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地方分権の時代と地域の大学 

― 後藤新平から学ぶ ― 

 

人文学部教授  根小田 渡 

 

 地方自治を学ぶ者ならたいていの人が目を通す雑誌に『都市問題』があります。この雑誌を出している東京市政調査会

の歴史は古く、1922 年に設立され、初代理事長は当時の東京市長の後藤新平でした。 

 後藤新平という人は、幕末の仙台藩に生まれ、明治・大正・昭和初期を生きた医師であり官僚であり政治家でした。仙

台藩は戊辰戦争に敗れたのですが、後藤少年は、その地を治めた明治新政府の役人に見出され、その援助を受けて医学の

道に入ります。たとえ朝敵であっても才能ある人間を育て登用する明治のリーダーたちの度量と見識を感じさせるエピソ

ードです。 

後藤は、たいへんスケールの大きい人物で、医師としてスタートしたのち、台湾総督府民政長官、満鉄初代総裁、逓信

大臣、内務大臣、外務大臣を歴任したあと、1920 年 9 月から 1923 年 4 月まで東京市長を務めています。 

 後藤は、この間に、「自治」や都市行政に関する多くの著作を残しています。2007 年 7 月に「後藤新平の会」主催のシ

ンポジウム「21 世紀と後藤新平－自治の創生と地方分権」が開催されました。このなかで、御厨貴東大教授、青山佾明

治大学大学院教授、片山善博慶応義塾大学教授（自治省出身で前鳥取県知事）らが、後藤から学ぶべき点として強調して

いたのは次のようなことでした。 

 一つは、自治の精神、公共の精神の活性化という問題です。後藤は「市民一人一人が市長だ」「自治は市民の中にあっ

て、決してよそにはない」と言っています。また後藤は、気候・風土・人々の意識・習慣・文化・なりわいなど地域の「調

査」を重視しました（もちろん台湾や満州での調査事業は植民地経営のためでしたが）。このことは、地域特性に応じた

政策を自分たちで決定し実行するという「自治」のあり方にも通じます。三つ目に、後藤は「一に人、二に人、三に人」

ということで、人を育てるとか人材の発掘とかを含めて人を大切にしたと言われます。これに関連して、片山氏は、後藤

から学ぶべきは、「ミッション（組織の使命、本当の任務、真の役割についての自覚）と人（適材適所の人の起用）の大

切さ」だと言います。今日、中央省庁などでは、天下り人事などに見られるように、組織のミッションに見合った適材適

所の人事が行われず、自己都合・自己保存のための人事が横行していると片山氏は批判します。このように、後藤新平は

医学を学んだ理系の人でしたが、人文・社会系の学問の大切さもよく理解していた人でした。 

地域の大学のミッションとは、地域の知的・文化的・倫理的センターとしての役割を果たすことに尽きると思います。

地方分権の時代に最も大切なことは、地域の価値の再発見とその創造的発展であり、それらを担う人を育てることです。

地域の大学は、この面でも果たすべき役割は大きいと思います。 

高知大学が、そのロケーションを生かした個性的な大学として充実・発展していくことを願っていますが、そのために

は、自由な言論・論争を許容するリベラルな精神が不可欠です。思想的・文化的寛容を欠いた組織において、真に創造的

な行為や作品が生まれないことは、軍国主義下の日本やソ連邦７０年余りの歴史がよく物語っております。 
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退職にあたって 

 

 
                                 人文学部教授 村瀬 儀祐 

 

