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　本年4月1日に学長に就任した西川祐司です。私は本学医学科の第6期生で、3月ま

では病理学講座（腫瘍病理分野）の教授として教育、研究、診断に携わっていました。

どうぞよろしくお願いいたします。就任直前に文部科学省で末松信介大臣から直々に、

本学は道北・道東の医療の要として大変重要であり、早く信頼を回復して欲しいと言わ

れ、本学を担うことの責任の重さを痛感したことを鮮明に思い出しています。

　本原稿を書いている時点で就任からほぼ4か月が経過しました。目まぐるしい毎日で

したので、私は長かったような短かったような不思議な感慨を抱いています。幸い、教

職員の皆さんのご協力を得て、大学のガバナンス回復のプロセスはかなり進展したと思

います。本学が一目置かれるような医科大学へと歩みを進めていくための足場は固まり

ましたのでまずはご安心ください。これからが本番です。

　私たちの最も大切なミッションは、言うまでもなく、優れた医療人を育成し、道北・

道東の医療を支えることです。この地域は日本の中でも特に高齢化、少子化、過疎化な

どの問題が急激に深刻化しており、私たちは高いレベルの医療を地域に安定して提供す

ることで、これらの問題の解決に力を尽くさなければなりません。私たちの努力および

成果は日本全国のみならず、世界の医療にも大きく貢献することにつながります。

　優れた医療人とはもちろん、研究心を持ってきちんとした学問をしつつ医療を実践し

ている人です。しかし、それだけでなく、優しい心を持ち、病気で苦しむ弱い立場の方々

に寄り添うことができる人でなければなりません。この両者を両立させることは難しい

ことのように思えるかも知れませんが、私はこれらは実は表裏一体のものだと信じてい

ます。学問をするほど、研究に打ち込むほど、謙虚になり、人に対して優しくなるはず

です。

　私は就任に当たり、教育と研究に軸足を置いた大学運営を進めると宣言しました。こ

れは大学においては学生同士のふれ合いや切磋琢磨だけでなく、学生と教員の相互作用

が本質的に重要であると考えたからです。私は本学での学部学生および大学院生時代に

多くの先生方から決定的な影響を受けました。それは創生期のまだ不十分な環境下にも

かかわらず先生方がそれぞれ研究に真剣に取り組み、その上で「生きた教育」を私たち
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に授けてくださったからだと思います。来年11月の開学50周年に向けての本学の新

たなスタートに際し、これを本学の伝統としてもう一度思い起こし、追求していきます。

　私たちは学生の皆さんを第一に考え、大切にしていきます。そして、皆さんにはどこ

の医学部にも負けないくらい真摯に勉学に取り組んで欲しいと思います。一方で、少し

気がかりなことは、年々、学生と学生の間、学生と教員の間の関係性が希薄になってき

ているように見えることです。学びの場において人間的な関係をより深めていくことは、

将来患者さんとふれ合い、気持ちを傷つけることのない医療者となる上できわめて大切

なことであると思います。それではどうしたら良いのでしょうか？これは実に簡単なこ

とです。学生も教職員も大学の構成員であることを認識し、それぞれがお互いに尊重し

合い、礼儀を尽くすことなのです。学生と教職員の関係においては、これは「生きた教育」、

すなわち双方向的な教育の前提であり、これを欠いた場合には教育は無味乾燥なものと

なり、劣化していきます。

　学生時代は本当にかけがえのない貴重な期間です。皆さんには勉学にも遊びにも一所

懸命取り組むとともに、卒業して医師や看護師として自分自身が何をするようになるの

かを常に想像し、そのためには何をしなければならないのかを考え続けてください。そ

うすれば、勉学に対する意欲は必ず維持できるはずです。そして同時に、自分は将来あ

のようになりたい、あのようなことをしたいという、あこがれの心を常に持ち続けてく

ださい。本学がそのような皆さんの活動の舞台となり、自己実現ができるよう、私たち

教職員も全力でサポートしたいと思います。
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　清明の候を迎え、ここ旭川でも日中の日差しの下では春らしい心地よさを感じるよう

になりました。私は、本年4月1日に文部科学大臣から本学の新しい学長に正式に任命

されました西川祐司と言います。私も皆さんと同じように新入生の新鮮な気持ちでこの

日を迎えています。よろしくお願いします。

　本日、入学された医学科第１学年105名の皆さん、医学科第２学年・編入生10名の

皆さん、看護学科第１学年60名の皆さん、ご入学本当におめでとうございます。新型

コロナウイルス感染防止の観点からご来賓の皆様並びにご家族の皆様のご列席はかない

ませんでしたが、本学の入学式を２年ぶりにこのように対面で実施できることを教職員

一同とともに喜んでおります。

　開学以来、本学からの卒業生は、医学科で4,621名、看護学科では1,498名となり、

合計で6,119名の有為な人材が育っています。卒業生は、さまざまな医療の現場で日

夜患者さんのために尽力しています。また研究者として大学やその他の研究機関で研究

に取り組んだり、行政機関において人々の健康を守る仕事をする卒業生も多くいます。

さらに活動拠点も日本だけでなく、世界各国に拡がっています。これまで本学の卒業生

は各界から高い評価を受けてきました。皆さんも先輩に伍し、さらに凌駕するつもりで、

医学・医療、そして看護学に貢献して欲しいと願っています。約１年半前から本学は学

長問題で混乱に陥り、皆さんが本学を志望する際にもきっと心配され、迷いが生じたの

ではないかと察しています。この点に関しては皆さんに申し訳なく思っています。しか

し、私たちは初心に返り、謙虚な気持ちで必ず本学を立て直しますので、安心して勉学

に励んでください。

　この２年間は新型コロナウイルス感染の影響で、例年とまったく異なる授業形態とな

りました。いまだに感染は終息しておらず、油断できない状況が続きますが、ワクチン

接種率の上昇、感染防止対策の普及や治療法の確立などにより、今後は次第に平常に戻

っていくことでしょう。また、皆さんも私たち教職員もオンライン授業の方法に習熟し

てきましたので、より良い学修環境を提供できると考えています。昨年度から安全を確

保しながら、分散登校の形で皆さんに大学に来てもらうようにしましたが、今後はでき

旭 川 医 科 大 学

学　長　西　川　祐　司
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るだけ登校して授業を受ける方向に舵を切っていきます。大学生活を豊かにするために

は、同級生や先輩、後輩たちと交流したり、教員、先生方と直接対話することが欠かせ

ないからです。私たち教職員は感染防止に十分気を付けるつもりですが、大学内でクラ

スターを発生させないためには、皆さんの協力が必要です。特に、本学は医科大学です

ので、大学病院と直結しています。私たち皆に、大学病院を受診し、治療を受ける患者

さんたちを守る大切な責任があることを忘れないでください。

　本学は1973年に創設され、来年に50周年を迎えます。私は本学の第6期生で、皆

さんの遠い先輩に当たります。当時はまだ看護学科は設立されていませんでした。私た

ちが入学して医学部の全学年が揃ったわけで、まだ病院も工事中だったと記憶していま

す。新しい大学で、一から教育、研究、診療を立ち上げるという大きなプロジェクトが

進行しており、教職員も学生もレベルの高い医科大学を作ろうと一所懸命でしたし、仲

間意識も強かったと思います。学生も大学の重要な構成員であること、これは現在も変

わらないことですので、ここで強調させていただきます。私はそのような大学で教育さ

れ、その後大学院で学んだことを今でも誇りに思っています。私は大学院修了後、５年

ほど助手を務めた後、約16年間本学を離れ、約13年前に戻ってきたのですが、建学

当時の精神は本学の根幹に息づいていると信じています。

　私は4月1日の就任あいさつにおいて、教育と研究に軸を置いた大学運営を行うこと

をお約束しました。そして、学生を大切にする、学生を第一に考える大学にしたいと宣

言しました。これは創生期の本学で学んだ私の中に自然に浮かんできた目標です。これ

はけっして学生の皆さんに迎合することを意味しているわけではありません。最大限に

愛情を込めて、どこの医学部にも負けない教育を実現するということです。入学した学

生全員が一人の脱落者も出さずに、それぞれの才能を伸ばし、卒業してどこに行っても

一目置かれる人材を育成したいと思います。

　皆さんは医学、看護学という大変難しくて複雑な学問に挑戦することを選びました。

その志は本当に尊いことだと思います。しかし、私たちが取り組む学問はなぜ難しいの

でしょうか？  学び、覚えなければならないことが膨大であることは一つの理由です。

しかし、もっと重要なことはまだわからないことが多いということです。ここに高校ま

での勉強との違いがあります。皆さんがこれまで試験勉強で取り組んだ問題には必ず答

えがあったと思います。現在の学問体系は、医学、看護学、生命科学に関わってきた人

たちによる努力の積み重ねであり、実際に多くのことが解明されてきました。しかし、

大学で一歩、二歩、三歩と進んだ勉強をしていくと、答えは容易には見つからなくなっ

てくるのです。特に、人間という複雑な対象を扱うわけですから、当然と言ってよいの
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かも知れません。

