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― 解 説 ―
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第２編 世界で最初の歯科医学校設立と米国医学教育
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東京歯科大学の歴史・伝統を検証する会
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はじめに

いわゆる歯科医師の育成方法は世界で単一ではな
い。第二次大戦前には二つの方法が代表的だった。
一つは独立した医育機関である歯学部で育成してい
た米国方式である。この場合は法的に歯科医師とな
る。他方は医学部卒業，医師免許の取得後に歯科専
門を医学部歯科で修学するイタリー方式である。こ
の場合は歯科に従事する医師の育成となる。現在で
は歯科の医療担当者の育成は米国方式が世界的な趨
勢となっていて，それは第二次大戦後から顕著と
なった。戦後，イタリーに於いても歯学部が医学部
とは独立して総合大学に設置され，主流としていた
戦前の歯科を専門とする医師の育成は消滅した。ま
た，診療内容の法的な側面から考慮すべき特徴を有
する第三の育成形態が戦後育ってきた。中国方式と
言えるのだが教育課程は口腔医学院（我が国の歯学
部）での修学だが，その初期には医学生と共に医学
系教科を受講する。国家試験は医師とは別問題であ
るが，資格は歯科専門の医師となる。口腔医学院
（漢字）は School（Faculty）of Stomatology と呼称し
ている。台湾は米国方式であるが漢字では口腔医学
院と書かれていて，英語では  School  of  Dentistry
と呼称している。両者は自ずから教育理念が異とな
る。
歯科医師の育成に関しては上述のごとき方策が世

界で歴史的変遷を経て今日に至っている。現在では
教育において医科と歯科は別個の課程にあるのが標
準となっている。歯科医療の大多数の疾患の診断・
治療担当者は歯科医師であることには各国で今日変
わりはない。しかし，口腔とその関連部位の外科手
術が対象になる疾患のように医療と歯科医療の重な
り合う部分では我が国では医師が医療として，医師
が歯科医療として，また歯科医師が歯科医療として
各々担当しているが，国によってその状況は様々で
ある。そして，独立した歯学部教育において専門教
科目の教育は歯科医師が多数を占めるが，医師およ
び理工学者の存在しない歯学部は皆無である。
すなわち，歯科医育機関の独立という根は１７５年

前に米国ボルティモアに世界で初めて植えられたの
だが，今日に至るまで枯れることなく太く育ち，世
界で根を下ろしたと言える。そして，今日ではこの
米国方式による教育の果実として科学技術によった
医療を市民にサービスすることで，市民の期待を受
けて質を担保しさらに進展するための教育を施すと
いう骨子が確立した形態となっている。科学技術
は，研究によって創造され，研究によって確立し，
再現性と普遍性の性格を有していることからその教
育の平準化や効果判定がし易い。この歯学部教育の
プロトタイプは１００年前にガイスの提示した形態に
他ならない。
我が国では超高齢社会を迎え，健康寿命の延長と
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QOLの向上が医療担当者の大きな課題であり，歯
科医療の貢献は社会の期待でもある。人口構造と疾
患構造の変化は，医療に変革を迫る。この変化に適
応できなければ歯科医療の信頼は低下し，歯科医療
への市民の期待は薄くなっていく。市民の期待する
医療サービスが提供できない集団は専門といえども
衰退する。１００年前のガイスが歯科を進展させるか
衰退させるか，その行き先は歯科医師自身によって
決められると警告した１）ことは今日においても変わ
ることはない。
研究と教育の振興が歯科医療を時代に適応させて

いく唯一の方策である。その両者を担う歯学部にお
いては，研究と教育は両輪でありその上に車体とも
いえる臨床が据えられる。市民が求めるのは高い質
の歯科医療であり，研究教育の質を市民が直接求め
ているわけではい。またそれらは市民が簡単単純に
評価できる部分ではない。教育研究は医療の質担保
と発展のための手段である。したがって，どちらか
の手段を欠いた臨床は，砂上の楼閣である。このよ
うな理由で三者は強く連動していることから，医育
機関はその運営において三者の比重を変えるべき性
格のものではないと筆者は考える。こうした考え方
は，２０世紀初頭から米国の医学そして遅れて歯学の
大学アカデミズムで進展してきた。ジョンズ・ホプ
キンス病院医学部設立，世界で最初の歯科医学校創
立，そしてフレクスナー報告，ガイス報告などの歴
史がそれを教えてくれる。
したがって，今日においても歯科大学・歯学部の

先導性は，バランスのとれた三者の関係におけるそ
れぞれの質に依存している。研究機能を放棄した大
学は，専門学校以下であり，先祖帰りである。まし
てや教育にも配慮のない大学は，その存在意義が問
われる。 

The Baltimore College of Dental Surgery（BCDS）
設立にまつわる出来事とガイス報告での課題は，遥
かに時を経た現在においても存続するものが多々あ
り過去の話とは思えない。過去も現在も同じ問題を
抱えているということは，歯科が有する特徴であ
り，そこから逃れられない性格であればその特徴は
宿命ともいえるかもしれない。
古来，辿ってきた道を知ることは，未知の道を

拓く知恵が養われると言われてきた。この意味で

BCDS設立の過程と，関係する当時のアメリカ医学
の状況，そしてその改善の指標となったフレクス
ナー報告を本編では概観した。

Ⅰ．The Baltimore College of Dental Surgery：
世界で最初の歯科医学校

１８４０年に米国第二の都市であったボルティモアに
独立して歯科を教育する学校が州から認可された。
設立に至る過程には紆余曲折があったが，この歯科
医学校の設置は，その後法的に職業（DDS，DMD）
を確立させた２，３）ことから今日でいう二元論制度の根
源ということができる。

１．設立の経緯
ガイスは，BCDSについてガイス報告で以下４）の

ように記述している。なお，以下の『』内の文は文
献番号からの抜粋である。
『１）臨床医の種類と彼らの初期の修練の質
１８４０年前には米国における歯科の質と進歩向上
は，偽医者と香具師の行いのために妨げられてい
た。しかし，１９世紀の５０年間に歯科は誇り高い２種
類の臨床家によって専門領域の高さに持ち上げられ
た。大きなグループは，他の死を伴う職業（著者注：
医師）に対する器械的なあるいは装飾的な職業とし
て歯科を注目させた。彼らの大多数は小さな道具を
使用する名人ともされる匠から教育されることなく
主として見よう見まねで修行した，そして特に歯科
の修復の面に興味を示して熟練した。彼らは毎日役
立つ作業で熱心に誠実なサービスを行った。しか
し，二三の注目すべき例外はあるが歯科の進歩向上
へはほとんど貢献しなかった，また教育的な進歩や
生物学的な改善を進展させたりすることは実際にな
かった。
一方の小さなグループ，事実においても精神にお

いても医師であるその人々は，医科に受け入れられ
た一専門分科として歯科の臨床を行った，そして彼
らは，個性的で幅広い知的な興味を持ち，有名人と
契約し，特別な影響を与えた。基本的には医師で
ある一般臨床医としての有名人として，Chapin A. 
Harris（以下ハリス），最初の歯科雑誌の創設者がい
る。このグループにおけるもう一人として Horace 
H. Hyden（以下へイデン）が存在するが，彼は最初
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の歯科医の国内協会の組織化を図り，器械的な歯科
医として仕事を始めた。しかし，歯科の医学的な重
要性に気づき，その結果治療技術の一専門科として
彼らの臨床を向上させるために医学を学んだ。医学
的な知識と健康サービスに対して生まれながらの才
能を持った歯科医たちは，ハリスとヘイデンによっ
て先導され，歯科の組織を設立し歯科教育を広げて
いった：そして医科の一専門分科として彼らの治療
技術を考え出し，その特徴と有用性を明らかにしそ
れらが正しく認識されるよう大いに努力した。
２）不成功に終わった医学部への歯科教育の支援要
請
米国における教育施設での歯科の教育をおこなっ

