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様式第３号（第５条関係） 

 

所 信 表 明 書 

 

氏  名   北野 正剛            

 

今回、教育研究評議会、経営協議会、また、医学部の各講座・附属病院を代表して連署した２０人

の教授の皆さんから、学長候補者として推薦されました。 

私は、この三つの推薦を重く受けとめ、学長候補者として、３）のとおり「大学運営に関する構想」

について、また、順次、１ 教育、２ 研究、３ 医療、４ 地域貢献・社会連携、５ 国際化・国

際協力に関することなどについて、大分大学の運営に関する所信を表明します。 

 

最初に、 

「大学運営に関する構想」について言及するに先立って、まず、平成２３年１０月からこれまで約８

年間、学長を務めている大分大学をめぐる現下の状況、大分大学が当面する課題に関する私の基本認

識について言及することとします。 

 

１）大分大学をめぐる現下の状況について 

まず、少子化の進行のため大学志願者人口が急激に、かつ、将来長期間にわたって減少するいわゆ

る「２０１８年問題」があり、九州地域における急激な少子化（因みに、大分県における出生数は、

昭和２３年には４３，９２３人でしたが、ここ３年間は平成２７年 ９，１１２人、平成２８年 ９，

０５９人、平成２９年 ８，６５８人）の進行により、入学者の８０％が九州地域、３０％が大分県

である大分大学は、直接的な影響を受けることが懸念されます。つまり大学教育に耐えうる入学者の

確保が厳しくなっていく状況にあることを認識する必要があります 

質の高い入学者を確保することができなければ、将来にわたって大分大学は存続することはできま

せん。現在、全国の国公立、私立の大学は、その生き残りをかけて、より優秀な入学者の確保に全力

を注いでおり、本学もいわば「大学間・大競争時代」の真っただ中におかれています。 

次に、平成１６年の旧大分大学と旧大分医科大学の統合から１６年を経て、国は、機能強化を行わ

ない国立大学の運営費交付金の削減を続けており、国からの評価が相対的に低い状況にある大分大学

にとっては、今後、他大学に先駆けた改革を積極的に実行していかなければ、健全な大学運営を行う

ことが非常に困難になることが予想されます。また、これに関連して、産学官の連携やより多くの外

部資金の獲得が求められています。 

 

２）大分大学が当面する課題について 

最近の大分大学の入試における志願倍率等の状況に鑑みるとき、最終倍率が３年間連続して下落し、

本年度はついに１．８倍という危機的状況にある学部、あるいは毎年度平均６０人の学生が休学し、

毎年度平均３９人が退学している学部もあり、大分大学は、今後とも、「前期日程」で志願者から選ば

れる大学を目指すという「量」の問題、また、入学する学生の「質」をいかにして確保するかという

二つの問題について解決するため、最大限努力していく必要があります。 

現在大分大学が直面している「大学間・大競争時代」を勝ち抜くためには、知的、道徳的及び応用

的能力を展開させるという大学の目的を実現するため、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授する

とともに、なお、在学中あるいは卒業時に各種国家試験等に確実に合格させるなど、学生の「付加価

値」を高め、いわゆる「出口保障」として、各学生の希望に即して就職したい企業、なりたい公務員、
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教員等必要な資格・免許を取得させ、一人一人が希望する企業、職業に就職できるよう努めることで、

より「質」「量」ともに高い入学者を確保できる大学づくりが必須です。 

いまこそ、社会の変革を担う人材、国際的に活躍しうる人材、地域社会に有為な人材を継続的に輩

出できる教育体制の構築が重要です。 

社会の変化に対応した大学の機能強化については、いうまでもなく、目に見える形で有効性の高い

方策を行う必要があります。 

地方国立大学の今後果たすべき使命とはなにか、改めて大学教育のいわば「原点」に立ち返り、大

分大学憲章に述べられている基本理念の後段「地域の発展ひいては国際社会の平和と発展に貢献し人

類福祉の向上と文化の創造に寄与する」を具現化し、更に発展させるために、大学改革は、いま、喫

緊の課題となっています。 

私は、「改革」なければ大分大学に明日はない！と強く認識し、地方国立大学の存立目的に照らして、

ここ、大分の地における「知の拠点」としての大分大学の使命を果たすべく、これまでにも増してあ

らゆる努力をしてまいります。 

 

