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今回は，医薬分野の研究者養成について紹介し
たい。研究者養成というと，理工系分野の研究者
養成を念頭に議論されることが多い。医薬分野は
特殊であるので，その研究者の養成問題は，高等
教育政策上も，また科学技術イノベーション政策
上も取り上げられにくい。しかし，医薬系分野で
は研究者養成が深刻な問題として認識されている。
養成すべき研究者の数は，民間で大量の需要があ
る製造業やサービス業における研究者，技術者に
比べればわずかである。しかし，そこに現れる問
題は，他分野の人材養成を考える上でも示唆的で
ある。

1．薬学部が直面するリアル

1．1．変わる薬学部入試
ここ 1, 2年の間に薬学部の入試方式の変更や，

変更計画が進んでいる。その背景を見ていこう。
かつて薬学部は 4年制であったが，2006年度
入学者から 6年制の薬学科と 4年制の薬科学科
（名称は多様）に分かれた。6年制の薬学科は，卒業
生が薬剤師国家試験の受験資格を得られる薬剤師
養成課程であり，4年制の薬科学科は，卒業後に
修士課程や博士課程へ進学して，剏薬分野の研究
者となることを想定した課程である。この制度改
正を機に私立大学で 6年制薬学部の新設が続い
た。私立大学は 6年制が中心であり，国公立大
学はほとんどが 4年制と 6年制を並置している。
薬学部の入学者数は 2000年度には約 9300人だ
ったのが，6年制は 2013年度にはピークの約 1
万 2600人まで拡大した。4年制は毎年 1200～
1300人程度である（入学時点では 6年制か 4年制かが決ま

っていない一括入学方式の国立大学が数校あるので，実質的に

はもう少し多くなる）。
なお，4年制課程についても，経過措置として

2017年度入学者までは，大学院修了後に実務実
習などを経て薬剤師国家試験の受験資格が付与さ
れたが，2018年度入学者からは経過措置がなく
なった。その結果，現在は薬剤師国家試験の受験
のためには 6年制薬学科に進学するしか選択肢
はなくなった。当然ながら，受験生は安全な選択
として薬剤師の資格取得につながる 6年制の薬
学科に流れ，4年制志願者は減ると予想される。
この影響を受けるのは，4年制の比重が相対的に
大きい国公立大学の薬学部である。4年制薬科学
科が設置されている国立 14大学のうち，4年制
と 6年制を区別して入学試験をしている 8大学
の 2018年度の入試をみると，6年制の競争倍率
が 4倍を超える大学が 6大学（残り 2大学は 3倍以上），
4年制で 2倍を割り込んでいる大学が 6大学（残り
2大学は 2.1～2.2倍）である（文部科学省データによる）。薬
剤師の資格取得につながる 6年制の薬学科と比
べて 4年制の人気がないのである。
このような状況下で，いくつかの大学で入試制
度が変更されつつある。4年制課程の設置が多い
国公立大学について最近の動きを表 1に示した。
国公立大学の入試の方式としては，①入学時点か
ら 4年制と 6年制を区別する「区分入試方式」，
②入学時点では 6年制か 4年制かを決めず，途
中で 4年制，6年制を選択する「一括入試方式」，
③「一括入試・区分入試混在方式」，④「6年制一
本化」の 4種類が混在しており，複雑である。
近年の変化の型も一様ではない。
岐阜薬科大学と大阪大学は「区分入試方式」を