　今述べたように、医学的知識、看護学的知識は常に発展途上にあります。わからない

部分、不完全な部分を少しずつでも解き明かしていくことが私たちの勤めです。問いを

自分自身で立て、解明し、現在の知見を書き換えて、将来の医学、看護学に貢献してい

くことが私たちには求められています。先ほど私が述べた一目置かれる人材は、わから

ないことに直面した時に、自身の力で解決する、もしくは解決しようとする粘り強い意

欲を持っている人だと考えられます。

　そのためには、まずはこれまでに蓄積されてきた医学、看護学の現在の知識や技術を

習得しなければなりません。医学部卒業レベルに達するまでには相当な量の勉学や習練

が必要であることは皆さんが想像している通りです。しかし、それだけで充分ではあり

ません。試験に通るだけの勉強ではなく、その先に拡がっている広い世界を考えるよう

にして欲しいのです。細胞生物学者で歌人でもある永田和宏さんはおっしゃっています、

学んで修める「学習」と、学んで問い直す「学問」はそもそも違うのだと。そして16

世紀のフランスの哲学者モンテーニュは著書『エセー』の中で、「知識の前に来る初歩

的な無知と知識の後から来るもう一つの博識な無知がある。後者の無知は知識が最初の

無知を打ち壊すと同時に、知識が生み出す無知である」と述べています。真実を追い求

めると人は必然的に謙虚になるはずですし、これを認識することは特に人の命を預かる

医師や看護師になる皆さんにとってはきわめて大切なことだと思います。

　身近にいて講義や実習でお世話になる先生方にいろいろ質問したり、話し合ってみて

ください。本学の先生方は研究者として困難なことに向き合い、解明しようと日々悩み

ながら努力を続けています。先生方は皆さんが真剣に向き合えば、けっして権威ぶるこ

とはなく、皆さんを仲間だと思ってくれるはずです。もちろん学生と先生は人間として

対等ですが、学ぶためにはまず先達としての先生を尊重し、礼儀を尽くさなければなり

ません。せっかく本学に入学したのですから、あらゆる機会をとらえて、是非先生方か

ら「生きた教育」を受けて欲しいと思います。

　難しいこと、わからないことに興味を感じるためには知識と教養が必要です。皆さん

はこの6年間または4年間に知識と教養を身に付けて、難しいことを少しずつでも自分

自身の力で解明していける人材に育って欲しいと思います。しかし、どのようにしたら

その教養というものを得ることができるのでしょうか？本学に入学した皆さんは一人で

勉強するのではありません。共に学ぶ同級生と切磋琢磨すること、先輩、後輩の関係を

築くことが重要で、この間に行われる人間修養が将来にわたる財産となり、教養となっ

ていきます。科学、医学、看護学は人間の知の一部に過ぎません。学生時代に多くのこ
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とに興味を持ち、たくさんの読書をし、さまざまな経験をして欲しいと思います。皆さ

んは現在ウクライナで起こっている悲惨な状況に心を痛めていることでしょう。なぜ人

間はあのようなことを繰り返し起こすのか、どのようにしたら防ぐことができるのか、

私たちの教養が試されていると思います。

　皆さんはこれから同級生たち、かけがえのない仲間と一緒に学んでいきます。本学に

は一般枠、地域枠、国際医療人枠、編入学など複数の入試枠がありますが、このような

入試枠はさまざまな個性をもった優秀な人材に入学してもらいたいという目的で設けら

れたものです。本学としては、入学された皆さん全員に平等で、シームレスなサポート

をしていきます。すべての皆さんが実りある学生生活を送ることができるよう私たち教

職員は全力を尽くし、最高レベルの教育を提供できるようにしていきたいと思います。

6年後もしくは4年後に、皆さんには、病気に悩み、苦しむ弱い立場の方々の側に常に

立ち、地域の方々に最高、最良の医療を提供できる心優しくて頼りがいのある医師、看

護師に育っていただくとともに、将来の医学、看護学に大きく貢献していただきたいと

願っています。

　あらためてご入学おめでとうございます。皆さんの今後の成長と発展を心から祈念し

ています。
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　西川学長の御推挙により、2022年4月1日付けで理事・副学長・病院長に就任しま

した。一度は経験したことのある病院長ですが、新型コロナウイルス感染への対策や働

き方改革は新しい局面を迎えており、現在、病院職員の皆さんと力を合わせて取り組ん

でいるところです。一度病院長をやめた（解任された）人間が、また、病院長に戻って

いるということに関して、私としては感慨深いものがあります。なぜ、戻って来られた

かを考える時に、もちろん、大学の職員や学生、そして、患者さんの応援があったから

こそなのですが、最も大事だったのは、自分がブレなかったことだと思っています。

　私は、大学卒業後、卒後研修を天理よろづ相談所病院（天理病院）で受けました。そ

の当時は今のように卒後2年間行われている標準的な臨床研修プログラムも存在しない

時代であり、学生の標準的進路は、医学部を卒業した時点で、大学のいずれかの医局を

選び、その医局を礎に将来の就職先を決めるというのが通常でした。当時、私は、卒前

に自分の進路を決めきれず、色々な診療科を見ることができる研修プログラムがないか

探していました。その中で目を引いたのが内科や外科を含む各科を回って研修できる天

理病院の存在でした。今でこそ、卒後2年間の臨床研修は義務づけられていますが、当

時、このようなプログラムを展開しているところは全国でも限られてました。

　1980年、私は天理病院で初期研修を開始し、そこで出会ったのが柏原貞夫院長であ

り、私がその後進むことになる腹部外科の部長でもありました。そして、その人こそが、

今でこそ全国の病院に存在している「総合診療」の生みの親でもありました。総合診療

に基づくレジデントプログラムは1975年に創設され、当時、病院本館とは異なる別棟

の総合診療棟というところで我々ジュニアレジデント（初期研修医）は研修を受けまし

た。それぞれの病室には内科や外科の患者が混在して入院している総合診療病棟であり、

我々が教えられたのは、患者が中心であり、かならず患者に寄り添って、1日に少なく

とも2回は診察に行き、検査や手術にも付き添うことを求められました。忙しいレジデ

ントのために、各科の部長がわざわざ本館から総合診療棟まで回診に来るというシステ

ムがとられていました。ここで学んだことは計り知れませんが、患者が医療の中心であ

る「医道」ということを柏原院長から直接、あるいは、この考えを受け継いだ多くのス

ブレないということ

旭川医科大学 副学長（医師の働き方改革担当）
病院長

古　川　博　之
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タッフから教えてもらいました。それ以来、患者中心ということを肝に銘じて医師生活

