 
 析をすることができていない。 
  そのため、本寄附講座では： 
 ① 医療に関する経済的情報を収集する。高齢者とその家族への聞き取り調 
   査、各種医療従事者への聞き取り調査を行う。そのときに、医療サービ 
   スの満足度とともに、コストの情報も収集する。 
 ② 得られたデータを最新の統計手法を用いて、医療サービスの評価を行う。
   具体的には、介護度、慢性疾患など高齢者中心のケースミックスを考慮 
   した「規模の経済性」の評価を行う。医療から介護の連携による医療従 
   事者の労働効率化、サービスを受ける高齢者とその家族の便益と費用を 
   考慮した「連携の経済性」の評価を行う。医療従事者の労働環境、待遇、
   モチベーションをも考慮した評価を行う。 
 ③ 本寄附講座での成果をもとに、医療政策を提言する。②での評価に基づ 
   いて改善案を提案しながら必要なサービスを提供する効率の良いシステ 
   ムの確立を提言する。そのとき、他国の状況と比較した上でより適切な 
   評価方法を設計する。 
  以上、医療に関する経済学的統計解析の体制を整え、医療サービスや研究 
  を評価し、広く医療従事者や行政等に結果を公開することを、本寄附講座 
  は目指す。 
 

備   考 
平成２１年 ４月１５日   経済学研究科教授会承認 
平成２１年 ４月２７日   設置決定（総長承認） 

 
 
 
 



教官組織

寄　附　講　座　・　寄　附　研　究　部　門　一　覧
H21.5.22

寄附講座 単位:千円

部局名 寄附講座名称
設置期間

教官組織 寄附総額 寄　附　者
始期 終期

工学部
ヒューマンライフ支援バイオメカニクス
(トヨタ)

8.4.1 12.3.31

客員教授

200,000 トヨタ自動車㈱
1 客員教授

助手相当

医学部 環境皮膚科学(興和) 10.1.1 13.12.31

客員教授

140,000 興和㈱
2 講師相当

医学部 組織工学（J-TEC） 12.4.1 15.3.31

客員助教授

60,000 ㈱ジャパン･ティッシュ･エンジニアリング3 助手相当

医学部 バイオ医療学（東レ） 13.4.1 17.3.31

客員助教授

120,000 東レ㈱
4 助手相当

医学部 環境皮膚科学 14.1.1 16.12.31

客員助教授

96,300

大塚製薬㈱、花王㈱、カネボウ㈱、(財)慢
性疾患・リハビリテイション研究振興財
団、㈱資生堂、ピジョン㈱、御木本製薬
㈱、　　㈱ヤクルト

5 講師相当

医学部 組織工学（日立メディコ） 15.4.1 18.3.31

客員助教授

74,000 ㈱日立メディコ
6 助手相当

助手相当

医学部 画像情報外科学(ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ) 16.4.1 22.3.31