［連載］科学技術・イノベーション政策のために　第 12回

医薬研究者養成のリアル：
専門職養成の葛藤
小林信一　こばやし　しんいち　

科学技術イノベーション政策アナリスト，広島大学高等教育研究開発センター長・特任教授。



0090 KAGAKU Jan. 2019  Vol.89  No.1

やめて「6年制一本化」に変更した。徳島大学は
「一括入試方式」を「区分入試方式」へ変更した。
千葉大学と京都大学は「一括入試・区分入試混在
方式」へと変化したが，千葉大学はもともと「一
括入試方式」であったのを一部の学生に「区分入
試方式」を適用するようになったのに対して，京
都大学は逆にもともと「区分入試方式」であった
のを「一括入試方式」にし，一部を「区分入試方
式」のまま残す方式に変更した。京都大学だけは
「一括入試方式」の方向への変化であるが，それ
以外は，入学時点で薬剤師の資格取得につながる
6年制薬学科に所属することを明確化する方向に
変化している。薬剤師資格の取得を期待する受験
生は，資格取得につながる 6年制の薬学科に所
属することが確約されない一括入試方式を避ける
可能性があるので，なんとか受験生を引き止めた
いということかもしれない。しかし，それだけで
はない。

1．2．薬学研究者・高度専門家養成の危機
おそらく，このような複雑な入試方式になった
背景には，薬学部のもつ薬剤師養成機能，薬学研
究者養成機能，薬剤師資格制度のあいだの複雑な
関係があると思われる。国公立大学では，伝統的
に薬剤師養成よりも，大学教員，剏薬研究者，薬
事行政担当者，リーダー的な薬剤師などの薬学に

関わる多様な高度専門人材の育成に重点を置いて
きた。そのため，2006年度から 6年制の薬学科
が開設された後も，4年制の薬科学科とそれに続
く，修士課程と 3年制博士課程を残した。とく
に旧帝大系の薬学部では 4年制課程に入学定員
を多く配分し，研究者養成に重点をおいた。その
結果，薬学部は国公立大学の中では小さい学部に
すぎないが，学部に 4年制，6年制があり，大学
院に 4年制博士課程，修士課程，3年制博士（後期）
課程の多様な課程が並存し，複雑に組み合わされ
て，多様な人材育成に対応する結果になった。
6年制課程の導入後にも経過措置として 2017
年度では 4年制課程入学者も一定の条件を満た
せば，薬剤師国家試験の受験資格が付与された。
だから，これまでは薬剤師資格の取得と薬学研究
者養成は両立できた。薬剤師資格と博士号の両方
をもつ大学教員や研究者（Pharmacist-Scientists），指導
的薬剤師，薬事行政に携わる薬剤師などの育成が
できたのである。だが，2018年度からは経過措
置がなくなったため，受験生の薬剤師指向が強ま
り，薬剤師資格を取れなくても薬学研究者などを
目指そうという受験生が十分に確保できるのかと
いう懸念や，6年制の薬学科の卒業生で薬剤師資
格をもつ者が大学院に進学して，Pharmacist-Sci-
entistsとなり，研究者を含む多様な高度専門人材
を供給できるのか，という懸念が生じている。

表 1―近年の国公立大学における入試方式の変更例

入学年度 大学 変化の型 内容

2017 岐阜薬科 区分入試方式を 6年制へ一本化 入学時点から 4年制と 6年制を区別する方式を採用していたが，4

年制課程の入試を廃止し，6年制に一本化

2018 千葉 一括入試方式から一括入試・区分入試
混在方式へ

入学時点では 6年制か 4年制かを決めず 3年次で学科を振り分け
る一括入試方式を採用していたが，推薦入学と後期日程（全入学者
の約 4分の 1）に関しては，入学時点で 6年制と 4年制の区別を決
める方式に変更

2018 京都 区分入試方式から一括入試・区分入試
混在方式へ

入学時点から 4年制と 6年制を区別する方式を採用していたが，
入学時点では 6年制か 4年制かを決めず 4年次に振り分けを決め
る一括入試方式に変更。ただし，特色入試で入学した学生（定員は
各 3人）は入学時点で 6年制と 4年制の区別が決まる

2018 徳島 一括入試方式から区分入試方式へ 入学時点では 6年制か 4年制かを決めない一括入試方式を採用し
ていたが，入学時点から 4年制と 6年制を区別する方式に変更

