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Ⅶ．スウェーデン留学

いよいよ髙添は，スウェーデン国費留学生として
ストックホルム王立歯科大学（後のカロリンスカ大
学歯学部）細菌学教室に留学することになった。

１９５８（昭和３３）年８月１０日羽田発の SAS（プロペラ
機）でアンカレッジ経由のコペンハーゲン行きに搭
乗した。見送りは両親を含めて１００人近かった。そ
の中には，１９５７（昭和３２）年３月８日に学長に就任し
た福島秀策がいた（図１）。当時外国（特にヨーロッ
パ）へ行く事は滅多にはない事で，別れは正に“水
盃”の感があった。

持ち出しが許されている現金は１００ドルまで，１
ドル３６０円の時代である。この予算では到底足らな
いものの，辛うじて貯めた金でドルにかえて貰っ
た。途中揺れたが殆ど気にならなかった。アンカ
レッジでトランジット，ここまで９時間かかった。
機内でイエローカードの検査を受けた後，寒い中を
飛行場に降りると，格納庫の中に用意された暖房の
利いた食卓へ案内された。素晴らしい朝食である。
スープ，コーヒー，目玉焼き，チーズ，ハムなど，
何と言っても当時の日本では口に出来ない「洋食」
である。幼少時に横浜から船に乗って豪華な食事に
ありついた時の嬉しい記憶が甦った。

やがて再び機上の人となり，機長から北極圏通過
の Certificate も貰ったし，コックピットへ招き入
れられてナビゲイションを説明してくれた。シベリ
アの空や果てしなく続く氷原は，いずれも目新しく
神秘的で壮大なパノラマである。長い長い飛行の後
アンデルセンの国に近いと知ると急に涙が出て来
た。コペンハーゲンで乗り換えてストックホルムに
向かう。到着すると検疫官の指示で再びワクチン注
射済みの黄色カードとパスポートを提示した。
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図１ 福島秀策学長（昭和３２．３．８～４０．５．３１）
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１９５８（昭和３３）年８月１０日のストックホルムは，も
ちろん夏休み中であった。飛行場近くのホテル ブ
ロンマで満面笑みの米澤に会えた。

同年，第７回国際微生物学会（ストックホルム）が
開催されていた。日本からは細菌学会のグループに
入っていた米澤も参加していたのである。この学会
で，東京大学医学部細菌学教授の秋葉朝一郎に会
う。秋葉は野口英世記念会の理事，米澤は評議員と
いう関係であった。米澤は髙添の卒業論文を紹介
し，これを学位論文として審査して欲しい旨要請し
た。何と秋葉は髙添の研究を知っていて，帰国した
らすぐに東大へ論文を持参するよう応じた。但し卒
業後４年というのは，学位請求の最短年限である。
翌１９５９（昭和３４）年，東大での髙添の論文審査には秋
葉が主査，副査には河野庸雄（口腔外科学）らが当
たった。このようにして同年７月，髙添は東京大学
医学部から医学博士の学位記を授与されることにな
る。

ところで訪欧していた米澤の希望は，国際学会の
ついでにコッホ研究所，パスツール研究所を訪ねる
ことで，その結果，学会のためのスウェーデン滞在
は１日だけとなった。その後ロンドンに回って，秋
葉教授と落ち合うという旅程であった。この全行程
にわたって，髙添は米澤に同行することとなったの
だが，困ったのは旅費の工面である。髙添はまず日
本大使館へ相談にいった。応対してくれたのは一等
書記官の大鷹 弘で，後の山口淑子（戦時中，李香
蘭と称していた女優，歌手）の夫である。

髙添はそこでストックホルムには日本人は僅か１３
人しか住んでいない事を知った。大鷹は親切にス
ウェーデン事情を説明してくれて，貴君を招聘した
スウェーデン政府に交渉するのが筋でしょう。可能
性もありますよ，と教えてくれた。

その後日本の文部省に当たる代行機関，Swedish
Institute の留学生係をしていた Södergren 嬢を通
じて，スウェーデンの政府当局に交渉して公務出張
の扱いとし，奨学金を前借りすることに成功した。
かくして米澤と共に独・仏・英と欧州巡りをした。
途中米澤の翻訳になる「歯科細菌学」の著者 Gins
教授を Baden-Baden に訪ねたのもこの時である。

コペンハーゲンで米澤と別れ，９月上旬ストック
ホルムに戻った髙添は，アクセスに苦労の末，下宿

先に漸く到達出来た。ストックホルム郊外の一軒家
の２階で，Leine というフィンランド老婦人の家で
ある。この年，１９５８（昭和３３）年９月１５日には初雪が
降った。大学からあらかじめ手紙で連絡のあった杉
山不二がやって来た。福島学長時代に始まった大学
の命による教授の海外出張である。