た最初の試みは，ヘイデンが１８３７－１８３８年に行った
メリーランド大学医学生への継続的な講義に見られ
る。しかし，彼の努力は医学部教員に感謝されな
かったことから，その講義のコースは継続しなかっ
た。当時，米国の他のすべての医学部は，歯科を無
視していた。しかし，ロンドンの Guy ’s Hospital 医
学部では Joseph Fox と他の先導的な英国人臨床医
によって１７８７年以来歯科医学と歯科手術に関する選
択講義が正規に行われていた。
新しい組織学的方法によって観察された歯牙の顕

微鏡解剖などの研究成果がイギリスから伝わり，そ
うした最近の貴重な進歩にハリスとヘイデンやまた
関連の医師・歯科医達は強く刺激された。彼らはイ
ギリスにおける歯科専門の職業的状況に明らかに影
響されたことから，歯科に関する特別な教育を普及
促進させる必要性を強く感じた。
１８３９年に医学的保護の下でこのようなトレーニン
グの発展を目的として，彼らはメリーランド大学医
学部で歯科が正式に教えられるべきだと同医学部に
提案した。この時代のメリーランド大学は医学部が
主体であった，しかし彼らの提案は拒否された。医
学部が否定的な行動の根拠とした理由は，「医学部
に於いては歯科の教科は教育上ほとんど重要性がな
い。」と考えていることであった。
なお，ニューヨークの医学部の一つでも歯科の学

科長を置くための努力がその後同様に行われたが同
じ運命を辿どった。
３）医学部の侮蔑によって創造された歯科教育の独
立システム

歯科のトレーニングは医学の庇護のもとで発展す
ることは叶わなかったことから，ハリスとヘイデン，
また彼らの仲間は独立した歯科医学校を創立し，
分離したシステムで歯科の正式の教育を開始した。
ハリスとヘイデンは，その最初の学校を彼らが住ん
でいるボルティモアに設立し，  Baltimore College
of Dental Surgery と命名した。その名を College of
Dental Surgery と名付けたように創設者の彼らに
は医学的な目的があったことは明らかであり，その
教育は医学に関するカリキュラムに基づいていた。

２．メリーランド州立法議会の設置承認
１８４０年２月１日，メリーランド州立法議会は，
Baltimore College of Dental Surgery の設立を認可
した。設置認可における設置者と最初の教員は，下
記の医師４名，そのうちの二人は歯科医師でもあ
り，彼らは The American Society of Dental Sur-
geon から Doctor of Dental Surgery の名誉称号を
つい最近得た人々であった。
Horace H. Hayden, MD., DDS.，
歯科病理と生理学の教授であり同校理事長

Chapin A. Harris, AM., MD., DDS.，
臨床歯科学教授であり同校の校長

Thomas E. Bond, Jr., AM., MD.，
特別歯科病理と治療学の教授

H. Willis Baxley, MD.，


特別解剖学と生理学の教授


そして理事１５名のうち９名が医師，５名が聖職者
であった。学生の修学期間は４ヶ月以上１年以内と
された。同校は卒業生に Doctor of Dental Surgery
（DDS）の称号を与えた（著者註：DDSの称号はここ
から始まる）。

３．開校
開校は，１８４０年１１月３日で，学生は５名，内２名

が１９４１年３月９日に卒業した。１８４３年には器械的歯
科の，１８４６年には保存科の実習指導者が教員に加
わった。臨床実習のための施設は，きわめて貧弱で
あったが，１８４６年に最初の歯科病院が設立された
（図１）。１８５２年に「臨床歯科」部門は，「器械的歯
科」と「保存歯科」の新しい二つに分けられた。こ
の形態はその後大部分の歯科医学校に同様の形で普
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図１ 世界で最初の歯科医学校：Baltimore College of Den-
tal Surgery（１８４０）
左の棟は，創設時には併設されていなかった歯科病院 
Hyson Jr. JM著（文献５）から引用。The University

of Maryland Dental School の好意による

及した。そして，１８４０年に始まった最初の歯科医学
校は歯科教育を進歩させた。また，それは１８６８年の
歯科医療に関する法律時代への始まりでもあった。』

Ⅱ．二人の創設者：ヘイデンとハリス

『世界最初の歯科医学校は，１８４０年に７０歳のコネ
ティカットヤンキーのヘイデンと３４歳のニューヨー
カーのハリスによって誕生した。メリーランド大学
医学部教職員が歯科教室の設置には投票で反対して
いることから，ヘイデンとハリスは新しい歯科医学
校の創設に地元医師会から強力な支持を取り付け
た。』５，６）このこととヘイデンの人脈や地域活動が，州
議会から認可を得るに至ったとされている５）。『こう
して歯科を学術（science）と芸術（art）として系統的
に教授する機関が，当時人口が２番目の都市ボル
ティモアに創られた。同時に彼らは最初の歯科専門
雑誌の刊行と国内最初の歯科医師会組織を創設し，
歯科医育発展の土台を築いた。彼らの興味は自然科
学からリベラルアーツまで及び，地元では“Mary-
land Academy of Fine Arts”の理事にも選ばれた。
彼らは「聡明さ，活力，先見性，そして非利己的な」
人物として今日でも卓越した評価を得ている。』５，６）

図２ Horace H. Hayden 
Hyson Jr. JM著（文献５）から引用。The University

of Maryland Dental School の好意による

１．Horace H. Hyden（１７６８－１８４４（以下へイデン））
（図２）
１）キャビンボーイと設計士
『ヘイデンは１７６９年１０月１３日コネチィカット州ウ
インザーに生まれた。父親は建築家でもあるがアメ
リカ独立戦争（１７７５－１７８３）では軍曹，中尉として従
軍した。母は畑で作物を作り収穫したりしていた。
ヘイデンは少年期に母を手伝ったりしていた。１０歳
の時には古代語を勉強し熟達した。１４歳で船のキャ
ビンボーイとして東インド諸島（主に東南アジア）に
２度航海した。船を下りて再び学校に戻り１６歳まで
通った。彼は最初大工の仕事を学び，その後建築家
になった。建築に関する多数の書物と設計図などが
残されている。２１歳で再び東インド諸島を目指して
船に乗ったが，カリブ海の島で熱発し帰米せざるを
得なかった。翌年再挑戦したが同じ結果に見舞われ
た。数年間建築家として働き，２４歳でコネチィカッ
トからニューヨークに出てきて１７９２年の春から夏ま
で滞在した。ところがニューヨークでは順調にいか
なくて帰郷し，その冬の間ハートフォード近郊の学
校で教えたりした。』５）

２）グリーンウッドとハミルトンによる歯科指導
『ヘイデンは最初天職として父の仕事を継ぐ計画

― ２６ ― 
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を立てていたが，ニューヨークで John Greenwood
の治療を受けてグリーンウッドの歯科治療の腕に感
嘆し，治療に通う間グリーンウッドから数冊の歯科
の書籍を借りて読んだ。その中に John Hunter 著の 

“The Natural History of the Human Teeth”（１７７１）
があった。こうした状況によってヘイデンは自分の
運命を見つけることになる。ちなみにグリーンウッ
ドは，米国初代大統領ジョー・ワシントンの歯科主
治医である。１７９２年にグリーンウッドから学んだ
後，彼は解剖，病理，生理などの医学を学びだし
た。彼はフランス語の歯科書物を十分に読みこなす
ことができた。』５）１８００年当時の米国には医学校と呼
ぶ教育機関は小規模なものが４校だけだったので医
学校から医学を学ぶ医師は稀だった７）。また，州あ
るいは地域の医師会が開業資格を許可していたが，
医師資格の獲得に規定はなく，州による試験や認
可，また修学を義務とすることは後のことであった。
『彼は最初ニューヨークで歯科の診療を始めたが，
１８００年に Thomas Hamilton（以下ハミルトン）の助手
としてボルティモアにやってきた。グリーンウッド
は，初代大統領であるワシントンの歯科主治医であ
り，ハミルトンは１７６９年以来の米国歯科医師の指導
者の一人と称されている人物である。』５）

３）ボルティモアでの歯科開業
『ハミルトンはヘイデンとしばらく一緒に診療し
た後にニューヨークに戻ったので，１８０２年にヘイデ
ンはボルティモアで場所を変えて歯科診療を継続し
た。ヘイデンの本来の真面目さと才能はすぐに人々
を魅了し，大きな顧客集団を作り上げた。ヘイデン
は，医学特に解剖を勉強し，当地での「尊敬と信頼
にたる医師」のクレジットを得たりした。』５）