を送ってきたものと思います。その後、肝移植を学ぶためアメリカ留学したときも、そ

のことを忘れず患者のそばにいることで、英語がつたない私のことを慕ってくれる患者

にも出会うことができました。

　そして、旭川医科大学に来てからも、患者中心からブレないことは変えなかったです

し、それが全ての行動の根底にありました。したがって、今回の当院で患者を受け入れ

るべきかどうかを前学長と議論したときに最後まであきらめず意見することができたの

も自分にとっては当たり前のことだと思っており、その結果どうなったかは、皆さんが

一番ご存知だと思います。私は自分の医師としての人生の中で、患者中心という医道を

実践できてよかったと思っていますし、それを許してくれた環境に感謝しています。皆

さんがブレない信条に出会えることを切に祈っております。
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　2022年4月1日摘付けで副学長（教育、評価）、医学科長を拝命しました奥村利勝です。

私は現在　内科学講座　病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分野を担当しておりま

す。今回、15年ぶりに学長が変わり、西川学長を中心とした新体制が発足いたしました。

主に教育を担当する副学長として、本学の大学教育全般の発展に微力ながら貢献できる

よう全力を尽くします。どうぞよろしくお願いいたします。

　私は釧路市で育ち、本学の6期生として卒業後（1984年）は、本学の第三内科に入局し、

大学院や米国留学などを経て、2002年からは本学総合診療部を担当し、2016年から

現在の内科学講座を担当しております。総合診療部教授就任後本年で20年になりますが、

この20年の経験が特に医学教育に向き合う礎になっております。この20年でOSCEが

必修になり、臨床研修が必修化され医学教育を取り巻く環境は大きく変化いたしまし

たが、いずれの変革期にも深く関わってきました。全国で一律に教育方針が標準化され、

医学科では6年間の医学教育も特に専門課程が前倒しになり臨床実習の時間が多く取ら

れるようになってきました。私は、これまでも本学の医学教育の中で、OSCEや臨床実

習での医療面接実習の指導に多くの時間を割いてきましたが、この経験が内科医として

の自分にも大きな糧になっており、医療面接の実践教育は一つのライフワークと捉えて

います。

　教育プログラムは確かに重要ですが、教育の目的は時間割を決めれば終わりになるも

のではありません。そこには、教育する側とされる側、双方の関わりが重要であります。

西川学長が所信表明で述べたとおり、特に教育する側には、研究者としての確かな側面

が必要で、医学教育者は研究者としての側面を有する必要があります。教育と研究は

一体のものです。自身の確かな研究があり、それに裏打ちされた教育には説得力を伴い

ます。我々大学に籍を置くものは、私を含め再度このことを肝に銘じる必要があります。

他人に教えることが、自分自身の知識の定着には最も有効であることは、既によく知ら

れている事実です。教育することは、論文を書いたり、直接患者さんを治したりといっ

た目に見える業績になりづらい側面がありますが、大学に関わるものは（例え研修医で

あっても）、周りの学習者に教育的に対処することは重要な自分の仕事の一つであるこ

旭川医科大学 副学長（教育、評価担当）
医学部医学科長

奥　村　利　勝

副学長（教育、評価）、医学科長
就任のご挨拶
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とを再認識する必要があります。教員だけでなく、卒業したての研修医一人一人の認識

が旭川医大の教育環境の底上げにつながります。皆様の積極的な教育姿勢を大いに期待

いたします。

　また、新型コロナ感染症流行下での教育体制にも言及しなければなりません。臨床実

習は本学の教育でも重要な位置を占めますが、この臨床実習学年はもちろんのこと、将

来医療者になる全学生は、それを意識した高い行動モラルを持っていただきたいと思い

ます。大学内の授業にとどまらず、課外活動を含めて、逸脱した行動や、緩みそうな意

識を、指摘し正すことは私の重要な責務の一つであると認識しております。既に教育担

当の副学長としてのこの3 ヶ月でも、多くの改善を要する案件があり、その都度介入し

てきたつもりですが、感染の流行状況もなかなか長期予測できない側面もあり、今後も、

リスク回避と教育効果の効率化を天秤にかけ、最善の教育体制構築を目指していきます。

　教育のエンドポイントは単に旭川医科大学の国家試験合格率を上げることではなく、

最終的には、学外者から旭川医科大学の卒業生は誰もさすがと言われるようになること

であると思っています。もちろんこの目標に到達するためには、努力を積み重ねる必要

がありますが、学生と教職員が一体となって取り組む必要があります。皆様のご理解と

ご協力をお願いいたします。



令和4年8月31日第188号

― 12 ―

　この度、研究担当副学長を拝命しました川辺です。本学9期生として、まだ開学時の

雰囲気が残る本学で学び、今回、開学して50年、いろいろな意味で大きな節目のタイ

ミングで、このような重責を担う立場になるのは想定外のことです。10数年前に‘母

校の未来のため若手教員の育成を’と本学に戻ってきた初心を今一度奮い立たせ、臨床

と基礎の二足の草鞋で、日米の複数の大学での教員経験を生かして、アカデミア力のあ

る本学の復興にむけて、微力ながら尽力したいと思います。

　　

本学が新設大学だったころ…

　本学を卒業後、第一内科講座（故小野寺壮吉教授）で、循環器内科としての臨床研修

と大学院生として研究を並走する密度の濃い4年間を過ごしました。すでに、本学が開

学して10数年が経過し、それまで、何から何まで不足していた新設大学で「立派な実

践的な医療者」を育成することに必死だった初代の教授陣の思いは一つ、「医学研究」

を充実させてこそ、本当の意味の大学教育機関になると…。大学全体が、どこの大学に

も負けない研究をやっていこうという気概に満ち溢れ、アカデミアとして活気ある雰囲

気がありました。医師になりたての私は、そんな空気の中に飛び込んでいったわけです。

　大学院卒業後、直ぐに米国コロンビア大学へ留学する機会をいただき、その後、ハー

バード大学をはじめ計四つの大学で教職員として約十年、一人前の医師として確立する

大事な時期を米国で過ごすことになります。熾烈な？競争社会といわれる米国の大学で

楽しめたのは、これらの大学となんら遜色ないアカデミアの空気を受けながら本学で研

究キャリアを開始したことが大きく、感謝しています。あの4年間の充実した「とき」

を提供してもらった母校への恩返しの気持ちが、今の本学での仕事の原動力の一つにな

っています。

独立法人化18年後の今…

　2004年、久しぶりに戻った日本は、独立法人化や研修医制度と立て続けの改革で大

学が混乱の中にありました。特に医学部のある大学では、財政の拠り所を附属病院に求

め、多くの教職員が崩壊危機にある地域医療や新設された専門医制度への対応に集中せ

ざるを得ない状況が続く中、日本の大学のアカデミア衰退を危惧しておりました。皮肉

な言い方になりますが、全国の各独法化大学が立ててきた「中期（運用）計画」が計画

通りに順調に進む中、現実では、先進国の中で日本だけアカデミア力が低下していった

のは周知のとおりです。とはいえ、多くの大学では、この困難な状況の中にあっても、

危機感をもってアカデミア力を上げる努力を不断にしてきたわけです。本学では、これ

まで、あくまで相対的ですが、その危機感も努力も乏しかったこともあり、独立法人化

旭川医科大学 副学長（研究担当）

川　辺　淳　一

研究担当副学長に就任して
　  ―アカデミア力のある

　　　　　　本学の復興を目指して―
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して18年後、大学院時代のころの本学を経験している私にとっては、非常に残念な状