2019予定 大阪 区分入試方式を 6年制へ一本化 入学時点から 4年制と 6年制を区別する方式を採用していたが，4

年制課程の入試を廃止し，6年制に一本化

注）岐阜薬科は公立，それ以外は国立
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制度が変わってわずか 1年しか経過していな
いので，懸念が現実となるのか，わからない。し
かし，関係者は深刻な問題として捉えたからこそ，
まずは学部の入試方法を見直し始めたのである。
ただし，各大学の置かれている状況や考え方の違
いによって，対処の仕方は多様で，その成否も不
透明である。大阪大学の場合は，学部 6年＋博
士 4年で，Pharmacist-Scientistsの養成に専念し
ようという考え方だと思われるが，そうなると大
学入学から学位取得まで 10年を要することにな
り，かつての学部 4年＋修士 2年の 6年で製薬
企業などへ就職して剏薬研究を支える専門家を養
成していたルートが消滅する。

1．3．認定薬剤師，専門薬剤師制度
問題をさらに複雑にしているのが，認定薬剤師，
専門薬剤師の制度である。医療の高度化，多様化
は薬剤師の仕事の内容にも変化をもたらした。と
くにチーム医療の一員として，薬剤師の重要性も
高まり，特定の領域では専門性の高い薬剤師が求
められている。こうしたニーズに応えるのが，認
定薬剤師，専門薬剤師などの制度である。
認定・専門薬剤師は，日本薬剤師研修センター，
日本病院薬剤師会，疾病別学会，領域別薬学関連
学会が認定し，多種多様なものがある。認定薬剤
師は，一定の実務経験，研修・講習会の受講，学
会への参加などの認定審査に合格することで認定
されるもので，試験を課す場合もある。専門薬剤
師は，認定薬剤師の要件に加えて，他の薬剤師に
対する指導，研究活動（論文執筆，学会発表など）がで
きることが条件とされる場合が多い（専門薬剤師と別
に指導薬剤師を認定する機関もある）。継続教育的観点か
ら数年ごとに更新するものがほとんどである。さ
らに，資格や研修活動が乱立する中で，一定の質
を確保するために，薬剤師に対する各種の継続教
育と認定制度の第三者評価機関として薬剤師認定
制度認証機構が 2004年に設置された。
かつては，薬剤師といえば，病院や薬局で調剤
をもっぱら担当する職業といったイメージであっ
たが，現在は，病院がどのような認定・専門薬剤

