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退職にあたって 

 

人文学部教授  岡田尚三 

 

在職中は関係者の方々に大変お世話になり厚く御礼申し上げます。 

在職したこの 30 有余年には、大学をめぐって様々な面で変化がありました。 

外形的には、長期的に見て大きく増加した学生定員、それに準じた教員増、文理学部からの人文・理学部

の分離独立、医科大学との統合、それに続いた国立大学の法人化等、また、人間関係面では、学生のみなら

ず若い世代のスタッフの気質や思考・行動様式の変わり様には目を見張るものがあります。 

しかし、何といっても最近の最大の変化 CHANGE は医科大学との統合と国立大学の法人化だと思われます。

統合の話は丁度私の 8 ヶ月余の海外研修中に無から成婚まで整うという具合に、運営方法や慣行の違った、

交流も殆んどなかった二つの大学の統合にしては極めて短期間に進んだことに驚嘆、感嘆したものです。し

かしその後綻びが見え始めました。初の学長選挙では、高知大学でのこれまでの慣行にとらわれない運動が

医学部推薦候補側から行われ旧高知大学評議会がそれに抗議するという事態を招きました。こうした経緯は

旧高知大学の教授会で公にされましたが今年予定されている選挙でも十分想起され学長の正当性が疑われる

ことのないよう願うばかりです。 

その後、大学に「自立性」「自律性」を与えるという触れ込みで国立大学の法人化がかなりの学長・大学の

反対・不同意に負けず実施されました。それが大学の本務である教育、研究上の理由からではなく専ら財政

上の要請で提起されたこと、さらに言論の府たる大学に関することが十分な議論もなく決められたことも驚

きでした。成立した国立大学法人法は、学長への権限集中によって役員会に大学を自家薬籠中の物にできる

またとない CHANCE を創り出しました。その法律が施行されると我が高知大学では学長を先頭に役員会は、水

を得た魚のように、案を次々と CREATE して委員会に下し、権限も十分与えられず疑問にも回答回避せざるを

得ない側近に役員会の権威を黄門の印籠の如く高く掲げて押し進めさせ始めました。学部教授会や中間の審

議機関で出された異議、疑問、意見は中途で雲散霧消して確たる返答もなく意思決定過程は巨大なブラック

ボックスと化し、役員会決定だけがしっかり実施されました。しかし、このやり方は万能ではありえません

でした。例えば、カリキュラム抜きの既存学部を解体して新学部を創ろうとした案が挫折し、また、羊頭狗

肉の内容で組織いじり先行の大学院一元化案が頓挫しました。もっとも、後者についてはそれにも負けず化

粧直ししただけで蒸し返した執念には感服するしかありません。 

さらに大きく変わった点がありました。印象的なことは、特に人事管理面において、従来なかった大胆か

つ公然たる推薦母体優先方針により教員採用等で遅滞を起し、かと思えば１年後には十分な説明もなくそれ

を翻す、また、他の類似の規模を有する大学と比べても極端に多い 10 人もの副学長を十分理由を言わずに登

用するなどトップの前代未聞の CHALLENGE です。教職員にはこうした変化を受容するよう意識改革が推奨さ

れています。 

今後は学外の社会で以上のような改革の行く末を関心を持って見守りたいと思います。 
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ロシアの高死亡率の社会的背景について 

 
                                人文学部教授 保坂 哲郎 

 