寄附講座准教授

180,000 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱
7 寄附講座助教

医学部 プロテアーゼ臨床応用学(グッドマン) 16.4.1 21.3.31

寄附講座准教授

110,000 ㈱グッドマン
8 寄附講座助教

医学部 循環器ゲノム情報応用診断学（興和） 16.6.1 18.5.31

寄附講座教授

100,000 興和㈱
9 寄附講座助手

寄附講座助手

医学部 細胞治療学（ハイメディック） 16.11.1 18.10.31

寄附講座教授

40,000 ㈱ハイメディック
10 寄附講座助手

医学部 腎不全治療システム学（バクスター） 17.2.1 22.1.31

寄附講座准教授

150,000 バクスター㈱
11 寄附講座助教

医学部 代謝性疾患学 17.10.1 22.9.30

寄附講座准教授

125,000 ㈱三和化学研究所
12 寄附講座講師

医学部
造血細胞移植情報管理学（日本造血細胞
移植学会）

18.1.1 20.12.31

寄附講座准教授

90,000 日本造血細胞移植学会
13 寄附講座助教

寄附講座助教

医学部 消化器疾患病態論 18.1.1 22.12.31

寄附講座准教授

150,000 シェリング・プラウ㈱
14 寄附講座助教

医学部 先端医療バイオロボティクス学 18.1.1 22.12.31

寄附講座教授

125,000
特定非営利活動法人先端医療推進機構
㈱スギヤマ薬品
小林製薬㈱

15 寄附講座助教

医学部 老年情報学（中部電力） 18.4.1 21.3.31

寄附講座准教授

75,000 中部電力（株）
16 寄附講座講師

医学部 循環病態探索医療学（興和） 18.7.1 22.6.30

寄附講座教授

100,000 興和（株）
17 寄附講座助教

医学部 免疫機能制御学 19.4.1 24.3.31

寄附講座教授

250,000 ノバルティスファーマ（株）
18 寄附講座助教

医学部 臨床細胞治療学 19.4.1 21.3.31

寄附講座講師

51,500

（株）乳歯幹細胞バンク
19 （株）TESホールディングス

寄附講座助教 日本メドトロニクス（株）
日本ライフライン（株）
(社)半田市医師会健康管理ｾﾝﾀｰ
塩野義製薬（株）
ｼﾞｮﾝｿﾝ・ｴﾝﾄﾞ・ｼﾞｮﾝｿﾝ（株）

医学部 ＣＫＤ（慢性腎臓病）地域連携システム 20.11.1 25.10.31

寄附講座准教授

136,000

アステラス製薬（株）
ファイザー（株）
大日本住友製薬（株）
中外製薬（株）
ノバルティス・ファーマ（株）
萬有製薬（株）

20 寄附講座講師



4

医学部
造血細胞移植情報管理・生物統計学（日
本造血細胞移植学会）

21.1.1 23.12.31

寄附講座准教授

75,000 日本造血細胞移植学会
21 寄附講座助教

医学部 尿毒症病態代謝学 21.4.1 26.3.31

寄附講座准教授

125,000 (株）クレハ
22 寄附講座助教

医学部 医療システム管理学 21.4.1 26.3.31

寄附講座准教授

200,000 大洋薬品工業㈱
23 寄附講座講師

理学研究科 光赤外天文計測学 21.4.1 23.3.31

寄附講座准教授

40,000 ㈱ナノオプトニクス研究所
24 寄附講座助教

経済学研究科 社会福祉経済学（アイカ工業） 21.6.1 26.5.31

寄附講座准教授

200,000 アイカ工業(株）
25 寄附講座助教

寄附研究部門

部局名 寄附研究部門名称
設置期間

教官組織 寄附総額 寄　附　者
始期 終期

理工科学総合研
究センター

エネルギーシステム（中部電力） 8.4.1 12.3.31

客員教授

140,000 中部電力㈱1 講師相当

助手相当

理工科学総合研
究センター

エネルギーシステム（中部電力） 12.4.1 16.3.31

客員教授

140,000 中部電力㈱
2 講師相当

助手相当

ｴｺﾄﾋﾟｱ科学研究
所
（理工科学総合
研究ｾﾝﾀｰ)

エネルギーシステム（中部電力） 16.4.1 20.3.31

客員教授

120,000 中部電力㈱
3 助手相当

ｴｺﾄﾋﾟｱ科学研究
所 キラル高分子工学(ダイセル） 16.4.1 21.3.31

客員教授

160,000 ダイセル化学工業㈱

助手相当

環境医学研究所 生体情報計測・解析（スズケン） 16.10.1 22.3.31

寄附研究部門
教授

168,000 ㈱スズケン
5 寄附研究部門

助教

ｴｺﾄﾋﾟｱ科学研究
所 エネルギーシステム（中部電力） 20.4.1 22.3.31

寄附研究部門
教授客員教

60,000 中部電力㈱
6

授）
寄附研究部門

助教



資料５

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

12日（金） 役員会

22日（月） 役員会

16日（火） 部局長会・教育研究評議会

○部局の諸会議
日（曜日） 会議の名称（部局）

3日（水） 教授会（医学部・医学系研究科、環境学研究科）

10日（水）
教授会（教育学部・教育発達科学研究科）
研究科委員会（教育発達科学研究科）
運営委員会（留学生センター）

12日（金） センター会議（高等教育研究センター）

17日（水）

教授会（文学部・文学研究科、医学系研究科、国際開発研究科、情報科学研究科）
研究科委員会(医学系研究科）
学科会議（医学部保健学科）
専攻長・学科長会議（工学部・工学研究科）

19日（金）
教授会（理学部・理学研究科、環境医学研究所）
研究科委員会（理学研究科）

24日（水）

教授会（法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、情報文化学部、農学部・生命
農学研究科、多元数理科学研究科、国際言語文化研究科、人間情報科学研究科、太陽
地球環境研究所、総合保健体育科学センター）
部門長会議（エコトピア科学研究所）