 私が高知大学に赴任したのは昭和 45 年 4 月 1 日のことでした。赴任当初、大学は学生紛争の嵐のなかにあり、教授会

も暴力学生の襲撃を恐れ学内では開催できず、内密に大学外の某所で開催されるという有り様でした。赴任時の私はまだ

26 才の若者でした。教授会に出席すると、当時の文理学部長の青木富太郎先生から、「ここは学生のいるところではない。

でていけ。」といわれました。西沢弘順先生の「新しく赴任した村瀬です」との注意に、青木先生は飛び上がるばかりに

驚き、何度も謝罪されたことでした。またある時、学長（久保佐土美先生）も出席された会議が開かれた時、暴力学生の

襲撃があるとの情報がよせられ、急きょ会議は中止、学長を暴力学生から守るために、誰か若い者をつけて学生の知らな

い部屋に隠れ潜むように、との決定が下されました。その時、学長付き添いの者として選ばれたのが私でした。私は久保

学長と連れ立って、本部棟の物置き部屋に潜むことになりました。しかし誰かが久保学長と私が逃げていく姿を見たのか、

「学長が学生に拉致された」との噂がたち、学内は大騒ぎとなりました。学内の混乱も知らず、物置き部屋のなかで久保

学長と私は楽しい会話をしておりました。 

 26 才で高知大学赴任してより、あっという間に 38 年が過ぎました。私は高知大学に勤めて、本当によかったと思うこ

とがあります。その一つは、教員が旧制高知高等学校の教官とその卒業生が中心となっていることもあり、高知大学の教

育研究環境が自由闊達であったことです。何をもって自由闊達かというと、一番に上げたいのは、教員間で上下の差なく

日常的に繰広げられた雑談にあったと思います。肩の荷を下ろした、とりとめのない雑談は、今から思うと、とても高い

水準の教養に裏打ちされたものでした。先輩教官の教養の深さに感服することが度々でした。私の会計研究は、会計制度

の役割をアメリカと日本の経済的、社会的、文化的環境のなかで明らかにするというものでしたが、この研究の方向性は、

高知大学のもつ旧制高知高等学校以来の自由闊達な伝統、何より教員間の自由なコミュニケーションがなければ促進され

なかったと思っています。 

 もう一つ、高知大学に勤めて、本当によかったと思うことは、学内にある樹木を楽しむことが出来たことです。学内で

は、陸軍の朝倉聯隊以来の古い樹木が沢山あります。高知大学の建物はみすぼらしいが、樹木はすばらしい。大学正門の

おうちの木、築山のモミの木、運動場近くの椋の木、保健管理センター横のトウカエデ、教育学部棟近くのイチョウの木、

弓道場近くの桜の木など個性のある樹木が一杯あり、その多くをスケッチし、楽しんだものです。高知大学の自由闊達な

教育研究環境、多様な樹木に囲まれた自然環境。これらを十分に楽しむことが出来ましたことに感謝致しております。 

 しかし残念なのは、私が享受した環境が、近年、急速に様変わりをしていることです。私が楽しんだ大きな樹木は切ら

れ、キャンパスのあちこちにその死骸が横たわっています。保健管理センター東のトウカエデは枝が見事にはり、春には

目の覚める緑を、秋には真っ赤な彩りを見せていましたが、今では無残な伐採された姿を見せています。いくら建物に邪

魔だといっても切り方がある。木の切り方にもセンスがあらわれる。トウカエデの巨木の切り方に、現在の高知大学の状

況を見せつけられた感じがしました。願わくは、高知大学の自由闊達な教育研究環境も、大学の木々がなき倒されるよう

な消滅を迎えてもらいたくないと願うばかりです。 
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真理は一つ、されど教え方は様々 

 
   