３） 大学運営に関する構想 

本学を地域における「知の拠点」として存続し、発展させるためには、前述のように、より「質」

の高い入学者を確保し、特色ある教育、研究を確立し、また、大学運営に必要な財源を確保すること

が不可欠です。 

私は、ここ最近の４年間で、これまでの教育福祉科学部を大分県の要望等も踏まえ小学校教員の養

成に特化した教育学部に改編し、かねてから国、大分県の強い要望のあった教職大学院を設置し、地

域包括ケアの実現等のための人材育成を図る新しい「福祉健康科学部」を設置するとともに、学長の

リーダーシップの確立を図ることにより、大分大学が学部・研究科間の垣根を越えて、真の意味で一

体となることができるよう、コンプライアンス（大学運営の「健全性」）を確立しつつ、大学のパフォ

ーマンス（教育、研究に関する「業績の向上」）を実現する「ガバナンス（大学の統治）」改革を積極

的に推進し、これに関連する具体的な制度、施策を実施しています。 

このような約８年間の、学長としての実績を踏まえ、今後も、教育、研究、医療、地域貢献・社会

連携、国際化・国際協力など、大学運営のすべての分野にわたって学長としてのリーダーシップを発

揮し、これからは特に、地元自治体である大分県・市町村との地域貢献・社会連携を大切にしながら、

研究、医療においては世界水準を目指すことで、「地域に根ざし、世界を目指す」大分大学を実現でき

るよう努めてまいります。 

そのためには、予算の重点化や人員の配置・再配置などにより、機能強化を図り、引き続き大学の

「ガバナンス」改革を推進し、時代や社会の変化にスピード感をもって対応できるよう、迅速・的確

な意思決定システムを確立するとともに、大学運営の効率化を図るため、関係組織・会議及びその運

営について抜本的に見直し、徹底的な教職員の意識改革も図りたいと考えています。 

これらの改革により、国及び社会の評価を一段と高めることで、科学研究費補助金や寄附金など外

部資金の更なる獲得に結実させ、将来にわたって安定的な大学の財政基盤を確立するとともに、更に、

私は、厚生労働省、経済産業省など、国の支援を受け、国内にとどまらず、日本が誇る内視鏡技術な

どの高度な医療技術をアジア地域に普及させるため、平成３０年９月には「一般社団法人アジア医療

教育研修支援機構（ＡＭＥＴＳ）」を設立し、アジアにおける内視鏡技術の普及・発展を図るために積

極的に活動しています。 

今後は、以上述べた「大学運営に関する構想」の実現に向けて、令和元年からの年度計画を必要に

応じて改正し、令和４年度から始まる「第４期中期計画」に、上記の課題解決の道筋を組み込み、そ

れを着実に実行していく決意です。 
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 次に、以上述べた「大学運営に関する構想」の実現に向け、１ 教育、２ 研究、３ 医療、４ 地

域貢献・社会連携、５ 国際化・国際協力、更に、６ 管理運営に関する具体的な取組について、言

及することとします。 

 

