
年頭所感

る昨今にあって、東邦大学では昨年、入学志願者数や卒業生
の就職状況において高い実績を残すことができました。
　平成28年度入試では、医学部の入試競争率が30倍を超
え、全学部の集計でも10倍以上の競争率を示しました。さら
に総志願者数も１万人を超えるという結果を得ました。これら
の数字は受験生の本学に対する期待の高さを如実に物語るも
のだと自負しています。また卒業生の就職率では医学部、看護
学部は100％、薬学部、理学部でも99.5％という非常に堅調
な実績を残すことができました。さらに医師・看護師・薬剤
師・臨床検査技師などの国家試験の合格率においても全国平
均を上まわる高い成果を示すことができました。学習への姿
勢が堅実であり、コツコツと課題に取り組んでいくタイプが多
い本学の学生たちが、社会に評価されている証であると感じて
います。
　こうした社会評価を今後も堅持していくためには、より能力
の高い多くの受験生に本学での学びをめざしてもらえるよう、
魅力ある大学づくりをさらに追求していく必要があります。教
育・研究の質のいっそうの向上、快適な学習環境整備の拠り
所となる安定した経営基盤を堅持していくために、今後も尽力
していきたいと思っています。
―東邦大学の平成29年度の大きな期待の一つに、習志野
キャンパスに新設される健康科学部の存在があります。
　健康科学部の開設は、平成29年度の柱になるとも考えてい
ます。東邦大学が新学部を設置するのは、実に75年振りのこ
とで、戦後初の開設でもあります。４月から本学の門をたたく
一期生たちは、必ずや大学に新たな息吹をもたらせてくれるこ
とでしょう。
　最も期待するところは、新学部も生命科学を究めようとする
学部であり、キャンパス内の既存の薬学部、理学部とどのよう
に協調して新たな共通教育が具現化されていくかという点に
あります。チーム医療という視点から、より実践的なコラボ
レーションが提案されるであろうし、大森キャンパスの看護学

部や医学部との共通教育にも新たな局面が期待されるでしょ
う。自然科学、生命科学を学び、究めようとする学部が５つも
そろうのは、まさしく東邦大学ならではの陣容であり、５学部
が連携することで、従来の我が国にはなかった生命科学に関
わる教育・研究の試験的な試みが待望されます。日本の先駆
けとなるような新たな試みを、全国へ次々と発信していってほ
しいと願っています。
　また法人内の動きとしては、付属中学・高等学校が完全な
中高一貫教育に移行することも注目されます。今年度から高
校入試を廃止し新たな体制で、よりハイレベルな教育をめざし
ていくことになっています。
　いずれにしても、とくに大学においては今後入学定員のさら
なる厳正化が求められるなど、多くの困難な課題が待ちかまえ
ていることも事実ですが、教学体制を一段と充実させ、魅力あ
る大学の姿を従来以上に広く社会へアピールしていく必要が
あると考えています。
―最後に、大学全体の活性化に向けて、学生にはどのような
ことを求めていらっしゃるのかお聞かせください。
　建学の精神である「自然・生命・人間」は、自然科学、生命
科学を追究していく各学部の教育・研究のあるべき姿や方向
性を実に的確に示唆する言葉だと言えます。
　この精神を活かしていくために、学生は人間形成、人格形
成により真摯に努めていくことが必要です。高い倫理観と道
徳観を持った人間性豊かな科学者、医療人、教育者、社会人
をめざし、日々をどのように生きていくか、たえず自問しな
がら学んでほしいと思います。そして将来は自分たちが日本
を引っぱっていくのだという気概を持って社会参加するた
めに、学生の皆さんにはしっかりと自己アピールできる積極
性を身につけてもらいたいと願っています。将来は自分の属
する組織の中でリーダーをめざす心をさらに強く養ってほ
しいですね。
　自身を成長させ、ときに困難な状況から救ってくれるのは学

校であり、かけがえのない友人だと言えます。将来「人に接し、
ともに仕事をしていく」ことになる学生が大多数を占める東邦
大学です。だからこそ、本学在学中により多くの先輩・同輩・後
輩・恩師と協働し、試練や経験を共有できる友との時間を大
切にしてほしいと思います。
　本業である勉学はもちろんですが、それに併せて“打ち込め
るもの”を見つけてほしい。部活動はその好例と言えるでしょ
う。勉学と部活動を両立するためにはどのような時間の使い
方をすればいいのか、一方に困難が生じた際にも、そこから逃
げずに問題解決の道を探る。その姿勢が必ず数年後、10年後
の自身の成長の土台となるはずです。常に現状に安住せず、も
う１ランク上の自分をめざすことです。学生時代は人生の中で
も本当に貴重な期間です。しかし、この事実を在学中に理解し
ない学生は少なくありません。目標は人それぞれでかまいませ
んから、どんなことにも全力でチャレンジできる人間性を磨い
てほしいと願っています。