教育学部教授 下村 宏彰 

 
 高知へ赴任してから丸6年間がたつ。私はそれまでに、京都大学理学研究科で数学を学び、 福井大学へ赴任して、教育

学部で25年間、工学部で2年間、数学の研究と教育で日々を送ってきた。ここでは研究はさておき、長年の教育に関する

雑感を退職にあたって記しておきたい。 

 表題の「数学上の真理は一つ、しかし、その教え方は・・・」がmain thema である。 

  私が最初に教鞭をとったのは福井大学の教育学部であった。その当時の自分の授業を振り返ると、未だ指導を受けた

諸先生や京大の数学仲間の影響をひきずっていて、随分と理学部向きの授業をしてしまったような気がする。勿論、私は

当の学生達が数学の授業に期待しているものを漠然とではあるが感じとろうと努めてはいたが、実践にはいたらなかった。

それをはっきりと意識し、理学部の学生の期待とはまったく違うものであると感じたのは大分時間が経ってからである。 

 考えてみれば学部の目的意識が違うのであるから当然のことである。有り体にいえば、理学部では、研究や社会の第一

線で活躍できる人材の養成がまず第一に望まれることであろうし、その趣旨に添えば、カルキュラムは自ずと高校までの

基礎的段階を振り返ることなく、ひたすら最先端の数学を目指して展開されることになる(ただし、原則論であるが)。 

また、私が在籍した工学部でひしひしと感じたことは「数学は道具である」とよく言われていることを再確認したこと

だった。例えば、歯車の回転の効率を上げるにはどうしたらいいか、その中間段階で数学は計算という形で姿を現す。当

然のことながら取り組む学生たちは、この計算を手早く処理する方法はないかと訊いてくる。そこには面倒な理屈などは

いらない。 

 さて、最後に教育学部であるが、目的は教員養成であるから、第一にしなければいけないことは、卒業して教育の現場

に立ったときに困らない学力を学生につけさせることである。教えることと教わることは全く違う。 

例えば、三角錐の体積に三分の一が付く理由を中学校では実験的に説明している。説明を聞いている生徒は「そうか」

ですむが、先生たるものは「何故それが今説明できないのか」その訳を理解していなければならない。他にも、小、中、

高の教材で生徒としては見過ごしてきたが、教師の側に立ったとき理解しておかなければならないことは山ほどある。教

育学部では第一線の数学よりは、これまでに学んできた学校数学の検討とその延長線上にある大学数学に根ざした数学の

主たる幹をしっかりと認識させることが大事であると思っている。 

 私が以上のことをはっきりと認識できたのは、実はここの教育学部に赴任してからのことである。これまでに沢山の学

生と接し、沢山の数学と出会ってきた。その結果、表題の「真理は一つではあるが、教え方は様々」ということを実感し、

かつ実践できるようになった。 

 当の学生達がこの授業に何を期待して臨んでいるか、それをしっかり把握してそれなりの授業計画をたてることがミス

マッチを起こさない最大の要因である。簡単そうに見えるが、学生のニーズを読むことと、それに添った教材を準備する

ことはさほど容易ではない。新米の頃は思ってもいなかった「学校教科書の一単元を自分なりに構成してみる」という卒

論のテーマも最近ではちゅうちょなく学生に与えられるようになった。私も少しは現実的な授業ができるようになったと

思っている今日この頃である。・・・、そしてここに退職の日を迎えた ・・・。 
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退任にあたって 

  

                             

教育学部教授 石川 充宏 

 

 高知大学教育学部に赴任してあっと言う間に 22 年の歳月が経った。赴任前の 2 年間は非常勤講師として夏と冬に来て

いたので、24 年間お世話になったことになる。 

 昭和 59 年 7 月の暑い盛りに集中講義のために高知大学に来たのが最初であった。空港に迎えに来てくれた学生に、い

きなり龍河洞と桂浜に案内されたのを今でも鮮明に覚えている。その時に初めて見た龍馬像が何とも不思議な緑青色で、

後に調査をして修復に深く関与することになるとは、その時には思いもしなかった。 

 22 年間で、高知大学も大きく様変わりした。赴任時から所属していた教育学部特別教科（美術・工芸）教員養成課程

〔通称＝特美〕は、学部改革によって生涯教育課程となり教員養成課程ではなくなって、美術と音楽で芸術文化コースと

なった。それ以前に大学院も設立した。その間、各種の委員会に所属して改革を検討したのも今では良い思いでとなって

いる。また、高知医科大との統合により新高知大学の学章学歌検討委員会で学章の選定に関わったので、現在のマークを

見る度に当時を思い出す。その後の国立大学の法人化、今年度からの大学院改革等々で今後も変革は続くと思うが、教育

学部の歴史を考えると〔特美・特体〕をより良い形で存続して欲しいと願っている。 

私の専門は金属工芸の一分野の鍛金である。鍛金は銅や黄銅、鉄などの板や棒を叩いて造形する。制作する物の大きさ

や形にもよるが、制作中には大きな音を生じる。作者はその音を聞きながら、正しく道具を使っているかを判断する。周

囲の者にとっては騒音でも、作者にとっては重要な音なのだ。教育学部 3 号棟の住人にとっては迷惑な音に悩まされて

いたと思うが、苦情も言わずに仕方なく理解してくれたことに今は感謝をしている。 

 主として私の作品の発表の場は、毎年春に開催する「日本現代工芸美術展」と秋の「日展」である。その他に私が高知

に来て主宰している「カレントクラフト展」や県内外のグループ展などの制作で、一年中休み無く作品作りに励めたのも

高知大学の環境が整っていたからだと感謝をしている。 

 在任の 22 年間には、高知大丸美術画廊での「カレントクラフト展」、かねてからの念願であった坂本龍馬像修復、科

学研究費補助金の「江戸のものづくり」では和時計の研究、「富士フィルム先進コア研究所モニュメント」のプロデュー

スと制作など、私の大学時代の先輩や後輩の協力を得て、県内外のいろいろな仕事をさせて頂いた。去る 4 月 1 日から 6

日まで高知市文化プラザかるぽーとに於いて「鍛金造形とその周辺－石川充宏高知大学退任記念－」の展覧会を卒業生が

中心になって企画し、上記の仕事仲間と教え子と私の 40 年間の作品を展示した。多くの教え子たちと仲間に支えられて

高知でいろいろな活動出来たことを痛感した展覧会であった。 

  