１ 教育に関すること 

 私は、大分大学憲章の教育の目標を尊重し、その具現化のため教育活動を支援し、体制の整備を行

ってきました。１８歳人口が減少する中で、変化する時代に応じた魅力的な大学教育を実施するため

に、学部や大学院の改組を積極的に進めてきました。本学の強み・特色である「福祉・地域」を、よ

り明確に実践するため、４４年ぶりとなる新学部「福祉健康科学部」を平成２８年に設置しました。

また、平成２９年には、技術革新が急速に進む現代において、理学と工学を学ぶことで融合・複合的

領域で活躍できる人材を育成することを目標として、工学部を理工学部に改組しました。同年には、

経済学部においても、時代と地域のニーズに対応した人材を養成するため、社会イノベーション学科

を創設しました。本年度末には福祉健康科学部の初の卒業生を、来年度末には理工学部の初の卒業生

を輩出します。これに合わせて、大学院を改組し「福祉健康科学研究科（仮称）」と「理工学研究科（仮

称）」の設置も進めています。教育学研究科においても、教職大学院への一本化を目指して改組を進め

ています。私が学長に就任後、このような大きな変革を達成するに当たっては、大分県と密接に連携

し、また、生じた困難もリーダーシップをもって解決してきました。大学院改組を完遂することは、

次期学長として、大きな使命であると認識しています。 

就任当初より、「付加価値」のある優秀な学生を育成することを、教育の大きな目標の一つに掲げて

きました。平成２８年度採用公立学校教員採用試験では、教員就職率が全国２位を達成し、その好成

績はその後も続いています。社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、保健師の国家試験合格率は、全

国平均を大きく上回っています。これらは、各学部において取り組んできたカリキュラムの改革や学

生支援の成果であり、今後もこのような教育活動を積極的に支援します。本年度の入学式における学

長告示で述べたように、私は大学における無煙環境の整備に力を入れてきました。喫煙しない人材を

育成することは、喫煙にまつわる健康障害を防止し、長く社会で活躍できる人材を育成することであ

り、これもまた「付加価値」のある学生を輩出することであると考えています。 

令和２年度には入試制度改革が実施されます。これは大分大学単独で行われるものではありません

が、平成３０年４月に設置したアドミッションセンターを中心に、受験者・保護者だけでなく、高等

学校教員に対しても丁寧に対応していきます。高大接続事業の一環として、私も教壇に立ち「チャレ

ンジ講座」を行い、大学で学問を学ぶ楽しさを高校生に伝えるとともに進路選択の道標を提供しまし

た。「チャレンジ講座」は、教室での授業に加え、ＹｏｕＴｕｂｅ Ｌｉｖｅによる配信や、県内１３

の高校に設置した遠隔配信システムによる「同時双方向型」の授業を実施しています。大学からの情

報発信とともに、受験生や高等学校教員などからのニーズの収集を、積極的に実施したいと思います。

学生生活支援については、学生食堂の新築をはじめ、教室・トイレ・駐車場などの改修やバリアフ

リー化など順次進めてきました。今後も、高い安全性の確保を最優先に取り組みます。経済的困難を

抱えた学生に対しての支援は、既に可能な対処は継続的に行ってきましたが、令和２年度より始まる

高等教育無償化に向けて、体制整備を急ぎます。 

地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）は、大分県内の複数の大学や大分県をはじめとした地方公共団体な