師が何人在籍しているかを開示するなど，専門性
の高い職種として位置付けられるようになってき
た。薬剤師個人にとっても，認定・専門薬剤師の
認定を受けることで，自分の専門性やそのレベル
を示すことができ，またそれを維持するために継
続的な学習・研修・研究活動に励むための目安を
示すものとなっている。また，6年制薬学教育が
開始され，現場での実務実習が始まると，現場に
指導能力のある薬剤師がいることが必要になった。
そこで，実務実習の指導者となるのが認定実務実
習指導薬剤師である。
このような認定制度は，専門医制度（後述）や専
門看護師制度が先行しており，認定・専門薬剤師
制度はそれらを後追いしたという面もある。先行
する専門医制度から類推すると，認定・専門薬剤
師制度が定着し，それが自分のキャリアにも影響
するとなると，薬剤師資格を取得したあとに大学
院で研究して学位を取得して箔を付けるという昔
のスタイルよりも，認定・専門薬剤師の資格を複
数取得し，さらに認定薬剤師から専門薬剤師，指
導薬剤師へとレベルアップしていくほうが，病院
や患者に対してもアピールしやすいものとなる。
そのためには一定期間の実務経験と研修と試験合
格が必要になるので，長期的に継続教育を受ける
ことになる。そうなると，あえて大学院に入学し
て学位を取得しようというインセンティブが小さ
くなっても不思議ではない。それでも進学する場
合は，一定の資格を取得した後の進学になるので，
卒業後かなりの時間をあけて大学院へ進学するこ
とになると予想される。
結局，冒頭で紹介したような大学における薬学
教育の制度改革，研究者養成のための大学院の取
組みなどは，認定・専門薬剤師制度と競合するこ
とになりそうだ。そのときに薬剤師は，学位を選
ぶのか，それとも認定・専門薬剤師を選ぶのか，
その動向を今後注視する必要がある。もし，認
定・専門薬剤師を指向する者が増えれば，大学や
製薬産業などの薬学研究を担う人材の育成・確保
は困難になる可能性がある。専門薬剤師や指導薬
剤師の場合にも，論文執筆や学会発表などの研究
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活動も資格取得・継続の要件になることが少なく
ないので，比較的高齢の薬剤師でも大学院での学
修に十分に順応できるかもしれない。それでも，
たくさんの若手研究者が薬学研究に邁進する姿は
想像しにくい。
こうした薬学における研究者養成の見通しは，
あくまでも筆者の憶測である。6年制薬学科が卒
業生を輩出するようになって 7, 8年，4年制課
程の学生が薬剤師資格を取得できなくなったのは
2018年度の入学者からである。はたして薬剤師
栄えて薬学研究滅ぶという事態になるのか，それ
とも何らかの折り合いを付けるのか，結末が判明
するまでしばらく待たなければならない。

2．医学部が直面する研究医問題

2．1．研究医問題とは
専門職としての医療人養成が優先され，大学院
での研究者養成が困難になるという事態は，実は
医師養成の分野ですでに経験している。医師養成
の問題というと，医師数の地域格差，特定分野の
医師不足などが以前から話題になっている。その
ような世間が注目する話題の裏で，医学研究の後
継者養成の危機的状況が長く続いている。
医学研究に携わる研究者には，さまざまな学部
の出身者がいるが，最も重要で中心的役割を担う
のは，医学部出身で医師国家試験に合格し，医師
資格をもつ研究者である。このような医学研究者
または研究する医師を研究医と呼ぶ＊1。関係者の

間で 20年来の深刻な問題となっているのが，医
学部卒業生の中で研究医を目指す者が極端に減少
しているという事実である。当然ながら，研究医
となるためには医学部を卒業した後に大学院へ進
学する必要があるが，進学者が極端に少ない状態
が続いているのである。そのため研究医の養成が
できず，とくに基礎医学分野の研究医は「絶滅危
惧種」と呼ばれていると自虐的に語る関係者もい
る＊2。
図 1は，医学部卒業者のうち大学院へ直接進

学した人数および割合を示している。大学院進学
者数の減少は 1990年代半ばから顕著になり，す
でに当時から関係者の間では将来の研究医の確保
が危惧されていた。筆者は当時，医歯薬系の研究
者養成に関する検討チームに参加していたことが
あり，医学分野のリーダーたちが，深刻な問題と
して議論していたことを強く記憶している。
2003年には医学部卒業者のうち大学院へ直接
進学した者が 238人であったが，2004年には 52
人へと突然減少した。その後は約 20～60人で回
復する見込みはない。学部卒業者に占める進学者
の割合も同様の傾向である。もちろん，他分野か
らの進学者や企業などに在籍する社会人学生，臨
床研修（後述）を済ませてから数年遅れで進学する
者などがいるので，大学院生数が大幅に減少する
というわけではない。
2000年前後は，医学研究が大きく変わった時

期にあたる。中山敬一九州大学教授（当時）は 20世
紀末以来の研究の進展により，人間の体を分子レ
ベル，細胞レベル，個体レベル，集団レベルで解
析する統合的な医学観が芽生え，科学としての医

