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School of Health Sciences, Faculty of Medicine, Kyushu University, which would soon enroll its first freshmen
in early 2003, conducted a questionnaire survey to participants of open campus in August, 2002. The purpose of
the survey was to clarify how high school students recognize Health Science Colleges and Graduate Schools.
A total of 376 respondents (all but one were high school students) answered the questionnaire. 92.5 percent of
respondents were women, and 80.7 percent were sophomores. 91.0 percent of respondents answered that it was
important or somehow important for them to enter four-year colleges (referred to as 'Importance to enter fouryear colleges'). While only 48.7 percent of respondents answered that they were interested in studying at graduate schools (referred to as 'Interest in graduate schools'). No significant correlation were observed between type
of occupation they wish to take up in the future (referred to as 'future occupation') and 'Importance to enter fouryear colleges' score. On the other hand, future occupations namely researcher and professor marked significantly
higher 'Interest in graduate schools' scores, while co-medical workers marked significantly lower scores.
The multiple regression analysis indicated that 'Importance to enter four-year colleges' was the biggest indicator to 'Interest in graduate schools' regardless the type of regression model.
Throughout the study, it can be noticed that the background of high school students' recognition of four-year
college and graduate schools was different. However, it seems that the more they feel it important to enter fouryear college, the more they are likely to be interested in studying at graduate schools.
Key Words: College education, high school students, health sciences, graduate schools.
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Ⅰ