どと共同で、地域における雇用の創出や学卒者の地元定着率の向上を目指して活動しています。全国

的な人手不足の昨今、県内就職率は期待どおりには上昇していませんが、「おおいた共創士」の認定な

どにより県内就職促進を図っており、今後も継続します。 

グローバル人材の養成についても、外部外国語試験の受験率は向上しており、今後更に本学学生の

海外研修を推進し、また、留学生の受入れを促進するとともに生活環境改善にも積極的に取り組んで

いきます。 
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２ 研究に関すること 

 今後の本学の研究力を発展させる上で、大切なポイントとして以下のことを掲げたいと思います。

第一に、本学の強みある研究を伸ばし発展させることで大型予算の獲得を進めたいと思います。ま

ずは基礎的研究費としての科学研究費補助金獲得努力の重要性を強調したいと思います。科研費は個

人の独創性ある研究の推進が基本理念ですが、個人の努力がすべての部局の努力につながることが重

要で、頑張る人と部局をこれからも支援していきたいと思います。一方、運営費交付金が増える見込

みが乏しいなかで今後外部資金の獲得は研究推進に必須です。私はこの４年間で日本医療研究開発機

構（ＡＭＥＤ）の大型予算獲得を奨励し、多数獲得することができました。これからも外部資金獲得

の努力を進め、研究力の維持ならびに発展に努力します。これらの公的研究費獲得の取組に加えて、

企業との連携による外部資金獲得が今後更に重要になりますので、企業との連携による資金獲得に努

めます。 

第二に、優秀な留学生の獲得並びに女性研究者の育成です。私はこの４年間でアジア、ロシア、中

東の諸国の多くの大学と新しい交流協定を結んできました。それは、今後本学の研究を発展させるた

めには、外国の優秀な研究者（大学院生を含む）の招聘が不可欠であると考えたからです。また、タ

イのバンコクにあるマヒドン大学に本学の事務所を設置し、活動拠点としました。その結果、交流が

深まり、東南アジアからの優秀な留学生の獲得につながっています。私は今後これを更にユーラシア

全体（ロシアや中東など）に広げ、優秀な人材を集め、国際的な共同研究を推進し、本学の研究力の

向上に努めます。 

また、女性研究者の育成とその活躍も本学の研究力を高めるために不可欠です。私は、平成２９年

４月からダイバーシティ推進本部として組織を改編しました。平成３０年度女性研究者比率は２０．

３％となって目標を達成し、女性教授割合は１０．４％（平成２７年度）から１３．５％（平成３０

年度）へと大きく向上しました。また平成２９年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバ

ーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」に九州・沖縄で初めて採択され、私自身が「おおい

た連携ダイバーシティ推進会議」の議長として、産学連携の共同研究と研究環境整備を通じた女性リ

ーダー育成に力を注いでいます。これまで学内保育所や病児保育の実現や、女性研究者の学会出席旅

費の支援などを通じて女性研究者育成を重視してきました。今後も女性教授の積極的な登用に努めて

いきたいと思います。 

第三に、本学の特色である福祉と医学を含む他領域の学問を結びつけた研究の推進です。新しく創

設された福祉健康科学部は、私が情熱をかけて設置した本学の新学部です。現在その大学院も設置予

定です。本学部は、これまでの本学の伝統である福祉研究を受け継ぐとともに本学にある医学研究を

結びつけ新しい学問創生を目指しています。医学は社会で実践されている医療を下支えする確固たる

学問であり、医療はそのような学問が生み出す科学的根拠に支えられています。国が提唱し今後の我

が国の社会を支える政策理念である「地域包括ケア」は、医療の実践者である医師に加えて理学療法

士、社会福祉士、看護師、保健師、介護士、介護福祉士などの多職種連携による取組であり、その取

組の結果を質保証する学問が未整備です。新学部では地域包括ケアを根拠づける新しい学問の創生を

目指します。更に私は本学の学部間の連携を促し、医学以外にも学内外の経済学、工学を含む他領域

の研究者の参加によって、我が国の将来に必須な福祉･医療のアウトカムを根拠づける新しい学問研究

のフロントランナーを目指します。 

第四に、産官学連携による研究の推進です。これまでも医療機器開発に実績をもつ地域産業との連

携を図り、東九州メディカルバレー構想を大分県との産官学連携事業として推進してきました。更に

平成２６年からＡＭＥＤ国産医療機器創出促進基盤整備等事業を獲得し、大分県及び地場企業との産

学官連携による医療機器開発を促進するための、企業研究者の人材育成に取り組んでいます。今後は

地域企業との連携に加えて、大分大学の研究力を更に国内企業との連携に広げていく努力をする所存



5 
 

です。既に成果をあげた事例としては、新規に開発したアルファリポ酸誘導体が抗癌剤脱毛予防効果

を示すとの発見をもとに特許を取得し、毛髪のリーディングカンパニーとの共同研究によって平成３

０年に抗癌剤脱毛予防剤の製品化と市場販売を実現しました。また製薬会社との共同開発により本学

初となる高度管理医療機器を保険収載のもと上市することができました。いずれも私自身の教授在任

中の開発物質であり大学との共同特許を有しています。これからも本学の研究成果を社会に発信し、

国民の福祉に貢献したいと考えています。 

第五に、本学の研究を推進するために欠かせない研究施設並びに設備の整備、つまり研究環境のイ

ンフラ整備です。本学で実施される基盤となる基礎研究に加えて、上述しました産学連携の研究、企

業との連携による医薬品等の開発、人工心臓をはじめとする医療機器等の開発等を実施するためには、

基本的な研究インフラの整備が欠かせません。私はそのような今後の最先端の研究を支えるために欠

かせない動物実験を含む実験研究施設や設備の整備に努めます。 

 