大学内を案内し，種々の話をし異国での再会を喜
び合った。二人でスカンセンの丘のレストラン「ソ
リーデン」で夕食をとった。“君は随分遠い処へ来
たんだね。体に気を付け給え”と励まされ，“一日
付き合って呉れて有難う”と涙ぐまれた。翌日ブロ
ンマ空港まで送った。髙添にとっては，初めてノス
タルジアを感じた二日間だった。杉山が帰国した
後，大阪歯科大学の白数美喜雄と柳生嘉雄がこられ
た。手を離せない実験中だった為，１時間程待って
頂いたが，杉山の場合と同じパターンで対応出来
た。帰国後白数からは会う度毎に，スウェーデンで
の事を話されては謝辞を貰った。

大学の細菌学教室では Frostell 教授の指導で，実
験（感染根管の細菌分離・同定，歯垢の酸産生活性
度，嫌気性菌一般）と討論を中心に充実した研究生
活が始まった。教授は自らも実験に熱中する。静寂
が実験室の空気を制して時間を忘れさせた。日本で
は経験した事のない雰囲気である。

plaque sample（歯垢）を収集するために，病院に
も出かけたので院内の教師の顔見知りも増えた。診
療室の空気は実験室とは全く逆で，明るい会話が交
錯していた。ある時，「この患者をどう思う？」と
診察を求められた。患者は１８歳の青年で顔貌は浮腫
気味である。口腔内に出血，上腕のリンパ節腫脹あ
り。全身の倦怠感を主訴としており，微熱がある事
も自覚している。ルンペルレーデ反応で前腕内側に
皮下出血斑を認めたので，直ちに血液検査をした方
がよいと答えた。結果は予想通り leucemia であっ
た。後日の話では，患者は１０日後に死の転帰をとっ
たという。スタッフは基礎研究者である髙添が，臨
床診断にも慧眼の持ち主であったことに，敬意を抱
いたようだった。

Frostell 教授には土曜日の夕食によく招待され
た。４名のお子さんには“オンクル・タカソエ”と
呼ばれて一緒に遊んだ事を今でも忘れられない。
Frostell 教授は多くの関係者も紹介してくれた。そ

髙添：髙添一郎小伝 ⑶５０

― ５０ ―



の中には Hammersten 教授をはじめ数名のノーベ
ル賞受賞者もいた。カロリンスカ大学医学部の細菌
学教室の Prof. Marmgren，Dr. Heden，Dr. Holme
達の実験見学もアレンジしてくれた。

歯科大学の食堂では，monofluorophosphate の開
発で有名な Y. Ericsson 教授との特別な邂逅があ
り，数日後同教授からスウェーデン科学アカデミー
からのノーベル賞授賞式への招待状が送られてき
た。更にもう一つの封筒にはブラックタイ貸衣装一
式のクーポン券が入っていた。こうして髙添は図ら
ずも，１９５８（昭和３３）年１０月のノーベル賞授賞式に参
列する栄誉に恵まれる。いよいよ授与式が始まって
驚いたのは，受賞者たちが正面の高いステージの上
に挙げられ，国王以下審査員等の関係者がその下に
着席していたことであった。細菌のリコンビネー
ションを発見した J. Lederberg 博士が生理学・医
学領域の受賞者だった。厳粛な式典は正に感動の極
致である。さらに，驚いたのは Lederberg 博士が
受賞式の直後実験のスケジュールが詰まっていると
して帰国された事である。

留学中の髙添は，Frostell 教授との連名で２編の
原著論文１，２）を出している。嫌気性線状菌をタンクで
液体培養出来る方法を考案したものと宿願の嫌気
性線状菌の細菌学的性状を明らかにしたものであ
る。Acta Odont Scand の chief editor は有名なデ
ンマークの P. O. Pedersen 教授であった。

この年のクリスマス休暇は，パーティー漬けでむ
しろ忙しかった。髙添にとって生涯忘れ得ぬ多くの
想い出も出来た。その一つ。留学生が普段世話に
なっている Södergren 嬢からの案内状で，湖のほ
とりにある友人の別荘へ皆さんで一緒に行かないか
というのである。当日ストックホルムの中央停車場
に集合すると，各国からの留学生４，５人と招待者
の Södergren 嬢がいた。汽車で約１時間南下し，
タクシーに乗り換えて辿りついたのは，雪の深い湖
畔にある別荘だった。心良く迎えてくれたのは年輩
のご主人夫妻，その長男と３人姉妹で，暖かい部屋
に招じ入れられてからの正餐会と華麗なダンスパー
ティの一夜は正に夢物語であった３）。

