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はじめに

１９４５（昭和２０）年７月２６日に，日本に対してポツダ
ム宣言（米国大統領，イギリス首相，中華民国主席）
が発せられた。同年８月１４日に日本はこの降伏要求
の最終宣言を受諾し，同年９月２日に調印・即時発
効に至って太平洋戦争は終結した。日本国民が敗戦
を知ったのは，同年８月１５日正午に放送された昭和
天皇による終戦の詔勅だった。以後６年余にわたっ
た連合軍の日本統治は，１９５２（昭和２７）年４月のサン
フランシスコ講和条約締結まで継続した１）。

日本の歯科医学教育制度は，占領軍政策によって
専門学校から大学に昇格した。戦前には大正中期に
発令された「大学令」（１９１８）によって，歯科医学教
育の大学化は拒否されていた２）。したがって歯科医
学教育における近代と現代の違いは，教育制度とい
う基本的な転換にある。

歯科医学専門学校が歯科大学に昇格した過程は，
２段階となっていて複雑である。終戦直後に「大学
令」によった旧制歯科大学・歯学部は予科３年と専
門学部４年の７年制であり，昭和２０年代後半に「教
育基本法」と「大学設置基準」によった新制歯科大
学・歯学部では，進学課程２年と専門学部４年の６
年制となった。そして歯学部が大学院を併設するの
は昭和３０年前後だった。学部と大学院の両者によっ
て歯科大学・歯科部の新しい骨格は構築された。

２０００年代から国立大学では大学院重点化大学への移
行が行われた。大学院重点化大学は大学を持たない
大学院大学とは異なり，その名が示すように大学を
保持するが，学生教育よりも大学院における院生の
育成に比重が置かれている性格を示している。この
ため高等教育構成の骨格である大学，短期大学，大
学院に新しい機能を目的とした教育機関がその構成
に加わったことを意味しないので，高等教育制度が
改変されたことではない。

新制歯科大学・歯学部発足時には国立２校，公立
１校，私立４校の７校だった布陣が現在では各１１

（うち大学院重点化大学８校），１，１７校の計２９校に
増加した。戦後７０年余となるが，現在の歯科医学教
育制度の基本となっている教育年限とその課程，お
よび国家試験制度は戦後に導入され，今日に至るま
で変更されていない。このことから現代歯科医学教
育の原点は，昭和２０年代の占領軍によった教育改革
にあったといえる。

マッカーサー将軍を最高司令官とする，連合軍最
高司令官最高司令部（General Headquarters, the
Supreme Commander for the Allied Powers :
GHQ/SCAP）の公衆衛生福祉局（Public Health and
Welfare Section : PHW）が医学系教育の新制度を先
導し，日本の教育体系を民主化する任務を負った
民間情報教育局（Civil Information and Education
Section : CIE）所轄の「教育刷新委員会（Education
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Reform Committee）」が新しい医学系教育案をさ
らに検討・決議した。GHQ/SCAP は軍国主義の全
廃，民主化，親米を目的とした間接統治を行ったの
で文部行政の実行は文部省が行った３）。このような
関係によって，それぞれの機関には施策を検討する
過程で荒廃した現実と将来計画との間にあって，そ
の折り合い方に相違が生じて紛糾した。これに各機
関の思惑が入り混じった。

PHW の局長は軍医の CF．サムス大佐（後に准
将，MD）であり，歯科課長は歯科医師の DB．リッ
ジリー中佐だった。サムス大佐は日本の医療福祉の
全体的な改革を成就させるために医学，歯科医学，
薬学，看護学，獣医学にわたった教育改革に着手し
た。PHW は同時に飢餓と伝染病といった今ある危
機に対応しなければならなかった。また初期には４３
万人の駐留軍に対する衛生面での安全確保は，ドイ
ツ占領との対比でも国際的に配慮しなければならな
い重要事項だった。

明治政府は小学校から大学までの整備を順次行っ
た。大学を官公私立に解放して設置を可能にしたの
は大正中期だった。歯科医学教育は各種学校から専
門学校へと高等教育制度の構築に従って進展させて
きたが，最後の目標とした大学化は「大学令」が歯
科医学を除外したためになし得なかった。医療の進
展は研究と教育によってもたらされることから，こ
のトライアングルの関係は古今東西普遍である。し
かし，日本の近代における高等教育制度は研究を目
的としない専門学校の枠に歯科医学教育を閉じ込め
ていた。医学教育においても，大学と専門学校との
重層構造によった教育で２種類の質の医師が誕生し
ていた。ところが太平洋戦争によった多大な犠牲と
焦土の中で，皮肉にも歯科医学専門学校のかねてか
らの希望は叶えられた。また医学教育の不都合も一
掃された。

占領下当時にあって，教育によってどのような望
ましい医療人を育成しようとして新制度を創ったの
か。新制度の成立過程を知ることは医療人のあり方
の理念を知ることでもある。終戦直後の焼け野原の
中でできた医療人育成目標は今日でも適合するの
か，その検証も必要である。

著者らの執筆は占領時の歯科医学教育改革を本旨
としているが，歯科医学教育改革は高等教育と医学

系教育全体の改革の中で行われたものである。した
がって，歯科医学教育改革の理解にはその背景とし
ての占領政策，高等教育と医学教育改革を知ること
が欠かせない。そこで本編ではまず，占領軍の統治
目的，医学教育改革を主導した PHW 局長であるサ
ムス大佐の思想，そして米国式の新しい医学教育体
系を審議する会議体となった医学教育審議会につい
て記述した。