１８０５年には The Medical and Chirurgical Faculty 

of Maryland（メリーランド内科外科医師会）は，歯
科医にも免許を授与することを投票で決めることに
したので８） 『ヘイデンは１８１０年に開業免許を取得し
た。１８１３年８

，
月の英軍攻撃のときには，８日に過ぎ

なかったが，ヘイデンの医学技術が見込まれて病院
で外科助手を務めたりした。１８１６年にはボルティモ
アの Delphian Club９）のチャター会員になった。こ
のクラブは米国の最初でもっとも格のある立派な文
芸協会である。そして高名な医師，弁護士，牧師，
演説家などが会員となっていた。ヘイデンが医師の

資格を有していることは，１８１０年にニューヨークの
医学雑誌に論文を掲載している事，１８０９と１９２２年の
間に複数の医学論文を執筆している事などがその証
拠とされている。』５）

４）メリーランド大学医学部における歯科講義
『１８１９年から１８２５年の間にヘイデンはメリーラン
ド大学医学部（１８０８年に設立）の学生に歯科生理学と
病理学のコースを講義した。当時米国の大学医学部
は６校であり，メリーランド大学医学部は南ペンシ
ルバニア地区では最初の医学部であった。歯科の講
義を聴く学生は少なく，歯科に興味を持つ医学生は
殆どいなかったし，教授たちは医学の価値を落とす
と考えていた。
ヘイデンの講義は，医学部内の紛争で１８２５年に中

止した。大学内の不協和音は，大学評議員と州指名
の理事との間で醜い法廷闘争を引き起こすに至っ
た。この紛争は１８３７年に法的に終結して，ヘイデン
は講義を再開した。歯科医による彼の講義は米国の
医学部における最初の出来事であった。ヘイデンは
Maryland Academy of Scienceの設立者の一人とな
り，１８２５年には同協会の会長に就任している。』５，１０）

５）歯科医学校の設立と最初の歯科医組織形成
『ヘイデンは名誉 MDの称号を１８３７年にはフィラ
デルフィアの Jefferson College of Medicine of Phila-
delphia と，１８４０年にはメリーランド大学から贈ら
れた。１８４２年には，彼は Virginia Society of Sur-
geon Dentists の名誉会員に推挙されている。これ
は彼の名声を語るものである。彼の教育的，文芸
的，そして歯科専門職としての技量は，ハリスと
一緒になって１８３９年に Baltimore College of Dental
Surgery の州議会から認可を得ることに繋がった。
この歯科医学校は世界最初の歯科医学教育に特化し
た施設となった。ヘイデンがその初代理事長（Presi-
dent）に就任し，歯科生理学と病理学の教授となっ
た。それは彼が７０歳のときであった。ヘイデンは
１８４０年に国内歯科医組織である The American So-
ciety of Dental Surgeons の形成に尽力し，１８４４年
に彼が逝去するまでその会長を勤めた。こうしたユ
ニオンの必要性を彼は既に１８１７年に主張していた。
彼は，その会員の補佐役として名誉 DDSの称号

を受けた。彼は１８３９年に世界で最初の歯科雑誌であ
る“The American Journal of Dental Science”の
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発刊に協力した。この雑誌は，１８４０年に上記歯科医
師会の機関紙となった。１８４２年には，彼は歯牙う蝕
予防剤の製造で特許を得たりした。
多方面の才能を持っていたヘイデンは，１８２０年に

は地質学の書作“Geological Essays”を出版したり
した。彼が収集した多数の鉱石は，ヴァーニジア
の Roanoke College 資料館の基となった。また，彼
は，植物愛好家でもあり射撃にも通じていた。１８０５
年にボルティモアの Maria A Robinson と結婚し，
６人の子供をもうけた。ヘイデンは１８４４年１月２６
日，ボルティモアで７５才の生涯を閉じた。同市の
Green Mount 墓地に埋葬されている。
ヘイデンは，科学的歯科医学・科学的教育によっ

た職業人育成を建学の精神としてボルティモア歯科
医学校を創設した。後の同校長 J Ben Robinson は，
このヘイデンの理念に賛辞を呈している。』５）

２．Chapin A. Harris（１８０９－ （以下ハリス）１８６０）


（図３）


１）オハイオ州内科外科開業資格と歯科への転業
『ハリスは，ニューヨーク州  Onongada 郡  Pom-
pey で１８０６年５月６日に英国人を祖先として生まれ
た。彼の父が結婚して米国に移住した。ハリスが１７
才の時にオハイオ州 Madison に家族は転居した。

図３ Chapin A Harris 
Hyson Jr. JM著（文献５）から引用。The University

of Maryland Dental School の好意による

ハリスは，兄の John Harris と一緒に１８２７年頃に医
学を学び始めた。全てのコース修了後に The Ohio 
Medical Board of Censors（オハイオ州医療検閲員
会）から内科と外科の開業ができる資格を得た。し
かし，彼は歯科に興味を持ち１８２８年にオハイオの
Greenfield で歯科を開業した。１年後にオハイオの
Bloomfield に転移し，そこで歯科，内科，外科を
２・３年開業した。そして彼は南部あるいは南西部
に巡回診療を行い，そうした場所で高い名声を得て
いった。その後，バージニアで歯科を開業しなが
ら，医学の勉強を継続した。
１８３０年代初期にハリスと兄はヘイデンのもとで勉
強するためにボルティモアにやってきた。１８３３年
ハリスと兄は共にメリーランドでの開業資格（医師
免許）を内科外科医師会（Medical and Chirurgical
Faculty）から与えられた。ハリスは歯科医学校の設
立まで南部への巡回診療を続けた。かれは，歯科と
医科の著作に多くの時間を当て，このためボルティ
モアの The Washington Medical College を頻繁に
訪ねた。』５）

２）MD資格と膨大な著作
『ハリスはワシントン医学校から MDの称号を得
たとしているが，この時代の記録ではそれを確認で
きない。彼は１８３８年には上記医学校の学生として登
録されている。その前の卒業生あるいは名誉  MD
受領者の記録にも掲載されていない。彼は，１８３９年
に発行した著書である “The Dental Art”の序には
サインとともに MDとしている。１８４０年にも Mary-
land Medical and Surgical Journal での論文でも
MDを使用している。１８３３年に MD称号は Medical
and Chirurgical Faculty of Maryland によって出さ
れた認定書に名前と一緒に書かれている。というこ
とで，結論としてハリスがオハイオで医科の開業資
格を得た時に，彼は MD資格だと思い込んでその
後も使用したのであろう。
名誉 MAは Shurtleff College of Alton, Ill から授
与された。DDS称号は The American Society of
Dental Surgeons からである。また，１８４５年に名誉
DDSは The Philadelphia Dental College から受け
た。
なお彼の持って生まれた性格を仕事の面からみて

みると，１８３９年に最初の出版をした。 “The Dental
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Art : A Practical Treatise on Dental Surgery． ”
３８５頁である。二番目は１８４５年“Principles and 

Practice of Dental Surgery．”６００頁，この書は
１８４７，１８５０，１８５２，１８５５，１８５８，１８６３，１８６６，１８７１，
１８８５，１８８９年に再編されている。これは最も人気の
高い歯科出版物となっている。次に，１８４９年“A 

Dictionary of Dental Science, Biography, Bibliogra-
phy, and Medical Terminology．”を出版し，１８５４，
１８７７，１８９１，１８９８年に改編している。』５）

３）最初の歯科雑誌発刊と初代ボルティモア歯科医
学校々長
『ハリスは身長１８８cm，体重９４kgの巨漢で，「疲

れ知らずの仕事師」であった。彼は１日中働き，夜
中の１時２時まで著作に没頭した。ハリスは，米国
で最初の歯科雑誌である“The  American  Journal  
of Dental Science”（AJDS）（１８３９年発刊）（図４）を
定着させるために他の編集者の中で主導的な責任
を担っていた。１８３９年１０月にその姉妹誌にあたる
“The Maryland Medical and Surgical Journal．”を
発刊した。AJDSが１８４０年に The American Society
of Dental Surgeons の機関誌になったことから月刊
から四季刊とし，名称も“The  American  Journal  
and Library of Dental Science”（＄５．００）とした。
１８５０年まで彼は編集長を勤めた。ハリスは“The