ここ10年くらい少しずつ考えていることがあります。私は旧ソ連邦、ロシア連邦の経済社会問題を主に見

きたのですが、そこで生起している平均余命低下間題です。日本と同様、現在のロシアも大きな人口減少

悩んでいる国ですが、日本の場合は世界最長の平均余命を誇っており、主要な問題は出生率に向けられて

るのに対し(もっとも健康余命という点では日本もまだまだ問題が大きいと感じますが)、ロシアの場合は

近の男性平均寿命が56-58歳という平均余命の低さ、また先進工業国では群を抜いて高い死亡率に悩んでい

という点です。この動態は1960年代以降、徐々に進行し、1990年代に急激に加速され、経済状態が好転し

といわれる最近でも顕著な好転は見られません。 

旧ソ連邦内では、経済発展の遅れた中央アジア諸共和国よりはより経済発展、都市化、工業化の進んだヨ

ロッパ・ロシア地域で平均余命低下の傾向は顕著であり、また同様な傾向はいわゆる東欧諸国やバルト諸

にも見られる現象となっています。 

広範な複合的環境汚染の進行、貧困化、体制崩壊後の混乱、価値観の喪失等がこれらの進行や加速の間接

要因になっていることは確かと思われますが、第一義的な主導的原因は何なのか、どう学問的に特定しう

のか。高死亡率を進行させている中核は、中年、男性、低学歴、肉体労働者であり、死因の中心は心臓・

の血管障害死(循環器系疾患死亡)と外的要因死(事故、中毒、.自殺、殺人等)です。 

社会学では、このような問題にたいし多くの蓄積があるといえます。マックス・ウエーバーにおける(彼は

確に言及していないのですが)「生活チャンス」と「生活チョイス」、A.ギデンズの二重性説、ブルデュの

ビテュス、構造化された構造といった概念ですが、これを健康な生活様式論に適用して、本人の自発的な

択と社会的構造との関係を検討していく接近方法といえます。私にとっては新しい分野で関心が強まって

ます。 

他方、マルクス学派でも、最近、角田氏や成瀬氏によって生活様式論が展開されウエーバー社会学との接

が見られるようになってきています。 

これらの本質的な問題は、社会学でいう構造とエージェンシー問題、史的唯物論でいう主体性問題の具体

された問題であるという点です。個人の健康問題という優れて個人の主体性、自発的選択性をもつととも

その社会の医療、食事、運動等をささえる構造的問題であるという輿味深い問題と思っています。最近、

く目にする「食育」問題もこの中でとらえられるのではないか、と感じています。 
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退職にあたって 

                                  教育学部教授 西島 芳子 

39 年間という長きにわたりまして高知大学教育学部で研究・教育にたずさわり、何とか定年を迎えること

なりました。 

この間、住居学研究室に在籍した学生の皆さんをはじめ、講義・実習・演習などの授業に参加され、共に

んだ学生の皆さん、そして高知大学に在籍された家庭科・家庭科専修の先生方、生活環境コースの先生方

はじめ多くの教職員の皆様、これまで膨大な住宅調査にご協力頂いた地域住民の方々、ご支援頂いた高知

内外の自治体職員の皆様、建築学会などで共同研究をご一緒いただいた住居学・建築学研究者の皆様、学

時代より温かくご指導いただいた恩師の先生方、本当に数え切れない方々に支えられてここまで歩んでき

ことを痛感致します。皆様に心より感謝申し上げます。 

 私は奈良女子大学修士課程家政学研究科（住環境学専攻）を修了し、1968 年 4 月に高知大学教育学部に助

として着任致しました。担当授業は「住居学」でしたが、当時、全国の教員養成学部で住居学プロパーの

員は数名位ではなかったかと思います。手探り状態での研究・教育でした。戦後の新しい家政学・生活科

の中で少しずつ発展し、現在では住居学担当者がいない大学は数えるほどになりました。 

私の研究分野である住居学・住生活学は建築学の中では建築計画学や、また現在では住宅政策・居住政策

の中にも位置づけられるようになりました。 

1960 年代の住宅・住環境をめぐる社会情勢は高度経済成長時代にあり、大都市圏での住宅不足・住宅問題

あり、これに対応した住宅計画と住宅政策が求められていました。このような時代背景のもと、住宅問題

識をもって高知にきましたが、当時、「南国土佐をあとにして」が歌われ、高知県では大都市への人口流出

農村の出稼ぎなどで多くの過疎地域問題が生まれていました。一方、高知市では地方都市ながら大都市な

の住宅不足・地価高騰・住環境の悪化などの住宅問題がありました。その上、1970 年代前半には毎年のよ

に大きな台風が上陸し、高知市や周辺部で家屋の倒壊・浸水などの住宅被害が続きました。このような高

での社会状況や家族生活の現実認識の中から私の住宅研究テーマ「住宅の社会階層性と地域性」研究が始

り、以後、30 数年間継続されることになりました。 

 また住居学は生活科学の一領域ですから、家族生活のライフステージに応じて、すなわち新婚夫婦世帯・

育て世帯・高齢世帯などの住要求や住生活が異なり、求める住宅・住環境は異なります。これらに関して

保育所研究など共働きの子育て世代であり、女性研究・教育者としての私自身の生活課題の中から発想さ

た研究テーマもありました。 

後の 10 年間は「住宅の地域性」研究を教育の場に生かしたいと考え、教材開発や授業実践、生涯教育の視

から研究を進めました。全国の良き研究仲間に恵まれ、充実したまた楽しい研究が現在も続いています。 

 最後に高知大学が地域に貢献する大学として、今後ますます発展することを心より期待し、祈念致します。 
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混迷 