況といえます。

「研究」は本学復興の一丁目一番地

　複数の大学で、日米だけでなく世界中の秀英な医師たちと交流する中で、世界に共通

する普遍的な「優れた医師を育てる大学教育」なるものの見識を多少とも得る事ができ

たことは、私の大学教員としての財産です。初～中等学校教員と違い、大学教員の最大

の特徴は同時に研究者であることです。未知の世界を切り開く素養（研究マインド）を

もつ教員だからこそ、臨床研修生、大学院生はもちろん学部学生に魅力と説得性をもっ

て教育することができます。アカデミア力の乏しい大学（専門学校？）からは、医療や

医学の将来を担う優秀な医師は育ちません。大学の研究力は、優れた学生を呼び寄せる

大学の魅力そのものです。極端な言い方ですが、大学の入試でいうところの偏差値ラン

キングは、その大学の研究総合力に置き換えてもいいかもしれません。

　研究・アカデミア賦活化のための対策ポイントは「若手の育成」と「情報と連携」と

考え、自身の講座でも実践して参りました。ちなみに、現実合理主義の米国では、学長

の強力なリーダーシップのもと（日本の独法化よりはるか前に本体制が整っています）、

この目的にかなう効果的な方策を的確かつドラスティックに進めていきます。さて、本

学も「教育と研究」の復興を掲げる西川新体制がスタートして数カ月、アカデミア復興

にむけた、いくつかの重要な施策が始動しつつあります。

１．研究戦略企画委員会の改組；「本学全体の研究」の活動化にむけた対策を議論する

重要な委員会として作り直しています。さらに、本委員会の活動を裏付ける年予算

も確保して、機器センターの共通機器の充実ふくめ実効性ある運用計画を立て、着

実に遂行していきます。

２．大学院博士課程の学生支援；大学の研究力の源水であり、大学の未来そのものであ

る大学院生も含めた若手研究者の育成を重要課題と捉えています。大学院生の博士

号取得にむけて、指導教員だけでなく大学としても研究進捗や博士論文作成に関連

する各種の支援をしていきます。

３．自立した研究者の育成支援；「自立した研究」に不可欠な科研費の獲得にむけて、

研究アイデアを構想する段階の準備実験を支援する助成金制度を開始します。また、

科研費獲得率を高めるための科研費申請書の査読制度も昨年に引き続き進めていき

ます。

４．研究シーズを生み出すアカデミア環境の醸成；学内、学外の研究連携、情報交換、

研究者交流を後押しするシンポジウムやサロン・交流会などの催しや対策も逐次、

進めていきます。

　本学がアカデミア力ある大学に復興するために、多くの教職員が共通の危機感と使命

感をもって協働していくことが不可欠です。学生や研修生も、その熱量を感じ、反応し、

成長してくれると信じています。皆様には、引き続きのご指導、ご鞭撻、そして、ご協

力をよろしくお願いいたします。
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　旭川医科大学のみなさん、本年4月1日より、図書館長を命ぜられました三好暢博です。

私が2004年11月に本学に着任して以来、小川勝洋先生、藤尾均先生、大崎能伸先生、

藤井聡先生、立野裕幸先生という、尊敬すべき先生方が館長を務めてこられました。先

生方のお仕事を継承し、図書館のスタッフと協力しながらより良いサービスが提供でき

るよう努力していく所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　みなさんは図書館に関してどのようなイメージを抱かれているでしょうか。私の大学

生時代は、Web上の電子情報にアクセスすることが可能になり始めた時代でした。当時

は、現在ほどの利便性は確立しておらず、調べ物をするためや本を借りるためによく大

学図書館へ足を運びました。私にとっての大学図書館は、専攻が異なる友人たちとの交

流の場でもありました。大学図書館の入館ゲートの外側に珈琲などを飲んだりするスペ

ースがあり、友人との雑談から得る知識は非常に刺激的で、そして、有益でした。学生

時代の大切な思い出です。私にとっての学術情報の収集、蓄積、提供という大学図書館

の基本的役割に加え、友人と情報を共有する場でもありました。

　電子情報へのアクセスが普及した昨今では、以前の大学図書館の在り方から大きく変

化しています。主要な海外学術雑誌のほぼ全てが電子ジャーナルとして利用できるよう

になっていますので、学術情報の収集、蓄積、提供という大学図書館の基本的役割に加え、

利用者のみなさまに対するどのようなサービスにより重点を置くべきか、本学図書館の

位置付けを明確にしていくことが必要になると考えられます。

　この点に関連した業務には、学習及び教育活動の支援、研究活動支援、他機関・地域

等との連携や社会貢献が挙げられます。図書館のスタッフの方々は、精力的にこれらの

業務にも取り組んでいます。

　各種検索ツールや大学図書館の利用法のガイダンスを含めた図書館ツアー及び図書館

ガイダンスの実施、講義の一部を図書館のスタッフが担当することによる教育への直接

的関与、授業の場としてのディスカッションスペースの提供などをはじめとし、さまざ

まな学習及び教育活動の支援を行っています。

　研究活動支援では、機関リポジトリであるAMCoRへの継続的な学術情報の集積を通

して、本学の教育研究活動に関する社会への説明責任の保証及び知的生産物の長期保存

に取り組んでおります。また、Scopus等の各種データベースの講習会や講座事務担当

旭川医科大学 図書館長

三　好　暢　博

図書館長就任のご挨拶
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者向けの文献検索・手配ガイダンスを実施することにより、間接的な研究活動支援も継

続的に行っております。

　コロナ禍のため地域医療従事者への図書館サービスは残念ながら停止中ですが、旭川

市図書館との連携事業による所蔵資料や道内４大学図書館間の連携事業による蔵書交換

展示を定期的に行っております。

　今後も適宜改善を加えながら、これらの取り組みを継続していくことを考えておりま

す。例えば、現在の高等教育の傾向として、自発的な学習の重要性が謳われています。

図書館は、電子情報ばかりでなく紙媒体の情報を含めた多様な情報にアクセスできる場

を提供しています。これは、他の学習スペースと図書館とを峻別する図書館の強みです。

自習スペースの提供のみならず、このような長所を生かすことも念頭に入れた学習スペ

ース・ディスカッションスペースの整備も必要であると考えております。

　本学に限らず、大学図書館が抱える問題は種々あります。とりわけ、電子ジャーナル

価格の継続的な上昇、オープンサイエンス時代における大学図書館の在り方など、図書

館だけでは解決が不可能な問題も多々あります。図書館職員のスタッフの方々と意識を

共有するだけでなく、他の部署と連携して問題に取り組み、すこしでも良い形で後任の

先生に引き継ぐことを目標としております。ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいた

します。
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　旭川医科大学医学部看護学科は、1996（平成8）年に設置されました。2021（令和3）

年は25周年にあたりますが、それまで看護学科長は置かれていませんでした。この年

受審した大学機関別認証評価を契機に看護学の教育研究に係わる責任者として初めて看

護学科に学科長、大学院医学系研究科修士課程看護学専攻に専攻長が置かれ、両者は兼任

することと定められました。その折に続き、西川学長の下でも私が看護学科長を務めさ

せていただくこととなりました。この機会に看護学科の歩みを振り返りたいと思います。

　旭川医科大学では、1994（平成6）年度に看護学科設置準備委員会が置かれ設置に向

けての準備が始まりました。この年度には、阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件が起こ

っています。当時の清水哲也学長、久保良彦副学長、安孫子保副学長、野村紀子教授

をはじめとする皆様のご尽力により看護学科は全国の看護系大学の42番目の学科とし

て1996（平成8）年度に誕生し、豊かな人間性と幅広い学問的視野を有し、高い倫理観、

知識、技術を身につけ、地域医療に根ざした医療・福祉の向上に貢献し、国際社会の発

展に寄与する看護職者を養成するという理念のもとに教育を開始しました。

　開設時は、「基礎看護学講座」「臨床看護学講座」「地域保健看護学講座」の1学科3講

座でした。定員は60名で看護師と保健師の国家試験受験資格が与えられ、選択により

助産師の国家試験受験資格が得られました。1998（平成10）年度から定員10名の3

年次編入制度が導入され、2000（平成12）年度に大学院医学系研究科修士課程看護学

専攻が「地域環境看護学分野」「看護管理学分野」「母子看護学分野」の３分野、定員16

名で設置されました。

　その後、看護学科は2002（平成14）年度に3講座を1大講座に改組し、社会情勢の

変化や保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正に伴い、2012（平成24）年度の

入学生から保健師国家試験受験資格を選択制とし、2019（令和元）年度には編入学制度

を中止しています。大学院は、2003（平成15）年度に3分野を領域制に変更し、2008

（平成20）年度には、がん看護専門看護師教育課程立ち上げを機に、修士論文コースと

高度実践コースに改組しました。2017（平成29）年度には、高度実践コースに老人看

護専門看護師教育課程を導入しています。

　また2019年には学内共同利用施設として、看護学科と病院看護部が連携・協働のも

と、専門職業人としての看護職者のキャリア開発や生涯学習を支援し、看護の質の向上

旭川医科大学 医学部看護学科長

服　部　ユカリ

看護学科長就任のご挨拶
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を図ることを目的とする看護職キャリア支援センターを設置しました。このセンターで