＊1―米国では，プロフェッショナル・スクールである医学部
（メディカル・スクール）が授与する第 1 専門職学位が Doctor
（Medical Doctor: MD）である。また，グラデュエート・スク
ール（大学院）を修了して取得する研究学位としての博士号を
PhD と呼ぶ。米国では，専門職学位としての MD を取得した
後，または並行して研究学位の PhD を取得することが珍しく
ない。MD と PhD の両方をもって研究に従事する者を Physi-
cian Scientist，MD 研究者などと呼ぶ。日本では，専門職大学
院制度が発足するまでは，専門職学位と研究学位との区別がな
かった。そのため，医学分野の博士課程を修了した者は出身学
部を問わず，すべて「博士（医学）」を取得する。そこで，米国
の事例なども参考にして，医学部を卒業し，医師国家試験に合
格し，医師資格をもった博士号取得者を MD，医師資格をもた
ない博士号取得者を PhD と呼んで区別することがある。こう

した背景から，医師資格と博士号をもち，研究に従事する者を
研究医と呼ぶ。なお，基礎医学分野に限定して研究医というこ
ともある。
＊2―後に清水孝雄東京大学教授（当時）が示した資料（清水孝雄

「基礎医学研究者不足の現状と対策」文部科学省「今後の医学
部入学定員の在り方等に関する検討会」第 4 回資料 1，2011. 3. 
11, p. 19）では，基礎医学分野の大学院入学者のうち医学部卒
業生の比率は，1988 年度から 1990 年度まで約 70％ で推移し
た後，低下を続け，2002 年度には 30％ 近くにまで低下し，臨
床研修が必修化された 2004 年度には 30％ を割り込んだ。
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学が本格的に始まったという。当然ながら基礎医
学および基礎医学と結びついた臨床医学が重要な
役割を担うことになり，基礎医学分野での研究医
の貢献が必須になる。そのような時代に医師の大
学院進学の減少が起き，「基礎研究にまったく人
材が行かなくなるという可能性が出てくる。畢竟，
基礎部門における人材の数と質の低下は避けられ
ず，当然研究能力も低落」し，「基礎部門で優秀
な医師を学ばせることができない」ことになる。
このような事態は「早晩，臨床研究能力の低下」
を招くことになる。それだけでなく，研究医は大
学教員でもあることから，医学教育の崩壊を招き
かねず，結局，国民の健康維持や経済における損
失に結びつくと指摘する（中山 2006）。こうした中
山氏の解説は，研究医問題の意味を端的に表して
いる。
医学部も手を拱いていたわけではなく，かなり
早い段階から研究医の確保のための対策を講じて
いる。詳細は省略するが，医学部におけるMD-
PhDコース，研究医養成コースの設定，研修医
の社会人大学院生としての受入れ，学部入学定員
における研究医枠の設定など，さまざまな工夫が
試みられている（小林 2016）。大学教員，とくに基
礎医学分野の後継者養成という観点だけであれば，
おそらく各大学で毎年 1, 2名の学生が研究医を

目指して大学院に進学してくれれば十分であるの
に，大袈裟に騒いでいるという印象を受けるかも
しれないが，現場ではそのたった 1人，2人の確
保が難しい状態が 15年くらい続いているのであ
る。

2．2．臨床研修と専門医制度
それではなぜ研究医問題が発生したのか。当時
から，多くの人々が指摘したのが臨床研修の必修
化である。日本では第二次世界大戦後に，医学部
卒業後の研修として義務的なインターン制度が導
入された。1968年には医学部卒業直後に医師国
家試験を受験し，医師免許取得後に 2年以上の
臨床研修を行うように変更された。臨床研修は義
務ではなくなったが，大多数の医師免許取得者は
臨床研修を行った。多くは大学病院または関連病
院に残って研修をしたが，研修が特定の診療科に
偏るという弊害や，研究志向が強い，地域医療と
の接点が少ない，処遇が不十分などの問題も生じ
た。
そこで，「医療法」，「医師法」が改正され，