１９５９（昭和３４）年２月中旬，すなわち日本へ帰る日
が近付いた頃に，学長秘書から「Westin 学長が呼
んでいる」と電話が来た。“話には聞いているが会

えたことは無い”と云われている歯科界の帝王のお
呼び出しである。早速駈けつけると，学長は「悪い
知らせがある。学長奥村（図２）が亡くなった。」と
告げられた。「彼とは FDI 以来よく知っている。惜
しいことをした」と，続けて何と静かにハグしてく
れた。福島秀策学長から電報がきたとの事を後で聞
いた。この時髙添は東京歯科大学の学風を改めて理
解したばかりか，これから東歯で頑張る事を決意し
た。

留学の終盤，知り合った多くの人々が，髙添の
ためにさよならパーティを幾つも開いてくれた。
Frostell 教授と Ericsson 教授からは“君は必ずス
トックホルムへ戻って来る”と励ましてくれた。
Westin 学長からは“留学生はかくあるべきだ，と
言う事を多くの人に示してくれた。有難う。”と言
われた。新聞ダーゲンス・ニヘター紙にも髙添のイ
ンタビュー記事が出た。４月雪の降っている日，髙
添は帰国の途についた。ちなみに髙添の留学してい
たスウェーデン王立歯科大学は，附属病院とともに
ストックホルム市内にあったが，後に同市南部にス
ウェーデン王立カロリンスカ研究所（カロリンスカ
医科大学）が移転したことに合わせて，その歯学部
として一緒に移転統合した。

Ⅷ．スウェーデン留学から帰国

髙添は，多くの経験と感動，そして寒さと淋しさ

図２ 奥村鶴吉初代理事長（昭和２２．３．３１～３２．２．１５）・
初代学長（昭和２１．７．１９～３２．２．１５）
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から解放される喜びを噛みしめながら機上の人と
なった。ところが，帰路でハプニングが生じた。ス
トックホルムから乗り換えのためコペンハーゲンに
向かうプロペラ機（SAS）の左エンジンが急に火を吹
いたのである。荒天の中，コペンハーゲンに着陸し
たが乗客を降ろしてくれない。強引に機長に会った
ところ，この飛行機でストックホルムに戻るとい
う。不安と恐怖の２時間後ようやくストックホルム
に片肺で戻った。幸い，代わりの飛行機に乗せら
れ，直接アラスカのアンカレッジ経由で往きと同様
長時間飛んだ。当人の述懐によれば初めての留学は
人生で一番強いインパクトだった。研究者には
“Patent or Prize”という成果主義が求められてい
るだけでなく，社会で暮らすための基本的な技を身
に着けた気がする。熱中こそノスタルジアを消去す
るというのが飛行中の総括である。８時間遅れ
で，８ヶ月振りに故国の土を踏んだ。

１９５９（昭和３４）年４月１日付けで，髙添は助教授に
昇格していたが，この時は帰国前で当人不在であ
る。同年５月５日３１歳にして留学前に決めていた婚
約者磯野麗子と結婚した。式場は駿河台にある山の
上ホテルである。出席者は，福島秀策，杉山不二，
米澤和一，北村宗一，森山徳長の五氏だけであっ
た。みんなの挨拶には必ず東京歯科という言葉が
入っていたが髙添は素直に受け取れた。北村氏の挨
拶は，「山の神：ホテルとは…」と笑いを誘うもの
であった。このささやかな結婚式で，人生最大のイ
ベントとして写真を撮ることになったが，経費節約
のため，写真はすべて森山氏の担当となっていた。
ところが何と，写真は全部失敗で，悲しいかな，ま
ともなものは１枚も残されていない。

Ⅸ．大学人多忙時代と国際的研究活動

帰国してからの髙添を待っていたものの一つは，
多くの専攻生の研究指導であった。よくある助教授
の宿命であったが，髙添の場合は常軌を逸してい
た。しかし，ストックホルムでの研究の副産物で大
部分を凌いだ。自信も付いた歯周病と歯垢に焦点を
当てた研究は，好気性と嫌気性の線状菌に絞られ，
新知見の獲得が続いた。歯周炎（当時は歯槽膿漏と
呼称）の病因は歯石にあるといわれ，歯石除去こそ
治療の基本だと教わっていた。歯垢中の線状微生物