出席者全員に配布され、説明会後に回収された。

はじめに

わが国における大学の大衆化１）の傾向が指摘さ
れて久しい。大学が乱立し、誰でも進学できるよ
うになった。その結果、学生の質の低下が指摘さ

なお、本研究では、有効回収率は94.9％であっ
た。
調査項目は、属性に関する項目として、学年・

れ始めている。一方、少子化の兆しが見え始め、

性別及び受験を希望している専攻（以下「希望専

大学は教員養成学部を始めとして、リストラの対

攻」
）
、説明会を通しての大学への関心に関する項

象となりつつある。そのために、現存する大学は

目（以下「大学への関心」
）
、四年制へのこだわり

生き残りをかけてその特徴を打ち出し、学生を獲

の度合い（以下「四年制へのこだわり度」）及び

得しようとしている。今日、「大学院の弾力化」

その理由、大学院への関心の度合い（以下「大学

を目的とした大学院設置基準改正に基づき、全国

院への関心度」）及びその理由、将来就くことを

的に大学に大学院を付設しようという動きが活発

希望している職種（以下「希望職種」）及び説明

化しているのも、大学の生き残り策の一つである

会及びアンケートに関する自由記述である。

２）

統計的分析には、PC版統計パッケージ

と言えよう。
大学がリストラの対象となりうる時代におい

SPSS10.0Ｊを使用し、主に単純集計、χ ２検定、

て、昨今の医療系福祉系の大学の増設は、最後の

Ｔ検定、一元配置分散分析、因子分析、重回帰分

大学設立ラッシュと言われている。全国的に受験

析を行った。なお、因子分析の過程では、主因子

者数が少なくなり、競争率が低くなっている今日、

法で因子を抽出し、バリマックス回転を行った。

新設大学は威信をかけて、できるだけ質の高い学

そして固有値1.5以上という基準で因子を抽出し

生を獲得することを目標としている。また、国立

た。また、項目間の内部整合性を調べるため、

大学にあっては、平成16年度からの独立法人化を

Cronbachのα係数を算出した。

控えており、自分たちの大学の特徴を打ち出すこ

Ⅲ

とは、いよいよ急務となっていることが指摘され

結果

１．本研究の対象者の特徴

よう。
大学教育、大学院教育をめぐるこのような社会

本研究の対象者の属性は表１のとおりであっ

的な動きの中で、社会が大学及び大学院に対して

た。学年別には２年生が80.7％を占めており、女

期待する役割も変化し、またそのことが、高校生

性は全体の92.5％であった。また、希望専攻は、

の大学及び大学院への進学の動機付けにも影響を

看護学専攻251人（67.3％）、検査技術科学専攻80

与えうることが考えられる。そこで本研究では、

人（21.4％）、放射線技術科学専攻42人（11.3％）

これから四年制大学を設立し大学院設置を準備中

の順で多かった。

である大学に対し、高校生が何を求めているのか

本研究の対象者が将来大学や大学院を修了した

を明らかにすることを目的とした。高校生は、生

後に就くことを希望している職種（複数回答）と

き残りをかける大学にとって重要なカスタマーで

しては、
「医療専門職」324人（91.3％）
、
「研究職」

あり、彼らの声を分析することを通して、より社

43人（12.1％）、「教育職」42（11.8％）で、圧倒

会的ニーズの高く質の高い大学教育、大学院教育

的に「医療専門職」を希望している者が多かった。

を提供することができると考えられるからであ

希望専攻毎に属性を比較したところ、学年別には

る。

有意な差は見られなかったものの、女性は看護学
専攻及び検査技術科学専攻に多く、男性は放射線

Ⅱ

本研究の対象と方法

本研究の対象は、2002年８月に行われた、九州
大学医学部保健学科説明会に出席した福岡県内外
出身の計376名である。調査票は、説明会当日、

技術科学専攻に多い傾向が明らかになった
（p<0.001）
。
また、将来就くことを希望している職種毎に属
性を比較したところ、「研究職」を希望している
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者の割合は２年生（9.1％）よりも３年生

２．高校生が持つ「大学への関心」及び関連要因
説明会に参加した高校生の、「大学への関心」

（25.4％）で有意に高く（p<0.001）、希望専攻別
には、検査技術科学専攻（29.7％）、放射線技術

について、17項目に分けて聞いたところ、もっと

科学専攻（15.0％）、看護学専攻（6.3％）の順で

知りたい項目としては、「大学を卒業後就くこと

高かった（p<0.001）
。

のできる職種の仕事の内容についてもっと知りた
い」（95.5％）、「大学で履修する実習科目の内容
についてもっと知りたい」（94.7％）、「大学を卒

表１．対象者の属性（N＝376）
別
女性
男性
学 年
2年生
3年生
その他（うち１年生２名、社会人１名）
希望専攻
看護学専攻
放射線技術科学専攻
検査技術科学専攻
希望職種（複数回答）
「医療専門職」
「研究職」
「教育職」

業後取得することのできる資格についてもっと知

n

％

りたい」（93.3％）「大学で履修する専門科目につ

346
28

(92.5)
(7.5)

いてもっと知りたい」（91.7％）の順で多いこと

302
69
3

(80.7)
(18.4)
(0.8)

251
42
80

(67.3)
(11.3)
(21.4)

324
43
42

(91.3)
(12.1)
(11.8)

性

が明らかになった（図１）
。
次に、高校生の「大学への関心」の構造を明ら
かにするために、全17項目を投入して因子分析を
行った。その結果、３因子が抽出された（表２）
。
第一因子は、大学における講義や実習などのカリ
キュラムの内容に関するもので、これを「大学の
カリキュラムへの関心」因子と命名した。第二因
子は、入試や卒業後の就職に関わる内容に関する
もので、これを「自分の進路への関心」因子と命

95.5

卒業後の仕事の内容

94.7

実習科目

93.3

卒業後の取得資格

91.7

専門科目

89.8

授業料

88.2

教養科目
大学カリキュラム

86.6

大学で行われている研究

86.6

入試関連情報

85.3

クラブ・サークル活動

83.7

実習施設

83.3

大学行事

81.0

就職率および就職先

81.0
77.2

進学率および進学先

73.3

国家試験合格率

69.5

福利厚生施設

67.4

福利厚生制度
0

20

40

図１．大学への関心

60

80

100％
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表２．「大学への関心」の内部構造分析（主因子法）

大学カリキュラム
教養科目
専門科目
実習科目
大学で行われている研究
実習施設
福利厚生施設
福利厚生制度
授業料
大学行事
クラブ・サークル活動
入試関連情報
卒業後の取得資格
卒業後の仕事の内容
国家試験合格率
就職率・就職先
進学率・進学先
因子寄与
因子寄与率

因子１ 因子２ 因子３ 共通性
.576
.245
.220
.440
.763
.103
.150
.616
.848
.151
.094
.750
.699
.218
.116
.550
.450
.175
.198
.272
.378
.214
.369
.325
.147
.044
.596
.379
.105
.155
.531
.316
.155
.123
.655
.469
.113
.173
.579
.378
.097
.111
.483
.255
.308
.353
.252
.283
.301
.471
.166
.341
.350
.507
.199
.419
.140
.781
.231
.684
.119
.870
.149
.792
.194
.730
.089
.579
2.92
2.80
2.11
7.83
17.2
16.4
12.4
46.0