連合軍占領政策１，３，４）

占領軍は，ポツダム宣言に記された日本の軍国主
義の排除と民主化を占領目的としていたことから，
上記のための執行をあらゆる方面に徹底させた。帝
国憲法から民主憲法に変わったのがその象徴であ
る。占領軍は軍政ではなく日本政府を通じた間接統
治を行った３）。ただし，沖縄県（１９７２年５月１５日 本
土復帰）と小笠原諸島（１９６８年６月２６日 本土復帰）は
終戦前に連合軍によって占領されていたことから米
国の施政権のもとに置かれた。

ワシントン D．C．に「極東委員会」（Far Eeastern
Commission : FEC）が設置され，この機関によって
日本が遂行すべき義務の基準作成や審議など占領期
に生じる事案が策定された。これは１１カ国で構成さ
れた連合軍の最高政策決定機関であり，第１回会合
は１９４６（昭和２１）年２月２６日にワシントン D．C．で開
催された。その政策を実行するのが日本駐留の連合
軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）だった。FEC
はその出先機関として米国代表が議長を務めた「対
日理事会（Allied Council for Japan : ACJ）（米，ソ
連，中国と英・豪・ニュージーランド・インドの連
合代表としての英国の４名）」を東京に置いた。
ACJ は GHQ/SCAP の諮問機関でもあった。GHQ/
SCAP は日本政府に対して指令（Directive）や覚書

（Memorandum）を与えて指示をし，政府は日本の
行政機構（省庁）を通じて実施した（図１）。こうした
機構になっているが，実際には日本占領の最高政策
決定機関である FEC はほとんど機能することがで
きなかった。

GHQ/SCAP の総司令官はアメリカ陸軍元帥ダグ
ラス・マッカーサー（１８８０．１．２６～１９６４．４．５）だった。
マッカーサーはマニラから沖縄読谷飛行場にいった
ん降りて，日本海軍部隊によって叛乱状態に陥って
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いた神奈川県厚木飛行場の治安を確認して，昭和２０
年８月３０日に酷暑の同飛行場に降り立った。占領軍
の目的と日本の将来に関する声明文を読み上げて，
すぐに横浜の戦禍を免れたニューグランド・ホテル
に向かい３日間宿泊した。厚木から横浜までの道路
の両側には，不動の姿勢をとった３万人の日本兵が
背を向けて立っていた。横浜はさながらゴースト・
タウンだった。マッカーサーはその後根岸の米国人
邸に移り，赤坂の米国大使館に住むまでの１２日間を
横浜に滞在した。

先遣部隊の厚木飛行場上陸はマッカーサー元帥到
着の２日前から始まり，６０機からなる輸送機部隊の
兵士が沖縄から送り込こまれ，元帥一行の受け入れ
作業に忙殺された。

それより前の８月１６日午前に連合国最高司令官
マッカーサー元帥から日本天皇，日本政府，日本大
本営宛にマニラより無電が届いた。戦闘の即時停止
命令とともに，降伏条件遂行要求を受理するための
代表団の派遣命令だった。８月１９日に河辺虎四郎陸
軍中将を代表とする１４名の日本側降伏使節団が沖縄

伊江島から機上した米軍機でマニラに降り立ち，彼
らは日本降伏の条件と日本占領に関する指示事項を
受理するとともに，日本本土の治安状況を細かく聴
取され，入念な上陸計画が指示された５）。マッカー
サーの進駐が予定より２日遅れたことで，治安の確
保と荒れ果てた厚木飛行場の整備が間に合ったとさ
れている。以後，マッカーサー総司令官は絶大な権
限を持って日本を統治した。

１９４５（昭和２０）年９月２２日に米政府の占領政策の基
本となる「初期の対日方針」が，マッカーサー総司
令官によって公表された。１．日本が米国と世界の
平和と安全に対して再び脅威とならないようにす
る。２．他国の権利を尊重し，国際連合憲章の理想
と原則に示された米国の目的を支持する。３．平和
的で責任ある政府を最終的に樹立することを占領目
的とする，とした。その他に占領軍の総司令官は
マッカーサー元帥であること，非軍事化と民主化の
具体策，平和的な経済活動などが表明された。

日本の駐留軍隊は連合軍により，その総司令官は
米国のマッカーサー元帥であったが，敗戦間際には
日本統治をドイツのように分割する案をソ連と英国
は主張していた。スターリンの北海道北半分占領案
は，北海道の釧路から留萠までの北をソ連邦の占領
地区とする主張だった。分割統治はマッカーサーと
トルーマン米国大統領の強硬な反対にあったことか
ら，太平洋戦争戦勝国であり占領軍の７５％を占める
米国によって日本統治は始まった。

降伏時に日本軍は本土に２５８万人，海外に散在し
ていた約４４０万人，合計６９８万人の将兵がいた。約４０
万人の占領軍は国内の治安維持とコントロール，そ
して武装日本軍兵士の復員と武装解除を安全に措置
すること，また日本軍の捕虜となっていた連合国将
兵の救出と円滑な帰国処理などを目的とした。