を Ca 含有培地で培養すると Ca 塩の沈澱が起きる
という古い報告がある。ならば，スウェーデンで培
養した菌の中で好気性の長い菌が邪魔だったが，あ
れがもしかするとと思い出して分離培養を試みた。
ようやく培養できた菌を使って Ca 塩沈殿現象の再
現を試みた。成功しない。考えて見たら歯石はス
ケーラーを使わなければ取れない程固い。それなら
ば結晶は菌体内で起きるのではなかろうか。実験は
組織化学的，軟Ｘ線撮影，菌体内結晶観察と拡がっ
た。

菌体内に Ca が沈着し，石灰化が進むらしいこと
が分かった。石灰化した菌を偏光顕微鏡で観ると結
晶が菌体内に出来ているところまで追求できた。さ
らに X 線回析によって分離した結晶はハイドロオ
キシアパタイトであることも分かった４）。

この論文に反応して最初に関心を寄せてくれたの
は，当時の歯科理工学講座主任である金竹哲也教授
だった。早速理工懇談会での講演を頼まれた。その
後病理学の田熊庄三郎助教授，倉橋良彰講師の協力
を得て，石灰化した菌体を電子顕微鏡で観察するこ
とが出来た。菌体の石灰化を確認し，電子回析で結
晶はハイドロオキシアパタイトであることも証明で
きたので，Journal of Dental Research に投稿，掲
載された５）。この好気性線状菌はその後，Bacterio-
nema matruchotiiと同定された６）。
Bacterionema matruchotiiには種々の特徴があり，

髙添はしばらくそれにのめり込んだ。Whip like
filament と呼ばれる発育時の形態変化，多数の異染
小体や organella がある事，cell wall の異常な形態
などについてはそれぞれ新知見を得て，その後数編
の原著論文を国際誌に発表出来た。菌体の石灰化
に関連して異染小体の本態を化学的に分析し，
polymethaphosphate が主体であり Mg も多いこと
が分かった。培地に少量の Mg を加えると異染色体
の多くなる菌体は石灰化が起きにくいことから，燐
代謝を切り口に石灰化基質を見いだす事を試みたが
いずれも行き詰まった。ならば骨や軟骨のように蛋
白が基質ではないかとこれも種々試みたがうまくい
かない。その頃である。国際微生物学会（IAMS）の
分類命名委員会から Leptotrichia buccalisに関する
ad hoc committee の委員としてモスクワでの第８
回国際微生物学会に出席して欲しいとの書面を受け
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取った。もう一つは菌体石灰化に係わる招聘研究の
オファー文書である。文献上良く知っていた John
Ennever から，「自分は現在 Procter Gamble の研
究所にいるが近くTexas大学歯学部Dental Science
Institute に教授として赴任する。是非 Texas で一
緒に研究したい」という書状である。

スウェーデン帰国後，大学に改修を申入れて研究
室を思い通りの仕様にしたため，研究は当然しやす
くなったし，募集のあった米軍の研究補助金も受け
取れるようなったため，髙添助教授にとっては順風
満帆の毎日だった。ところが，昭和４１年５月，学生
達が研究室に突然にやってきて，「アメリカの軍事
研究に加担するのは怪しからん」という非難であ
る。朝日新聞に記事が出たためであった。「ウラン
酸がハイドロオキシアパタイトに沈着して鉱脈とな
ることは事実だが菌体石灰化と軍事研究とは直接関
係ない。いくら説明しても私の研究目的を理解して
くれない。

この事で髙添は前述の二つのオファーを受け入れ
た。７月，第９回国際微生物学会（於モスクワ）に出
席し，IAMS の分類命名委員会に委員として意見を
述べ，当時の Leptotrichia buccalisの細菌学的位置
付を報告することが出来た。その当該委員会の委員
長は何とスウェーデンの G. Frostell 教授だった。
後に髙添の提案は生物学的性状の中で重要な項目の
不確実性から完全に否定された。研究の失敗を初め
て味わった髙添は深く反省し，研究の難しさを心に
刻んだ。

モスクワからの帰路（実はペテルスブルグ‥当時
のレニングラードへのツアーで４日間延長してソ連
に滞在した），懐かしのストックホルムで Frostell
教授宅に２日間逗留し，アムステルダム経由で
ニューヨークに着いた。予め送っておいた顔写真を
頼りに John Ennever は Kennedy 空港に３時間遅
れの髙添を待ち受けてくれた。マンハッタンの北部
コロンビア大学の近くにあった Hotel Paris に同宿
し，種々話し合い意気投合した。先ず Procter &
Gamble の研究所でセミナーをやる，その後ニュー
ヨーク大学で原虫の石灰化をやっている友人と会う
事，最後は Houston（Texas）で B. M. Levy 教授に会
う事などを要請された。さて，セミナーの本当の意
味が分からない。役割を聞いたところ細かい説明を

