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長崎大学医学部を卒業後、同大学医学部第二内科に入局、
故 原 耕平名誉教授のもとで呼吸器感染症の研究に従事
米国ニューメキシコ州立大学医学部病理学教室に留学
長崎大学医学部第二内科、助手
米国NIH（National Institutes of Health）NIAIDに留学
長崎大学医学部第二内科 教授
米国NIH, Albert Einstein Univ. Harvard Univ.
Winthrop Univ. Yale Univ.に留学
長崎大学医学部長
長崎大学理事（病院担当）
、長崎大学病院 病院長
長崎大学 理事・副学長
長崎大学 学長

昨年10月に長崎大学長に就任し，早９か月

病院長の時，大学病院は財政危機と若手医

が経ちました。私は過去10年ほど医学部や大

師の減少による負のスパイラルに陥っており，

学病院の長として指揮を執りましたが，その

そこからの脱却は極めて困難な状況でした。

中で，研修医制度が変わり，大学に残る若手

しかし，運よく有能な事務部長と教育担当の

の医師が激減する問題に直面しました。私が

教授，そして全面的にサポートしてくれる看

第二内科の医局長の時には，１学年30人ほど

護部長に恵まれ，現場の不満や非効率的な業

の研修医が同科に入局していました。その後，

務を積極的に改善することができました。特

同科の教授となった時でもまだ毎年20人前後

に若手医師，看護師，医療補助員の間での業

は入局してくれました。ところが，医学部長

務分担を見直し，専門性に応じた業務内容と

の時には，長崎大学全体で研修医の数が40人

することでそれぞれのモチベーションが上が

を切る事態になっていました。昔は全体で

り，これが改革の推進力となりました。そし

100人は超えていたのに，これでは地域の病

て従来，満足には提供できていなかった患者

院を支えることも，県内医療を支えることも

サービスを向上させ，大学病院は高度医療だ

できなくなると大きな危機感を持ち，教育専

けでなく，快適な医療サービスも受けられる

任の医学教育担当の教員組織を立ち上げ，内

病院へと変貌していきました。こうしたことの

科系診療科を臓器別診療体制に移行するなど

積み重ねによって大学病院は，困難と思われ

の改革を進めました。この時に学んだことは，

た負のスパイラルからの脱却ができたのです。

「改革は自分の身を切ることから始める」と
いうことでした。

このような経験を経て，９つの学部の集合
体である大学本部に来て理事として仕事を始
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図１ 新たな大学改革の基本構想

めてみますと，各学部の文化というか，学部
間の考え方の違いなど，すぐには乗り越えら
れないものがあることに気づかされました。
これらは学長となった今でも変わることのな
い難題ですが，すでに教授職は退職していま
したし，
「失うものは無い。大学のためにやっ

１．「社会に貢献する志の高い学
生を育む教育」を実践するため，
学生の質と多様性を上げる
Ａ）情報系新学部構想
「社会に貢献する志の高い学生を育む教育」

茂前学

を実践するための象徴として考えたのが，全

長が切り開いてこられた大学改革の途を一層

ての産業や学部に関連する情報系新学部の創

加速させ，時代の変化に応じた新たな取り組

設です。新聞で毎日のようにIoTやAIなどの

みを進めたいと考えています。そこでまず，

文字を目にしますが，それらに携わる情報系

図１のような基本的な構想を掲げています。

の人材が我が国では極めて不足しており，人

１ 社会に貢献する志の高い学生を育む教育

材の育成が喫緊の課題となっています。また，

２ ヒトの幸福と平和を希求し，科学を用い

人口減少や高齢化の対策の一つとして，グ

てみよう。」との考えに至り，片峰

て世界に資する研究

ローバル化を積極的に進めることは，西に開

３ 長崎の未来を創る大学

かれた長崎の地の利を生かす上でも有用と考

４ 教職員の多様性とやる気を生かす大学

えています。現在，検討を進めている情報系

５ 強固な財政基盤の確立

新学部では，データサイエンス，人工知能，
IoT等の情報技術に精通し，これらを分野横

この５点について述べたいと思います。

断的に活用・応用することで，新しい価値を
創造できる人材の育成を目指しています（図
２）。具体的には，長崎大学の強みである感
染症学や放射線医学，観光ビッグデータ，知
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図２ 情報系新学部の構想基本コンセプト

