
後、このような社会を生きていくことになる在学生に向けて、
どのような学生時代を過ごしてほしいとお思いでしょうか？
　長い人生を充実して生き抜くために最も欠かせないの
がコミュニケーション能力であることは言うまでもありま
せん。卒業後の仕事や生活の場は、すべて人間を相手に
営まれるわけですから、多様な人々と豊かに共生していく
ためには、他者を理解するコミュケーション力が不可欠に
なります。
　いま、一日の中で最も長い時間に向き合う相手がスマー
トフォンというのではなんとも情けないし、それが人 格 形
成につながるとは到底思えません。人を相手にする場合、
他者理解のためには忍耐力も求められますし、自己表現力
も必要です。在学中にはぜひ、より多くの人々の言葉に耳
を傾けることができる若者であってほしい。人々との交流
は、自然科学を学ぶ学生だからこそ、大切な意味を持つと
思ってほしいと思います。
　大学としても、学生諸君がより多様な交流の場を得られ
るよう、学部横断的な教育・研究の環境整備を進めていく
べきだと考えています。そして他者との交流は、先ほど申
し上げた「マナー教育」の趣旨にもつながっています。本
学 創 設 者であられる額田先 生が残された「科 学 的 人 生
観」を自ら育むにはどんな努力が必要であるか、学生それ
ぞれが自問しながら取り組んでもらいたいと思います。
　そのためにも、学生諸君には母校である東邦大学の創
立時からの歴史をよく知っておいてほしいと思います。伝
統ある本学ですが、その歴史や沿革を知らずして伝統を受
け継いでいくことはできません。それは部活動、サークル
活動でも同様です。自分の所属する団体の歴史を尋ねる
ことで、先輩たちが受け継いできた精神を理解することが
できるでしょう。それをきっかけに、自分が取り組むべき課
題が見つかるのも珍しいことではありません。
　私自身、東邦大学の卒業生として何をすべきか、額田先
生はもちろんのこと、常に諸先輩方の数々の功績を手本と
して務めてきたつもりです。母校の軌跡を知り、アイデン
ティティーを探ることが、私自身のエネルギーにもなって
きたと感じています。ですから母校への愛着は誰にも負け
ないと自負しています。4期目を全力で全うする覚悟も母
校愛こそが最大の原動力になっています。
　新しい元号となる2019年も、皆さんよろしくお願い致
します。

年頭所感

変名誉ある立場を拝命しましたが、さらなる責任の重さを
実感しており、自らの全知全能を捧げて職務を全うする覚
悟を新たにしたところです。
　本学は、教育機関、研究機関、医療機関として社会の公
益に資することを務めとする大学です。そのため強い公共
性、社会性、そして継続性が求められてもいます。その社
会的責任を、本学の多様で幅広いステークホルダーに果
たしていく支えとなるのは、何より学校法人としての健全
な経営基盤の確保にあるといえるでしょう。
　安定した経営基盤があってこそ、公益法人としての東邦
大学のブランド力、アイデンティティー、クオリティーの向
上をめざす体制を堅持することが可能になります。その明
確なテーマに向かって理事長として全力で取り組んでいく
所存です。

―大学のブランド力やクオリティーを成長させる源のひと
つとして、“マナー教育”の重要性を強く唱えられていますね。
　そのとおりです。良い教育、良い医療の実現・維持のため
には機関全体のコンプライアンスを重視し続けていくこと
が肝要です。本学では過去9年間以上にわたってマナー教
育という命題に対して、さまざまなテーマを設けて真摯に取
り組んできています。その効果は、例えばとくに付属３病院
に対する「やさしく親切な病院」という社会評価によって裏
付けられています。また、穏やかで堅実かつ誠実な学生たち
のスタイルは、東邦大学のカラーとして社会のイメージにも
定着しつつあり、それは入学志願者の増加、堅調な就職状
況、そして各種国家試験合格率の高度安定へとつながって
いることは自負できると思っています。

建学の精神の意味を振り返れば
入学後の自身の成長度を実感できる
―大学のいっそうの発展のためには、教職員、学生の全
員が常に建学の精神を意識しながら日々を送ることが大切
であると、訴え続けていらっしゃいますね。

