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     国立大学の経験から学ぶ 
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Ⅰ．はじめに 

 
1．原稿依頼を受けるまで 

 

本年 1 月中旬、『カレッジマネジメント』からインタビューの申し込みがありました。「大

学経営の冬の時代と言われる 2000 年代以降に設置し、決して恵まれた立地条件ではないに

もかかわらず、これほどの成長を続ける秘訣はどこにあるのか聞きたい」との理由でした。

私は積極的にインタビューを受け、自分の思いを率直に語りました（両角亜希子：マーケ

ットを創出する学部・学科の開発、リクルート カレッジマネジメント、179：38～41、2013）。 

5 月下旬、本誌『私学経営』から突然の原稿依頼を受けました。しかし、学長として新参

者の私がなぜ依頼されたのか心当たりがなかったので、手紙のことはすっかり放念してお

りました。しばらくして編集長から電話をいただきました。編集長曰く、「カレッジマネジ

メントでインタビュー記事を見た。興味を惹いたのでお願いしたい。」“励ましの言葉”と

勝手に解釈し、浅学菲才を省みず書くことにしました。 

 

2．タイトルが決まるまで 

 

私は 40 年以上奉職した国立大学の経験を基に、良かった点は活かし悪い点は是正すること

で、私学の学長を 4 年近く務めて参りました。そこで私にできることはその体験を報告する

ことぐらいです。オットー・フォン・ビスマルクは、「愚者は経験から学び、賢者は歴史から

学ぶ」と言っておりますが、愚者とはまさに私のことです。自分の経験からしか執筆できな

い自分をもどかしいと思いながら、挑戦してみます。しかしタイトルを何にするか迷ったま

まです。国立大学での過去を振り返ることで、タイトルを決めることにしました。 

1968（昭和 43）年 5 月 30 日、私はある国立大学医学部を卒業しました。卒業が遅れた理
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由は卒業試験ボイコット運動をしていたからです。インターン制度反対闘争に毎日明け暮

れていました。5 月の国会でインターン制度の廃止が決まり、私どもは急遽ボイコット運動

を解き、卒業することになりました。結果的に勝利したのですが、インターン廃止後の卒

後研修制度は名ばかりでしたので、私はアメリカで卒後研修を受けることを決意しました。

結果的に、大学卒業後の社会人教育をアメリカで受けたことになります。イエスかノーの

意思表示を明確にすることや、意見が異なる時には感情的にならずにディベイト（debate）

する仕方を学びました。帰国後、医学部衛生学教室で環境汚染の人体影響を研究しました。

そこでは地域社会や行政との妥協の仕方を身につけることになりました。 

国立大学は 2004（平成 16）年に法人化されましたが、それを控えた 2000（平成 12）年、

私は医学部長に選出されました。学生時代の元気の良さや教授会での物怖じしない発言が

評価されたようです。法人化を挟んだ 6 年間を医学部長として過ごしました。この間、利

害関係者との意見調整の仕方、日本独特の“根回し”など大学組織の管理運営の仕方を経

験しました。2009（平成 21）年の退職時、ある私大の学長からお言葉を賜りました。「国立

大学の常識は私立大学の非常識である」と。これはけだし至言でした。 

そこで最初、「国立大学の常識は私立大学の非常識」をタイトルにし、その差異を考察し

ようと考えたのですが、あまりにも刺激的過ぎますので、無難な「国立大学の経験から学

ぶ私立大学の管理運営」とさせていただきました。前述したとおり、国立大学の良い点は

活かし、悪い点は是正して臨む考え方です。 

 

 

Ⅱ．新潟医療福祉大学紹介 

 
１．歴史と現況 

 

1.1 歴史 

2001（平成 13）年 4 月、理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、健康栄養学科、

社会福祉学科の 5 学科を開設しました。これら 5 学科はいずれも保健・医療・福祉分野で

歴史と伝統のあるものでした。 

2005（平成 17）年 4 月には、健康スポーツ学科を開設しました。心身と健康の維持・増

進におけるスポーツへのニーズの拡大を予想したことや、特に本学の理事長は日本プロサ

ッカーリーグのアルビレックス新潟の初代の代表取締役社長（現取締役会長）であったこ

とも理由として挙げられます。地域活性のためにスポーツの役割の拡大が必要であったと

思われます。現在ではスポーツ医科学、スポーツ教育、スポーツマネジメントの 3 領域を

またぐ横断的に学ぶカリキュラム、10 種類以上のスポーツに関わる専門資格の取得に対応、

アルビレックス新潟との連携による実践的な教育活動が特徴です。また同年、大学院修士
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課程を開設しました。 