３ 医療に関すること 

 本学医学部附属病院は、大分県民の最後の砦として、高度な最先端の医療を提供する責務がありま

す。附属病院はそのため、約８年かけて病棟、外来や手術室の拡充など最先端の医療を提供する環境

を整備してきました。既に高度救命救急センターが稼働し救急医療において地域に大きく貢献してお

り、ダビンチによるロボット支援下内視鏡手術やハイブリッド手術をはじめとする低侵襲手術などの

高度な医療の提供が可能になりました。私の専門領域でもある内視鏡外科分野では、ＡＭＥＤの大型

研究費を得て世界トップシェア―の光学機器メーカーとの共同研究によりＡＩ補助下の手術を世界に

先駆けて導入し、安全安心な医療を目指した研究が成果を上げています。更に、附属病院は平成３０

年１０月に国からがんゲノム医療連携病院の承認・指定を受けたことで、がんゲノム医療体制を充実

させる基盤ができました。このような最先端の医療を提供する上で重要な医療安全面に関しては、平

成２９年４月にクオリテイマネジメント室とともに外部委員を構成員とする医療安全監査委員会を設

置して医療安全管理システムの構築を行いました。また、地域の災害拠点病院として、南海トラフ地

震などを想定し、災害時の病院機能の維持を担保する事業継続計画（ＢＣＰ）を平成３１年３月末に

策定したところです。令和元年７月には日本医療機能評価機構の３ｒｄＧ：ｖｅｒ．２一般病院３に

よる最新版の病院機能評価を受審する予定にしており、今後も安心安全な最先端の医療を提供するた

めに特定機能病院あるいは災害拠点病院として附属病院の機能強化を進めてまいります。 

 一方で、大分県は少子高齢化が急速に進んでいることから、地域の医療機関と連携を図り、超高齢

社会に対応できる全人的医療を提供することも重要です。本学医学部附属病院が中心となり、地域連

携体制の再構築、自治体等との情報共有・連携の強化及び地域医療構想と機能分化へ積極的な関与が

必須であると考えています。その一環として第３期中期目標・中期計画に基づいて、現在附属病院で

は地域包括ケアに対応できる総合患者支援センターを整備するとともにＩＣＴを利用して地域医療機

関との連携強化を図ってきています。将来的に全県下の地域医療・福祉機関が連携し、県民の医療情

報を多職種で共有して、適切な医療・福祉を切れ目なく提供できるように、今後の大分県のあるべき

医療・福祉提供体制の実現を目指します。 

 高度で安心安全な最先端医療の提供や地域医療を維持していく上では、医療人材の確保と育成、ま

た表裏一体である医療スタッフの働き方改革への対応が必要です。今後若手医師の地元定着率を上げ

ていくために、卒前教育から卒後初期研修、更に後期専攻医に対する専門医研修をシームレスに行い、

医師のキャリア形成を支援できるように臨床教育実施体制を強化していきます。そのためには働きや

すい環境を提供することが重要であるとの認識に立ち、医師をはじめとする医療スタッフの労働時間

管理の適正化、チーム医療の推進、ＩＣＴ等による効率化、高度な知識・技術及び臨床経験を備える

薬剤師や看護師などのコ・メデイカルの育成と獲得を進め、医師業務のタスクシフティングを図って

まいります。 
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 このような取組を実現する上では附属病院の経営基盤の安定化も重要な課題です。再整備がほぼ完