マッカーサー総司令官は，横浜の前進司令部を移
動して同年１０月２日に接収した日比谷の第一生命ビ
ルに GHQ/SCAP を設置した。上述したように
GHQ/SCAP の上部機関には ACJ があり，ACJ は
対日基本政策決定機関である FEC からの伝達を受
けて，これを GHQ/SCAP に指令をするとともに，
GHQ/SCAP の諮問機関の役をするということなの
で，機構上は GHQ/SCAP は実行部隊に過ぎないよ
うに思われる。ところが ACJ の権限をマッカー
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サー総司令官が議長として持ったことも合わさっ
て，彼が仰がなければならなかったのは FEC とワ
シントンのトルーマン大統領および国務省だけだっ
た。しかし，FEC はその構成と審議の手続きの性
格から，結局何の役にも立たないものとなり６），すで
に始まっていた共産圏との確執が ACJ に持ち込ま
れたことから，マッカーサーは両委員会をも無視し
た。ACJ 設置にはマッカーサー総司令官の反対が
あったとはいえ，ワシントンは米国の独占的な日本
統治に対する英，ソ連，中国の不満を ACJ 設置に
よって解消することを意図した。

マッカーサーは太平洋陸軍総司令部（GHQ/
AFPAC）の長官でもあった。その司令部は最初に
横浜税関の建物で主に軍事部門を担当していたが，
丸の内への GHQ/SCAP の設置によって上部機構が
GHQ/SCAP と同一である GHQ/AFPAC も東京に
引っ越した。

日本の統治はマッカーサーによったと言われるほ
ど，日本国民に対して無制限の権力を持った７）。こ
の権限は米国がかつて１人にこれほどの権限を与え
たことはないとされたほどだった。「私の職業軍人
としての知識はもはや大きな要素ではなかった。私
は経済学者であり，政治学者であり，技師であり，
産業経営者であり，教師であり，一種の神学者であ
ることが要求された」と自身の回顧録６）に記してい
る通りであった。

マッカーサーの総司令官後期には大統領選挙の共
和党候補問題，朝鮮戦争方針で大統領と離反したこ
とから１９５１（昭和２６）年４月１１日に突然トルーマン大
統領から解任された。彼の離日には沿道に２０万人の
群衆が詰め掛けて別れを惜しんだ。マッカーサーは
去ったが，マッカーサーの統治による改革計画はほ
ぼ完了していた。日本が独立国になるのは彼の解任
後の約半年後だったからである。

GHQ/SCAPと教育行政

占領軍の教育方針は，日本帝国時代の教育の理
念・価値の転換を図ったものだった。それは戦前の
教育勅語に代表される超国家主義的・軍国主義的教
育理念から，教育基本法に示される平和と民主主義
の教育理念への転換だった。アメリカ政府は，日本
人の顕著な特性を封建的観念の固執，天皇崇拝と結

びついた世界の指導者としての「神聖な使命」，極
端な民族意識と捉え，このような思想や思考態度に
変化を起こさなければ占領目的は達成されない，日
本文化をできるだけ利用して民主主義と公平な行動
の基本原則に一致する新しい精神態度を作り出すこ
とが必要であり，このためには教育のみならず全面
改革が必要だとした（「日本人の新しい方向づけに
関する積極的施策」１９４５．９．３）８）。

米国は太平洋戦争開戦直後から占領教育政策の組
織的検討を開始して，日本降伏直前には教育の民主
化によった日本国民の再教育案ができあがってい
た。また，FEC の教育政策案（「日本教育制度改革
に関する政策」１９４７．３．２７）は教育基本法と理念を同
じくするものだった。後述するアメリカ教育使節団
報告書（第一次）は，そうした背景によって生み出さ
れた。そして日本の教育改革は，反ファシズム連合
の関心と熱意，その背景にある世界の注視と期待の
中で行われた９）。一方，占領軍の教育改革が占領軍
自身の宣伝手段への利用，共産主義陣営への均衡勢
力たるべく世界情勢の戦略的目的としても表面的な
顕在化を避けながら行われたことは１０），占領政策と
して合目的な方策だった。

１．教育と医療との行政
GHQ/SCAP には連合軍最高司令官を長として，

その下に参謀長，続いて参謀部と幕僚部が置かれ
た。幕僚部（特別参謀部・専門部）の各局は日本政府
の各省に対応した局の構成となっている（図２）。幕
僚部の中で教育行政は「民間情報教育局」が，医療
福祉行政は「公衆衛生福祉局」が担当した。「公衆
衛生福祉局」は医療体制と切り離せない医歯薬獣看
護教育の改革も主導した。サムス大佐による基本的
な改革方針は設置した「医学教育審議会」で決定さ
れた。決定された案は「民間情報教育局」が所轄す
る「教育刷新委員会」の審議を経て建議された政府
が決定した。

１）民間情報教育局（Civil Information and Edu-
cational Section : CIE）８，９）

CIE は教育，宗教，芸術などの文化戦略を担当し
た。CIE は占領直後には GHQ/AFPAC にあったが
GHQ/SCAP が設置されたことに伴って移管され
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た。言論統制，検閲，教育関係者の適格審査，広報
などの活動を広範囲に行うことで日本人の意識改革
を強力に進めた。終戦直後の小学校教科書などの黒
塗り箇所は CIE が決めた。また昭和２２年に制定さ
れた「教育基本法」の作成は CIE の所轄によっ
た。なお，医療福祉に関する検閲は PHW の所轄
だった。国立国会図書館の設立を始め公共図書館，
学校図書館の普及振興を行った。