 最後になりましたが 4 月 1 日から渡邉輝道先生の後任として、放送大学高知学習センター所長に就任しましたので、

高知大学の教員各位には今後ともお世話になりますのでよろしくお願いする次第です。 
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退職にあたって 
 
 

理学部教授 國信 茂郎 

 
2008 年 3 月末日をもって高知大学を定年退職いたしました。1970 年京都大学、および同大学院を終了して以来、

松下電器産業で 30 年研究と開発に従事し、その後高知大学で 7 年教育と研究に携わってまいりました。その間に頂き

ましたご指導、ご鞭撻、ご支援まことに有難うございました。 

会社、大学を通して多くの機関で、技術討議、共同開発についての検討、および技術マネジメントについての話し

合いを行い、多くの知見が得られたことは、私の大きな財産です。機関について言えば、たとえば、海外では、IBM(テ

キサス)、サンマイクロシステムズ(カリフォルニア)、ヒューレット・パッカード(カリフォルニア)、ナショナル・セミ

コンダクター(カリフォルニア)、ソルボーン(コロラド)、アーム社(英ケンブリッジ)、ケンブリッジ大学（産学連携討

議）、カリフォルニア大学バークレー校（留学）、NewYork Times（取材）、High Performans Systems（取材）があ

ります。民間会社、および国立大学という異なる二つの環境を経験することが出来、お互いの良い点、修正すべき点

を学ぶことが出来ました。民間会社（研究部門）の見習うべき点は目標の明確化（実現に要する期間の設定、投資効

率、特許対策等）、プロジェクトの重要度によっては、数億円の予算で運用されたり、人員を増やすダイナミズム。大

学の良さは、じっくりと研究に取り組める環境です。 

現在、社会のあらゆる場面でパラダイムシフトがおこっています。何よりもお金が貴重だった時代が終わったとき、

新しい時代に本当に大切なものは何なのか、が問われる時代です。それが「技術」、「知識」、「情報」であり、特に「情

報」の収集、選択、処理をいかにやるかということが、大事になってきています。 

この３つのキーワード、「技術」、「知識」、「情報」を下支えするのが「教育」です。やや混沌とした時代を整理付け

し、重要度に沿った秩序付けをする意味で「教育」はもっとも重要なものです。現在、大学を取り囲む状況は厳しい

ものです。しかし、「教育」の重要性に鑑みると、「教育」の一端を担う大学は工夫と行動のやりかた次第では非常に

やりがいのある場所になり得ると思います。健闘を祈念します。 
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国立大学法人 高知大学          平成二十年三月 定年退職教員 特別寄稿集「退職にあたって」 

 

 
退職にあたって 

 
 