American Society of Dental Surgeons．”の創設者
の一人であり，委員長として規約を作成し，１８４４年
には会長となった。１８４１に創刊された”Guardian
of Health”の編集委員にもなっていた。
ハリスは１８４０年ボルティモア歯科医学校設立に伴

い初代学長（Dean）に就任し１８４１年まで１年間務め
た。１８８４年にはヘイデンの死去に伴ってボルティモ
ア歯科医学校理事長に就任し，１８５６から１８５７年には 

American Dental Convention（米国歯科医師代表者
会議）（The American Society of Dental Surgeons
の後継組織）の第二代会長を勤めた。また，Mary-
land Academy of Fine Arts（メリーランド芸術協
会）のディレクターにも選ばれた。』５）

４）清貧にして早逝の教養人
『彼は９人の子供を愛し，犬と馬を好んだ。
１８６０年９月２９日にハリスは５４歳で亡くなった。ハ
リスの人生は，不幸にして時代の一足先を走った教
養人で，貧乏であった。１８６０年１０月に５０名の著名な
歯科医師が家族を救済するために基金を開始した。
１０００ドル以上集まったが，諸般の支出を済ませると
ハリスの夫人に渡ったのは＄８５であった。 

Dr. Eleazar Parmly（著者註：BCDS設立の貢献者
の一人）は述べている「彼は臨床家として過酷な働
き方をし，執筆家として疲れを知らず，歯科の基礎
と臨床の教師として貢献した。それはどの道の人に
も，どの国の歯科医師も及ばないほどであった。」』５）

Ⅲ．１９世紀のアメリカ医学教育と Flexner Report
（フレクスナー報告）

ガイス報告の先導となったフレクスナー報告（１９１０）
が作られるに至った米国医学教育の状況，ガイス報
告の約７０年前に世界で最初に独立して設立された歯
科医学校はメリーランド大学医学部との関係が重要
な要因になっている。したがって，当時の医学校の
状況とフレクスナー報告について記述する。
米国の近代医学は１８９０年代からとされている。細

菌学，病理学，生理学の影響の積み重ねや，過去何
世紀もかけて積まれてきた基礎科学全ての膨大な発
展は，１９００年初頭に入って速やかに医学に応用され
た１１）。

図４ １８３９年世界で最初に発刊された歯科医学雑誌である
American Journal of Dental Science の表紙
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１．医師免許
『医師免許に関しては，元来米国は州単位の行政
が主なのでその制度は種々であるが，１９世紀初期，
医師会はその主導で医師免許授与権を得ようとし，
医学校は修了した学生には医師資格を自動的に与え
ることを主張していたので共同歩調が取りずらかっ
た。州医師会が免許の認可代理機関となっていても
（行政の），免許の獲得は比較的易しかった。一方大
衆の医師選択の自由，その反対に医療を自ら実践す
る権利という民主主義の意識もあいまって，医師資
格の規制による質の向上策は，自由放任主義から逃
れることが出来なかった。それは，医師免許法のあ
る州でさえ，次第に法令の破棄，撤回が相次ぎ，か
くして南北戦争の終結までに医業を規制しようとす
る州は１州もなくなった。』７）

『南北戦争が終結し，米国は一流の工業国に向
かって前進していた。一方医学研究ではヨーロッパ
での重要な発見が相次いでいたが，米国の医師は例
外を除いては，自分流の医術に専念したり，伝統的
な概念に執着し，新しい見解を取り入れることには
積極的ではなかった。そして，この時期（１９世紀末）
には多数の医学校が急増され，その能力は一層低下
した。こうした事実に加えて，医師が主要な疾患に
対処できない現実によって，個々には立派な医師が
いたとはいえ，医師全体としては大衆から尊敬を受
けてはいなかった。だだし，１９世紀のアメリカには
尊敬された専門職などはなく，医師，弁護士，聖職
者が本当の地位を獲得したのはようやく２０世紀に
なってからとされている。』１０）

２．急増する医学校と困難な質の向上
『米国の医学校は，１８８０年には９０校であったもの
が１９００年には１５１校に増加している。理由は，急増
する人口（移民）にたいする医師不足である。この医
学校のほとんどがオーナー経営の職業教育施設であ
り，学生の募集がいかなる入学要件よりも優先され
ていた。医学教育の質は，ピンキリであり，平均的
な医師が受けた教育でさえ，高校教育でそれ以下の
こともしばしばであった。例えば当時の大学医学部
の典型と述べられているルイジアナ大学では，医学
部学生は１８６０年に４００名を越えていたが，教授数は
７名で学位を取得するのには，１年間の徒弟制度に

よる開業医での臨床研修と医学校での４－５ヶ月の
医学講義を２年続けて受講すれば MDの称号が与
えられた。』７）

『１８４６年第１回全国医学会議（American Medical
Association の前身）がニューヨークで開催され，医
学教育改革委員会ともいうべき会が設置された。同
委員会は，１学年を６ヶ月へ延長すること，学生は
その６ヶ月過程を２回受講すること，受講した学生
は免許を有する医師のもとで徒弟を勤めた明確な証
拠を提出するよう強く要求することなどを勧告し
た。医学校の教員には教授７名が必要とされ，各教
授は医学の７分野（内科学，外科学，解剖学，生理
学病理学，薬物学兼調剤術，助産術兼婦人科学，そ
して化学兼医事法学）のうち一分野を教育する能力
を有することとした。また医学校では臨床教育と病
院実習を実施することを勧告した。しかし，この改
革は失敗に終わっている。その主要因は，受講期間
を延長した医学校への希望者が減少し，４ヶ月のよ
り短い期間のままにしていた医学校へ希望者が増え
たためで，結局総論賛成でも授業料を犠牲にしてま
で教育水準を引き上げるつもりはなかったのであ
る。』７）

Baltimore College of Dental Surgery が医学校と
は別に独立して創立されたことは既述したが，その
時代の医学校はこのような状況にあった。

３．Johns Hopkins（ジョンズ・ホプキンス）大学病
院・医学部の開校
ジョンズ・ホプキンス大学は１８７６年 Daniel Coit 

Gilman（以下ギルマン）によってボルティモアの実
業家ジョンズ・ホプキンスの遺産で設立され，世界
初の研究大学院大学とされている。当時の米国では
教養教育を行うカレッジが通常であった。ギルマン
は「大学は，単に学生の知識の進歩だけでなく，研
究と学問によって人類の知識の進歩に貢献すべ
き。」だと考えていて，大学院を中心に研究と教育
を結びつける大学を構想した１２，１３）。つまりこの理念
がジョンズ・ホプキンス大学の建学の精神というこ
ととなる。
『１８８９年にジョンズ・ホプキンス大学病院が開か
れ学長であったギルマンが病院長に就任した。ギ
ルマンは，病院の設立にあたってまず  William H.
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Welch（ウェルチ）を招聘した。ウェルチは若いころ
ドイツで医学を学び，ドイツの実験研究に医学の将
来性を期待していた若い留学経験者の一人であっ
た。ギルマンはウェルチと共に最高の医学者と臨床
医を揃えていき，１８９３年に医学部を設置した。ウェ
ルチは初代学部長（病理学教授）となった。そして  