―明けましておめでとうございます。本年は学校法人東邦大
学の創立92年という年になります。習志野キャンパスにおいて
は新学部開設も予定され、新たな期待も膨らむ１年になりそう
ですが、まずは昨年度の諸事業を振り返っていただけますか。
　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致し
ます。
　一昨年の創立90周年記念事業と前後して、法人では概算
で約500億円におよぶさまざまな大型設備投資を行ってきま
した。昨年を例に見れば、６月に習志野キャンパスにおいて薬
学部の新棟竣工に加え、10月には新学部である健康科学部
の校舎も完成しました。また、平成30年の完成をめざす大橋
新病院建設工事も着 と々進行しているところです。さらに駒場
東邦中学・高等学校でも隣接地の取得が完了し、平成29年の
新施設完成をめざした事業がスタートしています。
　法人が行ってきたこれらの事業は、東邦大学が担っていくべ
きミッションと掲げていくべきビジョンを、なおいっそう堅持し
遂行していくために必要な、将来を見据えた設備投資であると
言えます。ミッションとは、言うまでもなく「社会貢献」と「社
会奉仕」を高度に実現し続けていくことです。これは本学にか
かるプライオリティとしても最上位のものであり、これを実現す
るためのビジョンが「より良い教育とより良い医療」の実践に
あるのです。
　この大きな目標を日々実行していくためにも、学生や教職員
が快適に教育・研究を深めていくことができる環境の整備は、
不可欠な事業だと言えます。今後もさまざまな形で設備投資
は継続していく予定です。
―大森・習志野両キャンパスの施設・設備がますます充実す
るなかで、東邦大学における近年の動向にどのような感触を
持っていらっしゃいますか？
　本学は自然科学系総合大学であることはもちろんですが、な
かでもとくに生命科学の領域で高い社会的使命を背負ってい
ます。理科系大学に寄せる社会の期待がますます高まってい
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理事長 炭山 嘉伸

2  TOHO NOW | 2017.JANUARY 2017.JANUARY | TOHO NOW  3



年頭所感

マ・ポリシーを前提とした入学生の受け入れは必須ですが、そ
のためには高校生の基礎学力を客観的に評価する必要があり、

「高等学校基礎学力テスト」「大学入学希望者学力評価テスト」
は有用と考えられます。しかし、具体的な評価法に関しては十
分な配慮が必要であり、各大学の独自性を活かした評価法を
検討すべきと考えます。平成27年１月に策定された「高大接
続改革実行プラン」は、「知識・技能」の習得の重要性に加え

「思考力・判断力・表現力」「主体性･多様性･協働性」のすべて
を向上させることを目標としており、高校生・大学生とも自ら
課題に取り組み、他者との協力の下、能動的に取り組むことが
求められています。
　本学では理学部が平成28年度から新たに「入学者評価テ
スト」を導入しました。本学を志望する学生、とくに習志野キャ
ンパスにおいては実験・実習を行い、提出されたレポートより

「知識・技能」「思考力」「主体性」などを評価しています。このプ
ログラムはまだ始まったばかりですが、学生から社会人に至る
経過を今後も観察していきたいと考えています。
③研究力強化・共同研究の推進
　文部科学省は大学間共同研究や産学連携事業などを推奨
しています。本学は自然科学系の総合大学であり、既存の４学
部がそれぞれの優れた研究成果を共有した共同研究が可能
な環境にあります。平成17年に「東邦大学合同学術集会」開
催のための運営委員会が組織され、昨年３月には「第12回４
学部合同学術集会」を開催し、７題の口頭発表、20題のポス
ター発表を通じて活発な意見交換がなされました。優れた共
同研究に対してはこれまでも積極的に支援してきましたが、着
実にその成果が出ているものと確信しています。これらの共同
研究を基盤として、今後さらに公的資金の獲得をめざしていた
だきたいと思います。
　同時に研究者に不可欠な倫理教育や利益相反・不正行為
防止などに対し、研究の公正性を維持する環境を構築するこ
とも本学の重要な課題と認識しています。

３. グローバル化に対応した人材の育成

　世界では医療・研究・教育の領域においてもグローバル化
が積極的に進んでおり、このため知識・技能だけでなく、自ら
課題を見極め、他者と協力の下に対処する能力を有した人材
の育成が求められています。現時点でMoU （Memorandum 
of Understanding）は、大学間が９大学、学部間が16大学

（内２大学は大学間も含む）の計23大学および総合病院１施
設との協定を締結しています。

―明けまして、おめでとうございます。平成29年を迎えました。
　明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、ご
健勝にお過ごしのことと拝察致します。昨年７月、学長に就任
して５年目に入りました。皆様方には改めて感謝を申し上げる
とともに、引き続きご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。
　昨年、東京工業大学栄誉教授の大隅良典氏がノーベル生
理学・医学賞を受賞され、我が国では物理学賞を含めると３年
連続の快挙となりました。大隅先生は、この研究に携わった
きっかけを「生命の基本単位の細胞に興味を持ち、人がやらな
いことをやろうという思いから始めた」とおっしゃっています。