してくれた。髙添が２０分間話をし，出席者の討議・
質問に反応する。出席者は John の研究グループ約
２０名で，その後昼食を一緒にする。毎月やっている
が今月の課題として Ichiro の菌体石灰化がすでに
セットされていると言う。資料の準備がないが断れ
ない。モスクワの国際微生物学会で会えた，Lacto-
bacillus 選択培地の開発者 Rogosa 博士を頼りに
Bethesda の NIH に行く事にして John と別れた。
ニューヨークからワシントン D．C．まで汽車で行っ
た。NIH では Drs. Paul H. Keyes，N. A. Jordan，
R. J. Fitzgerald など著名な口腔生物学者にも会え
た。Paul の案内で National Library of Medicine へ
行き，発刊はされてはいたが，未だ見ていない自
分の論文７）のコピーを取ってもらった。論文中の
Figure が役に立つと思いついたからである。受付
で雑誌名と氏名を記載しただけでわずか５分でコ
ピーが出てきたのには驚かされた。この頃の米国に
おけるコンピュターの普及は速く，図書館機能は世
界でも群を抜いていたことが分かる。

シンシナティで初めてのセミナーを経験した。２０
分喋って５０分ほどの質問攻めには汗をかいたが，か
なり offensive に成った自分を見いだしたような気
もした。約束のテキサス行きもあまり苦労しなかっ
た。

Houston の空港で待ち受けていたのは口腔内白血
球で有名な Dr. Krinkhammer だった。Dental Sci-
ence Institute までのドライブ中，親切に研究所の
事を説明してくれた。所長の Burnet M. Levy（病理
学者）は，研究内容を種々質問した後，給料につい
て説明し，招聘を即決した。家族同伴が唯一の条件
だった。期待を上回る条件だったので髙添は快諾
し，帰国の途に着いた。欲張って，University of
California，Los Angels と University of Pacific（サ
ンフランシスコ）を訪れて知己（Prof, R. F. Sognaes
など）を増やした。

１９６７（昭和４２）年１２月１８日から，テキサス大学の
Dental Science Institute で John Ennever と一緒に
菌体石灰化の基質を求めて研究を開始した。最初の
一ヶ月で B. matruchotiiの脂質分画に強い Ca 結合
能があることを見出した。これまで蛋白ばかりを追
いかけていた二人には意外と言うより驚きだった。
生化学に強い Jim Vogel が研究に加わった。脂質画
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分の分画とそれぞれの Ca 結合能をチェックする作
業に始まり，化学的な焦点は縮まって行ったし，一
方形態学的にも検討するという多忙な日々が続い
た。菌体石灰化基質はリポ蛋白で，脂質は酸性燐脂
質である事を突き止めた。また，この基質は菌体内
メソゾームの膜に局在している事も推定できた。

その頃ヒューストンにはいろんな研究者たちが
いた。歯学研究所には齲蝕活性試験 Drizen test
の Samuel Drizen，細胞化学の I. Smith，など多士
済々だった。本部の歯学部には日本からの研究者も
いた。組織培養の久米川正好教授，Bevelander と
の共同研究者，中原 浩（ひろし）などである。いず
れも城西歯科大学から１９９１年明海大学歯学部，１９９３
年同大学教授，中原は三重の真珠研出身でアメリカ
での研究歴は長い。アメリカ生活についても色々教
わった。

髙添はアメリカでスウェーデンとの相違を感じ
た。スウェー デ ン の“Patent か Nobel Prize”に
対してアメリカの研究は手厳しく，“Publish か
Perish”かである。スウェーデンは研究の所産の価
値に重きを置くのに対してアメリカは研究の推進を
重視している。アメリカでうらやましいのは，資産
家が継続的に多額の寄附をして研究を推進していた
ことである。カーネギーは鉄で，ロックフェラーは
石油で莫大な財を成したが，ともにその富を研究に
振り向けて一般市民に還元することをモットーとし
ていた。

研究に関してスウェーデンとアメリカで共通して
いたのは第三者による研究評価委員会がある事であ
り，その評価が公表される点である。また投稿論文
の査読時間が短い事も似ている。アメリカでは財閥
や傘下の研究所の要人の多くは Jewish 系で，その
ためかその社会は何しろ団結が強く，情報交換が断
然早かった。Communication High Way といわれて
いた。Houston に Medical Center を作るときもテ
キサスへ行けば共同して自由な研究ができるという
評判で成功したといわれている。NASA の Johnson
Base が Houston に出来たのもそんな背景があった
と聞く。テキサスでは研究ばかりでなく，教育も重
視されていた。髙添も一ヶ月に一度は歯学部の学生
のための講義やセミナーを課せられた。カリキュラ
ムの組み方，教育方法の開発などは髙添にとって初