  

                                     医学部教授 小玉 肇 

 

私が高知医科大学皮膚科学教室の二代目教授として赴任して以来、１８年が過ぎ去りました。昭和６３年、

前任の岡山大学の皮膚科での送別会を受けた後、私の赴任を待っていたかのように開通してイルミネーショ

ンに輝く瀬戸大橋を渡って後免駅に着き、医局員の出迎えを受けて岡豊会館に数日お世話になったのが最近

のことのように想い出されます。 

 
 

最初に高知医大生に抱いた印象は、まじめに講義に取り組んでおり、出欠の点検をすることなく出席率も

良いということでした。しかし次第に他校と同様に出席率が悪くなり、気質も変わったように思います。そ

して全国的に教育や研修のシステムの改革が急速に実行されるようになりました。本学でも教育システムや

入学試験方法の改善に向かって試行錯誤が続いておりますが、終局的な理想像はあるにしてもまだ遠いよう

です。しかし最近、私は医師になった後で立派に成長する人たちが多いように感じており、将来は明るいの

ではないかと思っています。 

私は開校時の初代教授方が経験された立ち上げの苦労に携わることなく、前任の荒田教授が敷かれていた

教室を引き継ぐという恵まれた状況でした。当時から私が興味を持っていたのは黄色腫という動脈硬化症に

類縁した疾患の病態を解明することでした。そして、脂質代謝異常に基づく末梢組織での病態を皮膚という

場で解明したいという欲望を持っていました。一方、もっと幅広い領域にも手を広げるべきだとも考えまし

た。しかし残念ながらそれを実行するにはマンパワーが欠乏していたこともあり、必ずしも順調であったと

はいえませんでした。 

このような状態で数年間、新設地方医科大学である高知医大皮膚科としてどのように活動するのが一番重

要であるかと考え続けました。大学であるからには学生教育と研究は必須事項であり、特に研究成果を沢山

あげることが最も価値があるという考えには逆らいません。しかし臨床教室には、地域医療の最終病院とし

て最高の医療を提供し、専門医のいない地域での診療援助を行い、若い皮膚科医を育成することが重要であ

り、地方大学の小教室が旧帝大あるいはそれに準じる大学の真似事をするのは本質ではないと思いはじめま

した。極端にいえば、基礎的研究は誰もが一度は手掛けて臨床家としての素養を広げるべきことではありま

すが、本気でやる気がないのであれば、続ける必要はないでしょう。時間と労力とお金の無駄です。そのか

わり、多くの臨床経験を積み勉強することにより、立派な臨床家に成長することは価値あることです。一方、

研究をしたいという強い欲求を持っている教室員には、積極的に支援すべきと考えます。 

私は教育と医療と福祉は聖域であると考えております。現在の大学の状態は聖域とはほど遠い、お金が重

視されてきてるようで寂しいことです。このような中で、高知大学のこれからの立場と存在意義の向上が強

く求められております。それぞれの立場で、叡智とエネルギーを持って発展されますように願っております。 
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退任に当たって 
 