「自然・生 命・人 間」という建 学の精 神ほど、私たちのビ
ジョンやミッションを端的かつ深淵に言い表している言葉
はないと感じており、東 邦 大 学 に関 わるすべての人 たち
が、この言葉に誇りを持ってほしいと思います。　
　とくに学生諸君には、ことあるごとにこの建学の精神の意
味をそのときの自らの感性で振り返ってもらいたいと思い
ます。入学時に感じたこの言葉の意味は、学年が進むにつ
れ変化していることに気づくはずだからです。そしてその変
化を自分なりに受け止めたとき、入学後の自身の成長の跡
を実感することができるでしょう。私自身も、新年にあたっ
ては建学の精神をさらに尊重していきたく思っています。
　昨年は医療センター大橋病院の完全リニューアルが完
了し、見事な再スタートを切ることができました。以前の
2,200坪から4,900坪に大幅拡張された敷地の新病棟
では、思いきって以前より病床数を100床減らしました
が、再開後は常に100％以上の稼働率、手術数の増加、平
均在院日数の短縮（8日間）など、期待通りの展開をみせ、
医療を通じた地域貢献という重要な目的を早くも実現して
くれています。
　大橋病院の新体制案に関しては、学内にもさまざまな
意見がありました。私が最大のテーマに掲げたのは「ペイ
シェントファースト」という理 念 でした。患 者さんたちに
とって、いかにストレスフリーで快適な入院・通院環境を
提供するか。そのための改革案こそが病院の大幅な高機
能化をもたらしたのだといっていいと思います。
　これは大橋病院のリニューアルにあたって、従来にない
新しいスタイルを模索したのではなく、むしろ今一度建学
の精神に立ち返った病院づくりをめざそうという姿勢がそ
の根源にあったのです。

「自然・生命・人間」の精神に従って掲げた新病院のコンセ
プトが、そのままペイシェントファーストの実現につながっ
たという、まさに実例を示すことができました。
　温故知新。改めて本学の基本理念を尊重することが、
法人の発展をもたらすことを再認識できたのは、非常に有
意義な経験でした。今後もこの姿勢を保っていきたいと、
決意も新たにしているところです。

母校の歴史に強い関心を持つことが
新たなステップの原動力になる
―ところで、平成から新たな時代に変わる今年ですが、社
会では「人生100年の時代」を迎えるといわれています。今

平成最長の4期目の責務として経営
基盤のいっそうの安定と向上を図る
―明けましておめでとうございます。
　平成最後の年明けを経て、学校法人東邦大学は創立94
年の年を迎えています。炭山理事長は昨年、平成最長の4
期目の理事長として満票で再任をされました。改めて新年
に向かうお気持ちをお聞かせください。
　 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。
　昨年は、4期目という平成以後では最長の任期という大

温故知新の視点から
建学の精神を一貫できる大学に

理事長 炭山 嘉伸
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大学評価v3.0の受審と
「グランドデザイン2025」の具体的な実行へ

学長 高松 研

昨年11月の中教審答申
「2040年グランドデザイン」とは
―明けまして、おめでとうございます。いよいよ平成31年
を迎えました。
　明けましておめでとうございます。平成最後の年を皆様
には健やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。
　東邦大学の学長就任後、初めて迎えた新年ですが、本年
５月には新元号に移行します。昭和生まれとしましては３つ
目の時代を迎えることになります。時代が一気に進んでいく
なか、本学の学事運営がいっそう充実できるよう、鋭意邁
進していく所存ですので、皆様方には引き続きご協力を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。

―さて、昨年の11月26日には中央教育審議会から
「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」の答申が
示されました。大きく６項目からなるこの答申について、ど
のように捉えていらっしゃいますか？
　2040年は我が国の高齢者人口がピークを迎える年です。
そして、昨年生まれた子どもたちの多くが大学の学部教育
を終える年となります。今回の答申は、どのような社会をど
のような人材が支え牽引していくかを俯瞰しながら、高等教
育がめざすべき姿を提言するものです。持続可能な開発目標

（SGDs）、Society5.0、人生100年時代、グローバル化、
地方創生等のキーワードが挙げられ、高等教育の課題と提
言が示されています。そしてメッセージとして「すべての学
修者が自らの成長を実感できる高等教育への改革、教育の
質の担保、学び続けることこそが価値であるという社会の創
生」を求めるとされています。
　各項目の概要を見てみると、2040年のデザインというよ
りも、今できること、今考え得ることをプランしデザインした
ものではないか、という感想も否めないところではあります。
さらにその多くは、私たち東邦大学が創立100周年に向けて
２年前から着手し、本年1月発行の「グランドデザイン2025」
と大きく異なるものではないと感じています。