名した。第三因子は、大学における福利厚生施設

「四年制へのこだわり度」と「大学への関心」

や制度、行事の内容に関するもので、これを「大

を構成する各因子との関連については、「四年制

学生活への関心」因子と命名した。なお、各因子

へのこだわり度」と「大学のカリキュラムへの関

に類型される項目間のα係数は、0.72〜0.84で

心」（r=.200、p<0.01）、「自分の進路への関心」

あった。
次に、３因子毎に属性との関連を調べたところ、

（r=.162、p<0.01）との間に正の有意な相関が見ら
れたが、「大学生活への関心」との間には有意な

「大学のカリキュラムへの関心」は２年生よりも

相関は見られなかった。また、「大学のカリキュ

３年生において平均得点が有意に高いことが明ら

ラムへの関心」（p<0.05）及び「自分の進路への

かになった（p<0.01）他は、特に有意な関連は見

関心」（p<0.01）に関連する因子の平均得点は、

られなかった。

「四年制へのこだわり度」について「四年制大学
に進学することは重要・どちらかといえば重要」

３．
「四年制へのこだわり度」及び関連要因
「四年制へのこだわり度」については、自分に
とって四年制に移行することは「重要」「どちら

と回答した者が、「どちらかといえば重要ではな
い・重要ではない」と回答した者よりも有意に高
くなっていた。

かといえば重要」と回答した者は91.0％と、９割

「四年制へのこだわり度」の理由を複数回答で

を越していた（図２）
。なお、
「四年制へのこだわ

尋ねたところ、「自分の関心のある勉強を深めら

り度」と性別、学年、希望専攻、希望職種との間

れると思うから」（70.4％）、「就職により有利に

には有意な関連は見られなかった。

なると思うから」（50.4％）、「取得資格がより増
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あなたは四年制
大学に進学する
ことはどれくら
い重要だと思っ
ていますか？