2004年から臨床研修が必修となった。2年間の
臨床研修への専念義務が定められ，臨床研修の修
了の事実を医籍登録することになり，これがなけ
れば診療所を開業できないことも規定された。ま

（人） （％）

図 1―医学部卒業者のうち大学院へ直接進学した人数（人：棒グラフ）および割合（％：折れ線グラフ）
（出典）学校基本調査各年版にもとづき筆者作成。
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た，研修が特定の診療科に偏る弊害を避けるため
に，臨床研修はすべての医師に求められる基本的
能力を身につけるものとされ，大学病院または指
定病院で，将来の専門診療領域にかかわらず，幅
広い診療科で研修を受ける。この研修中の医師が
研修医である。これらのルールのため，研究医を
目指す医師であっても，将来開業する余地を残す
ためには，まずは臨床研修に専念することが必須
となった。このため，臨床研修が必修化されると
医学部卒大学院進学希望者が激減するだろうと早
くから予想されていた＊3。
なお，臨床研修の後には，専門医になるために
専門医研修を受ける。専門医とは，特定の診療領
域において各学会が定める認定基準や研修内容，
到達目標を達成した，十分な知識と経験をもつ医
師を認定するものである。通常は，卒業後の 2
年間の臨床研修を含めて 5年以上の研修を行い，
試験などを経て，学会から専門医の認定を受ける。
専門医を指導する指導医も一定の研修の上で学会
から認定される。その上，多数の学会が専門医制
度を剏設したため，細分化のレベルが不揃いで，
基本領域の専門医だけでなく，その下位の領域（サ
ブスペシャルティ領域）の専門医制度もあり，1人の医
師がいくつもの専門医資格や指導医資格をとるこ
とになりがちである。その結果，医学部を卒業し
た後，10年以上専門医資格の取得のための訓練
を受け続けるという事態にもなりかねない。専門
医資格の取得がひと段落したところで，大学院に
進学しようとしても，すでに 40歳前後になって

しまい，改めて進学しようという意欲がかなり小
さくなってしまうことは想像に難くない。
医師として働く場合，専門医制度がなかった時
代には「医学博士」が看板として役立ったかもし
れないが，現代では，医師の専門性やスキルにつ
いて何も表現しない医学博士の旨味はほとんどな
く，専門医の認定のほうが患者にも歓迎される可
能性がある。現に，病院のWebページなどをみ
ると，医師の紹介ページには，多種多様な認定医，
専門医，指導医などの名称が並んでいる。
もっとも，専門医制度が乱立する傾向にあり，
質の保証も明確でないため，新しい専門医制度に
移行する。多数の学会などが実施する専門医認定
の質の保証のために，薬学の場合の薬剤師認定制
度認証機構と同様に，第三者機関である日本専門
医機構が専門医の認定，研修プログラムの基準を
示し，各学会の取組みを認定することで，専門医
の質の向上と制度の信頼性の向上を目指すことに
なっている。そこでは，基本診療領域の専門医を
認定し，その上で細分化されたサブスペシャルテ
ィ領域の専門医を認定する二階建てになる。当初
は，2017年度から新制度が開始される予定であ
ったが，1年遅れで 2018年度に新制度がスター
トした。

3．医薬分野の実務家養成と
研究者養成が示唆する未来

3．1．医薬分野の研究者養成の危機
薬剤師の場合と医師の場合では，歴史も制度も
異なるが，共通しているのが，博士号の授与を通
じて，研究者養成，大学教員の後継者養成を担う
大学院と，基本的には大学医学部から独立した人
材育成制度としての専門医や専門薬剤師などの専
門職能に関する資格認定制度およびその質を維持
するための継続教育制度の並存である。ここ十数
年の医師養成の現実を見る限りは，大学院と専門
医などの資格・継続教育制度とが歩み寄り，相互
に補完し，融合的な制度として発展を遂げるとい
うよりは，今後も別のものとして緊張関係を持ち