めての経験で，A．V．システムによる試験問題の作
成はむずかしかった。フロリダ大学歯学部の資料が
大変役立ったことを覚えている。ちなみにアメリカ
のいわゆる National University（国立ではなく，ア
メリカの代表的な大学）の中にフロリダ大学があ
る。理由は全学部が揃っている事だと知った。女性
のための神学部が有るのは当学だけなのである。

テキサスは暑く，湿度も高い。シンガポールより
も暑かった。テキサス・シャワーとは聞こえはいい
が，ハワイなどと違って激しい豪雨となり広大な排
水溝もたちまち満水の激流となった。冬季に北から
吹いてくる norther（ノーザー）は，ロッキー山脈に
沿って襲ってくる厳しい寒冷の強風であり，冬が過
ぎると今度は南西からのハリケーンがやってくる。
大自然の猛威に情けはない。しかし，Texan はそ
れによく耐えて頑張っている。

テキサスでは early bird なる言葉が常用されてい
る。早起き人間のことで，ラッシュアワーは朝６時
からの３０分，車のフロントデッキの上にはコーヒー
カップ，シェービングしながらの運転である。朝７
時３０分からの研究者会議，９時からは研究開始であ
る。冷房が完備されてから歴史が長いのにテキサス
人は早起き・早寝で大食である。メニューには「テ
キサス」の字が必ずと言っていいほどついている大
盛りである。テキサス州旗はアメリカ国旗よりも必
ず大きい。テキサスではテクニシャンの質も高いと
言われていた。しかし，髙添にはテクニシャンの他
に John と共通の助手がいた。黒人で明らかに人種
差別されていて可哀想だった。

アメリカがヨーロッパから学んだもの，ユニーク
なのは「humour」だと思っている。髙添はアメリ
カンヒューモアを読書の友に加えた。休日は家族を
連れて博物館や動物園（いずれも無料）で楽しんだ
り，友人の家族と一緒にガルベストンの海岸で遊ん
だり，バーベキュウをした。Johnson 大統領から
Nixon 大統領に跨った足掛け３年間，充実した研究
生活を送れて幸福だった。Ennever と Vogel らと
の共著論文は５編８－１２）である。原著論文で senior
author を取るのは難しい事も知った。

Ⅹ．米国からの帰国と大学紛争の壁

１９６９（昭和４４）年３月３１日，楽しく過ごした研究生

髙添：髙添一郎小伝 ⑶５４
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活を打ち切って髙添は帰国した。石灰化基質の合成
とその機能の検討をやり残していたが，母の病気が
気がかりになったためである。帰国後２ヶ月程して
米国から小切手が送られてきた。１０００ドル近く（３２
万円）だったと記憶している。日銀の説明で，髙添
が在米中にした所得税申告に控除項目が欠けていた
ための還付金と分かった。米国には源泉徴収がない
のである。何しろ髙添にとっては大金である。これ
を頭金の一部にして神奈川県の戸塚から新宿戸山に
居を移す事が出来た。

髙添の帰国前，日本はすでに大学紛争で全国的に
騒然としていた。１９６８（昭和４３）年頃から大規模な騒
動にまで発展した歴史的社会現象は，慶応，早稲田
のほか東大，日大等にまで及んでいた。東京歯科大
学も例外ではなく，特に臨床実習のありかたをめ
ぐって学生が大学に要望書を提出した。古い慣習を
踏襲してなんとなく継続してきた教育制度の実態
は，すでに教員も大学自体も改善の必要性を感じて
いたことから，学生のいうことももっともだと同調
する教員さえ出てきた。

１９６９（昭和４４）年２月，東京歯科大学は，大森清弘
助教授を委員長とする臨床問題研究委員会を立ち上
げた。しかし，これに対して学生達は不満であっ
た。市川の進学課程には「擬制を突破せよ」等の立
て看板が林立した。加えて，この頃の東京歯科大学
市川病院では，医師や看護婦等医療関係職員の待遇
が国家公務員に比し，はるかに及ばないとされ，同
院の教員組合，職員組合からも労働条件の改善を求
めて助教授以下の教員が１週間の実力行使に入ると
いう事態が発生する程であった。この時代，学長
だった杉山不二（図３）は１９６８（昭和４３）年１１月に第８
期日本学術会議の会員になっていたこともあり，他
大学の状勢にかなり通じていたと思われる。