91.0

0

20

重要・どちらかと言えば重要

40

60

80

100％

どちらかと言えば重要ではない・重要ではない

図２．四年制へのこだわり度（n=365）

医学系の大学院
で勉強すること
にどれくらい関
心がありますか？

48.7

0

20

関心がある・どちらかと言えば関心がある

51.3

40

60

80

100％

どちらかと言えば関心はない・関心はない

図３．大学院への関心度（n=318）

えると思うから」（42.2％）、「学生生活をより

は、そうでない者に比べ「取得資格がより増える

ゆったりと過ごせると思うから」（22.0％）、「大

と思うから」（p<0.01）及び「大学院にそのまま

学院にそのまま進めるから」（6.5％）「その他」

進めるから」（p<0.01）と回答した者の割合が低

（1.8％）の順で多かった。また、「四年制へのこ

かった。

だわり度」の理由を属性毎に比較したところ、学
年別には「自分の関心のある勉強を深められると

４．
「大学院への関心度」及び関連要因

思うから」（p<0.05）及び「大学院にそのまま進

次に、「大学院への関心度」を明らかにするた

めるから」（p<0.05）と回答した者の割合は２年

め、将来医療系大学の大学院で勉強することにど

生より３年生の方が有意に高かった。また将来就

れくらい関心があるかを尋ねたところ、「関心が

くことを「希望職種」別には、「研究職」を希望

ある」「どちらかといえば関心がある」と回答し

している者の割合は、そうでない者に比べて「大

た者は48.7％であった（図３）。なお、「大学院へ

学院にそのまま進めるから」と回答した者の割合

の関心度」の設問に対して無回答だった者は55人

が多く（p<0.05）、「教育職」を希望している者に

（全体の14.6％）と、「四年制へのこだわり度」に

あっては、そうでない者に比べ「取得資格がより

対して無回答だった者１人（全体の0.3％）に比

増えると思うから」（p<0.05）「大学院にそのまま

べて非常に多く、ことに２年生（45人）は無回答

進めるから」（p<0.01）と回答した者の割合が高

であった者のうち86.5％を占めていることが明ら

かった。一方「医療専門職」を希望している者で

かになった。
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関心のある勉強を深められる

86.6
36.3

取得資格が増える
29.3

就職に有利になる
5.1

学生生活をゆったり過ごせる

2.5

その他
0

20

40

60

80

100

図４．大学院に関心を持つ理由（複数回答）

「大学院への関心度」と属性との関連を明らか

強を寄り深められると思うから」（86.6％）であ

にしたところ、性別及び希望専攻別には有意な差

り、続いて「取得資格がより増えると思うから」

は見られなかったが、学年別には有意な差が見ら

（36.3％）、「就職により有利になると思うから」

れ、２年生（45.5％）よりも３年生（60.7％）に

（29.3％）、「学生生活をよりゆったりと過ごせる

おいて、「大学院への関心度」が高いことが明ら

と思うから」
（5.1％）の順で多かった（図４）
。

かになった（p<0.05）。また、将来大学や大学院

大学院への関心の理由を属性毎に比較したとこ

を修了した後に就くことを希望している職種につ

ろ、男性に比べ女性において、「関心のある勉強

いては、「研究職」（p<0.001）「教育職」（p<0.05）

を深められる」と回答した者の割合が高いことが

においては、それぞれの職種に就くことを希望し

明らかになった（p<0.05）
。

ている者で「大学院への関心度」について「関心

なお、「大学院への関心度」と「四年制へのこ

がある・どちらかといえば関心がある」と回答し

だわり度」との間には、弱い相関（r＝.219、

ている者の割合が高く、「研究職」においては

p<0.01）が見られたが、χ２検定の結果、「大学院

74.4％、また「教育職」においては63.9％が、大

への関心度」の有無と「四年制へのこだわり度」

学院に対して「関心がある・どちらかといえば関

の有無との間には有意な差は見られなかった。

心がある」と回答している。一方、
「医療専門職」
に就くことを希望している者は「大学院への関心

５．
「大学院への関心度」に影響する要因

度」について「関心がある・どちらかといえば関

次に、「大学院への関心度」に影響する要因の

心がある」と回答している者の割合が有意に低く

強さを比較するため、重回帰分析を行った。独立

（p<0.05）
、46.7％であった。

変数は、属性及び「四年制へのこだわり度」、希

「大学院への関心度」と「大学への関心」を構

望職種、そして、「大学院への関心度」と有意な

成する各因子との関連については、「大学のカリ

相関の見られた「大学のカリキュラムへの関心」

キュラム」に関連する因子の平均得点は、「大学

及び「自分の進路への関心」である。なお、「大

院への関心度」が「関心がある・どちらかといえ

学のカリキュラムへの関心」と「自分の進路への

ば関心がある」と回答した者で有意に高くなって

関心」との間には強い相関（r=.527）が見られた

いた（p<0.05）。また、「大学院への関心度」の度

ため、「大学のカリキュラムへの関心」を投入し

合いと「大学のカリキュラムへの関心」
（r＝.142、

た回帰式をモデル１、「自分の進路への関心」を

p<0.05）及び「自分の進路への関心」（r＝.125、

投入した回帰式をモデル２として別個に投入する

p<0.05）とは有意な正の相関が見られたが、「大

ことにした。また、希望職種（「研究職を希望し

学生活への関心」との間には有意な相関は見られ

ているかどうか」「教育職を希望しているかどう

なかった。

か」
「医療専門職を希望しているかどうか」
）ごと

また、大学院への関心を持つ理由（複数回答）
として最も多かったのは、「自分の関心のある勉

にモデル１及び２の構造を比較した。その結果、
いずれの回帰式においても、最も強く影響してい
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たのは「四年制へのこだわり度」であった。なお、