名古屋大学　平成21年6月予定表
           （教育記者会用）



○行事等
日（曜日） 行事等の名称 概要  連絡先

3月24日(火)～
7月25日（土）

第12回博物館特別展
「大陸アフリカ～名大研究の軌
跡」

場所：博物館展示室
時間：10:00～16:00
休館日：日・月曜日
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

5月11日（月）～
6月5日（金）

附属図書館2009年春季特別展
旗本高木家主従の近世と近代
- 高木家文書と小寺家文書 -

場所：中央図書館4階展示室
時間：9:30～17:00（土曜開催、日曜閉室）

附属図書館
情報管理課庶務掛
052-789-3667

5月22日(金) 第49回防災アカデミー

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：18:00～19:30
講演題目：「人はなぜ逃げ遅れるか～災害防衛論入門」
講演者：広瀬弘忠（東京女子大学教授）
参加費：無料

災害対策室
052-788-6038

5月22日（金） 第98回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:30～15:00
講演題目：「アフリカ地質調査研究の重要性」
講演者：星野光雄（元本学教授）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

5月23日（土）
博物館友の会会員向け
ボタニカルアート講座

場所：博物館講義室
時間：13:00～16:00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

5月23日（土）
第2回先端医療ヘルスケアセミ
ナー

場所：シンポジオンホール
時間：13:30～15:30
テーマ：もっと見えたい、聞こえたい
講演者：三宅養三（本学名誉教授）、馬場駿吉（名古屋市立
大学名誉教授）
主催：医学部先端医療バイオロボティクス学寄附講座、先端
医療推進機構、先端医療ネットワーク懇話会
参加費：無料

特定非営利活動法人
先端医療推進機構事務局
052-719-1853

5月27（水）
高等教育研究センター
第79回招へいセミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：16：00～
講演題目：「双方向型の授業づくり」（仮）
講演者：木野　茂氏（立命館大学教育開発推進機構教授）

高等教育研究センター
夏目達也教授
052-789-5693

5月30日（土）
環境学研究科
大学院説明会2009

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：11：00～(総合説明会)、13:00～（専攻別説明会）
内容：総合説明会、専攻別説明会、パネル展示
対象：大学院進学予定者

環境学研究科
事務部大学院掛
052-789-4272

5月30日（土）
博物館友の会会員向け
ボタニカルアート講座

場所：博物館講義室
時間：13:00～16:00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767



6月4日（木）～6
月7日（日）

第50回名大祭
場所：東山キャンパス構内
テーマ：「愛されて、はんせいき」

学務部学務企画課
課外活動掛
052-789-2164

6月6日（土） 第99回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:30～15:00
講演題目：「アフリカの樹木と木材」
講演者：木方洋二（本学名誉教授）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月8日（月） 第50回防災アカデミー

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：18:00～19:30
講演題目：「リスクに立ち向かう - 組織の危機管理入門 -」
講演者：林　春男（京都大学防災研究所巨大災害研究セン
ター教授）
参加費：無料

災害対策室
052-788-6038

6月9日（火）
Global COE in Chemistry
成果報告会2009

場所：野依記念学術交流館
時間；9：30〜17：30

物質科学国際研究センター
加藤清則COE特任准教授
052-789-2954

6月12日（金） 第100回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:30～15:00
講演題目：「仮面の棲む森へ：アフリカ熱帯雨林の仮面文
化」（仮題）
講演者：佐々木重洋（文学研究科准教授）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月13日（土） 第17回理学懇話会

場所：野依記念学術交流館カンファレンスホール
時間：開演／12：30　13：30～16：00
テーマ：小林・益川理論を超えて
定員：200名(当日先着順)
参加費：無料

理学研究科
事務部庶務掛
052-789-2394

6月13日（土）
博物館友の会会員向け
ボタニカルアート講座

場所：博物館講義室
時間：13:00～16:00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

6月17日（水）
附属図書館友の会トークサロン
第16回ふみよむゆふべ

場所：中央図書館5階多目的室
時間：18：00～19：30
講演題目：「舞台の上で＜ふみ＞を＜よむ＞－シェイクスピ
ア劇 の場合－」
講演者：滝川　睦（文学研究科教授）
参加費：無料

附属図書館友の会事務局
052-789-3666



6月20日（土） 第101回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:30～15:00
講演題目：「人類起源論の現状」
講演者：渡邊　毅（椙山女学院大学教授）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月22日（月）～
27日（土）

第3回AC21学生世界フォーラム

場所：ドイツ・ケムニッツ工科大学
テーマ：「Production-Meeting the Global Challenges」
内容：講義、ディスカッション
参加者：ケムニッツ工科大学から約50名、16メンバー大学か
ら3名ずつ合計100名