１９６９（昭和４４）年５月のある日，髙添は学長室に呼
ばれた。そこには杉山学長のほか，北村学監も同席
していた。そこで東大の事件の背景，東京歯科大学
の事情等の説明を受けたが，髙添にとってはよく理
解できないことばかりである。両幹部の指示は，と
にかく大学内部をうまく取り仕切って静かに収める
ように，というものであった。しかし，アメリカか
ら帰国したばかりの複眼的，国際的，かつ反俗思想
の持ち主である髙添にとっては，難しい相談であ

る。といって，無碍に断るわけにもいかず，語り合
う必要性を感じ数日の猶予を求めて悩みつづけた。
間もなく髙添は，自分が東京歯科大学の一員である
事を自他共に認めている事に気付いた。決心し，北
村学監を通じて杉山学長に了承の回答をしたとこ
ろ，さっそく学長室に行くことになり，そこで髙添
は引き受ける条件を呈示した。その第１は，先に組
織されていた臨床問題研究委員会（大森委員会）が髙
添を新しい組織の委員長もしくは議長に推薦するこ
と，第２は学長召集による全学集会を開催すること
であった。この条件はそれぞれ受け入れられ，杉山
学長は「教育と研究を良くするための会」を召集し
た。

１９６９（昭和４４）年１２月３日午後５時３０分から教員，
大学院生など２２８名が信濃町の野口英世記念会館に
参集して，いわゆる全学の集会が実現した。東京歯
科大学にとって前代未聞の大集会である。ちなみに
この時の野口英世記念会館は，新宿御苑の東，慶応
病院の北の大京町にあって，中央線信濃町駅と地下
鉄丸の内線四谷３丁目駅からともに至近の距離に
あった。この地は，野口英世の盟友石塚三郎のゆか
りの地で，会場の選択もまさしく結果的に歴史的に
意義深い判断であった。１９６６（昭和４１）年１月１５日に
落成したばかりの新会館は，東京歯科大学に絶好の
舞台を提供したことになる。ただし，髙添が財団法
人野口英世記念会の評議員になるのは，１９７７（昭和
５２）年３月のことである。

図３ 杉山不二学長（昭和４０．６．１～４６．５．３１）
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ステージには議長団が登壇した。すなわち議長に
は髙添助教授（当時），副議長は川島 康助教授（市
川病院歯科），林 淳一教授（進学課程物理），大森
清弘助教授（口腔外科）の４名である。ここで，市川
病院や進学課程からも副議長が選出されているの
が，従来の慣行にはなかった大きな流れの変化で，
まさに全学挙げての出来事と思われた。

当日は延々３時間にわたって自由に意見が開陳さ
れた。ただ，学長の杉山は議長団から離れたステー
ジの端に席を置いて，じっと無言のままひたすら耳
を傾けていた。論客の少なくない教授達も普段と異
なり，一部を除いてもっぱら聞き役であった。

多くの大学の場合は，この頃全学集会を開いても
収拾のつかない混乱に終わり，ひどい場合は学長の
吊るし上げで救急車がかけつけるなどして，空虚さ
が残るだけといわれていたが，東京歯科大学の場合
はこれを機に大きな収穫を得たというのがうるさ方
の多い若手教員達の感想でもあった。事実，髙添議
長のまとめによれば，このとき提出された問題点は
細目で４５項目以上に及んだ。主なものは次の通りで
ある。

⑴ 大学問題を考えるに当っては，大学人の立場
に立った本学の理念設定

⑵ 教育，研究，診療，管理機構の合理化，近代
化の推進方策

⑶ 大学院歯学研究科のあり方の検討
⑷ 各部署におけるオリエンテーションの必要性
⑸ 無給医問題の解決
⑹ 財政問題との調和
⑺ 進学課程の立場
⑻ 市川病院のあり方
そして，そのまとめの最後に髙添は，“本学をよ

くするための新しい気運の誕生は喜ばしいことであ
るが，今の段階では何の結論も出ていない。しかし
問題の多くは必然的に生じたものであることを全員
が理解すべきこと，また，制度の変革は容易ではあ
るが，人を変えることは難しく，その意味からも各
自の自覚が必要である。”と結んだ。つづいて杉山
学長は，参会者の熱心な意見を聞き，本学の長期ビ
ジョンを確立するため近く委員会を設立する旨の意
志を表明した。