関心度」の回答率は比較的低く、その傾向はこ

「研究職」及び「教育職」を希望している者は

とに２年生において強かった。つまり、２年生

「大学院への関心度」に正の関連が見られたが、

の時点では大学に入学することに関心はあって

「医療専門職」を希望している者は負の関連をみ

も、大学院進学までには考えが及ばないのに対
し、３年生になると、大学院までも射程に入れ

た（表３）
。

た大学選択が行われている可能性が考えられ

Ⅳ

考察

る。このことは、学年が高くなるにつれ、「大

１．
「大学院への関心度」と、
「四年制へのこだわ
り度」の違い

学院への関心度」も高くなる傾向が見られたと
いう結果とも一致する。

（１）高校生にとって四年制大学とは何か？

また、
「希望職種」毎に、
「四年制へのこだわ

本研究では、「四年制へのこだわり度」に対

り度」及び「大学院への関心度」の度合いの分

する回答率が高かったのに対し、「大学院への

布を比較したところ、「希望職種」と「四年制

表３．「大学院への関心度」を規定する要因

モデル１
研究職 教育職 医療専門職
β
β
β
学年（２年生＝１・３年生＝２） .145 * .159 **
.152 **
性別（女性＝１、男性＝２）
.012
.025
.016
放射線技術科学専攻
.055
.028
.006
検査技術科学専攻
-.001
.113 *
.088
看護学専攻
reference reference reference
「大学のカリキュラムへの関心」 .104
.104
.112 *
四年制へのこだわり度
.157 ** .165 **
.176 **
希望職種
.130 * .148 **
-.169 **
R
.337 *** .346 ***
.356 ***
R2
.114
.120
.127
モデル２
研究職 教育職 医療専門職
β
β
β
学年（２年生＝１・３年生＝２） .152 ** .169 **
.162 **
性別（女性＝１、男性＝２）
.012
.024
.016
放射線技術科学専攻
.043
.027
.003
検査技術科学専攻
-.005
.104
.079
看護学専攻
reference reference reference
「自分の進路への関心」
.101
.085
.103
四年制へのこだわり度
.164 ** .175 **
.185 **
希望職種
.141 * .145 *
-.172 **
R
.340 *** .344 ***
.357 ***
2
R
.116
.118
.127
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へのこだわり度」との間には有意な関連は見ら
れなかったが、「大学院への関心度」について