AC21推進室
国際部国際企画課
052-789-5684

6月27日（土）
博物館友の会会員向け
ボタニカルアート講座

場所：博物館講義室
時間：13:00～16:00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

6月27日（土）、28
日（日）

第1回地球教室

場所：博物館及び岐阜県美濃加茂市周辺
時間：9:30～16:30（6/27）、 13:30～16:00（6/28）
テーマ：「化石の森を探検しよう！」
定員：30名（小学3年生から中学3年生とその保護者）
共催：名古屋市科学館共催事業

博物館事務室
052-789-5767

6月29（月）
高等教育研究センター
第81回招へいセミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：18：15～
講演題目：「大学経営における職員の役割」
講演者：篠田道夫（日本福祉大学理事）

高等教育研究センター
夏目達也教授
052-789-5693

6月30（火）
高等教育研究センター
第47回客員セミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：16：00～
講演題目：未定
講演者：荒井克弘（大学入試センター教授）

高等教育研究センター
夏目達也教授
052-789-5693

7月1日（水） 平成21年度工学部懇話会
場所：ＩＢ電子情報館大講義室
時間：14：00～17：00

工学部教務課学生支援掛
052-789-3599

7月3日（金） 第102回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:30～15:00
講演題目：「アフリカの農業生産と農民の生活向上に向けた
名古屋大学の活動」
講演者：浅沼修一（農学国際研究協力センター教授）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767



7月3日（金）～8
月28日（金）の毎
週金曜日

経済産業省産学人材育成パート
ナーシップ事業
「農産学連携による東海の農と
食を担う生産・流通組織及び中
小食品企業の中核人材の育成」
研修コース

場所：インキュベーション施設プレゼンテーション室
内容：新規ビジネス創出のためのビジネスモデル構築、ト
レーサビリティー、サプライチェーン強化による品質管理、資
源循環、リーダー資質養成などについての講義、演習及び
実習

生命農学研究科
福島和彦教授
052-789-4159
農学国際教育協力研究センター
松本哲男教育
052-789-4240
NPO法人東海地域生物系先端技
術研究会
松井正春アドバイザー
052-789-4586

7月11日（土）
博物館友の会会員向け
ボタニカルアート講座

場所：博物館講義室
時間：13:00～16:00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

7月14日（火） 第51回防災アカデミー

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：18:00～19:30
講演題目：「検証2008年8月末豪雨災害～突発的水害をどう
知り、どう伝えたか～」
講演者：須見徹太郎（東京大学大学院情報学環特任教授）
参加費：無料

災害対策室
052-788-6038

7月18日（土）
法学部創立60周年
記念式典・記念講演会

場所：豊田講堂
時間：14:00～15:20（記念式典）
　　　　15:30～17:00（記念講演会）
講演題目：「裁判員制度はじまる－期待と展望－」
講演者：宮川光治氏（最高裁判所判事）
入場料：無料

文系総務課総務グループ
法学研究科
052-789-4901

7月20日(月）～
24日

International Forum of Public
Universities (IFPU)
2009 Summer School on
Agroenegy and Sustainability

場所：ブラジル・サンパウロ大学
テーマ：「Agroenegy and Sustainability」
※ＩＦＰＵは2007年10月にモントリオール大学が提唱して、創
立した世界の公立大学間のコンソーシアムで、本学も創立メ
ンバーとして加盟している。

AC21推進室
国際部国際企画課
052-789-5684

8月1日（土）、2日
（日）

公開実験講座2009
「バイオサイエンス・バイオテクノ
ロジーを体験する」

場所：生物機能開発利用研究センター
時間：10：00～16：00（２日間）
内容：「コメの食味とＤＮＡ」コース、「自分の遺伝子を見てみ
よう」コース、「細胞を光らせてみよう」コース
（但し、抽選により1コースのみ受講）
参加人数：15名程度
（申込者多数の場合は、抽選により受講者を決定）
対象者：社会人及び学生（高校生以上）
参加費：2,500円

生物機能開発利用研究センター
事務室
052-789-5194

8月3日（月）
平成21年度第１回高大連携・も
のづくり公開講座

場所：ＩＢ電子情報館北棟１０階
時間：10：00～16：00
内容：機械工作コース「夢工作・スターリングエンジン」、
電子回路工作コース「電子楽器・テルミン」
参加人数：各コース10名程度
対象者：高校生
参加費：700円

創造工学センター
ものづくり公開講座
052-789-2788
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