William Osler（オスラー）が内科学，William S. Hal-
sted（ハルステッド）が外科学，Howard Afwood Kelly
が産婦人科の各教授となった。彼らは「Big Four」
と呼ばれて同校の柱となったばかりでなく，米国医
学の大きな進歩に寄与した。』１４）なお，コカインの点
眼によった結膜の局所麻酔が１８８４年カール・コレル
（オーストリア）によって発見されると，若いニュー
ヨーク時代のハルステッドは直ちに伝達麻酔法（注
射麻酔の最初）を歯科領域で身をもって開拓し確立
した。ハルステッドはその功績にたいして１９２２年に
アメリカ歯科医師会から表彰された１５）。
『米国における最初の大学病院は，１８６９年にミシ
ガン大学が，次にペンシルベニア大学が１８７４年に設
立していたので，ジョンズ・ホプキンス大学の病院
は，最初の大学病院ではないが，こうした陣容の中
でウェルチは，医学部を教育のみならず研究の中心
地にし，大学病院を研究志向の医学校に欠かせない
ものにした。今日ではこのような大学病院の性格は
世界中で普遍的であるが，当時は決してそうではな
かったのである。ましてや，通常医学校に病院が附
属してなかったことから，学生は開業医師のもとで
１年なりの徒弟制度による実施訓練を行っていた。
この形態は医学校が経営上開業医師と持ちつ持たれ
つの関係にあり，医学校では教授が学生から受講料
を直接得るということが主たる時代であったのであ
る。最新の医学を修得したい医学校卒業生は，南北
戦争後ではドイツやオーストリアに留学し，この時
代の指導的アメリカ人医師の半分から１／３はドイツ
で医学教育を仕上げたといわれている。』１３）

１９世紀中ごろから末期にかけてヨーロッパ医学は
劇的な変化を遂げていた。パスツールやコッホに
よった細菌学の革命であり，近代医学の黎明期でも
あった。ウェルチもオスラーもこの時代にドイツに
留学し，帰国後に籍を得て米国の医学教育の新しい
方向を示した。１８９３年のジョンズ・ホプキンス大学
医学部の開校は，遅かったが芽生えてきた米国医学

の改革の駆動力になった。臨床が研究課題を示唆
し，研究結果が臨床を進展させるという循環を形成
させ，このためにと研究センターを設置し大学病院
と一体化させた。こうした大学医学部機能のなかで
教育をするという原則をウェルチは強い意思で進め
た。つまり，このジョンズ・ホプキンス大学医学部
方式が，当時にあってどれだけ開拓的であったのか
は，この１０年後の「フレクスナー報告」で賞賛され
る所以となる。ウェルチらの理念が，今日に至る発
展を遂げた米国医学研究と教育の源泉であったとい
うことができる。
ジョンズ・ホプキンス大学医学部の卒業生あるい

は教員によるノーベル賞受賞者は，１９３３年を最初と
し現在まで１６名１６）という多数である。これは，既述
のようにジョンズ・ホプキンス大学医学部が建学の
精神を継続させた成果である。ノーベル賞医学・生
理学部門の最初の授与は１９０１年であるが，ジョン
ズ・ホプキンス大学創設から最初の栄冠を得るまで
に半世紀という長い近い道のりがあったことを知
る。
ジョンズ・ホプキンス大学医学部で１４番目となっ

た２００３年の受賞者（化学部門）である Peter Agre 教
授（１９７４年卒）は，２００４年３月１０日に坪田一男慶応大
学医学部教授（当時東京歯科大学眼科学教授）の招き
によって東京歯科大学稲毛校舎講堂で講演（水チャ
ンネル分子アクアポリンの発見）をされ，東京歯科
大学名誉歯学博士が石川達也学長から授与された１７）

ことを追記しておきたい。
余談であるが，第１回目のノーベル賞受賞者は，

ジフテリアの血清療法を研究したエミール・アド
ルフ・フォン・ベーリング（ドイツ帝国）であった。
べーリングの共同研究者で論文の共著者は北里柴三
郎であった。しかし，北里はアジア人への偏見に
よって受賞から外された。そして一世紀余後の２０１５
年に同賞を授与された大村 智博士が，北里大学の
名前を世界に知らしめたのだが，同大学創設者は北
里柴三郎である。共に研究対象が感染症であった事
もあり，北里と大村 智博士との因縁を感じる。な
お１９０１年にはコンラッド・レントゲンが物理学部門
で最初の受賞者となっているが，Ｘ線の医療への貢
献は計り知れないことは周知である。
ジョンズ・ホプキンス大学病院医学部の教育に関
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する最近の論文（和文）として，今里友里が著してい
る。大学と病院との関係によった臨床教育の成立，
病院設立と発展に寄与した Big Four の一人である
オスラーとともに本稿では触れていないが，臨床
教育設計のキーパーソンとして John Shaw Billings
（以下ビリングス）について詳述している。ビリング
スは，ホプキンスの意図を汲み病院が研究と研究の
中心になりうる事を反対者がいる中で道筋を立てて
示した。また，ビリングスとオスラーは臨床を重視
するカリキュラムを打ち出し，高い水準の研究と研
究を結びつけた教育を目指している中で，大学その
ものではなく，病院での教育を重視しようとした，
と記している１８）。

Ⅳ．米国の医学教育改革を主導したフレクスナー
報告

１．フレクスナー報告とは何か
フレクスナー報告とは，１９１０年に米国カーネギー

財団から発刊された  Abraham  Flexner（アブラハ
ム・フレクスナー）によった米国とカナダの医学教
育改革ための勧告書である１９）。「Report on Medical
Education in the United States and Canada」が正
式の表題で，その与えた影響は医学界だけでなく一
般市民にも及んだ。
『フレクスナーは，１９０９年１月から１６か月をかけ
て列車，馬，フォードの安自動車を使って９８都市，
１５５医学校の１７４施設を自身で点検した後に，上記標
題の報告書をカーネギー教育財団に提出した。報告
書は，米国医学教育に関して歴史的な土台と基本的
な必須要件を検討し，そして医学校ごとの分析結果
を記した２章から構成されている。フレクスナーは
今後の医学校のあり方における基準を提示し，それ
に従って彼は，医学校の２／３は閉鎖すべきだとした。
したがって，この報告書は大きなセンセーションを
巻き起こした。新聞は，大抵の医学校は「無知な医
者を造る工場」なので「廃止すべきである」と書き
立てた。一方，大都市であるシカゴで営利的に富ん
だオーナー医学校では劣悪なという評価を書かれた
ために，そうしたオーナーは肉体的な暴力でフレク
スナーを脅迫し，またジャーナリストを使ってフレ
クスナーを攻撃した。当時，フレクスナーの名前
は，医師が集まった会場だけでなく医院の待合室で

患者たちが口にした。そうした現象が全米で起きた
ほどである。』２０）

報告書出版の２０年後の１９３０年までには米国の医学
校は６６校まで減少した。そしてこの厳選されて生き
残った医学校は漸次世界の範となるべき質を蓄積し
ていった。しかし，この一冊の報告書が神懸かり的
な威力を持っていた分けではない。まず，南北戦争
後半世紀が経ちアメリカの豊富な資源と民主主義に
よった豊かな社会があり，医学のヨーロッパにおけ
る発達，米国科学の進展，米国の他の領域の進んだ
大学教育の医学校への影響，近代的な理念によった
医学校の登場，萌芽期の米国医師会（AMA）におけ
る医師の社会的地位向上への熱意，単科医学校の総
合大学への統合，そして尊敬されない医師集団から
信頼に足る団体への脱皮の市民からの期待，そうし
た背景がマグマのように溜まってきたところに発表
されたフレクスナー報告書である。したがって，
『フレクスナーの貢献は，革命的というよりは，む
しろ前々から進行中の発展の触媒にあたる。また，
フレクスナーと AMAは医学校の方向づけに影響
を与えたにすぎないとする論もある。』１３）さらに『２０
世紀初頭には社会や科学が変わっていて，オーナー
経営的医学校の土台が明らかに崩れかけていた。そ
れは高価な実験室や医療器具が医学教育には不可欠
になり，限られた収入の医学校では，そうした施設
の建設も維持も難しくなり始めていたからだとされ
ている。』１３）