了し、病床稼働率８８％以上、平均在院日数１５日以内、後発医薬品率６０％以上の第３期中期目標

は達成されてきていますが、今後消費税１０％への増加に備えて、医療費率など経費の削減に努め、

経営基盤の更なる改善・安定化を目指します。また、医療経営に精通した人材の育成にも努力し、長

期的・戦略的な経営ビジョンのもとに病院の運営・管理に取り組んでまいります。 

 

４ 地域貢献・社会連携に関すること 

 大分大学憲章の社会貢献の目標として、「大分大学は、地域拠点大学として、教育・研究・医療の成

果を地域社会に還元することにより、地域社会との連携と共存を図り、その発展に貢献する。」ことを

掲げています。また、２０１５年に作成された大分大学ビジョンにも「地（知）の拠点としての機能

の高度化」を掲げ、大分県との強い連携のもと、地域貢献に尽力してきました。 

 平成２２年にスタートした東九州メディカルバレー構想では、大分県及び宮崎県と地元関連の産学

官が協力体制を構築し、本学も医学部を中心として大きな役割を果たしています。これに関連して、

平成２３年に国から指定を受けた「地域活性化総合特区」は、東九州メディカルバレー構想の成果が

高く評価され、平成２９年に再指定されました。附属病院においては、大分県ドクターヘリ基地機能

を併せ持つ高度救命救急センターをはじめ、地域の中核病院やへき地拠点病院との協力体制を充実さ

せ、大分県民の医療に大きく貢献しています。また、平成２８年に発足した「健康寿命日本一おおい

た創造会議」の会長として、大分県民の健康寿命延伸に向けた各種取組を進めています。今後も、大

分県の医療や医療産業の発展に寄与していきます。 

 近年、大分県では「平成２８年熊本地震」「平成２９年７月九州北部豪雨」「平成２９年台風１８号」

と大規模な災害が続いています。平時からの地域の防災・減災対策の必要性の高まりから、平成３０

年１月に学内共同教育研究施設として減災・復興デザイン教育研究センター（ＣＥＲＤ）を設置しま

した。その直後の平成３０年４月に発生した「中津耶馬渓町地すべり」で、ＣＥＲＤが自治体と協力

し活躍したことは大きく報道されました。その後、大分県や佐伯市などの地方公共団体だけでなく、

国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所、気象庁大分地方気象台、株式会社大分放送（ＯＢＳ）

などと連携・協力協定を締結し、更に本年５月に国土交通省国土地理院九州地方測量部と締結します。

今後も地域の防災・減災に貢献していきます。 

 求める学長像のひとつに、「大分県の知の拠点として，積極的に広範なネットワークの形成に努め，

地域とのコミュニケーションを図り，地域社会の活性化に寄与する大学運営を推進できること。」が掲

げられています。私は、大分県とより強い連携を図るだけでなく、地域の基幹企業の責任者らをメン

バーとした「有識者懇談会」などを通して産業界のニーズを、また、地域の拠点病院の病院長との意

見交換会を通して地域医療の問題点などを、聞かせていだたきました。今後も、広く情報を収集し、

それらを基に、更に地域に貢献していきたいと強い意欲を持っています。 

 

５ 国際化・国際協力に関すること 

私はこれまでの２期８年間の学長在職中、常に大学を国際的に開かれたものにすることに注力して

きました。それは我が国のみならず世界が急速にグローバル化されつつあることと連動するものです。

このような時流に鑑み、私は大分大学が地域に根ざした地方の大学であることを前提としつつも、国

際化を推進することが不可欠であると考えます。過去８年間は主として、発展めざましい東アジア諸

国に着目し、タイ･マヒドン大学に本学の事務所を設立し、教員を派遣することでこれを対外連携の拠

点として、タイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマーのメコン地区をはじめ、マレーシア、

インドネシアなどＡＳＥＡＮ諸国の多くの大学との教育・研究・医療技術修練に関する交流協定を締

結しました。そしてその結果として交流締結大学からは非常に優秀な大学院生が本学に留学し、活発

な研究活動を行っており、これは本学の今後の研究力の活性化に間違いなく貢献するものと思います。
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また多くの医療臨床修練医を受け入れ、東アジアの医療技術の進歩にも貢献してまいりました。一方、