局長は初代が KR．ダイク大佐，教育刷新委員会
が活動した時期は DR．ニューゼント中佐（Lt. Colo-
nel, Donald R. Nugent）だった。ニューゼント中佐
は，スタンフォード大学卒，カリフォルニアの地区
教育長，中等教師を経て，１９３７年から４１年まで大阪

商科大学，和歌山高商講師を歴任，１９４１年海兵隊に
召集，真珠湾から硫黄島まで従軍した。１９４５年１１月
来日，教育課長から１９４６年５月に局長に就任した。
ニューゼント局長を補佐したのは MT．オア陸軍少
佐（Major, Mark T. Orr）で教育課長（４６．６～４９．２）と
して実務に当たった。帰国後は南フロリダ大学教授
となった。

CIE 教育課は約３０名で，初期には軍籍にあるもの
が多く，次第に民間人の起用が増えた。何れにせ
よ，教育専門家，研究者，教員などの知識人が軍籍
に身を置いて来日したのであって，彼らの大半は軍
政要員ないし戦時においては心理戦担当の専門職で
あり戦闘要員ないし職業軍人ではなかった。それゆ
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出典：GHQ/SCAP，History of Non-Military Activities of the Occupation of Japan，＃２，

Appendix．（竹前栄治「対日占領政策の形成と展開」）を基に筆者作成

図２ GHQ の組織図（１９４５年１０月２日）
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えに専門的知識を持って教育改革遂行の一端が担い
得た８）。

敗戦から GHQ/SCAP が設置される間に日本政府
と文部省は積極的な動きを国民に見せた。学徒動員
解除，学校教練など学徒軍事教練の廃止，陸海軍諸
学校閉鎖に伴う出身者・学生の一般学校への転入
学，平常授業の再開，教科書の取扱注意と一部授業
の廃止，集団疎開学童の復帰など一連の措置であっ
たが８），この中で１９４５（昭和２０）年９月１５日に文部省
は戦後の教育方針を「新日本建設の教育方針」とし
て連合軍の関与なく独自に発表した。「（一）新教育
の方針……国体の護持を基本として，軍国的思想の
思想および施策を払拭し，……」の文言で教育面の
終戦処理と新教育の推進を図ることをその方針とし
たが，そうした基盤を「国体の護持」にするとし
た１１）。「国体」とは国家の状態（大辞林）を意味する
が，戦前盛んに使われた国体の意味は「天皇を倫理
的・精神的・政治的中心とするあり方（大辞林）」で
あり，民主主義を志向する中でその言葉を戦前との
意味合いが相違しているとする解釈は難しい。国体
護持に関する解釈は，内閣でも相違したことからポ
ツダム宣言受諾の可否が遅れたほどである。した
がって，「新教育の方針」を見た国民は，戦前の意
味を読み取って日本政府のなおの意志を理解したと
思われる。前田多門文相は今後の文教方針を占領軍
から指示される前に自主改革することでできるだけ
日本人の手で体制を立て直したいと考えた。省内部
局の刷新を実施したりもした。「新教育の方針」は
そうした先手の一つだった１２）。

しかし，米国国務省は「国体の護持」とする旧態
依然とした教育理念を見逃さなかった。GHQ/
SCAP は昭和２０年１０月２２日に「日本教育制度の管
理」を指令し，その後も続けて三つの指令を同年１２
月３１日までに発した。CIE は教職追放など容赦なく
次々と改革の方針を打ち出した。これらは戦前の国
家主義的な思想を徹底排除するものだった。敗戦後
初めて文部省が発した新教育方針に政府・文部省が
託した「国体護持」をアメリカ政府・GHQ/SCAP
は容認する余地を与えなかった。CIE は開戦時から
米国で行われた調査研究の結果を受け継ぐことで日
本の教育状況を知悉していた。文部省は GHQ/
SCAP に時には面従腹背しながら，戦前から構想さ

れていた教育改革をこの際実現しようと画策した。
占領下の教育改革は，両者の駆け引きの中で行われ
た１２）。

２）第１次米国教育使節団の派遣要請と報告書
GHQ/SCAP は，１９４６（昭和２１）年１月４日に日本

に民主的な教育制度を確立するための具体的方策
（日本における民主主義教育・日本の再教育の心理
的側面・日本教育制度の行政的再編成・日本復興に
おける高等教育１３））を求めるため，米国陸軍省に教
育使節団の派遣を要請した１１）。米国の国務・陸軍・
海軍三省調整委員会 SWNCC の特別委員会では，
GHQ/SCAP は米国の適切な政府機関や民間の団体
を日本の教育改革の立案と実施に関し，助言と援助
に利用すべきだとの勧告を GHQ/SCAP に対して
１９４５年１０月に出していた。この勧告が GHQ/SCAP
による教育使節団派遣要請の契機となった。ダイク
局長の CIE は教育使節団の人選を前田文相に相談
し，文相と文部省は推薦一覧を提出した。使節団の
人選案はマッカーサー元帥，本国，そして本人など
の承認問題から CIE によって数回建て直され
て，４６年２月初旬には GD．ストッダード（George
D. Stoddard）を団長とする２７名の使節団が決定し
た。