能ロボット等に人材と知を集積させることで，

外の高校の卒業生を学部に入学させる枠の新

医療分野，観光分野，ロボット分野等で即戦

増設を進めたいと考えています。この方法に

力として活躍できる人材を育成します。教育

はいくつかの仕組みが必要です。海外の大学

プログラムにおいては，産業界とも連携する

との連携による単位互換と留学生の相互乗入

ことで，実学志向のカリキュラムを考えてい

れや，海外の高校を巻き込んで優秀な学生を

ます。さらに，アジアに近い長崎の地の利を

大学に迎えるシステムの導入などです。これ

活かし，アジア（中国，ベトナム，インド等）

により，日本語での教育に対応できる優秀な

から優秀な教員と学生を幅広く招致すること

留学生を迎えることが可能になると考えてい

で，多様かつグローバルな人材の育成を図り

ます。勿論，英語も必要です。しかし，留学

ます。また，後述のアントレプレナー教育と

生が将来日本で就職し，日本の社会で活躍す

併せて，長崎で起業する人材を増やしていく

るためには，日本語で教育を受けることが必

ことで，新たな産業を創出し，長崎の経済の

要不可欠と考えています。その入口，即ち入

活性化に貢献していきたいと考えています。

試選抜方法としては，優秀な学生を育成して
いる海外の高校の開拓，海外拠点を活用した

Ｂ）優秀な外国人の高校卒業生枠の新増設

人材の発掘，日本語能力試験や英語外部検定

大学院に入学する外国人留学生を増やすこ

試験，日本留学試験の活用，面接などが考え

とは，長崎大学の研究力を高めていくという

られます。また，入学試験の複数回実施や海

面でも，国際貢献の観点でも目指すべきこと

外推薦入試枠の新設，渡日前入試の実施など

です。さらに，出来ることならば，優秀な海

も必要だと思います。そして選抜後には，成
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績優秀者への奨励金制度の新設や旅費などの

トレプレナー育成事業」を実施するほか，学

一部援助，宿舎や生活支援など，経済的な援

生発案による活動（長崎県内大学等連携グ

助の仕組みの充実が重要です。さらに出口に

ローカル人材育成プログラムなど）を行って，

関しては，就職支援の強化や大学院との連携

その充実を図ります。

強化が必要です。学部への留学生を増やして
いくにはこのように多くの課題があり，簡単
にはいきません。しかし私は，その大きな可
能性に挑戦したいと考えています。

２．「ヒトの幸福と平和を希求し，
科学を用いて世界に資する研
究」を進める

Ｃ）アントレプレナー（起業家）教育の充実

長崎大学が科学を用いて世界に資するため

社会で必要とされる力に総合的な人間力が

には，特徴ある研究を盛んにすることが肝要

あります。座学だけでは得られないこの力を

です。現在，生命医科学の研究，特に感染症

育てるため，企業等の協力の下，社会に開か

研究や被ばく医療研究が抜きんでています。

れた教育の機会を提供します。例えば，コー

さらに，海洋に関する研究の発展が期待され

ディネーター（企業経験者を雇用又は企業か

ています。大学の研究力を強化することは，

ら派遣）を置き，多くの企業等でインターン

大学の評価を高め，外部資金を獲得するため

シップを経験させたり，起業経験者の話を聞

にも必須です。そのために下記の方針により，

く機会を作りたいと思います。また，自ら課

支援を強化します。

題を見つけ，その対処法を学び，もし失敗し
てもそこから次を目指し挑戦する粘り強い心
を育てることを目的として，学生の発案によ

編（図３）

る起業を経験させる教育も行いたいと考えて

長崎大学では約1,200名が，教授，准教授，

います。自分のあり方や困難に対峙する力，

講師，助教，助手の職名を有する教員として

新たな価値を創造・創出するために必要な能

教育研究の最前線で活躍しています。教員の

力を養うために，キャリア概論科目とキャリ
ア育成科目を含むアントレプレナー教育プロ
グラム（例：１年次 アントレプレナー基礎
科目，２年次 実践型インターンシップを組
み込んだアントレプレナー応用科目）を開発
します。さらに授業外活動として，コーディ
ネーターの指導の下で学生と地元企業がチー
ムを組み新規事業を創出する「長崎大学アン

4

Ａ）学部や研究科の壁を越えた教員組織の再
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教育研究活動は，いわば大学の顔であり，大