これらの活動を更に効果的にするために、本学が主導して東大、京大を含む全国２１大学をまとめた

アジア内視鏡人材育成支援大学コンソーシアム（ＵＣＤＥＬＳＡ）及び６病院をまとめた病院コンソ

ーシアム（ＨＣＤＥＬＳＡ）を設立し、オールジャパン体制の下に厚労省及び経産省のすすめる国際

展開プロジェクトと連携することにより、国際協力を進めてまいりました。具体的には、大学コンソ

ーシアムに基づき、メコン内視鏡外科推進機構（ＭＥＳＤＡ）、更には一般社団法人アジア医療教育研

修支援機構（ＡＭＥＴＳ）の設立を実現させ、アジア諸国への幅広い医療人材育成及び医療支援を組

織化して強化しています。また昨年これらの取組を更に推進しやすい環境整備のため、本学内に国際

教育研究推進機構（Ｉｎ－ＧＥＡＲ）及び国際医療戦略研究推進センター（ＧＯ－ＭＡＲＣＨ）を設

置しました。今後は、これらの学内組織を主軸に、国内大学コンソーシアム、病院コンソーシアム、

更には海外との大学間協定に基づくスキームを活かして、アジア諸国はもちろん、ロシア、中東、北

アフリカへの人的交流を深め、国際的に活躍する人材の育成に努めることにより、国際貢献を一層推

進していきたいと思います。 

 

６ 管理運営に関すること 

これまでの私の学長としての約８年間の任期中、とりわけここ４年間の任期中には、平成２６年２

月の中央教育審議会大学分科会「大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）」をはじめ、学

校教育法及び国立大学法人法の一部改正等の国の動きがあり、また、平成２６年３月に本学の「業務

監査」担当監事から出された「監事意見書」、更に「全く機能強化が進んでいない大学」と、事実上、

大分大学を名指しした平成２６年５月の財政制度等審議会「財政健全化に向けた基本的考え方」など、

大学改革に関するさまざまな新しい考え方が出されてきました。 

これらの動きをうけて、私は、平成２６年６月に、学長の諮問機関として民間の有識者８人からな

る第三者機関「大分大学のこれからの在り方検討懇談会」（会長内田 健弁護士）を設置し、同年９月

には同懇談会から第一次答申をいただき、これを参考にして、私は、本学の取組として、平成２７年

４月１日から、「コンプライアンスの確立のためのガバナンス改革」を断行するために関連する制度を

既に実施しています。すなわち、最終的な意思決定権は学長にあることを制度上も明確にし、学長の

リーダーシップを確立するために、「学部長等の選考」については学長による学部長等の指名制を導入

し、「教授会の役割の明確化」については教授会の役割が審議機関であることを制度上、学内規程上も

明らかにしました。更に、学長選考会議におきましても、学長選考に係わる「意向投票」の廃止、学

長の任期の見直しなど「学長選考」に関する抜本的な制度改正が行われました。このように、大学改

革のためのいわば「外的条件」はこれまでの私の学長としての約８年間の任期中に、ようやく整備さ

れましたが、これからはその定着に向け、大分大学の適正な管理運営を実現するために、努力してい

きたいと考えています。 

これからは、大分大学の新しい課題として、既に「大分大学のこれからの在り方検討懇談会」から

の第二次答申にうたわれているように、本来の高等教育機関として「学生に付加価値をつける」とい

う視点に立った、パフォーマンスの向上のための「ガバナンス改革」は、これからがいわば「正念場」

を迎える、と私は考えています。 

また、平成２９年１１月に設置した「明日の大分大学を考える有識者懇談会」（小倉義人 大分経済

同友会恒久幹事ら、委員５人）から寄せられた意見を受け、魅力ある大分大学づくり、「前期日程」で

選ばれる大学を目指し、各学部の様々な意見を聴くための委員会等を設置するなど、学内の合意形成

を図りながら、当面、大学院修士課程、博士前期課程等における医療経営人材、インバウンド３，０

００万人をにらんだ観光人材、県内における醸造業や農業に貢献する人材の育成など、地元が要望す

る人材育成のための具体的な方策について、学内の関係者の意見を十分に聴きながら早急に検討し、

実現したいと考えています。 
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なお、三度、学長に選任された暁には、直ちにこれらの課題を着実に実行していくための新しい学