2006（平成 18）年 4 月には、看護学科を開設しました。医師・看護師不足、チーム医療

における看護専門職の役割の拡大及び質の確保を目指しております。PBL 教育の実践（自

ら考え実践できる看護専門職の育成）、チーム医療への実践力を磨く連携教育の実践を行っ

ています。なお、本学の卒業生は就職後 3 年間の離職率が最も低かったと、新潟県内の主

要病院から報告を受けております。 

2007（平成 19）年 4 月には、義肢装具自立支援学科を開設しました。超高齢社会におけ

る、福祉機器分野のマーケットの拡大、医療系 4 年制大学では全国初となる義肢装具士の

養成を目指したものです。同年、大学院博士後期課程を開設しました。 

2010（平成 22）年 4 月には、医療情報管理学科を開設しました。医師・看護師不足の課

題解決を目的とした医療事務職（メディカルクラーク）へのニーズの拡大、医療 IT の推進

及び専門職へのニーズの拡大、病院経営におけるマネジメント能力を持った人材へのニー

ズの拡大を見越した学科の設置です。来年 3 月に初めて卒業生を出します。 

2011（平成 23）年 4 月には、臨床技術学科を開設しました。医療の高度化に伴う臨床工

学技士の人材不足、団塊世代の定年退職に伴う臨床検査技師の人材確保、高度先端医療の

発展に伴う新たな医療技術者へのニーズ拡大を予想しております。本学科は日本初となる

臨床工学技士と臨床検査技師の W ライセンスを取得できる学科です。 

 

1.2 現況 

開設 13 年目ですが、学部は 4 学部（学部名省略）で 10 学科です。2013（平成 25）年 5

月 1 日時点で、学生数は学部学生 3337 名、大学院生 102 名、合わせて 3439 名です。比較

的短期間で急速に発展している大学と言えます。 

 

２．建学の精神と３大使命 

 

2.1 建学の精神 

学則で建学の精神を次のように規定しています。「本学は、教育基本法及び学校教育法の

精神に基づき、広く保健･医療・福祉に関する専門の学芸を教授研究し、豊かな人間性と高

潔な倫理性を涵養し、保健･医療･福祉に関する指導的人材の養成を目指し、もって学術文

化の発展に寄与し、人類の福祉の向上に貢献することを目的とする。」この精神を端的に「優

れた QOL サポーターの育成」という言葉で表現しています。 

 

2.2 ３大使命 

本学の 3 大使命は、「対象者の QOL を支える人材を育成する大学」、「地域社会のニーズ

に応える大学」、「国際社会に貢献する大学」です。 
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(1) 対象者の QOL を支える人材を育成する大学 

本学では全学科において人材育成の基本理念を「対象者の QOL 向上を考え、QOL 向

上のため支援を実践する人材育成」と設定しました。教育課程の最初には専門分化でな

く、関連分野を広く統合して考えられる人材育成を基本的目標とし、その上で高度に分

化した専門職者の育成を行っています。  

教育課程では教養科目や専門教育の他、保健医療福祉基礎科目群（コアカリキュラム）

を設け、関連分野に携わる人材として必要な知識を習得し、幅広い視野と豊かな人間性

を育むと共に自己及び他者の生涯にわたる健康増進、維持、管理等の方法や習慣の基礎

が習得できるように科目が構成されています。なかでも連携総合ゼミは、学科を超えた  

連携によりチーム医療を模擬体験できる実践的な科目です。 

連携教育では、文部科学省の 2009（平成 21）年度～2011（平成 23）年度「大学充実

のための戦略的大学連携支援プログラム」の主管校として、連携教育の普及のためのモ

ジュール教材作成やワークショップを実施しました。また就職率を高める取り組みでは、

文部科学省の「大学教育・学生支援推進事業」で S 評価を受けています。 

 

(2) 地域社会のニーズに応える大学 

本学が、専門的学術情報を中心に地域の連携拠点として機能することにより多様な活

動を有機的に結びつけ、より一層地域全体としてサービス水準の向上を図ることができ

ると考えています。 

「新潟市北区との包括連携協定」を締結し、毎年地域住民への健康講座を実施、食や

運動、子どもの教育面での支援を実施しています。北区にサテライトキャンパスを設置

し、地域住民と学生が交流する場となっています。政令指定都市の一行政区との包括連

携は全国的にも極めて稀なケースです。 

 