響する因子は何であろうか。
まず、「希望職種」と「大学院への関心度」

は、全ての職種において、有意な関連が見られ

については、全ての職種において、有意な関連

た。つまり、四年制大学への関心は将来自分が

が見られた。しかし、その関連の仕方には、

就こうとする職種の別に関係なく一様に高い

「希望職種」別にパターンの違いが現れた。す

が、大学院に対しては、将来自分が就こうとす

なわち、「研究職」および「教育職」を希望す

る職種により、関心の度合いが変わってくると

る者で「大学院への関心度」が有意に高い傾向

考えられるのである。これは、四年制大学と大

にある一方、「医療専門職」を希望する者では

学院の機能が異なること、またそれぞれの教育

有意に低かったのである。このことから、「大

機関の機能の違いに対する高校生の期待の違い

学院への関心度」に影響を与える因子の構造は、

を表していると言えよう。

「希望職種」を「研究職」あるいは「教育職」

高校生にとって、四年制大学は自分の将来の

とした者については、共通しているが、「医療

職業に関わる資格をとるところであるという認

専門職」とした者については、「大学院への関

識が高いようである。このことは、「大学のカ

心度」に影響を与える因子の構造が異なってい

リキュラムへの関心」及び「自分の進路への関

ることが考えられた。

心」に関連する因子の平均得点が、四年制への

高校在学中の時点で、「研究職」を目指す決

こだわりが強い者において有意に高かったこと

意のある者は、大学院への関心があって当然と

によっても裏付けられる。平成不況の昨今、大

も言える。また「教育職」希望者が就くことが

学新卒者の就職率は90％を下回り、これまでに

できる職種（１）については、ケース１のように

ない就職難であると言われている ３）。従って、

大学教官などを想定した場合、研究職と共通し

最近の高校生や保護者は、就職状況で大学を選

た仕事の内容が多いことに気がつく。従って、

ぶ傾向が多くなってきた 。本調査でも、四年

「研究職」を希望する者及び「教育職」を希望

制にこだわる理由として、「就職により有利に

する者に対しては、共通したタイプの大学院教

なると思うから」（50.4％）「取得資格がより増

育が期待されていると考えられる。

４）

えると思うから」（42.2％）をあげた者が半数

一方、「医療専門職」になるには、ともかく

近くを占めたことからもそれは明らかである。

資格を取得できる大学を卒業すればよい、と高

新卒者の中でも、ことに女性の就職は、男性よ

校生が考えるのは自然なことであるから、大学

りもはるかに困難であるとされ、そのために、

院に対しての関心は、
「研究職」
「教育職」希望

就職に有利な資格を取得できる学部に対する女

者ほど高くないかもしれない。しかし、「医療

子高校生の期待は高いと思われる。女性は、経

専門職」を希望する者であっても、その46.7％

済的安定性を獲得できるという理由によって看

が「大学院への関心度」について「関心があ

護職を選択する傾向があるというアメリカでの

る・どちらかと言えば関心がある」と回答した

調査がある が、看護職に限らず、資格取得が

ことに反映されているように、およそ半数の者

できる学科は女性に人気がある。本調査の対象

が大学院に関心を寄せていることは注目に値す

者―すなわち、医療人育成課程としての医学部

る。医療専門職の専門化高度化に伴って、従来

保健学科に進学を希望する者―の９割以上が女

の「研究職」「教育職」タイプの学生を対象と

性であることからも、それは裏付けられると言

した、研究開発者育成機関としての大学院のみ

えよう。

ならず、「医療専門職」をも対象にした大学院

５）

教育を提供することは、社会的ニーズがあると
（２）大学院への関心に影響する要因
それでは、高校生の持つ大学院への関心に影

考えて良い。
そもそも、「大学院への関心度」に最も強く

平野（小原）裕子，東田善治，梅村創，豊福不可依，小島夫美子，田宮貞史，長家智子，赤坂勉

― 67 ―
影響するのは、「希望職種」のいかんに関わら

専門的人材育成が企業内でオンザジョブ・ト

ず「四年制へのこだわり度」であった。四年制

レーニングによって行われるシステム作りが促

大学にこだわることは、学歴にこだわることで

進され、あるいは外国の大学院に留学させる等

ある。大学院に進学するための最も一般的な

の研究者育成の方策が講じられることにもなっ

は、四年制大学を卒業し学士号を得

たのは、その意味で自然な企業行動の結果であ

ることであるから当然ではある。しかし、この

る。わが国の大学院と社会の今日的関係の特徴

ことは見方をかえれば、四年制大学に移行した

は、まさに研究開発に関わる高度人材の需要に

大学に対し、次は大学院を設置することを期待

関して、大学院が社会的ニーズに適切に応える

する高校生が少なくないことを意味していると

ことができず、大学院と社会のニーズとの間に

言える。このような高校生の大学院設置を望む

大きなギャップが存在している点に見出される

声は、自由回答にも現れている（ケース１）。

６）

ルート

（２）

。

看護大学の急増など、医療人教育の高学歴化が

1989年に大学院設置基準が一部改正されたの

進む今日、高校生の大学院志向にも拍車がかか

は、そのような大学院と社会のニーズとの間の

りつつあるといえる。

ギャップを埋めることが目的であった。その基
本的な考え方としては、これまでの大学院の目

２．医療系大学院に望まれること
（１）
「大学院」への期待の移り変わり
全国的に大学院重点化の動きが顕著な今日、
大学院に対する社会的な期待や評価は以前と比

的や機能の複眼化を目指したものであったが、
ここで注目されるのは、歴史的に「後継者育成
機関」７）の色彩の強かった博士課程の目的を、
単に「大学等の研究者」を育成するのみならず、

べ変化してきている。わが国においては、歴史

「社会の多様化、複雑化等に対応」することの

的にみて大学院が専ら大学教員の後継者育成機

できる「社会の多様な方面で活躍し得る高度の

関として見なされてきた期間が長く、大学院の

能力と豊かな学識を有する人材を育成する」必

発展・拡大を大学の後継者需要との関連から考

要性を謳ったところにある２）。このことによっ

えようとする傾向が強かった。しかし、大学院

て、博士課程も職業人育成の機関として社会的

が後継者育成という、いわば教育システムの内

に明確に位置づけられたのである。まさに、

部需要に応えることを主たる役割としている状

「後継者育成機関としての大学院」から「社会

況のもとでは、需要は極めて限られたものにな

的ニーズに適合した大学院」へと、わが国の

らざるを得ず、一般の社会人にもその意義は認

「大学院観」が変化したことがうかがえる。

識されにくいから、大学院教育の役割は極めて
自己充足的なものにならざるを得ない。このこ
とは大学院に投入される社会資本の量の拡大に

（２）今後の医療系大学院に対する社会的ニーズ
について

とっては、政策的な抑止要因となる。また、企

今日、国公私立の医療技術短期大学や専門学

業等の社会の諸集団が潜在的により大きな高度

校が四年制大学へ改組し、さらに大学院を設置

な研究教育ニーズをもっていたとしても、大学

する動きが全国的に広がっている。それでは、

院がそうしたニーズにあまり応えなければ、よ

医療系大学院に対してはどのような社会的ニー

り高度な人材需要をもつそれらの社会集団は、

ズが期待されていると言えるだろうか。

その需要を充足させようとして、大学院以外に

昨今の医療系大学院設置の動きの特徴とし

そのような人材育成と供給の仕組みを作らざる

て、医療人育成教育機関から出発した大学およ

を得ないことになる。その結果、わが国の産業

び大学院が、専門看護師の育成など、医療専門

システム内部に、トータルとしてみれば大学院

職業教育８）に重点をおいたカリキュラムを組む

に比較して巨大な研究部門が形成され、高度な

傾向にあることがあげられる。それは、医療人
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育成課程として、数多くの医療人を地域社会に