は、大学と病院、さらには地域の保健医療福祉機関との組織横断的な連携・協力を深め、

社会のニーズに合わせキャリアに関する支援を入学時から卒後まで行っています。2022

年3月5日には、看護学科開設25周年記念事業として、オンラインで卒業生によるシン

ポジウム等を行いました。

　この25年間の社会情勢の変化に伴う看護実践の進歩はめざましく、相まって看護

教育に取り入れられた理論や概念、方法論の量や幅は飛躍的に拡大し、看護研究は

急速に精錬され進化しました。そのような変化の中でも、看護には変わらない理念が

あります。“相手の感情のただ中に自己を投入し”、看護の対象となる人の立場に立

ち、“生命力の消耗を最小にするよう生活過程を整える”（ナイチンゲール，1860）こと

は、変わることのない看護の本質です。看護学科にはこの理念のもと当事者の視点に立

ち、地域社会・国際社会に貢献できる看護職者を教育する使命があります。そのために

微力ではありますが私も力を尽くしたいと存じますので、引き続き皆様のご指導ご支援

を賜りますようお願い申し上げます。
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　2022年4月に慶應義塾大学医学部微生物学・免疫学教室から旭川医科大学微生物学

講座に赴任してまいりました原英樹と申します。京都大学大学院医学研究科微生物感染

症学講座で博士課程を修了後、助教を経て、ミシガン大学医学部病理学講座に留学した

経験を活かして、これから微生物学および免疫学の教育と研究に邁進してまいりたいと

思います。不行き届きの点も多々あろうかと存じますが、ご高配の程よろしくお願い申

し上げます。

　感染症の特徴は、伝染することにあります。人の往来が激しい現代社会において、感

染症は最も警戒して対応すべき医療問題の1つと言えます。新型コロナウイルスの世界

的流行により、人だけでなく社会や経済も疲弊してしまいましたが、日頃からの基礎研

究を含めた感染症対策の重要性は一般の方々にも浸透してきたのではないかと思います。

「喉元過ぎれば熱さを忘れる」とならないように、いまこそ医学部を挙げて感染症を絡

めた多様な基礎研究および臨床研究に取り組んでいくべきではないかと思案しておりま

す。私もその一助となれるように身を粉にして研究と教育に取り組んでいきたいと思い

ます。

　もう1つ、世界的に懸念されているのが薬剤耐性菌問題です。日本を含めた世界各国

で薬剤耐性を獲得した病原体が増加しており、2019年にはアメリカ疾病対策予防セン

ターから「ポスト抗生物質宣言」がなされております。このままでは、2050年にはが

んによる死者数を追い越すという試算も出されています。現在、私たちの研究室では、

薬剤耐性菌感染症の病態解明を進めており、既存法に置き換わるような斬新な感染制御

法の創出を目指して、病原体と免疫応答、常在菌などの相互作用に着目しながら研究を

行っております。世界と比べて日本では微生物学研究者が減少しておりますが、われわ

れは他の臨床講座や基礎講座と連携して研究を展開することで、リサーチマインドを持

ったMD・PhDの育成に取り組んでいく所存です。その中から一人でも多くの感染症研

究に携わる医師や研究者を輩出し、近い将来、旭川の地が感染症研究で名を馳せること

ができるように研鑽を積んでいきたいと思います。日々出現する新たな病原体に立ち向

かい、“人類最大の脅威”ともいわれる感染症の克服を目指してまいりますので、ご支

援賜りますようお願い申し上げます。

旭川医科大学 微生物学講座

教 授　原　　　英　樹

教授就任のご挨拶
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　旭川医科大学医学部生、保護者の皆様、はじめまして。令和４年４月１日付で精神医

学講座教授に就任いたしました橋岡禎征（さだゆき）と申します。私は神奈川県横浜市出

身で、平成10年、宮崎医科大学（現宮崎大学医学部）を卒業後、九州大学精神科に入局

し、同大学病院を含め、関連病院で精神科臨床の研鑽を積みました。平成18年、九州

大学大学院にてアルツハイマー病研究で学位取得後、平成23年まで5年間、カナダの

ブリティッシュコロンビア大学で博士研究員として神経変性疾患に関する基礎研究に

従事しました。帰国後、平成24年から10年間、島根大学精神医学講座で高齢化地域

における精神科医療に従事しながら、教育・研究の経験を積んで参りました。1度しか

ない人生、いろいろな土地で暮らしてみるのも悪くないと思いながらこれまで生きてき

ましたが、首都圏、九州、バンクーバー、山陰、そして北の大地と、実際ここまでバリ

エーションがつくとも思っておりませんでした。この度、頂きました旭川でのご縁を大

事にしていきたいと思います。

　本講座は森田昭之助先生を初代教授として昭和51年4月に開講しました。以後、宮

岸勉教授、千葉茂教授と引き継がれ、開講から47年目を迎えたこの春、私が第4代教

授として就任しました。また本講座の同門会は100名近くの会員を擁しており、会員

の多くは、名寄市立総合病院、北海道立緑ヶ丘病院をはじめ、道北・道東地域の基幹病

院や地域精神科医療の第一線の担い手として全道各地で活躍しています。

　私の臨床専門分野は認知症診療です。2025年、日本人の3人に１人が65歳以上に

なり、認知症患者は730万人にもおよぶと予測され、2025年問題と呼ばれています。

認知症診療の重要性が今後ますます増していく中、自分の専門性を活かして、道北・道

東地域の高齢化にしっかり対応できる精神科医療を展開していきたいと思います。認知

症診療以外にも、病院内における高齢がん患者の緩和ケア、うつ病による休職患者への

支援、発達障害に関連した子供のこころの問題に対するケアなど、現代の高齢化・スト

レス社会における精神科医療のニーズは多岐にわたり、課せられた責務の大きさを深く

感じております。

　研究に関しては、これまで一貫して、活性化したグリアが引き起こす脳内の慢性炎症

Neuroinflammationについて研究してきました。Neuroinflammation研究は、1980

年代にブリティッシュコロンビア大学のMcGeer博士らがアルツハイマー病患者の死

旭川医科大学 精神医学講座

教 授　橋　岡　禎　征

精神医学講座教授就任のご挨拶
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後脳を用いて、老人斑を多く含む病変部位でグリアの活性化を発見したことに端を発し

ました。その後、Neuroinflammationはレビー小体病、多発性硬化症など種々の神経

変性疾患のみならず、近年は統合失調症、うつ病といった精神疾患の病態にも関与して

いることが明らかにされました。このようにNeuroinflammationはニューロサイエン

スの中でも最も発展著しい分野と言っても過言ではありません。私は幸運にも、この分

野の第一人者であるMcGeer博士に師事することができました。McGeer博士から学び、

研究を通して積み重ねてきた知見を、今後は旭川の地でさらに発展させ、地域精神科医

療に還元できる研究成果の創出を目指します。

　最後に講座担当者としてのビジョンを述べさせて頂きます。今後、人材が集い、活気

ある講座をつくり上げ、教育・研究から診療まで一貫して、地域のあらゆるニーズに応

えられる総合的な精神科医療拠点の構築と、その担い手となる人材育成を目指して参り

ます。本講座への皆様のご指導、ならびにご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。
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　旭医に入学して約4 ヶ月が
経ちました。コロナ禍になっ
て今年で3年目。ようやくコ
ロナ禍前の日常に少しずつ戻
っていくかと思った矢先、入
学式直後に「明日から半数登
校です。」と言われ動揺した
のは今でも覚えています。そ