上記の論も，フレクスナー報告書の価値を判断す
る上で知っておく必要性を感じるのだが，『フレク
スナーは，医学校のあるべき姿を提示するだけで彼
の仕事を終結したわけではなかった。彼は，後述す
る方策をもって医学校の差別化を図ることで劣悪な
医学校の消滅に力を添えた。フレクスナーはロック
フェラー財団から総額で約５，０００万ドルの助成金の
支出を得て，彼が評価した良質の医学校に与えるこ
とを開始した。ロックフェラーの寄附が刺激となっ
て，他の慈善事業家も順次医学教育を支援するよう
になった。こうした助成金のほとんどはフレクス
ナーが指定した施設に流れた。この結果，優良校と
劣等校の格差が広がり，劣等校は自然に淘汰されて
いった。』とされている１３）。
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２．フレクスナー報告の理念
『フレクスナーは，ドイツの医学教育を「Medical 
Education in the German Universities（Theodore
Billoth 著）」から主に学び，彼の感覚としても実際
に身近で新設なった Johns Hopkins 大学医学部を手
本にした。そして医学校を評価するにあたっては，
全米医学協会とカーネギー財団のアドバイスに注意
し，特にジョンズ・ホプキンス大学医学部長ウェル
チの意見に良く耳を傾けたといわれている。』２１）

フレクスナーは，報告書で以下のことを述べてい
る。すなわち，『当時米国で支配的であった営利的
なオーナー医学校運営を批判し，良質の医師育成機
関としての医学校のあり方を提示した。その基本的
な教育方針を，伝統的なドイツの生物医学を基盤に
した教育と指導者によった臨床実習を結合させるこ
とだとした。』２１）フレクスナーの医学教育にたいする
理念といえよう。このために病院，教育，研究，学
生の質を向上させるための方策に関する骨子を表
１２１）のように述べている。
『修学に関しては一般大学において少なくも２年
の事前教育した後の４年制カリキュラムの導入，
臨床検査の導入，教員をフルタイムにして教育の質
を保証する，臨床教育の充実（クリニカルクラーク
シップなど）などに関する問題点と改善点を指摘し
た。フレクスナー報告ではジョンズ・ホプキンス大
学医学部病院・医学部が臨床・研究・教育の結合に
おいて理想的であると述べられている。更にこの報
告書が契機となって米国とカナダの医学校では教育
のみならず学校運営を含めた改革が行われた。単科
医学校の合併吸収，廃校，また総合大学医学部へと
漸次変身して行った。
フレクスナー報告が発表された時点での争点は，

医学教育の標準を一つにするか，あるいは学校の性
格を研究志向型と実施教育型にするかということで

表１ フレクスナー報告における医学教育に対する骨子

１．医学校は充分な設備が必要であり，第一級の教育病院
を有するか，あるいは聯合する

２．教育病院を研究施設の中心とする。しかし，良しにつ
け悪しきにつけ研究を直ぐに臨床に結びつけるような拘
束をしない

３．入学する学生の質は，最高のランクであること

あった。しかし，研究指向型医学校に民間資本も州
の財源もつぎ込まれていった現実によって研究指向
型医学校が生き残り，結果としてこの形が医学教育
の標準になった。』１３）

研究指向型医学校での教育は，質の高い臨床医の
育成とともに医学研究者の育成を目的としたが，臨
床医を目指した学生に対しては「研究を通じての教
育」であり今日的にいえば，研究マインドを持った
臨床医養成という概念であろう。『フレクスナーは，
研究指向型の方策の一つとして，検査室でのトレー
ニングを事前に行うことが土台となって大学病院で
臨床トレーニングと臨床研究が可能になると述べて
いる。』２１）

こうした状況に導いたのはフレクスナー報告に
よったことから，医学教育の標準化をしたのはフレ
クスナーだといわれている１３）。そして，ジョンズ・
ホプキンス大学が，フレクスナー報告の評価により
北米の医学教育のモデルとなって行き，今日でもフ
レクスナーの理念は継続されていることからフレク
スナーは，米国医学の偉大な殿堂を建立したと評価
されている２０－２２）。

３．アブラハム・フレクスナー（１８６６－１９５９）とカー
ネギー教育振興財団
『アブラハム・フレクスナーは，ケンタッキーの
ルイスビルに東欧系ユダヤ人の両親の間に１８６６年に
生まれた。３人兄弟の末っ子である。１８８４年にジョ
ンズ・ホプキンス大学を古い制度の学士として２年
で卒業した。卒業後彼はルイビルに帰郷し，公立
学校の教師を１８９０年まで勤めた。このとき，彼は，
正式のカリキュラムも試験も学年もない「Mr. Flex-
ner’s  Academy」を設立したりしている。１８９８年
Anne Laziere Crawford と結婚した。彼女はブロー
ドウエイの脚本家であった。
アブラハムの長兄 Simon（サイモン）は，Univer-

sity of Louisville Medical School を卒業後，ジョン
ズ・ホプキンス大学医学部のウェルチのもとで病理
学での席を得た。その後ペンシルバニア大学教授と
なり，ニューヨークのロックフェラー医学研究所で
生涯を研究主任として尽力した。』２０）野口英世は，小
林 栄，血脇守之助，そしてフレクスナーを生涯の
父と呼んだが，アブラハムの長兄サイモンがそのフ
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レクスナーである。
『アブラハム・フレクスナー（フレクスナー：以後
も同様）は，１９０５年に彼の学校を閉じ，１９０６年には
ハーバード大学精神医学の大学院プログラムで修士
の称号を得た。その後彼は渡欧し，イギリス，フラ
ンスの学校を訪問した。特にドイツでは，その医学
教育について集中的に観察した。またハイデルベル
クとベルリンの大学で様々なコースを幅広く修学し
た。この間に彼は，アメリカの高等教育の失敗を記
述し，１９０８年に“The American College”を発刊し
た。』２０）本著作が，Henry  Prichett（ヘンリー・プリ
チェット）の目に留まったことが「フレクスナー報
告」に繋がるのである。
ヘンリー・プリチェットは，１９０６年に新設された

カーネギー教育振興財団２３）の理事長に就任したばか
りでもあった。財団は最初の慈善事業の焦点を「米
国の健康管理の向上」に決めていたことから，その
ためにはまず貧弱な米国医学教育の改善が必要であ
ると推測していた。こうした事情からプリチェット
はフレクスナーに白羽の矢を立てたとされている２０）。
一方，カーネギー財団が医学教育調査を行うに

至った経緯については下記のようにも説明されてい
る。『アメリカ医師会（AMA）は，アメリカ医科大学
協会や南部医科大学協会と協力して１９０５年に医学教
育評議員会を設立した。医学教育評議員会は１９０７年
に医学校の調査結果を報告した。１６０校のうち最新
の医学教育設備を有する医学校は５０％であり，３０％
は僅かな義務しか果たしていなく，２０％は到底容認
できないという状況であった。そこで同評議員会は
１９０７年にカーネギー財団に医学教育の詳細調査を依
頼したということである。』１３）

どちらの理由にしても，この医学教育改革は行政
が主導したということはなく，民間の意思で進めら
れたことに医学界のみならず米国社会の強靭さが現

れている。
フレクスナーは，医学部出身者ではないが，医学

校を評価し医学校のあり方を提示するという大仕事
をした。それは，彼が米国の大学を俯瞰できる教育
者であり欧州とりわけドイツの医学研究・教育に興
味をもち実際に見聞していたこと，手本にし得る医
学校として新しいジョンズ・ホプキンス大学病院・
医学部が身近かに存在し，兄サイモンがホプキンス
サークルにいたこと，さらには彼自身がジョンズ・
ホプキンス大学で学んだことなどが大きかったと推
測される。

Ⅴ．「米国に於ける医学制度視察報告書」２４）からみ
たフレクスナー報告その後

１．「米国に於ける医学制度視察報告書」について
１９２３（大正１２）年に日本の６名の医学部教授（表２）
が官命（文部省）を帯び，ロックフェラー財団の招待
に応じて，大正１２年２月２３日横浜を出港した。３月
１０日サンフランシスコ到着したのち二ヶ月間にわ
たって，サンフランシスコ，ニューヨーク，フィラ
デルフィア，プリンストン，ボルティモア，ワシン
トンの医科大学・医学部，病院，研究所を視察し
た。その報告書が１９２５（大正１４）年に発表されてい
る。本報告は，１９２６（大正１５）年に発刊された血脇の
米国歯科医学の視察報告書でも参考にされている２５）。
米国の医学教育における基本的な雛形は，１９２０年