国務省はワシントンで使節団派遣目的を次のよう
に団員に説明した１４，１５）。マッカーサーが使節団を招
く意義は「ポツダム宣言」に基づく改革案の遂行で
あり，占領政策が積極的な政策転換期に至っている
とした。これは昭和２０年１０月から１２月にかけて相次
いで出された，マッカーサーの「４大指令」の実施
が終了したことによる次のステップを意味した。占
領下の教育改革は，それが国民にとって容認し得る
ものでなければ占領期間中だけしか存続しない。被
征服国民に対して文書を作成するだけならば，その
文書は教育の旧制度を徹底的に粉砕する火薬にもな
らないとされた。日本の戦前の教育制度は極端な主
義主張の目的に利用されてきたが，民主的な目的の
ためにも利用できる側面がある。したがって，その
制度を全面的に排除するのではなく，それを再転換
できるかどうかを検討することが重要だとも述べら
れた。何れにせよ教育改革は外部からの押し付けで
できるようなものでないことが強調され，この観点

金子，他：占領下の米国教育使節団と医学教育改革３９４

― ３０ ―



からの改革案の作成が重要であるとされ，したがっ
て，日本人が教育改革を必要とし，それを自主的に
実施するための資料，助言，奨励を日本人に整えて
やることが使節団の GHQ/SCAP を援助する方法だ
とした。

この方策を考える上で日本人の特性や文化が紹介
された。また，すでにこの種の体験のある対独教育
使節団長からは，日本とアメリカの教育家が長期間
にわたって密接な接触ができる機会を設定すること
が極めて重要だと強く指摘された。そして新文部大
臣の安倍能成は，こうした両者の協力と計画立案に
望ましい人物であると評価された。しかし，日本の
現在の「食糧難の貧困国経済」が教育改革にとって
最大の障害になるだろうとの懸念が示された１４，１５）。

使節団は訪日の途次にハワイとグアムに滞在し
て，共通認識を得るためのさらなる情報収集と討
議，そして使節団員の担当編成や報告書の作成につ
いて会議が持たれ，東京での使命のために詳細な準
備がなされた。

GHQ/SCAP の指令で使節団のカウンターパート
として，文部省によって組織されたのが約４０名から
なる「日本側教育家委員会（委員長 南原 繁）」
だった。また，CIE は教育使節団の受け入れ準備の
一環として，「日本の教育」という小冊子を団員の
ための情報誌として準備した。

第１次米国教育使節団の２７名は昭和２１年３月５日
と７日に分けて来日し，連日の視察・会合を精力的
に行って CIE と日本側教育家委員会との三者で検
討した結果を，同３月３０日に第１次米国教育使節団
報告書１６）として GHQ/SCAP に提出して帰国した。
報告書はマッカーサー総司令官の声明と，使節団長
のストッダードの書簡が前文として付されている。
報告書には６・３・３年制が勧告されていた。
GHQ/SCAP は４月７日にこれを発表し，報告書の
趣旨を全面的に承認するとともに日本の教育改革の
路線をここに置くことを表明した。

初等・中等教育の項では次のように書かれてい
る１７）。「人の普遍的な権利は，奪うことができない
し，それは教育の過程を通じて多くが守られる。民
主主義では，人としての存在が卓越した価値を持つ
もので，個人の利害を国家の利害に隷属させてはな
らない。個人の能力に相応しい教育の機会が性別，

人種，信条，皮膚の色の如何に関わらずすべての人
に平等に与えられるべきである。少数のグループも
尊敬され尊重されなければならない。学校は，個人
が人格的，家庭的，市民的，社会的な誠実さを養え
るようにすべての個人を支援しなければならない。
学校は特定の主義に偏った影響を及ぼしてはならな
く，探究心を発展させるように助力しなければなら
ない。考え方，コミュニケーション，そして批判の
自由を基礎にした知的な市民精神こそが教育の重要
な成果とならなければならない」。戦前の国家主義
的軍国主義的な臣民を育てるための強力な手段だっ
た教育のあり方を否定し，基本的な制度を６・３・
３とし，その教育内容とともに教育者の育成と資
格，さらには教育行政に変革を求めた。

文部省は同年５月に教師の手引書として「新教育
指針」を発表した。該指針は米国教育使節団報告書
を転載したものではないが，終戦直後から企画さ
れ，GHQ/SCAP の指導のもと幾度も書き改めたも
のなので，新教育の理念は同一思想の上に立ってい
ると文部省は記している１１）。

さて，高等教育に関する使節団の報告書ではま
ず，大学はあらゆる教育組織の首位に立つものであ
るとして，その機能を以下に示す三つだとした１８）。
⑴ 知的自由の伝統を価値では測れない宝として擁