して7月以降は感染が急速に拡大し、東医体は
大会1週間前に急遽中止となりました。本来な
らばこれを書いている今、大会中であったこと
を想像すると非常に残念です。結果的に以前に
も増してコロナに振り回されたことと環境が変
化したことが相まって、隔週登校で時間にゆと
りがあるのにも関わらず、心身ともに疲弊し、
あっという間に過ぎ去った4 ヶ月間だったと感
じます。
　特に授業に関しては、オンライン授業を本格
的に導入した学習は初めてのことだったのでと
ても戸惑いました。Zoomなどの操作に滞りが

生じたり、通信障害があったりと様々な要素が
重なり、入学して間もない頃は授業を受けるだ
けでも一苦労でした。そしてオンライン授業の
最たる弊害は「授業に真剣に取り組みにくいこ
と」であることだと実感しています。誰の監視
の目もない自宅で、Zoomでも声も顔も出さ
なくて良いという環境下での授業に慣れた結果、
真剣に授業を受ける方法を忘れてしまいました。
さらに半数登校によって時間を持て余すよう
にもなりました。そして私はあるときふとこん
なことを考えていました。「怠けてばかりで自
分はこの学校に何をしに来たのだろう」と。こ
の問いは今の私にはとてもヘビーなものであり、
結論は未だに出ていません。そんな中夏休み明
けには全員登校が再開するので、オンライン授
業で廃れた学習意欲を取り戻し、様々な人と関
わることのできる喜びを噛み締めて、前述した
問いに対する答えを見つけ出せるように、充実
した生活を送りたいと思います。

旭川医科大学に入学して

医学科第1学年　髙　野　稜　大

　旭川医科大学に入学して、
約4 ヶ月が驚くほどのスピ
ードで過ぎています。授業は、
オンライン授業と対面授業の
隔週で行われていますが、部
活が本格的に始動し始め、先
輩と同期との関わりが例年よ
り増えてきていると思います。
私が大学に入って驚いたこと

は、人と人との間に壁がないことです。校内に
は1 ～ 6年の学生がいますが、どの学年の人た
ちも親切に色々なことを教えてくれ、また気軽
に話を聞いてくれます。授業はわからないこと
も多いのですが、先生方と1対1で、質問でき
る方法や機会があるため、安心して授業を受け
ることができています。この4か月間、大学生
活を送ってみて、中学・高校では考えられない
ほど多くの人と関わることができ、さらに、そ
れぞれの個性があふれている中で過ごすことが
できて、とても楽しいです。また、これから全
員登校が始まるため、今までよりもさらに多く
の人と関わることができるため楽しみです。
　早期体験実習では、直接医療に関われる場で
あったので、楽しみにして入学したのですが、

残念ながらコロナ禍のためオンラインでの講義
となりました。オンラインの講義では聞くだけ
の授業だと思っていたのですが、各自行う実習
がありました。この実習によって、患者さんの
立場になって物事を考える大切さを学ぶことが
できました。また、オンラインであったものの、
実際に医療に携わっている方々のお話を聞くこ
とができたため、医師として将来働くうえで、
知らなければならないこと、考えなければなら
ないことを認識できました。実際に、病院に訪
問できれば、直接医療に触れることができ、ま
た別のことを学べたのではないかと思うと、や
はり残念に思います。しかし、早期体験実習は
グループ学習であったので、様々な人の意見を
聞くことができ、自分では考えられないような
意見もあったため、とても為になりました。
　今後の学校生活では、医師として将来働くた
めにどのようなことが必要か考えながら過ごし
ていくことが地域医療貢献のためにも必要なこ
とだと感じています。早期体験実習で考えた医
師像に近づけるよう、学問に励むことはもちろ
ん、人間性を磨くためにも、様々な人との関係
性を大切に過ごしていきたいと思います。

旭川医科大学に入学して

医学科第1学年　髙　橋　奈那美



令和4年8月31日第188号

― 22 ―

　旭川医科大学に入学し4か
月が経ちました。この4か月
は大学という新しい世界に入
り、新しい友達に出会い、新
しいことを始められた貴重な
期間だったように感じます。
依然として新型コロナウイル
スによる影響は大きく学校祭

や部活の大会は無くなってしまいましたが、夏
季休業明けからの全員登校を一つの大きな変わ
り目として楽しみにしています。
　4月に大学が始まり、授業や部活が始まる中
で最も強く印象に残ったことは、学生の多様性
ではないかと感じます。誰一人として同じ思い
でこの大学に入ってきた人はいませんし、誰一
人として同じ背景を持っている人はいません。
当然のことではありますが、中高時代に同じ考
え方を共有し、ほとんど同じような教育を受け
た生徒との関わりが多かった私にとってはとて
も新鮮なことでした。多様な背景を持った友人
たち、先輩たちとの出会いは私に新しい世界を

見せてくれる宝物のようだと感じています。
　第1学年は基礎教養科目がほとんどですが、
どれも高校とは桁違いの難易度で日々苦闘しな
がらもどこかで楽しみながら学びを続けていま
す。医療概論や地域医療学、早期体験実習など
といった科目では自分ならどう考えるか、どう
行動するかという自主的な思考をもって講義を
受けています。また1か月に何度か入試枠での
集まりがあり、そこでは学年を超えて同じ課題
に取り組み、外部の講師の方から講義を受ける
という貴重な経験もさせていただいています。
こうして日々様々な刺激を受けてこれまでとは
全く違ったことを学んでいくことは大変ではあ
りますが、それ以上にこの大学で学んでいると
いう嬉しさを感じています。
　たった4か月の経験でこれだけ多くの経験を
積めたことはこれまでになかったように感じま
す。これからの大学生活も医学生であることに
自覚と誇りを持ち、貴重な経験を一つとして無
駄にせずより一層主体的な学びを深めていきた
いと考えています。

旭川医科大学に入学して

医学科第1学年　只　野　柚　乃

　旭川医科大学に入学してか
ら約4 ヶ月が経ちました。入
学以前は勉強、人間関係など
に不安を感じていましたが、
徐々に大学生活に慣れ、今は
楽しく過ごせています。
　新型コロナウイルスの影響
もあり、登校組と Zoom や

manabaと呼ばれるコンテンツを用いたオンラ
イン組に分かれた授業が続いています。あまり
オンライン形式の授業を受けたことがなかった
ので、初めのうちは苦戦していましたが、Zoom
や manaba をうまく活用できるようになり、
スムーズに勉強できるようになりました。授業
でわからないことがあった場合は、先生方へ直
接の質問だけでなく、メールやコメント機能で
対応してくださるので、とても便利です。安心
して勉強ができる環境が整っているので、不自
由なく勉強に励むことができています。
　旭川医科大学には、自分と似たような志を持
った人が全国各地から集まってきます。生まれ
育った環境が異なり、違った価値観や好みを持

つ人がたくさんいて、いろいろな人と関わり合
える期待と仲良くなれるかどうかの不安があり
ましたが、不安は杞憂でたくさんの人と楽しく
交流できています。自分と同じく医師を目指す
仲間が周りにたくさんいるので、悩みの相談も
気軽にでき、勉強面でも人間性でもお互いに高
め合う関係です。
　私は自身がしたことがないスポーツをしたい
という想いからバドミントン部に入部しました。
先輩はフレンドリーな感じの方ばかりで、同級
生とも仲良くなれたので、部活の時間が毎回楽
しみです。新型コロナウイルスによって、数多の
イベントがなくなってしまっている現状は残念
ですが、来年は開催されることを願っています。
　旭川医科大学には早期体験実習という授業が
あり、医師はどうあるべきなのかを考えました。
講義や実習を通して、自身の将来像の甘さや無
知さを実感し、気を引き締めるきっかけとなり
ました。そういった経験を大事にして、自分か
ら進んで学んでいくことを忘れずに今後も頑張
っていきたいです。

旭川医科大学に入学して

医学科第1学年　橋　本　佳　樹
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　私は札幌市出身で、旭川医
科大学に入学するにあたり一
人暮らしを始めることとなり
ました。最初は、一人暮らし
をすることや友達をつくるこ
となど、大学生活を上手く送
れるかどうかとても不安でし
た。しかし、同じ教室で講義