（３）大学説明会の意義について

送り出すことで社会的ニーズに対応してきたと

最後に、本研究を通して明らかにされた大学

いう歴史を自負する立場からいえば、ごく自然

説明会の意義と今後の取り組みのあり方につい

のことであろう。また、医療は年々専門分化し

て検討したい。説明会を主催する大学側にとっ

高度化している現状を見れば、高度医療専門職

て、大学説明会とは、自分たちの大学の特徴を

の育成は、間違いなくわが国の社会的ニーズを

アピールし、より質の高い受験生を募ることに

反映していると言える。

ある。一方、説明会を受ける側の高校生にとっ

しかしながら、高度医療専門職育成の教育カ

て、それは単に受験に関する情報を獲得する機

リキュラムは、看護師や診療放射線技師、臨床

会というだけではない。ことに、卒業すること

検査技師の資格を取得させるための大学課程の

でなんらかの国家資格を得ることができる医療

ものと同じ発想のレベルでは限界があるであろ

人育成教育型の大学を目指す者にとっては、将

う。高度医療専門職の育成は、専門性をより深

来の自分の進路を定める大きな岐路となるだけ

めることができるという利点を持つが、そのこ

に、主催する大学側の想像以上に、的を絞って

とで逆に自分の専門以外は全くわからない専門

きていると考えられる。このことは、説明会時

職を作ってしまう危険性も伴うのである。医療

の質疑応答の場においても、また自由回答にも

専門職がたずさわる医療という社会的行為は、

現れている（ケース３）
。

人間や人間が生活する環境が対象となっている

一方、大学卒業後の自分の進路について、た

限り、対象を、社会的・経済的・文化的にとら

だ漠然としたイメージを持っている者も少なく

える視点は不可欠である 。そのことは、これ

ない（ケース４〜７）。このような者は、医療

までの医学教育が過度に専門分化された医学を

人としての自分の適性を模索しつつ、自分の進

扱うあまり、医師の患者に対する視点が非常に

路を決めようとしていると思われるが、夢を実

限定的なものになり 10）、「病気を診て患者を見

現するためには実際にどのような勉強をしたら

ない」という医療不信が大きな社会問題になっ

よいのかについてはよくわからないでいる場合

ていることからも明らかである。

が多い。従って、多くの高校生たちは大学説明

９）

この反省から、高度医療専門職育成を目指す

会に自分の将来の指針を与えてくれるような内

には、より高度な専門的知識や技術を高めてい

容を期待して参加していることが伺える（ケー

くと共に、自分たちの持つ知識や技術を社会に

ス８〜12）
。

どのように還元していくことができるかという

「豊かな人間性を備えた」13）医療人の育成を

目を養うことを目的とした包括的なカリキュラ

目的とする保健学科において、説明会とは、

ムを組むことも不可欠であろう。そのためには、

「看護師、診療放射線技師、臨床検査技師とは

医療と社会科学の学際領域である、「健康と医

何か？」というオリエンテーションの場を高校

療の社会学」 などの学問領域の履修を考慮す

生に対して提供する絶好の機会である（ケース

ることもひとつの方法であろう。また医学教育

８、11〜13）。従って、大学説明会は、単に保

の現場においてチーム医療の重要性12）が強調さ

健学科で行っている講義や実習内容についての

れている今日、単に自分の専門領域だけでなく、

情報を提供するだけではなく、将来医療専門職

他の医療専門領域との連携を行う教育も必要に

あるいは研究職、教育職としてやっていこうと

なってくるだろう。医学部のみならず、歯学部、

する者に対して動機付けとなるような正しい知

薬学部、健康科学センター等の教育研究機関を

識や情報を提供することは必要不可欠であると

擁する総合大学で自分の専門科目を勉強する利

いえるだろう。

11）

点は、高校生によっても期待されている。
（ケース２）
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《付記》