100周年に向けた東邦大学独自の
「グランドデザイン2025」を推進
―東邦大学の「グランドデザイン2025」について、改め
てその概要をお話しいただけますか？
　2025年のビジョンを「自然・生命科学の知と学びの先
導的学府となる」とし、本学が養成する人材像については

「高い倫理観と豊かな人間性をもって、自然と生命の科学
で社会に貢献する人材を育成する」としています。
　この実現に向け９つの重要成功要因を定めて、それぞれに
対する重要評価指標（KPI）をできる限り数値化して設定し
ています。それらは上記の中教審・答申と比較しても内容
的にはまったく齟齬が見られません。そして本年度内には、
ロードマップとアクションプランを策定し、目標達成に向け
て実行していきたいと考えています。
　教育については、学内の学部間および国内外の大学との
連携を今以上に推進し、大学として見せる、見えるプログラ
ムを実際の形にしていきたいと思っています。昨年末に立
ち上げた教育将来像検討委員会のメンバーの先生方に具
体案を検討していただいているところです。
　研究については、昨今、各講座・研究室で活発な研究活
動が展開され、研究の引用、研究費の獲得などが増加して
います。すべての研究領域は重要であり、優劣はつけられな
いと思いますが、大学として重点化しうる研究、将来の看板
となる研究体制があってもいいのではないかと考えており、
今後柔軟に検討していく予定です。

英国発・2019世界大学ランキング
初のランクインを達成
―ところで、昨年９月に公表されたイギリスの高等教育
情 報 誌『THE（Times Higher Educat ion）』による
2019年 の世 界 大 学ランキングで、東 邦 大 学 は「801‐
1000位」にランクインしました。

『THE』による世界大学ランキングは、「教育」「研究」「被引
用論文」「産業界からの収入」「国際性」の５つのスコアから
総合順位が決定されています。評価の項目や基準に国情を
反映していない部分も多く、ランキングには問題があるとい
う指摘も一部にはありますが、大学のパフォーマンスを多
面的な視点で捉え、「質」を評価する一つの指標として利用
されるようになりつつあります。
　今回、本学がこれにランクインしたことは、本学の地道な
取り組みの結果であり、継続的にランクインすることはもち
ろん、さらなる上位をめざしていきたいと考えています。

大学基準協会の大学評価v3.0受審
と先立つ自己点検報告書の作成
―さらに2019年には、公益財団法人「大学基準協会」
による通算３度目の大学評価を受審することにもなってい
ますね。
　本年、大学基準協会による大学評価v3.0を受審します。大
学評価は大学の教育研究活動の質を社会に保証することを目
的としており、大学は社会に対して説明責任を果たすために、
７年に一度受審することが義務付けられています。
　本年のv3.0では、「教育研究組織」「教育課程・学習成果」を
はじめ10項目にわたる評価基準が示されています。そして今
回からは「内部質保証システム」「自己改善機能」を重視した評
価がなされることにもなっています。まずは4月までに自己点
検・評価報告書と根拠資料提出を行うべく現在急ピッチで準
備を進めているところです。

柔軟かつ旺盛な姿勢を育み
ステップアップする１年に
―さて、平成最後の年、そして新たな元号を迎える年が
スタートとしました。いっそうの成長をめざす学生に期待す
る言葉をお願いします。
　昨年のノーベル医学生理学賞は「免疫チェックポイント
阻害因子の発見とがん治療への応用」に関して、京都大学
特別教授の本庶佑先生とテキサス州立大学のジェームズ・
アリソン博士に授与されました。100年以上も前から有効
性が期待されてきた「がん免疫療法」に確実な効果があるこ
とを証明し、確固たる治療戦略として確立されました。
　本庶先生は受賞インタビューのなかで、将来、研究の道

に進む子どもたちに対してのメッセージとして、「大事なのは
『知りたい』と思うこと」「そして『不思議だな』と思う心を大
切にすること」「教科書に書いてあることを信じないこと」「常
に疑いをもって『本当はどうなっているのだろう？』と、自分
の目でものを見る。そして納得する。そこまで諦めない」と
おっしゃっていました。これは研究の世界だけでなく、「何事
にも絶対はなく、自分で考える力をもって臨むべきである」こ
とだと、私自身も思いを新たにさせてもらった言葉でした。
　学生の皆さんも、既成概念や固定観念に捉われることな
く、柔軟かつ旺盛な意欲をもって、自身の想定を越えてス
テップアップする１年にしてほしいと、心から願っています。
今後も学内の皆さまからのご協力、積極的なご提言を賜り
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
をお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

年頭所感
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