護し，思想の自由を刺激し，探求の方法を完成

し，知識の向上を推進し，科学と学問を培い，真

理を愛する心を養い，社会に不断の啓蒙の源泉と

して奉仕する。

⑵ 大学は才能ある若い男女を，あらゆる年代，あ

らゆる民族の最善の思想，最高の精神的刺激に触

れさせることによって，彼らがその家族生活およ

び社会生活の改善，産業や政治のより能動的，人

道的な行動，さらには国家間の理解と善意の促進

のための，指導的地位を占めるように育てる。

⑶ 大学は常に変化し，不断に出現する社会の要請

に常に敏感でありつつ，選ばれた若い男女を，新

しい職業でも昔からの職業でも，その技術に熟達

するように訓練する。

そして，大学の機能を上記とした上で以下の勧告
をした（一部削除と文体を短縮）１８）。
⑴ 過去における制約：日本の自由主義思潮は，第

一次世界大戦後の数年間に主として高等教育を受
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けた人によって形成された。高等教育は再び自由

思想の探求，希望ある行動の模範を示すべき機会

が到来した。この目的のために高等教育は少数の

特権でなく，多数者にその機会が与えられなけれ

ばならない。

⑵ 公立および私立の教育機関：高等教育の目的と

自由は，高い水準を保ち広範な文化的目的をもつ

カレッジおよび大学の維持のためにできるだけの

奨励を与えることによってのみ達成される。日本

の経済的，政治的，文化的生活を精神的に導いて

いく上で，日本の持っている最大かつ唯一の資源

は，日本の高等教育機関で教育を受け，かつト

レーニングされた男女である。カレッジと大学は

義務を遂行する責務を負っていて，これは避けら

れないしまた前例のない機会を与えられているこ

とになる。

⑶ 高等教育の機構：現状の高等教育制度下の施設

では，一般教育の需要を満たすのにははるかに不

足している。しかし，「Koto Gakko」と「Semmon

Gakko」の数を増やすだけでは一般教育拡大の要

求には応えられないだろう。高度の教養教育（lib-

eral education）を受ける機会を増やすためには，

大学への準備学校（Koto Gakko）や専門学校（Sem-

mon Gakko）のカリキュラムは相当程度に自由で

あることが望ましい。それが一般的カレッジの修

学（general college training）をより広く可能にさせ

る。このことは一方では大学の研究（university

study），他方では専門学校で行われるような半専

門職的な職業訓練，しかしより幅広い文化的，社

会的な意義を持った訓練で仕上げられる職業訓練

に繋がるであろう。

カレッジの増設以外に適切な計画でより多くの

大学の増設を提案する。教育機関の新設認可や基

準評価に関する何かしらの行政機関が必要であ

る。しかし，機関の業務は教育機関の自治権を干

渉しないように慎重に定められる必要がある。高

等教育機関は自らが最善と考える方法で，目的を

追求するための方法に対してあらゆる点で自由を

安全に持たなければならない。

⑷ 基準の向上：教育と研究の質を向上させるため

に高等教育機関の連合を設立すべきである。連合

の会員になるために当該委員会によって作成され

た一定の基準を満たさなければならない。連合内

では図書館の相互利用や交換教授で協力し合い，

学生や教授の留学も計画されるべきである。

⑸ 私立および公立機関の地位：国や公立の機関は

公的資金が支給されるが，私立は適切に運営がさ

れない経済状況では開校を許可すべきでない。戦

争の被災による回復であれば私立にも公的資金は

充当されるべきである。また公私立への寄付に対

する免税処置は，同様に考慮されなければならな

い。しかし，公的資金援助によって学校の自由を

いかなる形でも妨げてはならない。

⑹ 個人の地位

① 教授：教授にとって経済的および学問的自由

が確立されていることは最も重要なことであ

る。学問の自由に財政的抑制が加えられる問題

が起きたときには警戒が必要である。戦時中に

あった教授に対する抑制の壁は最も有害であっ

て，今日教育および研究を務めとする日本の機

関にあっては，まず最初に精神の回復が最も必

要とされる。学問の自由を守る一つの確実な方

法は，教授自身に学問的な事柄についての権威

を与えることである。また学問の自由は，研究

者や学者の権利を万人の幸福のために行使する

という社会的責任の精神が基盤となった国家的

協会（教師，教授，大学から構成）によっても支

えられる。教育と研究の高い水準は法規によっ

て保たれるのではなく，個人の活動による。

② 学生：学生は，その才能に応じた水準の高度

な学習に進むことができるための自由が保障さ

れなければならない。このために財政的支援が

与えられなければならない。女子の高等教育へ

の進学は望まれれば直ちにその自由を与えるべ

きである。

⑺ 機会の多様性：高等教育の変革で芸術，文学，

宗教における影響で文化的ルネサンスが期待され

るだろう。日本のユニークで多様な民族芸術が外

国にさらに広く受け入れられるようになる。

社会科学，自然科学および人文科学において大

学はその先頭に立つことが期待されている。新し

いが学生生活を経た卒業生が大学を去るときに，

彼らはその経験を永続的なものとして社会生活に

持ち込んでいくに違いない。
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⑻ カレッジと大学のカリキュラム：日本の高等教