医学部教授 竹田 泰三 
 

私は昭和６１年に助教授として高知医科大学に赴任してまいりました。以来、教授職の 9 年を含めて２２年間を高知

で過ごすことになりました。一期生の卒業が昭和５９年ですから、着任当初の高知医大はまだまだ新設大学の香りがする

初々しい大学であったと覚えています。ただ、初代教授の本庄厳先生が京都大学に転出されたので、耳鼻咽喉科の教授は

既に２代目で、齋藤春雄先生が教授を務めておられていました。齋藤先生とは、同じく新設大学である滋賀医大で教室作

りに参画した縁より、高知医科大学でも一緒に新しい教室を作ろうではないかとのお誘いの電話を留学先のテネシーでい

ただきました。私には何の異存も有りませんので、一も二もなくお引き受けすることにしました。赴任してみると、前任

地の滋賀県とは医療環境がずいぶん違い、重症の感染症が多いこと、頭頸部進行癌の多いことが目につきました。その最

大の原因は、両翼に長く広がった高知県の特殊な地理事情があるように思われました。手術を伴うような高度な医療が出

来る施設が高知市に集中し、周辺は医療施設が乏しいことに加えて交通の便が悪く、医療を受ける機会が少ないことが最

大の要因と考えられました。そこで、教室作りの最重点目標は、両翼に広がった遠隔地に関連病院を作ることでした。こ

の目標は、私も踏襲し或る程度成果が出てきたと思われました。しかし、それはつかの間のことで、都市部への人口流入

の大きな流れの中で新卒後研修制度が導入され、入局者が激減、教室作りの大きな目標であった関連病院の充実はあきら

めざるをえないことになりました。同様のことは他の地方大学でも起こっており、時の歯車が逆転するのを待たねばなら

ないのかと思っています。 

教育に関しては、学内の制度改革には加わりませんでしたが、前述の新卒後研修制度の制度設計には加わらしていただ

きました。数年を費やした仕事でしたが、いかに理想的に制度を設計しても、各方面の利害が絡まった要望に従い、いく

らかのくさびが抜かれると諸悪の根源のようにいわれる制度ができあがることを、身をもって体験しました。 

臨床に関しては、地方にいても中央と同レベルの、いや、それ以上の治療が出来ることモットーにスタッフの充実を図

ってきました。ただ、上述したスタッフの減少に対応すべく、治療法の改良、合理化を進めて入院期間を短縮してスタッ

フの負担軽減を目指さざるをえなくなりました。もちろん、医療レベルの維持は大前提にしていましたので、結果として

は、国際誌に掲載できるような治療成績のめざましい改善がえられることになりました。よく、必要が発明の母という言

い古された言葉がありますが、何かを打開しなければならない問題点が新しいものを生み出すものであり、今の高知大学

が置かれている難局もこれをバネにすればきっと大きく飛躍できるのではないかと思われます。 

研究に関しては、終始、優れた共同研究者のサポートをえられた恵まれた環境にありました。２２年の長い歳月には、

研究テーマも内耳電気生理から内耳水代謝にシフトしましたが、丁度、水チャネルの構成蛋白であるアクアポリンが発見

されたことにより、この研究テーマは時流に乗ることが出来ました。臨床スタッフの減少にも関わらず、研究スタッフは

他大学から院生として加わってもらう幸運もあり、内耳水代謝の大枠とメニエール病の病態生理の解明に大きく踏み込め

たことは望外の幸せでありました。 

近年、大学のあり方に経済論理が導入され、大学経営の考えの下に効率化が全面的に求められています。グローバル化

の中で大学も競争社会に無縁ではなく、これもある程度致し方ないかと思われます。しかし、昨今の状況を見るとなにか

手段が目標になっているように私には思えてなりません。本来、教育や研究は効率化の対極にあるべきものと考えます。

行きすぎた時代の振り子が戻ってくることを切に望みます。 
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国立大学法人 高知大学          平成二十年三月 定年退職教員 特別寄稿集「退職にあたって」 

 

 
退任にあたって － 内分泌代謝学の今昔 － 

 

 