ムや，社会的緊急性・重要性の高い研究テー

学の設置目的そのものでもあります。各国立

マに迅速に対応することが可能となりますの

大学は，その個性化を図りつつ，機能強化に

で，大学の機能強化を一層加速できると考え

磨きをかけているところです。

ています。

一方で，教員の教育研究活動が大学の本質

長崎大学では，平成29年度に「生命医科学

であり続けるが故に，古い体制も残ってきま

域」を設置し，教員の所属を医歯薬学総合研

した。その一つが，教員が所属する組織です。

究科から生命医科学域に移し，人事と予算を

教員は大学に雇用されていますが，その所属

学域に集約しました。その他の学問領域につ

は研究科や学部でした（部局といいます）。

いては，人文社会科学系の学域と自然科学系

教員の人事も部局で行われてきました。会社

の学域を設け，教員の所属を部局から学域に

組織で言えば，「支店のことは支店で決める」

移す準備を進めています。最終的には，人文

に相当します。
「部局ありて大学なし」など

社会科学系の学域，自然科学系の学域，生命

と酷評されることもしばしばです。

医科学域の３つの学域に人事と予算を集約し，

この体制は，部局を横断した新しい教育研
究の展開を困難にしています。大胆な改革を

大胆な機能強化を進めていきたいと考えてい
ます。

実行するために，教育組織と教員組織（研究

制度の変更にあたっては，困難も多くある

組織）を分ける改革（「教教分離」と呼ばれ

ことは承知していますが，18歳人口の減少や

ています）が必要であると指摘されてきまし

運営費交付金の減額の中（図４）
，国立大学

た。「教教分離」の形態は大学ごとに様々で

は危機的な状況におかれていますので，不退

すが，長崎大学においても「教教分離」を進

転の決意で改革を進めます。

めつつあります。

図４ 18歳人口と国立大学運営費交付金の推移

その一つが，教員の所属
を部局から学長直下の「学
域」と呼ばれる組織に集め
る改革です。学域に所属す
る教員は，学部や研究科の
壁を超えて分野横断型の教
育グループや研究グループ
を構成できます。この制度
では，学長のリーダーシッ
プの下で社会や時代のニー
ズに対応した学位プログラ
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Ｂ）URAの増員と産学連携の強化
University Research Administrator（URA）
とは，大学教員や研究者としての経験を持ち

す。大学と企業との間を取持ち，産学官の共
同研究を推進するため，長崎大学はURAを
増員します。

ながら，他の研究者の研究費獲得やマネジメ

さらに，産学官連携の機能強化のために

ントを支援する戦略職員のことです。これま

コーディネーターも増員し，戦略的に配置し

で長崎大学では，数名のURAが文科省や厚

て，外部資金獲得に必要な特許などの知的財

労省などの政府系研究費の公募情報を収集し，

産情報の共有と，研究活動におけるコンプラ

応募する教員の申請書の作成などの支援を

イアンス対応の体制も整備します。

行ってきました。
これからのURAは，個々の研究者の支援
だけでなく，学内の研究者の研究内容を常に
把握して異分野の研究者を統合したユニーク

少子高齢化の波は，とりわけ地方において

な研究グループを発案し，共同研究の推進に

顕著で，長崎市の人口は，2035年には約35万

貢献してもらいたいと考えています。

人にまで減少すると予測されています。人口

基礎研究が主体の大学においても，産学官

減少を食い止める抜本的な対策とともに，人

の連携による研究開発が重要な使命でありま

口減少のスピードをいかに緩やかにするかが

すが，大学教員と企業の間には研究開発に対

問われています。

する考え方，プロジェクトの進め方など，様々

地方を元気に，そして活性化させるための

な場面で意識の乖離があります。URAには

主役は，なんといっても「ひと」です。長崎

それらの乖離を埋める役割が求められていま

大学には現在，教職員約3,100人，学生約9,000

図５ 大学は地方創生の中核的拠点
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３．「長崎の未来を創る大学」
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人が在籍し，地方創生のベースとなる「賑わ

まちづくりの推進が図られます。コアに期待

いのあるまちづくり」に資する高いポテン

する機能は，交通結節機能の強化，業務・商

シャルを有しています。長崎大学は，まさに

業施設と住宅の共存，親しみやすく活き活き

地方創生に資する『まち・ひと・しごと』づ

とした拠点の形成です。実効性を高めて実現

くりの拠点であるといっても過言ではありま

させるためには，基盤となるプラットフォー

せん（図５）。

ムづくりが重要で，大学と地域住民，行政さ

「長崎の未来を創る大学」として，まず「大
学周辺のまちづくりマスタープラン」の作成

らには企業等との持続的な連携および関係各
位の多大なるご支援が必要不可欠です。

に着手しました。これは，学生も参加して，

「賑わいのあるまちづくり」には，学生（若

地域や行政と共同で行うこれまでにない取り

者）の存在も必要不可欠です。個性豊かな学

組みです。長崎市都市計画マスタープランに

生が「長崎の未来を創る大学」（＝長崎大学）

おける「ネットワーク型コンパクトシティ長

に集まり，大学での学びを通じて育ち，その

崎」（集約連携型の都市構造）の考えも意識

中から多くの学生が長崎県内に就職して活躍

して，計画の作成を進めています。

する。そして，職場の魅力を後輩たちに伝え，

図６のように，都心部と北部地域拠点を結

後輩は先輩たちの活躍する姿に感動し，長崎

ぶ都心周辺部内に生活・文化のコアを設ける

県内に就職する。こういった循環をつくるこ

ことで，その周辺に交流ゾーンを誘導し，都

とで，長崎県全体のさらなる活性化につな

心と地域拠点がコアによって線状に連続する

がっていくと思います。

図６ 長崎の未来を創る大学
−地方創生に資する大学を中心とした『まち・ひと・しごと』づくり−
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４．「教職員の多様性とやる気を
生かす大学」
長崎大学で働く約1,200人の教員と約1,900
人の職員は，なすべき仕事と期待される役割