育のカリキュラムで我々が感じていることは，一

般教育に対する機会があまりにも少なく，専門化

があまりにも早く，あまりにも狭く行われ，そし

て職業教育にあまりにも力を入れ過ぎていること

である。もっと広い人文主義的態度が養われるこ

とが，自由な考え方のバックグランドとなるし，

職業的訓練の下地としてより良い基礎となる。国

際的コミュニケーションと国際的理解のためには

外国語が重要であることは明らかである。物理学

や生物学の教育の意味は科学的な性格をつけさせ

る方が国民の福祉のためには重要である。自然科

学での健全な研究に必要な，事実に基づいた正確

な思考は，社会科学のような他の分野での研究に

も用いられなければならない。社会科学の分野で

は，日本は特に過去２０年以上にわたって失われた

多くのものについて埋め合わせをする必要があ

る。

⑼ 研究：大学の最高の責務は真理の探究であり，

大学が教授や高学年の学生の研究をできる限り鼓

舞し，援助すべきことは言うまでもない。できる

だけ早急に設備備品を整えるべきである。研究は

日本の生活状態と外国との諸関係を改善するため

に寄与する。

⑽ 技術教育と職業教育：重要な技術・職業グルー

プとして，医療，看護，および社会事業など社会

的および身体的側面から人類福祉に関わっている

ものがある。医学的な育成については特別に検討

がなされなければならない。日本の医学校には特

別に程度の低いものがあるようだ。資格を備えた

教授や適切な施設に欠けた医学校に対しては，合

理的な最低基準を満たすことが要求されるべきで

あり，さもなければ閉校にすることが要求されな

ければならないと信ずる。新しい計画設計のため

に医療，看護，および公衆衛生の全体的な機構に

ついての研究を専門家グループに依頼することを

勧告する。この必要性は切実である。

⑾ 大学図書館：研究と学生の成長のために不可欠

なのが図書館である。図書館機能の向上が必要で

あり，図書専門職員の訓練のために優れた図書施

設をもつ大学に付属した図書館学校を設置するこ

とと，図書館協会の組織化も有益だろう。

⑿ 講座の公開による教育：公開講座は大学生でな

い成人に刺激を与えることができる。大学を一般

人とより密接に結びつける点で特に貴重であろ

う。

⒀ 国際関係：この使節団の主要な目的は，日本が

国際社会に再び適応しうるように援助することで

ある。大学とその他の高等教育機関は，日本国民

を世界の他の国民との有益な協力関係が得られる

ように指導的な役割を果たさなければならない。

このために高等教育機関すべてに日本史，世界

史，国際連合機構，および国際関係の諸問題に関

する講座や研究室が置かれて学生が利用できるよ

うにすることを勧告する。海外からの定期刊行物

と書籍が学術的なものに限らず，一般向けのもの

も読めるようになれば都合が良い。これは日本の

教師，学者が一様に熱望している。世界の学界に

再び仲間入りし，他の国の仲間と協力しあって真

理と人類福祉の探究に向かうことができる。大学

人が外国人との接触を国内外で行えるよう援助す

ることが重要である。ユネスコが日本に対し激励

と援助を与えるよう希望する。我々は遠くない将

来，日本がユネスコの仲間として喜んで迎え入れ

られることを確信している。

小学校・中学校・高等学校をそれぞれ６・３・３
年制にする勧告がなされた。高等教育ついては，大
学と専門学校との構成を専門学校の廃校によって大
学に一本化することや年限について使節団は言及し
ていない。日本の現状である大学と専門学校を前提
とした上で教育内容の変革が述べられている。それ
は使節団が大学についての制度改革，およびマッ
カーサーへの勧告を指示されていなかったからだと
後日の研究で明らかにされている１９，２０）。また，第一
次勧告の実施状態を視察するために４年後に来日し
た第２次米国教育使節団報告では，専門学校を廃止
して大学の一元化にした大学改革は日本人が考えた
改組である旨が記されている２０）。

そして，報告書の liberal education は文部省訳で
は自由主義教育と訳されているが，その後の経緯か
ら教養教育に相当すると思われる。また，原文では
university, college, specialized college（Semmon
Gakko）の用語が使用されていて，college は専門学
校と訳されている１９）が specialized college（Semmon
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Gakko）という記載があることから本稿では各々を
大学，カレッジ（著者は単科大学の意味と理解して
いる），専門学校として上述した。

一方，日本側教育家委員会も使節団とは別の報告
書を文部大臣宛に作成した２０）。該委員会（委員長
南原 繁 東京帝国大学総長，委員２９名）は，高等
教育制度の抜本的な改革を求める内容とした。高等
教育を扱う第四部は，主査：小宮豊隆（東京音楽学
校長）と東京帝大教授３名，京都帝大教授１名，早
大総長，津田塾校長で構成された。このうち医学教
育者は東京帝大医学部病院長の柿沼昊作病院長が任
命されていた。ここでは大学制度問題が第一に取り
上げられていた。戦前の大学・専門学校・高等学
校・師範学校の区別を廃止して，米国的な単線型体
型の新しい大学に再編統合するとし，小学校からの
修学年限をそれぞれ６・３・３・４制度とした１９）。
この報告書は使節団に渡ることはなかったが１９），最
初の会合（２１．３．９）で教育使節団から１２項目にわたる
質問状が日本側教育家委員会第四部に手渡され，そ
の回答は教育使節団が「報告書」の草案を準備する
時（３．２０）には提出されていた。したがって，こうし
た日本側委員の意見は「報告書」に反映されたし，
南原委員長はストッダード団長に直接意向を伝え，
CIE には教育家委員会の以下に記す公式見解を報告
していた。「学閥の原因たる旧制高等学校を廃止，
大学まで繋がる単線型学校制度を導入すること，大
学と専門学校の格差を廃止し，均等化すること，師
範学校を廃止すること，全ての大学に大学院研究機
関を設置することなど」であった２０）。こうした複数
の要因で集約された第１次米国教育使節団報告は，
戦後教育改革の重要な青写真となり出発点とされ
た１９）。