(3) 国際社会に貢献する大学 

グローバル社会の到来を目前に控え、わが国が周辺諸国から期待されている役割を果

たすための諸課題に取り組み、有用な情報を積極的に発信し、国際的に貢献をしたいと

考えています。 

学部学生には、毎年１年間に１学年の定員の 10％以上の学生が海外体験をする取り組

みを実施しています。現在海外の大学又は病院 12 施設と国際交流協定を締結し、諸大学

との共同研究を推進しています。 

また大学院では、通常の教育・研究者養成プログラムに加えて、国際協力の専門家育

成を目的とする日本で初めての独立行政法人国際協力機構（JICA）との連携による青年

海外協力隊等プログラムを修士課程に設置しています。これは修士課程に在籍しながら

派遣国で活動できるプログラムです。 
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３．学長から見た本学の特徴 

 

3.1 教育 

学長から見た本学の特徴は、「学士力（生きる力の大学版）＋資格取得（手に職をつける

現代版）＝生き抜く力」の図式です。教育活動は全てこの式に収斂して行きます。教育が

本学のプライオリティーです。日頃私は Education comes first.と唱えています。 

学士力に関しては、全学統一したカリキュラムを運用していること、毎週水曜日には学

科横断の多職種間連携教育を集中的に実施していることなどが特徴です。また教養教育担

当教員を各学科に分散配置し、学科内での職種間連携を進めています。 

資格取得に関しては、合格率 100％達成を目指しています。決してスローガンではない数

値です。また本学は極めて高い就職率を誇っています。平成 24 年度卒業生は 99.4％、全国

有数の高さです。私は、平均寿命が国民の健康度の総合指標であるように、就職率は教育

力の総合指標と考えています。専門資格の取得と専門職としての就職が厳しい社会を生き

抜く力になっていると確信しています。 

 

3.2 研究 

教育に次ぐプライオリティーとして、研究、地域貢献、国際交流などの得意分野で持て

る力を発揮できることも特徴です。学長から教員には、“打って・走って・守れる野球選手

よりも、自分の役割が明確なサッカー選手”であってほしいとお願いしています。 

科学研究費の申請も強制はしませんが、研究を得意とする教員は大いに活躍しています。

因みに平成 25 年度の採択額実績では、私学 557 大学中 88 位でした（教育学術新聞、2013

（平成 25）年 6 月 12 日）。決して悪くない位置にいると思います。 

 

3.3 管理運営 

教授会機能を最小限にし、学科会議を合意形成の場としています。私は国立大学教授会

の機関決定が大学全体の発展を遅らせた事例を幾つか経験していますので、本学には先見

の明がありました。 

教学組織の最高意思決定機関は総務会です。その上に理事会が置かれています。さらに

本学の特徴として、法人側の理事会と教学側の総務会の間に、調整会議を設置しているこ

とです。教学側代表としては唯一学長が入っておりますが、この会議で学長は、“耐力と胆

力”を必要とします。 
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Ⅲ．組織改革の実践 

 
１．持続可能な組織改革 

 

1.1 既得権の尊重 

「何も変えたくない」というのは気分的なものと考えています。大学教員として本質的

に守るべきものとして、研究の自由、政治・宗教上の信条の自由などがありますが、他に

はそう多くないと思っています。国立大学での経験ですが、2002（平成 14）年に、各講座

の研究室の 25％を共通研究スペース化することで研究棟の耐震工事が可能となりました。

医学部長として、この概算要求内容を教授会で説明しました。各講座の既得権を犯すこと

を恐れたのですが、供出した 25％を共通研究スペースとして利活用できることをご理解い

ただき、もっと供出しても良いとの発言には感激しました。 

このような経験を活かした組織改革に、時限つきの研究所の開設（運動機能医科学研究

所）や共同研究スペース（レンタルラボ）の設置があります。 

 

1.2 説明責任としての「学長マニフェスト」 

学長として情報公開と説明責任を果たすために学長マニフェストを発表しております。

アメリカでの体験（イエスかノーを明確にすること、ディベイトできること）や医学部で

の経験が役立っています。 

 

(1) 一人一人が QOL を実感できる大学作りを行います。 

・大学人としての Quality of Working Life (QOWL)を支援する。 

・公務に差し支えない範囲で、週 1日ある研究日の有効活用を支援する。 

・本学教員の本分（教育）に次ぐ諸活動（研究、地域貢献、国際交流など）を支援する。 

 