を受けたり、部活に所属したりする中で知り合
いが増えていきました。旭川医科大学には道外
から入学してきた人達も多く、そのような友達
から北海道の印象や生活環境の違いなどの話を
聞けるのが非常に面白いなと思っています。入
学してから4か月ほど経ちましたが、大体の生
活のペースを掴むことができてきていると思い
ます。ですが、まだ期末試験を受けていないの
で試験勉強の面では不安が残っています。
　私は、初心者ながらバドミントン部に入部し
ました。バドミントン部には同期が20人ほど
入部し、初心者始めの人も多く、新たなスポー
ツとして始めやすかったと思います。また、先

輩も優しい方々で、色々教えていただきながら
楽しく部活動ができています。7月には、道医
体という大会に参加しました。選手のレベル別
に部門が分かれており、初心者ながら非常に楽
しむことができたと思います。部活に入ること
で様々な交友関係ができたと実感しています。
入部することは、学生生活を豊かにする上で、
とても重要なことであると改めて思いました。
　次に、大学での講義について述べたいと思
います。1年生の間は基礎教養科目が多いた
め、正直退屈に感じてしまうものもあると思い
ます。しかしながら、講義の中で、先生方が講
義内容を医学と関連付けて教えて下さることが
あり、学習のモチベーション維持にも繋がって
いると感じています。また、実習などは、実際
に班で協力して進めるのでとても楽しいですし、
興味深く感じています。これから学年が上がる
につれて、専門的な科目が増えていくと思うの
で、今のうちから意識高く学習に取り組めるよ
う日々頑張っていきたいと思います。

旭川医科大学に入学して

医学科第1学年　松　内　　　柊

　私は今年の3月末まで広島
県で小学校教員をしておりま
した。そこから環境が大きく
変わり、4月には旭川医科大
学に入学し、教える立場から
学ぶ立場となりました。旭川
では5月に霙が降ってきたり、
夏休みになってやっと紫陽花

が咲いたりと、これまでとは違った季節の移ろ
いを感じる一方、あっという間に4か月が経っ
てしまいました。
　コロナ禍で縮小した形ではありましたが、入
学式も挙行され同期ともすぐに打ち解けること
ができました。編入学生の中には様々な経歴を
お持ちの方が多く、とても刺激を受けています。
また、編入生が分散登校やオンライン授業で戸
惑っているとき、1年生より入学されていた一
般生の方々が積極的に声をかけて下さり、何度
も助けられました。今では授業以外でも交流す
ることが増え、とてもありがたく思っています。
　これまで経験した大学生活とは全く違った、

旭川医科大学での大学生活を送っていますが、
コロナ禍という困難を大学の先生方のご配慮や
学生同士の対応力で乗り越えていっているよう
に感じます。私を含め学生の中には全国各地か
らこの旭川に進学してきていますが、帰省など
に関わらずZoomで勉強会を開くことも当た
り前になりました。どこにいても仲間と助け合
い、笑い合いながら過ごせる時間があるという
ことが私の学生生活の支えにもなっています。
　旭川医科大学で同じ志を持つ仲間と切磋琢磨
しながら医学を学ぶことができ、本当にうれし
く、毎日を楽しく過ごしています。ですが、学
び始めた現段階ではまだスタートラインに立っ
ただけに過ぎないと思っています。編入生は特
にこれまでの知識や経験を活かしていくことが
求められています。その熱意を絶やすことなく、
これから学んでいく医学を極め追求することは
もちろんですが、この旭川医科大学で出会った
仲間との関わりやこの地でしか学べないことを
大切にし、これからの社会に貢献していける医
師になりたいと改めて思っています。

旭川医科大学に入学して

医学科第2学年　北　川　友　理
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　私は2020年3月に航空宇
宙工学を専攻として卒業し、
2020 年 1 － 6 月 の 期 間 で
ハンガリーの Pre-Medical 
INTENSIVE TRACKを修
了した後、2022 年 4 月に
旭川医科大学医学部医学科
第二学年に学士編入学致し

ました。2年ぶりに正規課程の学生となるため、
馴染めるのか心配でしたし、編入学前の主専攻
は工学であったことから、授業についていける
のかも不安でした。
　入学してみると、医学部第二学年らしく授業
の内容は難解、かつ多方面に渡るものでした。
一方でそれに負けないくらい、編入学の同期の
方も様々な専攻・経歴を経験していたことから、
疑問に感じたことを聞けば、授業の内容のみな
らず、発展的な内容まで教えて頂けるような素
晴らしい環境でした。加えて人間性も豊かな人
ばかりで大きく刺激を受け、結果として学問の
みならず、幅広い面において深い学びを得られ

た4 ヶ月間であったと確信しています。在学生
の方々も、旭川医科大学で過ごした一年間の影
響からか、しっかりとした価値観と強い信念を
持った学生が多いように感じられました。同時
に、相手の意見を尊重した上で、それでもと意
見を表明できるような、アサーションのスキル
が身についた学生も多く、グループワークなど
授業中は勿論のこと、私生活においても助けら
れてばかりの毎日でした。このように、4 ヶ月
間の学生生活を通して感じた旭川医科大学の強
みの一つは、編入生・在校生問わず、成熟した
価値観と強い信念、そして多様なバックグラウ
ンドを有した学生が多いことだと思いました。
　今後このような恵まれた環境の中で、様々な
実習・授業を通じて、基礎医学のみならず幅広
く医学知識・技能を学ぶことで、以前の大学で
探究していた、Nd:YAGレーザによるレーザ
アブレーション現象やナノメディシンといった
工学的知識を、医療へと援用出来うるような医
師となれるよう、旭川医科大学の医学生として
一歩ずつ、着実に研鑽を積んで参る所存です。

旭川医科大学に入学して

医学科第2学年　藤　井　大　樹

　旭川医科大学に入学して4
か月が経ちました。私は、青
森県からこの大学に来まし
た。そのため、新しい土地、
新しい人間関係に慣れること
が出来るのかなどの不安がた
くさんありました。また、私
は下宿に住んでいるため下
宿の方や、住んでいる方達と

の関係を構築することが出来るのかも不安でし
た。今は下宿の友達や学校の友達とも仲良くで
き、北海道の地にも慣れてきています。
　私たちは現在、新型コロナウイルスがなかな
か収束しないためZoomと分散登校を使って
講義を受けています。高校でもこのような体制
をとったことはなく初めての講義方法であった
ため最初は不安の中スタートしました。ですが、
仲間や先生方と協力し、行うことが出来ました。
このような状況であるため、まだ仲良くなれて
いない友達もたくさんいる状況です。ですが最
近、夏休みが明けてからは全体登校できるとの
連絡がありました。まだ新型コロナウイルスに
対しての不安もありますが、新しい友達がまた

更にできると考えるととても楽しみです。
　大学入学当初は、新しい学習の方法に戸惑い
ました。大学での学習は、暗記はもちろんのこ
とですが、高校とは異なり、暗記するのとプラ
スアルファで自分の考え、また「なぜそうなる
のか」などの根拠に基づいて考える必要がある
と感じたからです。ですが、回数をこなしてい
くうちになんとなくではありますが慣れてきて
いると実感しています。学年が上がるにつれ、
実践の場で必要とされる技術や知識をより専門
的に学んでいくと思うので、今の一年生の時か
ら基礎を叩き込んで、自分の思い描く看護師に
なるべく頑張っていきたいと思っています。
　早期体験実習はコロナのため、行うことがで
きなくなりグループワークや講義になってしま
い残念でした。ですが、withコロナの時代の中、
このようなことはこれからも起こりうるかもし
れません。そんな限られた環境ですが、大学生
活四年間は学問も頑張りつつ、友達と遊ぶこと
やクラブ活動などを一生懸命楽しんで、今しか
ない「大学生」という時間を楽しみたいと思っ
ています。