　科学者には「常に正直・誠
実に判断、行動し、自らの専
門知識・能力・技術の維持向
上に努め、科学研究によって
生み出される知の正確さや、
正当性を科学的に示す最善
の努力を払う」という行動規
範が求められます。本学４学
部では、将来研究に携わる科
学者を多数輩出していますか
ら、今後も専門性の高い教育
を介して「幅広い知識と優れ
た技能、そして高い倫理観を
有した人間性豊かな社会人
育成」を目標に掲げ、教職員
ならびに学生のすべてが常に
それを意識した教育を実践
していきたいと思います。

―その大きな目標に向かう具体的な教育の在り方について、
どのようにお考えですか？

１. これからの社会を見据えた教育の在り方

　2025年には団塊世代が75歳以上の後期高齢者となり、医

　諸外国の大学では国際化の
もと、多国籍の教員を採用し、
多くの留学生も受け入れていま
す。我が国に留学生を積極的
に受け入れている大学はありま
すが、本学は医療系総合大学
という本学の特色を活かした国際交流を推進すべきと考えま
す。学生時代の短期海外研修や卒業後の海外留学などを介し
て、異文化や多様な意見・価値観などに触れる機会が得らえ
ることは医療人として、ひいては社会人としての資質の涵養に
かなうことから、多くの学生に推奨したいと考えています。

４. 地域連携（COC：Center of Community）の推進

　我が国の少子高齢化は、地方に留まらず都市にも及んでお
り、市町村にはこれまで以上に人的・知的資源である大学との
連携が期待されています。本学は大田区、目黒区、船橋市、習
志野市、佐倉市などと包括協定を締結しており、地域活性化の
ための連携活動にいっそう積極的に取り組む必要があります。
　両キャンパスでの「市民公開講座」開催をはじめ、大森キャ
ンパスでは中・高生を対象とした「ひらめき☆ときめきサイエン
ス」「小学生 夏の医学校」「中学生 未来の医学“夢”スクール」
など、習志野キャンパスでは「薬草園一般公開」「幼児・小学低
学年向け：キッズサイエンス教室」などが開催され、毎年多くの
近隣地域の方々が参加しています。

５. 健康科学部 看護学科の開設

　本格的な少子高齢化を迎えた我が国の医療は、介護や健
康・保険・福祉と連携した地域包括ケア体制が不可欠であり、
チーム医療におけるリーダーシップや医療の高度化に伴い、優
れた技能と知識を有した看護師の育成が求められています。
佐倉看護学校の４年制大学化の準備を推進してきた本学は、
昨年８月に文科省から健康科学部看護学科の設置が承認さ
れました。新学部は薬学部と理学部との間の共通教育も取り
入れ、習志野キャンパスの活性化にも寄与するものと期待して
います。大森キャンパスの看護学部看護学科とも教育・研究で
協調しつつ、優れた看護師の育成をめざします。健康科学部
が開設されることで、本学は自然科学系５学部による総合大
学として新たなスタートを切ります。
　今後もご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げるととも
に、皆様のご健勝、ご多幸をお祈りし、新年のご挨拶と致します。

療費や社会保障、そのほかの課題にどのように対応すべきか
が大きな問題となっています。また、少子化に関しても2018
年以降より18歳人口が減少することから、「2018年問題」が
取り沙汰されています。
　18歳人口は1992年の205万人から2014年には118万人
まで減少しました。大学進学率は38.9％から56.7％と増加
し、学力低下や高等教育に対する学生の自主性・積極性の低
下が否めない状況です。今は「大学全入時代」と言われていま
すが、受験生の意向は「まずは大学に入学する」から「将来を
見据えて大学に入学する」に変わっています。そのため大学は
教育内容を充実させ、専門性を高め、「価値ある大学」をめざす
ことが求められます。

２. 大学教育の質的充実と研究力の強化

①教育の充実
　建学の精神・教育理念が基盤になることは大前提ですが、
具体的な目標を全スタッフで共有することが重要です。つま
り、学修成果の目標となるディプロマ・ポリシーを明示し、それ
を達成するための基本的教育方針であるカリキュラム・ポリ
シー、そしてどのような入学者を受け入れるかというアドミッ
ション・ポリシーを提示する必要があります。
　本学では医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、教員、研究
者などになるための学部を擁していることから、専門的知識・
技能の獲得と同時に、大学教育の在り方として、社会人として
必要な一般教養も身につけることが肝要です。とくに医療の面
からはチーム医療が求められていますので、全学部合同のチー
ム医療演習や生命倫理シンポジウムなどの共通教育に取り組
んでいます。今後、多様化する疾患に関する高度な知識と優れ
た技能とともに、患者さんや家族との良好なコミュニケーショ
ン能力を有した全人的医療人を養成していきます。
②大学入試改革
　定員割れを起こす大学の増加など、多くの大学においてアド
ミッション・ポリシーに準じた新入生の確保が極めて難しい状
況になっています。
　受け入れ側の大学にとって、学修成果の目標であるディプロ

新学部が加わり自然科学系5学部の
総合大学として新たなスタートを

学長 山﨑 純一
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