＊3―臨床研修必修化は研究医減少の原因ではないという見方
もある。以前は，臨床系の医師や学生は，基礎医学分野で実験
や研究方法論を学び論文を書くケースが見られた。しかし，分
子生物学の発展や実験装置の飛躍的高度化などにより，基礎医
学に頼らなくても，さらには大学に在籍していなくとも，臨床
分野の研究を進められる状況になったことが，とくに基礎医学
分野の大学院進学者の減少をもたらしたという考え方である。
研究医減少の原因が臨床研修必修化にあるという見解は，医師
の養成側である大学関係者が唱えることが多いのに対して，病
院団体などの医師の雇用側は臨床研修必修化と研究医問題とは
別問題だということが多いように見える。後述するように，こ
れを立場の違いによる単純な対立図式だとは言い切れない面が
ある。
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続ける可能性が高い。
臨床研修の義務化から 15年を経ようとしてい
る。今日の医学部への進学者や卒業生はもはや，
大学院への進学者が多くいて，学位を取ることが
意味をもった時代をまったく知らないのである。
その世代はすでに 40歳前後の中堅医師となって
いる。おそらく 40歳以下の医師，これから医師
資格を取得しようとする医学部生のほとんどには，
研究医は現実的な選択肢とは映っていないだろう
と思われる。そして，同じことが薬学でも起きる
可能性が高い。
実務家養成の観点からは，専門資格制度ができ，
さらに継続教育システムが確立することは成功と
言えよう。患者にとっても有益である。一方で，
日本のみならず人類全体のために，医療を長期的
に支えていくには，人を対象とするライフサイエ
ンスの研究活動が重要であることも自明である。
人を対象とするという特性ゆえに，医師資格を有
する研究医，薬剤師資格をもつ薬学研究者は，ラ
イフサイエンスの研究活動に欠くことができない。
その存在は，日本の医学・薬学研究ひいては日本
の健康・医療や関連産業の将来を左右する課題で
ある。極言すれば，日本の医学・薬学研究，とく
に基礎的研究が存立の危機に直面しているのであ
る。彼らは大学教員でもあるので，医師養成，薬
剤師養成機関としての大学の弱体化にもつながる。
医薬系学部というと研究費も多く，大学全体の
研究活動を牽引する存在である。そのような重要
な分野ですら，研究者養成が難しい現実に直面し
ているのである。医療の質の向上，ライフサイエ
ンス研究の推進，研究者養成のどれもが，国家的，
社会的に重要な目標である。しかし，それらの調
和は容易ではなさそうだ。

3．2．医薬分野の現実が示唆する課題
医薬系分野が直面する実務家養成と研究者養成
の不調和は，専門職養成や職業教育を重視してい
るように見える昨今の大学政策にとって示唆的で
ある。専門職養成が主流になると，大学は専門職
養成の入口部分を担うことになる。専門職の専門

性の内容やレベルの認定は専門職団体や学会が担
う可能性が高い。一方，専門職は新しい知識や技
術にキャッチアップするために，継続教育が必要
になるが，その継続教育も専門職の認定の一環と
して専門職団体などが担うことになる可能性が高
い。その結果，大学における研究者養成の機能は
弱体化し，研究活動を維持することも困難になる
おそれがある。
日本では，博士課程はその昔「研究者として自
立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及
びその基礎となる豊かな学識を養う」ことを目的
とするものであったが，今日では「研究者として
自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専