医学部教授 橋本 浩三 

 
 私は医学部卒業後、昔のインターン制度の最後の年のインターン生として１年間臨床研修を受けた後、昭和４３年に医

師となり、又、大学で副手として勤務を始めました。米国留学中の２年間も大学で過ごしましたので、通算４０年間大学

へ在籍していたことになります。平成３年に高知医科大学へ教授として着任し、それから１７年が経ちました。 

 前任校、高知医科大学、高知大学医学部時代を通して、内分泌学、糖尿病学、腎臓病学、臨床免疫学を専門とする講座

に属し、臨床面でも研究面でも内分泌学、糖尿病学などを中心とした分野で仕事を行ってきました。研究を開始してから

の十数年間は、内分泌系の調節の要である視床下部ホルモン、特にＴＲＨ、ＬＨＲＨ、ＧＲＨ、ＣＲＨなどが次々と発見

され、ホルモンの測定法や内分泌負荷試験も続々と開発され、内分泌学の基礎研究と臨床が最も花開いた時代でした。 

 ホルモンは下垂体、副腎、甲状腺、副甲状腺、性腺といったいわゆる内分泌臓器から分泌されて血液中を運ばれ、体の

中のいろいろな細胞に作用する微量な物質であると昔は定義されていましたが、やがてホルモンは脳、肝臓、心臓、腎臓、

消化管などいろいろな所で産生されていることが明らかになってきました。最近では脂肪組織からも多くのサイトカイン

やホルモンが産生されており、それらが動脈硬化の進展や抑制に深く関与していることが明らかになりました。 

 私が研究を始めた昭和４３年頃は、日本人には糖尿病が少ないとされ、血糖の他にはインスリンがやっと測定可能にな

った時代で、糖尿病研究を目指す人は少ない時代でした。この４０年の間に日本人の生活様式や食生活の欧米化に伴い、

糖尿病患者が増加し（平成 18 年度の統計で約 820 万人）、現在では糖尿病が失明や腎不全患者の透析導入の最も大きな

原因となっています。それにつれて糖尿病の研究者の数も大変多くなりました。内臓脂肪蓄積によるメタボリックシンド

ロームが糖尿病、高血圧、虚血性心疾患などの生活習慣病の予備群とされ、今年４月から４０歳～７４歳までを対象とし

てメタボリックシンドロームの特定検診、保健指導が実施されることになったことは隔世の感があります。平成３年に高

知医科大学に赴任してから今日まで、教室員と共に主として内分泌代謝学を中心に、ホルモン調節機構、ストレス関連ホ

ルモンによる多彩な遺伝子の発現調節、動脈硬化に関与する分子の遺伝子発現調節などに関する研究や、臨床研究を行っ

てきました。４０年間一貫して内分泌代謝学の研究に携わることが出来、大変恵まれた環境で仕事ができたことを感謝し

ています。 

 一方、最後の２年間は教授職と学部長職の兼務で大変多忙な日々を過ごしました。この４月からの実施を目指しての大

学院改組、共通教育改革、教員組織の改編案などの検討で、度々朝倉キャンパスにも出掛けました。大変多くの議論がな

されましたが、これらの案が一部暫定的ではありますがまとめられ、４月より実施されました。最後になった３月２０日

の医学部教授会で、新しい医学部教授会の規則、大学院の博士課程や修士課程の専攻会議規則、学系教授会規則、部門会

議規則及びそれぞれの会の長やメンバーを決めることが出来、学部長としての役目を果たすことが出来ました。メンバー

が新たになった種々の会議が真に有効に機能して、高知大学及び医学部の発展に寄与し得るものになることを心より願っ

ています。 
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国立大学法人 高知大学          平成二十年三月 定年退職教員 特別寄稿集「退職にあたって」 

 

 
退職にあたって 

 
 