(2) 基本に戻った教学組織作りを行います。 

・専門知識を学生目線で教育する技術として、採用時及び昇任時にミニレクチャーを実

施し、かつ授業スキル向上のために FD を行う。 

・2013（平成 25）年 10 月に外部認証評価を受け、指摘問題点の早期改善を図る。 

・大学院を整備し、アジア一の尖端的研究拠点の形成を図る（後出）。 

 

(3) 面倒見の良い大学を目指した教学組織作りを行います。 

・国家試験・資格試験対策を実施し、合格率 100％を目指す。 

・休学、退学等の防止対策として、原因分析を行い、分析結果に基づく対策を講ずる。 

・社会人や卒業した強化運動選手を対象にしたリカレント入学制度の検討を開始する。 
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1.3 ディベイト資料としてメルマガを発信 

隔月でメルマガ「学長室から」を全教職員に発信しています。20 号を数えるほどになり

ました。発信と同時に賛否両論の返信をいただきますが、それから何回かの意見交換が続

き、相互理解を深めます。 

 

２．将来計画の策定 

 

国立大学法人の中期目標・中期計画の策定に参加しました。国立大学法人では、中期目

標は文部科学大臣が原則策定し、中期計画は各大学が企画することになっているはずです。

私立大学に当てはめると、中期目標は理事会、中期計画は大学教学側で策定することにな

るのでしょうか。私立大学の理事会は独自に中期目標を作成することになりますが、現実

はシンクタンクに作成を委託する場合が多いと聞いております。私は、学長が中心となっ

て長期目標と中期目標とも作成することの了解を法人側から取りつけ、教職員の約半数を

動員して目的を達成しました。教職員が一丸となって大学の将来を語ることが、大学人と

しての意識改革に役立つことを知っていたからです。 

 

2.1 過去の経緯（2001（平成 13）年～2009（平成 21）年） 

開設時に中長期目標が策定されています。中期目標では「保健・医療・福祉分野の大学

で日本一にする」、「学生数 5000 名の大学を作る」、長期目標では「本学を同分野の大学と

してアジア一にする」と記載されています。しかし何を客観的指標として、いつまでに日

本一、アジア一になるかの記載はありませんでした。 

 

2.2 長期目標（2010（平成 22）年～2020（平成 32）年）及び中期目標（2010（平成 22）

年～2013（平成 25）年） 

「優れた QOL サポーターの育成」を、全学の理念とすることに変わりありません。この

理念の実現のため、以下の将来目標を設定しました。 

 

(1) 長期目標：地域社会のニーズに応えるため、質が保証された QOL サポーターとなる

在学生 5000 名の大学とする。 

 

(2) 中期目標：質を保証するための大学組織作りと教育・研究施設の整備を行う。 

 

この長期目標、中期目標を達成するため、10 個のドメイン（柱）を設定しました。即ち

「大学拡充計画の推進」、「入試情報の提供強化」、「教育内容の充実」、「学生支援の強化」、

「教員の人材確保（FD を含む）」、「研究機能の充実」、「同窓会・生涯学習の支援」、「地域・

産官学連携の推進」、「国際交流の推進」、「組織マネジメント改革（SD を含む）」です。10
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個のドメインが学生を支える仕組みを図示しました（図参照）。 

さらに学生が将来優れたQOLサポーターになるための 5つの要件を配置しました。即ち、

①専門知識と技術（Science）、②チームワークとリーダーシップ（Teamwork）、③対象者の

やる気を起こす（Empowerment）、④問題解決力（Problem-solving）、⑤自己の可能性を実現

する力（Self-realization）です。英語の頭文字を取って、STEPS と言っております。 

 

（図）学生を支える 10 個のドメイン(柱)と優れた QOL サポーターになるための 5 つの要件 

 

STEPS 実現を支援するため、エンロールメント・マネジメント手法を用い、学部学生・

大学院生だけでなく、卒業生も対象にして、必要なサービスを必要なときに必要なだけ受

けられる大学を目指すことにしました。この一連のプロセスを“めんどうみのよい大学”（行

動目標）と定義しました。 
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(3) アクションプラン（2010（平成 22）年～2011（平成 23）年） 

2010（平成 22）年～2013（平成 25）年までの 4 年間における中期目標を達成するため、

まずは前半 2 年間のアクションプランを策定しました。 

なお上記の長期計画及び中期計画、並びにアクションプランについては、和文及び英文

で大学ホームページに掲載し、日本国内だけでなく世界に我々の決意を表明しました。因

みに、国立大学法人では、各大学のホームページで中期目標・中期計画を公開しておりま

すが、私立大学でその詳細を公開するのは、私の知る限り本邦初でした。また英文で将来

計画の詳細を公開したのは、国公私立大学を問わず初めてだったようです。 

 