                                   医学部教授 田口 博國 

 
私は昭和５６年４月に高知医科大学第３内科に講師として赴任しました。新設の高知医科大学は学年進行

で第３内科の初代教授三好勇夫先生の就任が昭和５７年になるということで、私は平木潔初代学長のご命令

で昭和５３年１月から高知県立中央病院内科医長として一足早く高知にきておりましたので高知在住は２９

年になります。昭和５３年４月の第１回の入学式には当時、病をえられていた平木先生の主治医として往診

カバンを持って最後列で「敬天愛人」の学長訓辞を拝聴しました。この創設の理念を直接耳にした、当時か

らの教員は私を最後に全てこの大学からいなくなったことになります。 

講師１年、助教授１６年、教授９年の２６年間を高知医科大学、高知大学で過ごすことができたのは多く

の先輩、同僚、後輩のかたがたのご支援の賜物と厚く感謝申しあげます。退職にあたりこの間の教育と研究

の思い出の一端を振り返ってみたいと思います。 

教育では三代目学長俵寿太郎先生のお供をして中国の佳木斯医大を姉妹校協定締結のために二度訪問した

こと、文部省と医学教育振興財団の国内大学視察が高知医大で行われた時シミュレーション教育について説

明したこと、平成9年に3ヶ月間カナダのバンクーバーでUniversity of British Columbiaで骨髄移植とPBL

教育を視察したこと、モデルコアカリキュラムの導入で静田裕委員長（医化学前教授）のもとで円山英昭先

生（第１病理学前教授）とともに毎週１－2回の会合を重ねてPBLの導入、クリニカルクラークシップの導入

を始めとするカリキュラムの改訂にあたったこと、高知大学との統合で初代の学務委員長として多くの学務

関係の会議に出席させていただいたことが思い出されます。 

研究では岡山大学の助手の時は、葉酸というビタミンの欠乏でおこる巨赤芽球性貧血の研究をしていたの

ですが、高知医大に移ってからは三好教授の成人T細胞性白血病（ATL)の原因ウイルスHTLV-Iの発見のお手伝

いをさせていただくことが出来ました。私の貢献はATLの化学療法、検体の提供、ウイルス抗体検出のための

ELISAキットの開発、高知県下の抗体陽性者の地理的分布の解明などとごくわずかでしたが、Galloなど国内

外の世界的研究者との競争でNature, Science,Lancetなど一流紙での発表先陣争いの厳しい研究の一端をか

いまみたことは幸せでした。教授になってからは主に若い研究者に良い研究環境を提供することが大きな務

めとなりましたが、最後の２－３年間は若い時からのテーマの葉酸の研究に復帰しました。葉酸欠乏が日本

で非常に少ない理由として、米飯の葉酸含量がかなりあり、日本人は欧米に比べて十分の葉酸を食事から摂

取できているというのが私の岡山時代の研究の結論でしたが、最近出された５訂日本標準食品成分表の中で”

めし”の葉酸含量が非常に低い値（私の以前の測定値の十分の一）であったことを知り、農学部の味園名誉

教授から高知での日本ビタミン学会の市民公開講座での講演を依頼されたのを機に日本ビタミン学会に再加

入し、米飯の葉酸含量の測定を試みることにしました。自分では測定できないので、生米と米飯から葉酸を

抽出して米国アラバマ大学田村庸信教授とベルギーのゲント大学ランバート教授に送って測定していただく

ということを退職ぎりぎりの３月上旬まで行っていました。退職後は一臨床医として四万十町の病院で地域

医療に従事いたします。最後になりましたが、高知大学の一層の発展をこころから祈念しております。 
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退職にあたって ー地震あれこれー 

 

                              理学部附属高知地震観測所教授 木村 昌三 

 