                      医学部教授 上野 脩幸 
 

 私が高知医大に赴任したのは、昭和 56 年 4 月 1 日で、玉井嗣彦先生（現鳥取大学名誉教授）が教授、私が助教授、野

田幸作先生（現開業）が講師（6 月に発令）、岸 茂先生（現講師）、伊与田加寿先生（現開業）が助手で、これに文部事

務官の幾井（現姓樫本）さんの、計 6 人で教室がスタートしました。10 月 12 日の開院式までは附属病院の全国初の電算

化(IMIS)のための訓練に明け暮れたことを覚えております。以来 28 年がたちますので 41 年間の大学職員としての生活

の中で約 2／3 を高知で過ごしたことになり、大学と共に歩み、学ばせていただいたことに厚く御礼申し上げます。私は

平成 2 年 1 月 1 日付けで、玉井前教授の鳥取大学への転出の後を受けて教授（科長）に就任しました。今、改めて振り

返ってみますと本当にいろいろな事があり波瀾万丈の教員生活であったように思います。 

開院間もない頃には、日本が超黒字大国であることに対する世界的風当りが強く黒字減らしのため、臨時に各科 1 千万

円～2 千万円の診療機器を購入するようにと政府より通達があり、当科は超音波白内障手術装置を既に 1 台保有していま

したが 2 台目を購入していただきました。ここ数年の文科省よりの予算激減を思いますと信じられないような時代で、

バブルの頂点だったのでしょうか。そのほか 1999 年 2 月の高知赤十字病院での国内第 1 例脳死患者からの角膜移植手術

の担当、コンピュータ西暦 2000 年誤作動問題対策、PBL チュートリアル教育を中心とした医学教育の改革、臨床研修医

の 2 年間の卒後研修必須化、高知医大の閉学そして高知大学への統合、国立大学法人化とそれに伴う助手以上の教員に

課せられた毎年の総合的自己評価、地域に開かれた大学であるための取り組み、などなど全てはじめてのことに戸惑いを

感じながら今日まで勤めて参りました。 

ここ２年間は、各大学は積極的に地域貢献せよとの文科省の方針のもと、我々医学部も、私が橋本医学部長に命ぜられ

まして、岡豊キャンパスのあります小蓮地区の住民のために「健康相談」を、岡豊町民、南国市民のために「健康に関す

る講演会」のプランナーとして活動しましたし、南国市振興計画審議会の委員として市政に参画しまして、住宅調整区域

のため開学以来岡豊キャンパス周辺には学園都市の機能が何も出来なかったのですが、このたび刊行された市の第３次南

国市総合計画という冊子の中に「高知大学医学部周辺の適地に産学連携拠点や研究学園都市の設備創出を図ることや、既

成市街地周辺整備による住居系の新市街地の形成確保を図るなど魅力的な新たなゾーン整備を推進する」という文言を入

れさせる事に成功しました。医大開学以来 30 年たってかたくなであった行政がやっと重い腰を上げてくれたわけで、近

い将来岡豊キャンパス周辺が快適な住環境になる日がやってくることが期待されます。 

 診療面では高知県での眼科最終病院としての責任を果たすこと、立派な眼科専門医を育成すること、東西に長い高知県

に拠点病院を作り、高度眼科医療を提供することを目標にかかげ実行にうつして参りました。残念なことに、その道なか

ばにおいて新臨床研修制度が導入され入局者が激減、県周辺部の病院に医師を派遣できなくなったばかりか、医師の引き

上げまでせざるを得なくなったのは痛恨の思いでいっぱいです。 

これまで大過、小過いろいろとありましたが何とか任務を終了できますのも教室員はじめ高知大学医学部および附属病

院全職員のご協力によるもので感謝致します。 

最後に高知大学そして医学部、附属病院が今後更に発展していくことを祈念しつつ退職のご挨拶と致します。 
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国立大学法人 高知大学          平成二十年三月 定年退職教員 特別寄稿集「退職にあたって」 

 

 
充実した 4 年間をありがとうございました 

 
 

黒潮圏海洋科学研究科教授 高橋 正征 
 

私は前任校を定年退職し高知大学へ再就職しましたので、在任期間は４年でしたが次のような貴重な経験ができ、私の

人生の中で最も充実した時間を過ごしたように感じています。 

 その一は、「黒潮圏科学」という新しい学問の創生に参加できたことです。黒潮圏海洋科学研究科は私が着任した平成

１６年 4月に博士課程の独立研究科として新設されました。当初は、学内の各学部から集まった教員が、黒潮圏域で文理

融合の研究とそれに基づいた大学院博士課程教育をするという程度の理解でしたが、議論を重ねる内に次第に皆が熱を帯

びていって、哲学を踏まえた新規の学問分野を創出しようというレベルにまで発展していきました。片足はそれぞれの専

門性を踏まえ、もう一方の足で「共生」や「社会の持続性の強化」といった全員が共有する考え方でスクラムを組んで新

しい学問領域の概念を固めて行こうというのです。そこには自然に文理融合のアプローチが生まれ、人間社会のあり方を

模索する方向まで考えるようになりました。こうした学問創生の努力は平成１８年度に共通教育「黒潮圏科学の魅力」の

新規オムニバス講義を開講し、２年目には副読本「黒潮圏科学の魅力」を出版し、さらに縦書きの一般啓蒙書の出版にま

で盛り上がりました。同時に、平成１８年度には黒潮圏科学の研究成果の発表媒体として雑誌「黒潮圏科学」を創刊し第

１巻で１，２号、第２巻で１号の発行にこぎつけました。近い将来、黒潮圏科学を代表するような研究成果の出てくるの

が楽しみです。 

 その二は、学長選挙で候補者の一人となり、図らずも日本の大学のあり方を真剣に考える機会をもったことでした。私

は、高知大学を含めて国立大学に３１年勤め、その間自分としては努力してきたつもりでしたが、振り返ってみますと、

大学教員として十分力を尽くしたという自信がもてないのです。と言いますのは、特に、最近の 10 年間は社会に送り出

した学生が大学で受けた教育を十二分に発揮して活躍しているようには見えないからです。大学在学中に学生が持てる力

を十分に磨けてない感じを強く受けます。大学の使命は、学生が実力をつけ大きな希望をもって社会に巣立つように教育

することですが、最近の日本の大学ではそれが十分には機能していないように思えます。こうした理解は、学長選挙で大

学のあり方をやや高い位置から眺めて初めて得られ、大学は初心に立ち返って「学生教育」のあり方を再検討する必要性

を強く感じるようになりました。幸いに、一部の教職員や学生諸君と、以上のような日本の国立大学法人の現状理解を共

有でき、高知大学から望ましい大学のあり方に向けた努力が芽吹いてきた感触を持ちました。 

 その三は、東京では、地域との連携をほとんど経験できませんでしたが、高知では海洋深層水の資源利用に関係してい

たこともあって、県を始め市町村や、民間の方々とも一緒になって地域社会のあり方を考え、いくつか実践して効果を確

認する経験をしたことです。 

その四は、個人的なことですが、家族と離れて高知で単身生活をすることになり、炊事・洗濯・掃除など一切の家事を

生まれて初めて経験しました。毎日、欠かさず朝食と夕食をつくり、しばしば宿泊来客を自宅に泊めてもてなし、充実し

た日々を送りました。 

以上取り上げた 4つの経験は一見ばらばらなように見えますが、実は、相互に深く関係し、その最も大きな効果は物事

をより大きな視点で捉える姿勢ができたことです。こうしたすばらしい経験をさせていただいた高知大学と関係者の皆様

に心から感謝する次第です。 
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国立大学法人 高知大学          平成二十年三月 定年退職教員 特別寄稿集「退職にあたって」 