4 4 4 4

門的な業務に従事
4 4 4 4 4 4 4 4

するに必要な高度の研究能力及
びその基礎となる豊かな学識を養う」ことを目的
とする課程となった。いわば，グラデュエート・
スクールとプロフェッショナル・スクールの統合
を目指したわけである。しかし，専門職養成が高
度化した結果，医学部や薬学部は，専門職養成の
うち，とくに入口部分を担う機関としてのプロフ
ェッショナル・スクールへと回帰しているように
見える。その際，グラデュエート・スクールの側
面，すなわち学術の理論および応用を教授研究す
る組織，研究者や大学教員の養成を担う組織とし
ての側面が危うくなってきている可能性が否定で
きない。要するに，研究者養成制度としての大学
院は弱体化していくかもしれない。昨今注目され
ている博士課程進学者数の減少という問題は，若
年人口の減少問題や博士課程を出ても就職できな
いといった単純な労働力の需給問題ではなく，社
会の中での能力形成の役割分担の変化の予兆，否，
結果なのかもしれない。
このような能力形成の役割分担が変化している
とすれば，最近政策的に議論されている「社会人
の学び直し」の見直しが必要になるだろう。社会
人の学び直しの場としては，大学・大学院の教育
プログラムもしくは大学・大学院が提供する短期
のプログラムが想定されている。これは，職種転
換のようなケースでは一定の役割を果たすことが
できるかもしれない。しかし，専門職の新しい知
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識や技術へのキャッチアップを目的とする場合，
現在の大学院が専門職養成の入口段階を担ってい
る現実を考えると，専門性の高い分野の社会人の
学び直しに適しているとは言い難い。おそらく専
門職団体が社会人の学び直し研修の認定をするよ
うになるのではないか。
高等教育の世界は，大学ランキングが世界的に
席巻し，研究重視の傾向が見られる一方で，職業
教育を重視する傾向も広く見られる。一番明確な
例は，イギリスのメイ首相の問題提起であろう。
メイ首相は，2018年 2月に 18歳以降の教育の
あり方について幅広いレビューを開始することを
発表した。その際，メイ首相は「技術資格より学
術を重んじるという時代遅れな態度」に対して警
告を発し，今回のレビューにより「あらゆる角度
から 18歳以降の高等教育を見直し，継続教育
（further education）と高等教育（higher education）のあいだ
の間違った境界を破壊し，双方が統合したシステ
ムを構築する」と明言した＊4。
日本も例外ではない。高等教育の無償化が政策
課題となり，最終的には低所得世帯の子どもたち
に対して授業料を減免するという，かなり後退し
た施策となったが，文部科学省はその具体的な方
策を検討する専門家会議を設置し，2018年 6月
に「高等教育の負担軽減の具体的方策について
（案）」を取りまとめた。報告案は，支援を受ける
学生の要件だけでなく，支援措置の対象となる大
学の要件も示している。そこでは「大学等での勉
学が職業に結びつくことにより格差の固定化を防
ぎ，支援を受けた子どもたちが大学等でしっかり
と学んだ上で，社会で自立し，活躍できるように
なるという，今回の支援措置の目的を踏まえ，対
象を学問追究と実践的教育のバランスが取れてい
る大学等とする」として，「実務経験のある教員
による授業科目が標準単位数の 1割以上，配置
されていること」という具体的な条件を提示して
いる。これはすべての学生が実務経験のある教員

の授業を 1割以上受講できる環境を用意すると
いう趣旨であるから，すべての学部が条件をクリ
アしなければならない。臨床実習がある学部なら
ば容易にクリアできる条件だが，職業とつながり
が弱い文学や理学などの分野でも実務経験のある
教員の授業を学べるようにせよ，という強い要求
である。
筆者は大学の実務家養成に反対しない。大学は
もともと専門職養成から始まったのであり，それ
を除外すべき理由はない。問題は，社会における
能力形成のあり方という根源的問題について何の
学問的，政策的議論もないまま，搦め手から（目的
と手段の入れ替えにより）大学教育の職業教育色を高め
る方向へ誘導するという拙速な政策のあり方であ
る。今の時代の状況だからこそ，医薬系分野の事
例から理解できるように，大学と研究者養成，職
業人養成，専門的能力の継続教育の相互関係を，
まずは問い直す必要がある。
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