 最近、西南日本は地震の活動期に入ったといわれ、1995年1月の大災害をもたらした兵庫県南部地震以降、

M7 クラス前後の地震が多発していることはよくご存知のことでしょう。1944 年東南海地震、1946 年南海

地震、1948 年福井地震とプレート境界型地震、内陸直下型地震の地震以後約 50 年近く静穏な時代を迎えた

ことは幸いでした。21 世紀半ばとの予想がされている次の南海地震までに内陸直下型が何処に発生するのか

は大きな関心事ですが、近年起こった大地震地域以外に起こるといってよいでしょう。地震は自然現象なの

で時間的に一様に発生する訳ではなく、地下深部における長期的な地震エネルギーの蓄積と断層破壊の抵抗

力との間で微妙なバランスの関係が成り立っていますので、大地震の活動の高い時期と低い時期とが繰り返

すのはいうまでもないでしょう。大地震の発生次期が予測されれば被害軽減に役立つ訳ですが、現状では

M8 クラスの巨大地震でさえ、多項目・高精度の観測網が展開された今日においても社会的に有効な前兆現

象が捕まえられていないのが実情です。 

 国家的プロジェクトとして地震予知が取り上げられたのは 1965 年の地震予知研究 5 ヵ年計画からであり、

計画の中身は主に微小地震と地殻変動の観測でした。高知大学理学部附属高知地震観測所は計画の 2 年次の

1966 年 4 月旧文理学部の附属施設として発足し、同時に助手として木村が採用され、退職まで 41 年間も本

学でお世話になりました。また、歴代の所長を初めとする所員の方々のご尽力で長期の観測の維持や発展を

図ることが出来ましたことは幸運でした。1967 年に四国で最初の高感度地震観測点が地元のご協力を仰いで

3 箇所設置された結果、単独で地震活動を調査・研究できる基礎態勢が確立され、併せて 1957 年から行われ

ていた毎日保守の必要な低感度地震計観測も継続し、大地震にも備えました。その後の地震予知計画の進展

に伴って波形データの現地記録方式から本所への集中収録方式に変更し、観測点の増設や他機関とのデータ

交換を実施して、観測点の保守をはじめ、当初に比べて約 50 倍に増加したデータ処理を人員増を伴わずに行

ってきました。当然ながら、観測網の拡大や刻時精度の向上もあって、広範囲に亘る地震活動が精度高く求

められるようになり、その観測成果は教育・研究にも活かされています。地震は地下でランダムではなく規

則性を持って発生していること、地震を起こす地下に働いている最大圧縮力軸の方向性、南海地震と関係す

るとされるフィリピン海プレートの形状、南海地震に関連する地震活動の時間変化、等です。現在は次の南

海地震に向けてのエネルギーが蓄積されつつありますが、地震直前になるとそれまでの変化と量的、質的に

どのように異なってくるのか等のことはよく分かっていません。室内実験では岩石破壊に至るプロセスはよ

く分かっているのですが。自然地震の場合、その変化を直接観測できない地下深部で発生すること、しかも

非常に長期に亘る現象であることが地震発生に至るプロセスの解明を困難にしているのです。 

 思えば 1962 年の高知大学文理学部理学科への入学以来、これまでの人生の 2/3 以上にも及ぶ長期に亘った

大学の変遷を、その片隅で過ごさせて頂いたものだと感無量です。最後となりましたが、大学の個性化や少

子化が進む厳しい情勢の下、高知大学構成員の皆様方のご健康と高知大学の今後一層のご発展を心からお祈

り申し上げる次第です。 
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退任に当って高知大学を思う事 
 

                                   総合情報センター教授 尾崎 登喜雄 

 
 歳月の流れは早く歳と共に指数函数的に早まるから不思議である。大学教員に採用されてから 40 年経過す

るも、後半の 20 年は、前半の半分程に感じられ、特に終りの 3～4 年はあっと云う間に過ぎ去ってしまった。 

 人は、一区切り付いた時、誰しも何がしかの感慨を抱くものであろうか。私も御多分に漏れず、幾許かの

感慨無きにしも有らずである。私の高知での生活の始まりは、当時の高知医科大学の歯科口腔外科初代教授

としてであった。初代とは、云いかえれば何も無い所から然るべき姿・内容を作り上げる仕事を依託された

とも云え無くもない。そんな仕事を、その才が無いにも拘らず、懸命になって努力した事が、今では、多少

の悔悟と共に懐かしく思い出される。当時の大学の仕事仲間、つまりは、先生達は現医学部の中に極く少数

となり、この 2，3 年で旧医科大学の創設期のメンバーはことごとく退くこととなるはずである。それを思う

事、25 年間の歳月の重みを今更ながら思い返すのである。 

 今から約 5 年程前、当時の高知医科大学学長であった池田先生から、高知大学との合併話しが披露された。

今から考えると、文科省案／国策として、大学の合併／法人化は、曲げることの出来ない方針であったので

あるが、そこの所を充分に理解しないままに、合併に反対意見を述べたのであった。しかし、二人や三人の