個々の強みが存分に発揮されることを期待し
ています。

Ｂ）職員の専門性の向上
現在，職員は，総務，財務，学務，人事，

が増えているにも関わらず，国からの予算の

研究，国際，医療などの専門分野を数年の期

減少により人員は削減され，教育研究費も切

間で経験するようにローテーションされてい

り詰められ，極めて厳しい状況に置かれてい

ます。この制度は何でもこなせる人材の育成

ます。これを乗り切るためには教員の機能分

には向いているのですが，専門性を高めるこ

担（図７）および職員の専門性の向上が必要

とができません。大学に求められることが多

です。

様化した今，職員にも高い専門性が求められ
ています。例えば，運営費交付金が毎年削減

Ａ）教員の機能分担の実質化
教員の研究，教育，国際貢献，地域貢献お

新たな外部資金の獲得に貢献できる職員を育

よび外部資金獲得による業績を，大学として

成することが不可欠です。さらに，教員と職

一定の基準で評価する制度を開始しようとし

員の間に位置するような戦略職員，例えば

ています。これにより，教員一人ひとりが大

URAのような特殊なスキルを持った職員が

学内，学部内，職位別（教授，准教授，助教

必要になっています。

など）における位置を自覚し，持てる力と時
間を自分の得意分野に重点的に配分して，
図７ 教員の機能分担の実質化
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される中にあっても，本学の発展のためには，
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寄 稿
Contribute
今日とは違う明日の長崎大学を造る

５．「強固な財政基盤の確立」

Ｂ）寄附金獲得のための組織の設立
寄附金の最も基本となるのが「西遊基金」

国からの運営費交付金が減少する中，法人

です。学生への奨学金等の支援事業，外国か

化した大学には外部資金の獲得が極めて重要

らの留学生および外国へ留学する学生に対す

です。

る支援事業，国際交流活動への支援事業，卒
業生との連携活動への支援事業，教育研究活

Ａ）科研費の獲得と間接経費の増強
研究力と直結するのが科学研究費補助金

動への支援事業，施設整備等の環境整備支援
事業，地域貢献・社会貢献活動への支援事業

（科研費）です。これは理系・文系に限らず，

等を行っていきます。基金の充実と目的達成

全ての分野で申請できるので，研究支援体制

に必要な事業を行うために，寄附を集める広

を充実することにより，科研費の獲得増に繋

報活動などを強化します。また現在，長崎大

げる戦略が最も重要です。また，研究に直接

学校友会の設置を目指している他，在学生や

関係する経費以外に，研究体制を支援する経

卒業生の寄附文化の醸成に努めています。

費である間接経費の配分は研究支援を充実す
るために必須であり，その配分を見直し，よ
り有用に使用することを考えています。

学長のリーダーシップを発揮して学内のマ
ネジメント機能を強化し，中期目標・中期計

事務部門も含めて外部資金獲得体制を強化

画および将来ビジョン（組織の自己変革およ

するために，研究推進戦略本部のURAの増

び新陳代謝の推進）を達成するために「学長

員や各部局におけるURAの配置も考え，産

裁量経費」を拡充するとともに，財務マネジ

学官連携の強化を図ります。

メントと教学マネジメントをIRによって一

図８ 財務マネジメントと教学マネジメントの見える化
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体化し，データをわかりやすく見える化（図

これまでほとんど意識することもなかったこ

８）して，大学全体の経営戦略を改善しなが

の文鎮に刻まれた言葉が，「今日とは違う明

ら上記の５つの取り組みを実行していきます。

日の長崎大学を造る」ことを決意して以来，
私の心に響いてきます。長崎大学は医学伝習
所の設立から数えて160余年の歴史を刻んで

本稿を書き終えた今，机上にふと視線を落

きました。その歴史に恥じないよう，実学教

とすと，「高きより高きへ（AB ALTO AD

育と教養教育による世界に突出した教育研究

ALTUM）」と刻印された文鎮（図９）が目

拠点を目指します。歴史の街長崎でより高み

に飛び込んできます。これは私が長崎大学を

の「夢」の実現に向い船出します。

卒業する際に記念品として頂いたものです。

図９ 卒業記念の文鎮
ラテン語で刻印された言葉の意味は「高きより高きへ」
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