旭川医科大学に入学して

看護学科第1学年　大　塚　満　友
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　旭川医科大学に入学して約
4か月が経ちました。親元か
ら離れて一人で生活すること
に徐々に慣れ、大学生活のリ
ズムを少しずつ掴めるように
なりました。今年度は無事に
入学式が開催され、これから

四年間過ごす仲間との顔合わせに緊張や不安を
感じたとともに、新たな大学生活への期待が大
きかったことを今でも覚えています。
　勉強面では、前期は隔週でオンライン授業と
対面授業があり、初めは周りについていけるか
不安がある中でのスタートでしたが、Zoomや
manabaを用いて充実した環境の中で勉学に励
むことができています。高校までの学びとは違
い、専門的知識が多く、それぞれ目的をもって
一つ一つどのような意味があるのかを考えなが
らの学びのため、単なる暗記ではなく根拠と紐
づけながらの学習により、大変さや自分の思い
通りにいかない悔しさや葛藤がありますが、将
来医療人として活躍していくために限りある時

間を大切にしながら勉強していきたいと思って
います。そして、今年は実際に病院での実習を
させていただけるため、この貴重な経験を通し
て演習で身に付けた看護技術や座学で学んだ知
識を用いて普段の講義では得られない新たな学
びができることを楽しみにしています。
　生活面では、特に部活動が充実しており、コ
ロナ禍のため制限はありながらもコンサートが
行えたりするなど、たくさんの挑戦の機会が設
けられていることをとても嬉しく思っています。
先輩や同期との縦と横のつながりもでき、学習
だけでは味わえない大学生らしさを感じること
ができています。また、アルバイトを通して自
分でお金を稼ぐことの大変さや両立することの
難しさを知り、より一層将来について深く考え
ていくきっかけにもなり、社会にでることの責
任感・やりがいを感じています。
　看護職者の夢に向かって、仲間と協力し勉強
面でも生活面でも充実した学生生活を送れるよ
う、四年間という時間を有意義に過ごしていき
たいです。

旭川医科大学に入学して

看護学科第１学年　金　山　芽　生

　旭川医科大学に入学してか
ら約4か月が経過しました。
無事に入学式を終え昔から憧
れを抱いていた大学で実際に
看護について学ぶことができ
ているという事実にようやく
実感が湧いてきています。未
だに新型コロナウイルスの影

響で万全な学校生活が送れているわけではない
ですが、それでも日々の勉強、そしてそれに伴い
身につく知識が私の看護師として成長するため
の大きな一歩になっていると感じています。大
学での学びはそれまでの小中高の勉強とは異な
り、常に自分なりの答えを探し続けているとい
った感じです。看護とはどういうものなのか、患
者と接するとはどういうことなのか。今までと
は異なる勉強の仕方、答えの探し方に困惑する
日々が続きましたが、その壁を乗り越えるたび
にそれまでとは違う達成感、やりがいを感じて
います。まだまだ大学生活は始まったばかりな
ので卒業時に胸を張って自分の答えが言えるよ

う、これからの学びも大切にしていきたいです。
　生活面では学校やアルバイト、サークルとい
った様々なコミュニティに属し活動することが
増えてきました。当初はそれらの両立に苦労し
ていましたが、自分の生活サイクルが定まって
きたこともあり非常に充実した毎日を送ってい
ます。新たな交流も増え、色んな人と出会うこ
との楽しさを改めて実感しています。ときに辛
い時や苦しい時もありますが、ともに頑張る友
人、仲間、先輩方の力をお借りしながら自分自
身の人としての成長につなげていくことができ
るため、とても良い経験になっています。
　まだ新型コロナウイルスに左右される生活で
はありますが、大学生になり、そして成人にな
ったことで自由に行えることも増えてきました。
だからこそ色んな事に挑戦したい反面、一人の
医療従事者の卵としてやるべきこととそうでな
いことの分別ははっきりしなくてはなりません。
入学したばかりで浮足立ってしまいがちですが、
学生としての本分を見失わないように気を引き
締めてこれからも頑張っていこうと思います。

旭川医科大学に入学して

看護学科第1学年　鈴　木　拓　海
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令和４年度入学式を挙行しました

　令和4年4月6日（水）10時30分から本学体育館において、令和4年度入学式を挙行しました。

新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、新入生と教職員のみが出席し、式典の様子は

ライブ配信しました。

　入学式では、入学生一人ひとりの名前が読み上げられ、医学科95名、医学科第2年次編入学

10名、看護学科60名の合わせて165名が入学を許可されました。

　続いて、入学生を代表して医学科の学生から宣誓が行われ、新入生それぞれが医療職者を目指

す者としての決意を胸に刻み、大学生活の一歩を踏み出しました。

式辞（学長　西川 祐司）

入学式の様子

学生代表宣誓
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令和４年度 入学者ガイダンスを行いました

　令和４年４月６日（水）から８日（金）までの３日間にわたって令和４年度入学者ガイダンスを行

いました。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため会場を分散し、入場する際にはマスクの着

用や手指消毒、間隔を空けて着席するなどの対策をして実施しました。

　入学者ガイダンスでは、教育・評価担当副学長の奥村利勝教授からの開会挨拶の中で本学の学

生として遵守して欲しいこと、学習法及び修学上の注意点についてお話がありました。保健管

理センターからは「コロナ以降でも有意義な学生生活を送るには」と題し、普段から感染症対策、

良質な食事、睡眠、休息を心掛けて充実した学生生活を送ってもらいたいとのお話がありました。

　医学科ガイダンスでは、教育センターの野津司教授から医学科カリキュラムについて説明があ

り、新入生へは医学科第１学年担当教員の寺本敬教授から、編入生へは医学科第２学年担当教員

の本間龍也教授から学生生活について説明がありました。

　また看護学科ガイダンスでは、看護学講座の服部ユカリ教授、升田由美子教授、藤井智子教授、

一條明美准教授、看護学科第１学年担当教員の山内まゆみ教授から看護学科での『学び方』、保

健師課程や助産師課程の選択等について説明がありました。

　新入生達は、緊張した面持ちで各説明者のお話に集中して聞き入っていました。最初は緊張気

味でしたが、休憩時間などの交流を通じて、会の終わりには打ち解け合っている姿を見ることが

できました。

入学者ガイダンスの様子
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教 員 の 異 動

令和４年８月１日	 昇　　任	 医学部外科学講座（心臓大血管外科学分野）	 准 教 授	 白　坂　知　識

訃　報

　本学第四代学長清水哲也氏（満94才）におかれましては、令和4年8月4日（木）逝去されました。

　ここに謹んで哀悼の意を表します。

　同氏は、昭和49年4月本学医学部産婦人科学講座初代教授に就任され、平成元年8月から平

成3年6月まで図書館長を併任、平成3年7月からは第四代学長に任命され、平成9年6月に任

期満了により退官、同年7月に本学名誉教授の称号が授与されました。

　学術研究面においては、産婦人科領域に医用工学研究を応用し、きわめて精度の高い実験系を

確立され、世界的業績を挙げられたほか、体外受精のより安全でより確実な手術法の確立に取り

組まれました。また、超音波医学を応用し、生殖医学におけるエポックメイキングである卵胞発

育を超音波画像上でモニタリングが可能なことを報告するなど、産婦人科超音波医学を堅固に築

かれ、超音波医学研究者を数多く育成されました。

　管理運営面においては、図書館長として自動入退館システムをいち早く導入しました。また、

学長の要職にあたっては、看護師不足問題に対応するため看護師宿舎の改修工事を実現し、平成

8年4月には看護学科を設置するなど尽力されました。さらに、北海道の医療の中心として本学

の地位を確固たるものとし、道民の医療と福祉の向上に尽力されたほか、医学教育及び研究の充

実・向上と施設設備等の整備・拡充などに多大なる貢献をされました。

　永年にわたって、医学の分野において優れた業績を挙げるとともに、医学教育及び研究の充

実に限りない情熱を注ぎ、 一貫して医学の発展ひいては地域社会の医療の向上に尽力されており、

その功績は誠に顕著でありました。

（総務課）