反対意見でどうなるものでもない。統合の話しは具体化し、概定の方針の如くに事は運び両大学は統合され

たのであった。 

 統合に際し、統合に反対していた私が役員の端に着くなど夢だに思わなかった。しかし、事実は小説より

奇なりで、それから２年半に渡り、役員を務めることとなった。その間、自分のいたらなさで、皆位に多大

の迷惑をお掛けした事は、私自身の美学に悖ると同時に、大学に対して損失を与えたのではないかと心苦し

く思うことの此の頃である。 

 役員を退いてからの一年間、総合情報センター長として大禍なく務めることが出来たように思われる。こ

れも、偏に関係した諸先生並びに担当事務職員のお陰でありこの場をお借りして感謝する次第である。人間

は、立場が違うと視点が異なり、物の見方が違ってくるようである。それは当然と云えば当然で、そのよう

な経験を積んで、人は成長するのであろう。私自身について云うならば、一教授として、大学の運営を眺め

批判した時と、役員となって大学の運営に参画し各部局／教員／事務局員と仕事の上で関係した時とでは、

随分と物の見方が違い視野も広がったようである。それに加え、執行部からから去りその後の総合情報セン

ターでの１年間は、役員を経験しただけに、執行部と一般教職員の双方が以前に比べて、良く見通せること

が出来たのは幸いであった。 

 そのような私の経験から、云わして頂くならば、高知大学を取り巻く環境は、難しくなれこそすれ、決し

て易しくはないと云う事である。本当の意味での地域の大学としての高知大学の自立は、学長を先頭に、職

員の一同が方向を一つにして、心を合わせなくては成就出来ないであろう。そんな事は、今更云う程のこと

は無いかもしれない。問題は如何に行動に移すかであり、その行動がどれ程のインパクトを持つかであろう。

良くも悪くも高知大学に旧高知医科大学を含め、２５年間お世話になった身である。辞するに当たり、高知

大学の真の変革・発展を切に期待すると共に、お世話になった皆位の御発展と御健勝を心より御祈り申し上

げ、お別れの言葉とさせて頂くこととする。 
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退職にあたって 

 

                                保健管理センター教授 倉繁 迪 

 

 私は昭和５８年に高知大学に赴任しました。当時の保健管理センター（以下センター）の周囲には多くの

木々があり、特に北側は立派な高い樹が多く小さな森といった有様でした。奥には竹藪があり、毎年春には

昼休みや夕方には事情を知った職員がタケノコ取りに来ていました。また毎年春には真っ先に南側にある白

蓮が大きな白い花をつけ、秋には東側にある高いトウカエデの木が見事に紅葉し初冬まで楽しませてくれま

した。メディアの森の建設工事の時、何本かの木が切られ森は林となりましたが、この緑に囲まれた環境で

学生とともに過ごした２４年は振り返りますと恵まれた楽しい日々でした。 

 着任後初めての仕事は学生の定期健康診断でした。並んで待つ学生のやかましいのにびっくりすると、当

時の看護婦さんが「これがやかましいですか。」と私が驚いたことに驚いたことが思い出されます。すぐに私

も慣れましたが、健診時の学生の私語のやかましさは今も変わらず、衰えることなく続いています。 

 大学は基本的には健康な青年の集団ですから、診療もほとんどは風邪、胃腸炎、外傷の応急手当などです

が、２４年間にはセンターを訪れる学生も様変わりしました。メンタルに問題を抱えた学生の急増、数は多

くはないものの肥満、それに伴う脂肪肝・高脂血症、ＳＴI などの増加は近年の健康面での日本社会の縮図そ

のものです。身体的不調を訴えてセンターを訪れる学生が、実は精神的な原因からの体調不良であったり、

一見明るく何の屈託も無いように見える学生が話し相手を求めていたりということが珍しくなくなりました。

学生の心身の健康管理は大学の本来の使命ではありませんが、学生が学問を修めるという本来の目的を達成

するためには、大学としてその健康管理をすることは重要だと思います。メンタルヘルスの問題は今後ます

ますその重要性を増すことでしょう。それに対してセンターだけで対応するのではなく、大学全体として教

職員一人一人が学生に対応することが求められます。この点、是非頑張って頂きたいと思います。  

 相談に来ていた学生が何とか卒業までこぎ着けたものの卒後が定まらない場合を何人も経験しました。私

が大学を去るこの１８年度、途中挫折しかけた学生が二人、各々が実によく頑張って自分の目標としていた

企業、大学へ入ったと報告に来てくれたことは、大きな喜びでした。 

 今こうして無事定年を迎え、楽しかった思い出とともに大学を去ることが出来るのは、皆様方の多大な御

支援、ご指導があったればこそと深く感謝しています。 

 皆様のご健康とご活躍、そして高知大学のさらなる発展を心から祈念しております。  
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