2.3 将来計画の見直し及びアクションプラン（2012（平成 24）年～2013（平成 25）年） 

(1) 中間自己点検評価 

2012（平成 24）年 3 月、自己点検・評価委員会が『中期目標（平成 22 年度から 25 年度）

に対する 22 年・23 年度の達成状況』をまとめました。中間評価の総括は以下のとおりです。 

「中期計画に対する進捗状況は様々であり、またドメインによっても全体進捗状況が大

きく異なっていた。特にドメイン「教育内容の充実」、「教員の人材確保（FD を含む）」、「同

窓会・生涯学習の支援」では、幾つかの中期計画に遅れがあり、今後ドメイン責任者が中

心となり、その実施を精力的に進めて頂きたい。今回の中間評価で幾つか問題点も明らか

となり、中期目標を策定してから2年目という時期に中間評価を行ったことは意義がある。」 

 

(2) 中期目標の見直しと後半 2年間のアクションプラン 

私はこの自己点検・評価報告を受けて、将来計画全体の見直し（特に中期目標）と後半 2

年間のアクションプランの策定に着手しました。特に今回の見直しで留意したことは、開

設時に設定された中期目標で「保健・医療・福祉・スポーツ分野の大学で日本一にする」、

「学生数 5000 名の大学を作る」、長期目標で「本学を同分野の大学としてアジア一にする」

の実現を決意し、その方略を考えたことです。“5000 名の大学”は、2010（平成 22）年に

設定した長期目標として変わりありません。“日本一”は学部教育（国家試験合格率及び就

職率）で、“アジア一”は大学院研究（尖端的研究、謂わばオンリーワン的研究）で、ゴー

ルを目指したいと考えております。 

 

 

Ⅳ．おわりに 

 
１．本学はどこに向かうのか？ 

『カレッジマネジメント』インタビューの結語を紹介します。 
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「勢いのある新潟医療福祉大学がいかにして開学時からの目標を達成していくのか、ま

たこの新しい運営モデルが既存の大学にどのように影響をもたらすのか、今後の展開も波

及効果も楽しみである。」 

私どもに勇気を与える結語ですが、一方で社会的責任も課されました。これから紆余曲

折するかも知れませんが、温かく見守っていただければ幸いです。 

ところで、中央教育審議会の大学分科会は、2005（平成 17）年から 2015（平成 27）年～

2020（平成 32）年頃までを想定した中長期的な方向を示しました。2020 年は我々の長期目

標の設定時期と同じなので、この答申内容に関心を持ちました。 

報告書では大学を 7 つの機能に分類しております。 

①世界的研究・教育拠点、②高度専門職業人養成、③幅広い職業人養成、④総合的教養

教育、⑤特定の専門分野（芸術や体育等）の教育研究、⑥地域の生涯学習機会の拠点、⑦

社会貢献 

本学は、2020 年までに②高度専門職業人養成大学に向かいたいと考えています。インタ

ビュー後の雑談で、本学を表す言葉として“専門学校的大学”が話題になりましたが、将

来は名実ともに、保健・医療・福祉・スポーツ分野における“高度専門職業人養成大学”

に特化したいと考えています。 

 

２．これからの学長の役割 

 

国公私立大学の学長の人選を見ますと、高名な研究者がなられるケースが多いようにお

見受けします。私など足元にも及びません。しかし私は、これからの学長は、より地道な

管理運営の実務者であるべきと考えています。その実践のため、学外の公的活動の殆どを

辞退しました。また学内では“地べたを這って歩く学長”に徹しております。毎日 2 回の

“学長回診”を続けています。多くの学生や教職員の直の声に触れたいからです。 

私は今までに幾つかの学長研修会に参加しました。どこの研修会でも、学長のリーダー

シップの重要性が叫ばれます。しかしフォロワーシップの重要性について言及されること

は皆無です。 

これも国立大学での経験ですが、学長のリーダーシップが強く、後ろを振り返ったら誰

もいなかった事例を目にしております。学長のリーダーシップは教職員のフォロワーシッ

プに裏打ちされたものでなければならないと思います。因みに人事労務用語辞典によれば、

フォロワーシップとは上司のリーダーシップを補完する概念で、部下（フォロワー）が自

主的な判断や行動で上司を支え、組織における成果の最大化を図ることです。多くのフォ

ロワーを得るために、私は「胆
たん

大
だい

心
しん

小
しょう

」を心がけています。 

 

 