長補佐体制を整備するとともに、私自身、学長として全教職員の先頭に立って、その実現に向けて積

極・果敢にチャレンジしていきます。 

 

７ 大分大学のこれからの在り方に関すること 

 以上において言及した教育、研究、医療、地域貢献・社会連携、国際化・国際協力、管理運営に関

する施策を推進するほか、更に今後、大分県における唯一の国立大学として、地元に有為な人材を輩

出するという視点にも立って、就中、大分県、市町村との密接な連携を図りながら、次のような新し

い施策についても検討し、その実現を図っていくよう努めます。 

・県内各大学の参加する高等教育協議会を通じたＣＯＣ+事業の「後継事業」の展開などによる県

内各大学との連携の推進 

・宮崎大学など九州の他の国立大学とのお互いの強みを前面に出した地域連携のための新しい枠組

みの検討 

・少子化の急激な進行を真摯に受け止め、「（大分県内唯一の国立大学だから）だまっていても来て

くれる！」という時代ではないという基本認識の下、本学教職員が目線を下げて、県内の高校現

場と意思疎通を図るなど、その意識改革を図り、当面、県内大学進学希望者のうち５０％の志願

者確保の実現、県内の高校生に前期日程において選ばれるために、「高大接続」の抜本的な見直

し 

・女子教育、大分県内でいまだ低水準にある女子高校生の４年制大学の進学、進学率の向上の実現

のため、高校現場との連携の強化を図るよう、教員自らが現場に出て、高校現場と大分大学との

高い「敷居・ハードル」を取り払うなど、教員の意識改革に努め、また、他学部における、医学

部と同様の県内高校出身者の「優先入学枠、地域枠」の設定の検討 

 ・人生１００年時代を迎え、高齢者などを対象とする「リカレント」教育の積極的な推進、ホルト

ホールのサテライト教室の活用、高校現場との連携の強化、とりわけ、高齢者と学生とのふれあ

いの視点も取り入れた展開 

・ダイバーシティ、男女共同参画社会の実現、そのための環境整備、女性教員・女性管理職比率の

増嵩等 

・「たばこのないオリンピック」を目指す２０２０年の東京オリンピックをうけた健康増進法の一

部改正、令和３年１０月に大分で開催予定の第１５回「日本禁煙学会学術総会」なども踏まえ、

全国大学初となる教職員の非喫煙者優先採用など、大分大学の挾間キャンパス、旦野原キャンパ

スにおける更なる学内無煙環境の推進 

 

なお、学長としてこれまでの約８年間、大分大学の運営に関わっていま強く感じていることは、

例えば、旦野原の４学部、挾間の医学部の一部の運動部、文化部の活動状況に象徴されるように、

統合後１５年たっても、旧大分大学、旧大分医科大学の統合が実質的に図られていないという問

題もまだ残されているという一面もあり、今後とも真の意味において、実質的な統合を実現する

ための課題解決に向けた努力も必要になると考えています。 

   

最後に、 

国立大学法人にとっての激動の約８年間を学長として大学運営をした立場からみると、ようやく改

革の緒についたばかりです。更に社会環境の変化及び社会ニーズに迅速かつ的確に対応し、ここ大分

の地における「知の拠点」として地域の発展につながる本学の不断の「変革」を積極的に推進しなけ

れば「国立大学法人大分大学に明日はない！」との思いを日々強くしています。 

今後とも、私は、教職員の理解を得るとともに、先に掲げた方策を推進することにより、将来にわ
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たって、真に存在感のある大学として本学の更なる発展に向け、適正な管理運営を確保し、教育、研

究、医療、地域貢献・社会連携、国際化・国際交流などについて活性化を図ることができると確信し

ています。 

 