初めまでにしっかりと確立されていたとされてい
て２６），世界的な研究業績を有しドイツを主体に留学
を経験した日本の医学教育者が視察したのは，フレ
クスナー報告から１２年を経た米国の状況を示してい
て興味深い。また，日本では新しい高等教育制度で
ある大学令実施の４年弱の時期であり，大学令に
よって昇格した慈恵医科大学と慶応大学医学部の教
授がそれぞれ視察団に選ばれている。

表２ １９２３（大正１２）年の米国医学教育視察医学者

三浦謹之助（東京帝国大学医学部内科学教授，ドイツ・フランスに留学）
宮入慶之助（九州帝国大学医学部衛生学教授，ドイツ留学）
藤浪 鑑（京都帝国大学医学部病理学教授，ドイツ留学）
長輿 又郎（東京帝国大学医学部病理学教授，ドイツ留学）
秦 佐八郎（慶応義塾大学医学部細菌学教授，ドイツ留学），
高木 善寛（東京慈恵医科大学学長，英国留学）
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また，本報告は，ガイス報告が主張した歯科教育
は医学教育と同等でなければならないとした医学教
育の状況を今日我々が知る一助となる。
視察団は米國人の気質を『諸多の異人種からな

り，かつ州によって法律規定に差別があるほどであ
るが，一旦全国的な必要性が認められればこれに伴
う困難に打ち勝って能くこれを決行する勇気があ
る。挙国一致の法令の実行が永く継続するならばそ
の好結果は，未来の後継者において一層その程度を
増大して現れてくるだろう。』と報告書の最初に記
しているが，フレクスナーやウェルチが構想した未
来の医学教育像は，わずか１０年余で一流校において
実施されていたことが我が国の第一級の医学者の目
によって鮮やかに描かれている。
視察団の帰国数ヶ月後に関東大震災が起きたこと

から，資料の紛失，ロックフェラー財団からの再入
手などと報告書作成時の齟齬が述べられ，もとより
報告書の趣旨から完全を記したものではないと前書
きされているが，４５頁の冊子で内容は示唆に富み充
実している。
以下医学部の項を抜粋して２３） 彼らの（『』で示す）

目から当時を覗いてみる。なお，文体は現代文に改
めた。

２．「米国国民の長所」の項から女子の社会的活動
と寄付行為について（片括弧番号，アルファベッ
トは著者が付けた。以下他の項も同様）
１）『各病院，各教室における事務，実験室作業，

動物実験，学術的図書・写真などと多方面での女子
が重要任務にあたりその活動が顕著である。』
２）『上記の理由には女子の長所とする仕事に女

子があたっていることの他に，女子教育が盛んであ
り，女子の智力が進んでいるためといえる。』
３）『富豪が自身の財力を社会のため，学術のた

めに寄付する美徳が顕著である。われわれの見学施
設でも寄付によって設立された学校，病院，研究
所，図書館，大学内建物など非常に多いい。私立，
州立の大学とても個人の寄付に頼っている部分が甚
だ多い。寄付は研究資金や講座設置にも向けられ，
ゆえに大学教室の経常経費は縦令が多くなくてもこ
の研究資金で立派な成果が得られ，その発表にも何
ら苦痛がないようである。』

４）『寄付者の名前が付けられている。』
５）『寄付によって医学的慈善事業が遂行されて

いるものも少なくない。寄付の募集，受付，配分な
どをマネージする仕組み（community chest）もでき
ている。』
６）『寄付行為は米国の一つの壮観といってよい。』

３．『大学』
１）『米国における教育機関の揺籃は，多くは私

立学校であった。大学も初めは概して私立であっ
た。後に州立，市立の学校設立であるのでわが国と
は順序が全く異なっている。』大学，特に寄付によ
る大学が設立されるにあたっての手順と大学設立後
の評議委員会と教授会との運営に関する役割など興
味深く記されている。
２）『米国の大学間にはその質に種々あり，また

教育の主義，理想も同一でない。１９０２年にロック
フェラー氏の発起で公私連合の The general educa-
tional board が設置された。これは，小学校から専
門学校大学までおよそ教育に関することの相互連絡
と共助を目的としていて，その活動も次第に拡大し
ているのでだんだんと各種大学間の差異も少なくな
るのではないか。』
３）『一流中の一流の大学の教育，クラブ活動施

設の壮麗広大さとともに，学生の寄宿舎生活，クラ
ブへの出入りによって自ら品性の陶冶，社交上の修
養も積まれ，後年世に立つ準備が成る。この寄宿舎
や倶楽部で学生生活を送った人が，他日社会上の立
派な地位を獲るに至るのは元より非常に多い。』

４．『大学医学部』
１）『大学医学部の発達』
ａ．『米国医学教育は，始まりは徒弟教習に過ぎ

なかったが，漸次発達して今日の科学的教育に至っ
た。初めは病院に付属した医学教育であったが，後
には医学校が興りこの医学校はお終いには大学の一
部をなすに至った。医学教育は範を英仏にとったの
が多かったが，お終いにはドイツ流の教育及び研究
の仕方が大いに興るようになった。
特にジョンス，ホプキンス（ママ）大学創立した

Gilman 氏が，学術研究を第一とする新たな学風を
振起するや，医科では Osler 氏，Welch 氏等の英才
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が参画するに至って，学術研究を尊重する気風が米
国において漸次勃興するようになった。このジョン
ス，ホプキンス（ママ）大学医学部の創設は，米国の
医学教育に新紀元を開いたものであって，他の一流
大学が「カレッジ」を主とし，もっぱら人物陶冶あ
るいは紳士道の完成を期したるのと異なって，ここ
では「カレッジ」を卒業した者だけを取り，真に学
術研究の府たる大学の実を上げるのに務めた。かく
して，医学の研究をドイツに倣うべき必要を感ずる
人が多くなりドイツに留学する医家が輩出するよう
になった。最近１０年間の米国医学の発展は目覚しい
ものがある。』
ｂ．『米国の医学校の数は９５あると聞いている。

かって米国医学校数はもっと沢山あった，その品質
においてかなり著しい相違があったようである。こ
のため入学者の資格や設備などによって，医学校を
Ａ，Ｂ，Ｃの三階級に分けることができた。近年に
おける米国医学界の努力は，低級のものを撲滅して
優良の医学校のみにしようというのであって，これ
は着々実現されている。』
２）入学の資格，学生の修業，卒業
ａ．『入学資格で最も多くの学校では，少なくて

も「カレッジ」の２年過程修了である。医学部は４
学年であるのが普通であるが，５学年があってこれ
は専ら病院内の仕事をするという所も稀にある。』
ｂ．『第二学年終わった時の夏休みには病院で学

生が院外員（extern）として働ける。第三学年には内
科外科産科の講義があり，学生は一日間をほとんど
全部，病舎あるいは外来診療所内で院外員として過
ごす。毎週あるいは隔週毎に病理及び臨床両科の
協議によって開かれる病理集団会（pathological con-
ference）がある。この病理集団会には第四年の学生
も與かる。その他。薬物学（二学年の科目のところ
もある）や衛生学の講義実習があり，その他特殊学
科についての講義も多数ある。』
ｃ．『第三学年の終わりの夏期休暇中に学生はほ

とんど極まって院外員として病院で働き病舎の仕事
を助けるようになる。』
ｄ．『第四学年は講義を聴く時間は僅かで，病院

の病舎で仕事をすることが多い。内科と外科とに最
も多くの時間を費やし，余りの時間で特殊学科に行
く。

この第四学年は病院内で新入院患者の病歴を作ら
なくてはならない。病歴の記載がよければそのまま
病院の記録として保存されるが不十分であれば助
手医員が別にこれを作るのである。斯様な記録係
（Clerkship）の役を学生が取るために（これは英国の
仕組みに沿った），自分に責任を負はされている内
外科の患者例４０乃至５０をその期間中に観ることがで
きる。』
ｅ．『学生が修了した学科に対する試問は，ある

大学では各学年の終いに行い，ある大学で基礎医学
科が終わった時に一時試問を，第四学年末に第二次
試問を行っている。第二次試問では学生は病院に出
頭し，筆頭と口頭試問を受ける。卒業はこうした成
績と担当教官により提出された書面とが細心に比較
対照されて判定される。卒業生には MDの学位を
受ける。』
ｆ．『しかし，これだけでは開業の資格はなく，