ついてだいたい知ることができてよ

＜自由回答から＞

かったです。いままで考えていたイ

ケース１：大学院を早く設置して欲しいと思いま

メージとちがう面や、医学の重要性が

す。私は、看護の教育者になりたいの

わかりました。（２年生・女子・検査

で、この大学で奥深くまで学びたいと

技術科学専攻希望）

思っています。（２年生・女子・看護

ケース７：各専門の職種の名称だけ（を知ってい
ただけ）で、仕事の内容などまでは把

学専攻希望）
ケース２：私は実をいうと看護大を目指していま

握していなかったし、今までの資料な

す。でも、説明会にきて九大は看護だ

どでもよくわからない部分も多かった

けでなく臨床とか放射線とか、医学部、

ので、今回の説明会で以前よりも知識

薬学部などたくさんの医療系の学科が

が深まったと思います。また今回の説

入っているのでたくさんのことが学べ

明会で医療系の職業の重要さを知るこ

るかもしれないなと思いました。今目

とができたので、興味・関心も高まり

指している大学と九大は受験科目が全

ました。今日この説明会に出席できて

く違うけどもう少し考え直してみよう

よかったです。（２年生・女子・放射

と思います。（３年生・女子・看護学

線技術科学専攻希望）
ケース８：臨床検査技術学を専攻した際、どのよ

専攻希望）
ケース３：もっとどのような研究をしていらっ

うな科目を学べるのか詳しくわかりま

しゃる先生方がいるか、特に優れた看

した、また、どのような人材が求めら

護の専門について、（九大の看護だか

れているかもわかって良かったです。

らできること）を教えていただきたい
と思いました。特に３年生対象でもあ

（３年生・女子・検査技術科学専攻希
望）

るので、もっと詳しい説明があっても

ケース９：九州大学に保健学科ができて、その詳

いいのではないでしょうか。説明内容

しい説明が聞けてよかったです。入試

も、まとまりがなく聞きづらい場面も

の制度とか科目とか知らないことも知

ありました。各専攻ごとの説明会の方

れたし、ますます興味が増えてきまし

が、時間的にも、内容的にもよかった

た。小さい時から看護士になりたいと

と思います。（２年生・女子・看護学

思っていて、近くに、看護学を学ぶ国

専攻希望）

立大学ができてよかったです。今日の

マ マ

マ

マ

ケース４：看護学に進みたいとぼうぜんと考えて

説明会で、自分の進路がきちんと確定

いただけなので、いろんなことを聞け

したような気がします。これから一生

て勉強になりました。もっと今やるべ

懸命勉強したり、発見したりして、楽

き勉強をして、看護について夢を実現

しく受験して、大学に進めたらいいな

させたいです。（２年生・女子・看護

あと思いました。（２年生・女子・看

学専攻希望）

護学専攻希望）

ケース５：実際、ここで学んでいる人達の考え方

ケース10：各専攻ごとに説明があったので、よ

が聞けてよかったです。やはり、今の

かったです。私は検査技師になりたい

自分の看護への考え方が知識が浅いん

のですが、あまりくわしいことを知ら

だなあと思いました。（２年生・女

なかったので、具体的なことなどがわ

子・看護学専攻希望）

かりました。（２年生・女子・検査技

ケース６：今回の説明会に来て九大の保健学科に

術科学専攻希望）
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ケース11：資料やビデオなど、とてもわかりやす

朝日新聞西部版，2001年２月20日夕刊．

く、ますます保健学科に入る意欲がわ

５）Susan Boughn, Alison Lentini. Why do Women

いてきました。また技術的なことだけ

Choose Nursing?. Journal of Nursing Education,

でなく、 病める人

1999; 38(4): 156-161.

豊かな人間性

などの言葉が印象的でした。（２年
生・女子・看護学専攻希望）
ケース12：入試科目などの説明がわかりやすかっ
たです。（ビデオに見た）看護婦さん

６）牧野暢男．大学院と社会との関係―社会的
ニーズへの大学院の対応．石井紫郎，編．転
換期の大学院教育．東京：大学基準協会，
1996； 201-253．

の仕事は大変そうでしたが、やりがい

７）牧野暢男．社会人の大学院．市川昭午・喜多

のある仕事だと言うことが伝わってき

村和之，編．現代の大学院教育．東京：玉川

ました。（２年生・女子・看護学専攻

大学出版会，1995；257-274．
８）荒井克弘．専門職業教育としての大学院．市

希望）
ケース13：私は何も考えずに大学という所を見て

川昭午・喜多村和之，編．現代の大学院教育．

みたいと思い、九大に来ました。だけ

東京：玉川大学出版会，1995；208-223．

ど、説明を聞いて、医学に興味を持っ

９）園田恭一．健康の理論と保健社会学．東京：

たので勉強を頑張って充実した大学生
活を送りたいと強く思いました。（２
年生・女子・看護学専攻希望）

東京大学出版会，1993； 119-137．
10）牛場大蔵．医育者のトレーニング．阿部正和，
編．医学教育．東京：中央法規出版，1985；
76-87．

《注釈》
（１） 医療系大学では教職課程を履修するわけで

11）山崎喜比古，編．健康と医療の社会学．東
京：東京大学出版会，2001．

はないため、卒業生が就ける「教育職」と

12）岡安大仁．医師としての人格形成はどこで行

いうのは、看護系・医療系・福祉系大学や

われるか．阿部正和，編．医学教育．東京：

専門学校の教師に限られよう。

中央法規出版，1985；95-109．

（２） 平成11年に学校教育法が改正され、専門学
校や短期大学などの卒業者であっても、大
学院への入学が可能となった（学校教育法
施行規則第70条第１項）
。
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