 

 
退職にあたって 

 

 

総合研究センター准教授 古谷 正人 

 

 私は、昭和 58年 4月に省令化された高知医科大学医学部附属動物実験施設に、助教授として同年 8月に赴任しました。

施設着任時の正直な第一印象は、「これは何だ！」でした。建物はあるが施設の形態はなく、将来を見据えた物ではあり

ませんでした。幸い 4年目に第 3期増築の機会が訪れ、施設課の多大なご尽力を得て既存建物も大改修して頂き、玄関・

管理区域・飼育動物の微生物グレードに合わせた区域等の区分けがあり、一応 ONE WAYで施設内を移動できる物を造るこ

とができました。その後少しずつ改善して現在に至っており、バトンタッチしても恥ずかしくない施設にすることができ

たと思っています。施設造りは苦労しましたが、すばらしい点もありました。それは、6名の技術職員が定員枠で居たこ

とです。現在は 5名ですが、これほど多くの定員が居る施設は全国にありません。その恩恵は、施設の管理運営面だけで

なく利用者にも及んでいます。すなわち、非常に安価な利用料で研究が続けられる点です。これは、「研究の基盤基地で

ある共同利用施設の基礎をしっかりした物にしておくことが、将来的に見て重要である」との初代学長であられた平木 

潔先生のお考えに負うものです。先生の先見の明には、現在も感服の極みであります。 

 教員生活 40 年、施設の管理運営、研究、教育面で色んなことがありました。上述のように結果が表れる仕事は激務で

も遣り甲斐があります。しかし、結果が伴うか否かが判らない仕事ほど辛く苦しいものはありません。その最たるものが

法人化前の現助教の獲得競争です。現在も国立大学の数施設には助教がいませんが、その当時は 15校程ありました。「省

令化順でなく、概算要求の内容次第」との現文部科学省の一言と、施設は重要性と激務の割には学内評価が低いことから、

この機会を逃すと助教は着かないと思い、教員生命をかけました。ただ、どの施設もやること、やりたいことは略同じで

すし、確率は 1/3でした。したがって、競争は熾烈で、且つ文部科学省の指導は創造を絶する厳しいものでした。幸い獲

得できた後の 2年間程は、完全に燃え尽き症候群だったことを覚えています。 

 施設運営には管理型と利用者型があり、施設としては前者が楽で、後者に傾斜するほど職員の心労が増えます。私が、

着任時に利用者型の方針が採れたのは、当時はご自身で動物の飼育管理をされた方、感染症を体験された方が多く、衛生

管理と飼育管理の行届いた近代施設で動物実験が出来ることの有難さが解る方々が多かったからです。しかし、最近はそ

のような施設で動物実験をすることが当り前になり、施設の重要性と有難さを空気のように気付かない方々が増加してい

ます。気になります。動物実験施設は生命科学の研究に必須な場所ですが、一旦感染症が発生すると元の状態に戻すのに

2・3 年は要します。どうか、その点の自覚と、年中休むことなく体力と神経をすり減らしている施設職員およびエネル

ギーセンターの方々の存在を忘れて欲しくありませんし、感謝の気持ちを忘れないで頂きたいと思います。 

 近年、動物実験等を取り巻く社会環境は世界的に厳しくなっています。わが国では、欧州のように動物実験等を全て法

律の下で行うのではなく、法の下で自主規制下に実施しています。ただ、根幹の法律は５年毎に見直されます。動物実験

をされる方々がその点を自覚されずにいい加減に実施していると、規制は当然強化されます。本学で動物実験等を行われ

る教職員・院生・学生の皆さん、一人ひとりがこの点を十分自覚して、科学的で動物福祉に配慮した動物実験等を実施さ

れることを切望します。 

 最後になりましたが、高知大学および動物資源開発分野（動物実験施設）を含む総合研究センター各分野の更なる変革・

発展と、それらの施設を活用した優れた研究成果が本学から発信されることを心から祈念しております。 
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