終了後，杉山は議長団に感謝の意を表し，髙添を

新宿の寿司屋へ招いて慰労した。同じ保存の関根永
滋が同行した。髙添が杉山から「ありがとう」とい
われたのは，ストックホルムのレストラン以来２度
目である。事実，大学は時を移さず「大学諸問題研
究委員会準備委員会」を発足させた。ちなみに，こ
の委員会には全学集会で「七人のサムライ」と批判
された有力教授は入っていなかった。さらにその答
申に沿って１９７０（昭和４５）年５月１９日，いよいよ「大
学問題委員会」が発足した。

この委員会は専門課程の基礎，臨床，進学課程，
市川病院，大学院生の３７名であったが，教授，助教
授，講師，助手，大学院生のベテランから若手ま
で，文字通り横断的な構成でもあった（東京歯科大
学百年史 p．３１３）。委員は立場にかかわらず発言し
てもらったことから，次第に相互の信頼と合意形成
に向けた熱意が生まれた。これには副委員長の大森
らの運営努力によるところが大きかった。翌４６年３
月３１日に至る約１０か月の間に２７回の委員会のほ
か，２０回の教育・研究・診療各小委員会を開催して
議論を深めた。

その後１９７０（昭和４５）年１０月２３日に中間報告，そし
て最終的な大学問題委員会答申１３）は，１９７１（昭和４６）
年４月２９日に杉山学長に手渡された。

この大学問題委員会は，東京歯科大学として歴史
に残る論議を続けたが，毎週金曜夕刻から３時間に
わたっての内容の音声を三崎教授がテープに録音
し，翌土曜には杉山学長，北村学監以下の主要教授
が聞かされていた。また，大森副議長は議事録とし
て残すべく記録していたが，遺憾ながら両者とも所
在不明である。

大学紛争も少しずつ沈静化する傾向を示した
頃，１９７２（昭和４７）年２月，浅間山荘事件が起きた。
この事件以後，急速に大学紛争は学生や社会一般の
支持を失い，逆に全国の大学は無気力学生が増える
方向に進む。

１９７１（昭和４５）年４月，髙添は東京歯科大学教授と
なった。４３歳である。ただ，当時の職員名簿による
と，微生物学・口腔微生物学として主任教授は調査
部長兼任の米澤和一（６２歳）で，髙添は教授となって
も聞こえの悪い“講座外教授”であった。髙添はそ
れでも海外情報部長，専（専門課程）１学年主任など
を兼ねている。海外情報部長はその後国際渉外部長

髙添：髙添一郎小伝 ⑶５６
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と名称は変わったが髙添は平成７年まで２５年間務め
た。

この頃は戦後初の歯科大学新設の上昇期で，まず
私立では１９６１（昭和３６）年に愛知学院歯学部，１９６４

（昭和３９）年神奈川歯科大学，岩手医科大学歯学部が
先行して設置されていた。その後１９６５（昭和４０）年に
なると一挙に国立の東北，新潟，広島に，１９６７（昭
和４２）年には北海道，九州に歯学部が設置された。
国立の場合，医学部がすでに存在しており，人材は
ともかく施設を併用できる利点があり，またなによ
りも私立と異なり，年次計画が認められるという有
利性があった。この結果，人材の主な供給源となっ
たのは，東の東京医科歯科大学，西の大阪大学歯学
部で，一時は人材が払底し，“本家”の機能に支障
が現われる程であった。

１９７０（昭和４５）年以降は，本格的に私立歯科大学新
設のラッシュが起こり，東京歯科大学でも１９７２（昭
和４７）年発足の郡山市の東北歯科大学と長野県の松
本歯科大学の新設に関わり，有力な人材を供給する
ことになった。他にも第２東京歯科大学として同窓
の有志により「千葉歯科大学」が水面下で企画され
たが，実現には至らなかった。これは日本大学が松
戸に，日本歯科大学が新潟に，姉妹校を発足させる
という衝撃的ニュースに，東京歯科大学の関係者が
かなり動揺したことと無関係とはいえない。

髙添の教室を含めて，東京歯科大学からも有能な
研究者がスカウトされていったが，歯科大学は卒業
生を出すまで最小限６年，実際は１人前の歯科医師
を育成するのに少なくも１０年かかることは，今でも
変らない。そのため，歯科医療の需要は極度に増し
ていた。社会の現実に対応する政策や法整備は，ほ
とんどの場合かなりのタイムラグを伴うのが歴史的

事実である。歯科医院とタクシーは，しばしば客を
断る評判の悪い職種になっていた。歯科医院全盛期
で，内科や耳鼻科からは羨望と嫉妬の目で見られた
時代である。

髙添が主任教授に昇格したのは学長の杉山の退任
直前で，昭和４６年６月１日付で関根永滋が後任とな
る時期が迫まっていた。
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