その州の開業試験に合格しなければならない。米国
全体に共通した国家の開業試験は無い。これでは
不便が少なくないから National Board of Examina-
tion を作ろうという計画があるそうである。』
３）教員および教室職員
ａ．『大学医学部の教授で各教室の主任者を部長

（Head of Department）と呼ぶ。ジョンズス，ホプ
キンス（ママ）大学では，この部長のある学科列記す
ると以下のようになる。解剖学，生理学，生物化
学，病理学，薬物学，内科学，小児科学，産科学，
および精神病学である。この大学では細菌学を病理
学の中に入れてある，その他，梅毒学は内科に，眼
科，耳鼻科，整形外科，婦人科，泌尿器科，Ｘ線光
線科は外科に所属している。』
ｂ．『各部の長の部下に対する権威の大なること

は予想以上である。部下はほとんど軍隊のそれの如
く絶対服従の体である。部長は部内の指導統御のほ
か外部交渉もおおいことから大抵一二名の専属のセ
クレタリー（女タイピスト）をもっている。』
ｃ．『ジョンス，ホプキンス（ママ）大学では初め

て時間の全部を大学のために費やすフルタイム教授
と一部分だけ大学の用をなすパートタイム教授とを
分けた。フルタイム教授は市中で開業することを許
されない。後に他大学もこれに倣うようになった
が，フルタイム教授は必ずしも厳格な意味でない大
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学もある。』
４）『大学教室の設備』
ａ．基礎医学教室ないしは医学研究所の設備につ

いての視察である。
『視察したのは優良な大学ないしは研究所である
が，概ね善美が尽くされている。実験装置，実験室
環境いずれも諸種の研究目的によって異なっていて
ほとんど完全といってよいほど，時としてはそれ以
上に備わっている。新築あるいは改築建物内の研究
室は設備が非常によい。動物実験室，動物飼育室が
整備され，それは実験医学に属するところだけでな
く解剖学，生物化学のごとき教室にもある。解剖学
教室，病理学教室などにおいては，写真，顕微鏡写
真および描画の装置が揃っている。それぞれ一つ一
つの屍体，一つ一つの臓器について多数の華麗な写
真が撮られ，これが秩序良く保存されているのを見
た。病理剖検例についてはその各例といってもよい
ほどに多くの肉眼的及び顕微鏡的写真が，剖検記録
についている。この剖検記録は常にタイプライター
で書かれている。処によっては，筆記の代わりに蓄
音機を利用しているのを見た。』
ｂ．『授業または学術的講演の場合には，常に幻

燈および「エビジアスコープ」が応用される。どこ
の講堂でも瞬時にこれを暗室とする装置ができてい
る。活動写真も利用されている。米国では教室の多
数が同一建物中にあるのが多い。これまで分かれて
いた教室を，改築の場合には人と一所に集めようと
する傾向が見える。』
ｃ．『病院と学校とが，建物においても親密関係

を保つようにしようとする。学校と病院とが同じ屋
根の下にあるのを理想とする人もあるようである。
すべて諸科の間の連絡は我が国に比して良くついて
いる。またこれに伴う研究上の便宜も多いようであ
る。』
ｄ．『各教室共に，そこから出した研究成績の別

刷を多数に備え付けていて，これを他へ郵送し，あ
るいは訪問客に贈与する。』
ｅ．『教室内の研究従事者は，米国人の他に欧州

諸国，南米，またはアジア等からの人である。我が
国から来ている研究者は目下のところあまり多数で
はない。われわれが米国旅行中に出会った人は十名
以下であった。医学部の教授の中には外国人もい

る。我が国の田代四郎助氏は現にシンシナチー市大
学医学部で生物化学の准教授をしている。ロック
フェラー研究所の部長に野口氏があることは，今特
に述べる迄もない。』
５）『（附）ボルティモアにおけるジョンス，ホプキ
ンス（ママ）大学の公衆衛生学部』
ａ．『米国の医学教育視察で，特にわれわれの注

意を惹いたのものは，近年同国で勃興してきた公衆
衛生学の教育である。特にジョンス，ホプキンス
（ママ）大学では，哲学部（Faculty of Philosophy），
医学部（Faculty of Medicine），工学部（Faculty of
Engineering）の外に１９１６年ロックフェラー財団の援
助によって新たに衛生及公衆健康の学部 Faculty of
Hygiene and Public Health あるいは School of Hy-
giene and Public Health が設置されることとなり，
この大学の重鎮なる病理学者 Dr. William H. Welch
氏がその学部長となり，これが経営の任にあたるこ
ととなった。』
ｂ．『この公衆衛生学部は，医学部が臨床医家を

養成するを旨とするのに反し，公衆の健康を保護す
る事業に当たるべき人物を養成し，衛生，並に予防
医学に関する調査を奨励し，且つこの研究者を輔翼
してその研究を振興せしめ，さらに衛生知識の普及
に対する手段方法を講ずる等をもって，主要の目的
としている。』
ｃ．『ジョンス，ホプキンス（ママ）大学と全く同

一に独立の学部を作っているところは他にない。し
かし，大学医学部内にこの部門が設置せられている
ところは例えばハーバード大学，エール大学などに
ある。』
ｄ．『要するに，医学の応用部門は，ただ疾患治

療のみに限るべきものではない。疾病を未然に防ぎ
民生の健康を図ることにおいて，医学はさらに大な
る領域を持っているのである。是までの医学は一本
の幹であったが，今や同じ根に二本の幹ができて，
相対立せんとする姿である。この公衆衛生の部門は
今後，ますます発展すべきものであろう。』

以上で２０頁である。この後「病院」に１０頁，「医
学研究所」２頁，療養所２頁，「公衆衛生事業」６
頁，「其他の観察方面」３頁となっている。
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おわりに

本編は，BCDSの設立とその当時玉石混交のアメ
リカ医学教育，その医学教育改革の原動力となった
フレクスナー報告，そして日本医学教育者の目から
見た医学教育改革のその後の具体的な成果を骨子と
して解説した。この骨子は互いに密接に連動してい
る。財団法人となった東京歯科医学専門学校が目指
した歯科医師育成のあり方を検証するためには，第
１編のガイス報告だけでなく本編に記した内容まで
遡る必要を感じたからである。その必要性は，血脇
守之助が実行した欧米視察によった米国歯科医学教
育の報告書に記載されている項目が示唆していると
考えた。報告書は，歯科医学教育の発達の経緯と現
状，「カーネギー」財団の調査，歯科医学教育の現
状などから構成されているが，そこには歯科医学教
育の先導となっている米国医学教育に関する発達と
現状が合わせて記されている。血脇がこの報告書を
まとめたのは，大学昇格に必要なソフト・ハードの
整備として最後になる新校舎の設計を開始していた
時期であった。
東京歯科医学専門学校の大学昇格への同窓の強い

支援は，昭和不況にあっても順調な寄附状況からも
今日理解できるところである。血脇らは新校舎の完
成をもって自校を一気に飛躍的に進展させることを
意図していたに違いない。それは，米国における歯
科医学校の総合大学歯学部への移行を目の当たりし
て大学化への必要性を強く意識していたことから分
かる。しかし，大学昇格への希望を中歯科医師法改
正に託したが政府文部省の強い反対によって無にさ
れた現実にあって，その憤怒は自校の充実に集中し
たと考える。

なお，本稿作成には「Dental Education in the United States 
of America and Canada : a report to the Carnegie Founda-
tion for the Advancement to the teaching.（Gies WI：著）」，
「Baltimore’s Own, The World’s First Dental School １８４０－
２００６, A History of the Baltimore College of Dental Surgery
（Hyson Jr. JM著）」，「アメリカ医学の歴史－ヒポクラテスか
ら医科学へ－（ジョン・ダフィー著，網野 豊訳）），「米国に
於ける医学制度視察報告書（三浦謹之助ら著）」を主たる参考
書とし，同書から多数箇所を抜粋して本稿を構成しているこ
とを改めてお断りしておきたい。
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