３）教育刷新委員会（The Education Reform
Committee：ERC）の設置

さて，次に教育改革のための新制度の決定と具体
策を細部まで決める作業をしたのが，民間情報教育
局（CIE）が所轄する「教育刷新委員会（ERC）」だっ
た。ERC は米国教育使節団の帰国後に解散した，
日本側教育家委員会の改組拡充された組織であ
る１２）。

教育刷新委員会は，１９４６（昭和２１）年８月１０日に官

制（勅令３７３号）の公布によって設置され，１９４９（昭和
２４）年６月１日に「教育刷新審議会」と改称，１９５２
（昭和２７）年６月１２日付けで廃止された。戦前の臨時
教育会議２１）と教育審議会２２）に匹敵する，内閣総理大
臣直属の教育会議だった。

日本側教育家委員会の拡大継続ではなく，改めて
教育刷新委員会が設置されたのは，教育家委員会の
CIE への連絡が悪かったからだとされている２３）。
CIE は該委員会の自立性を確保するため，該委員会
を CIE と文部省とから離れた立場に置き，CIE，文
部省，該委員会によった「ステアリング・コミッ
ティ」を設置することで相互の連絡調整を図ること
とした。議題はステアリング・コミッティが決め，
教育刷新委員会で検討するとされたが医学教育に関
してはそうした主導は取られなかった。該委員会の
自律性に関しては，GHQ/SCAP や CIE 自身が審議
過程や結論において，強制的な影響力を行使したの
が実際であった。学制百年史（文部省）には日本側の
自主性に基づいたと記載１１）されているが，自主性が
確保されたとは言い難かったと天野は述べている１９）。

また，該委員会の第１回目に配布された米国教育
使節団報告書と日本側教育家委員会報告書はあくま
でも参考資料で，ERC の今後の議論を拘束するも
のではないとされた。しかし，米国教育使節団報告
書は GHQ/SCAP と CIE の意向によった理念であ
り，日本側教育家委員会報告書は日本人によった自
主的で主体的な改革構想を描くための論拠である，
という認識が ERC の討議では暗黙裡の前提とされ
たことは少なくなかった１９）。民主国家誕生のために
必須である教育改革は，GHQ/SCAP の重要な政策
だったことから，ERC が CIE の意向を配慮しない
で審議結果を全くの自立性の中で得たとするのには
無理がある。

同時に米国式教育体制への変革必要論は戦前から
存在していたので，教育改革は日本人の全く望まな
い異質の制度が移入されたことではなかった。戦前
の近衛文麿の私的政策研究組織である昭和研究会の
別働隊であった教育改革同志会は，大学と専門学校
の一元化の推進派で，この人々が戦後の日本側教育
家委員会に加わっていた２４）。

ERC は互選によった委員長が安倍能成（前文部大
臣（昭和２１．１～５）），副委員長が南原 繁（東京帝国
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大学総長）で当初の指名委員は３８名だった。審議は
第一から第二十までの特別委員会に委託され，特別
委員会の結果が総会に諮られ審議された。総会で採
択された結果は，総会議決として内閣総理大臣に報
告された。報告の回数は建議（３回），報告（３１回），
声明（３回），また書簡などの名称で約４０回にのぼっ
た。ただし，建議と声明を厳密に区別したとは言え
ないとされている２５）。医学・歯学の教育に関する特
別委員会は第五特別委員会であり，主査を小宮豊隆

（東京音楽学校長）が務めた。
第１回 ERC 総会は，１９４６（昭和２１）年９月７日に

内閣総理大臣官邸で開催された２６）。吉田 茂内閣総
理大臣代理の幣原喜重郎国務大臣は挨拶で「今回の
敗戦を招いた原因はせんじ詰めれば教育の誤りに
あった」と指摘し，「明治維新に倍する悪条件下で
第二の維新を遂行すべき今日，その根本は教育の刷
新であり，本委員会を内閣に設けたのは国政の優先
的努力を教育問題に集結するためである（ママ）」と力
説した１１），また田中耕太郎文部大臣２６）は「本委員会
成立の由来が総司令部の覚書（memorandum）によ
ること，教育の各分野の代表的権威者を網羅してい
ることおよび官僚的要素を含んでいないことの三点
がこの委員会の特色である」とし，「文部省はポツ
ダム宣言における教育の履行という重大な責任を国
民と連合国に対して負担している。また政府は真理
と平和とを理念とする民主主義的教育制度の樹立を
目標としているので，政府に対して協力を願いた
い。委員会の自主的な審議検討を要望するととも
に，米国教育使節団来日の意義や GHQ/SCAP の協
力や助言に敬意を払っていただきたい。文部省・教
育刷新委員会・GHQ/SCAP において目指す教育理
念は一致することを断言して憚らない」とした。ま
たニューゼント CIE 局長の挨拶は以下のようで
あった２６）。「教育刷新委員会はマッカーサー将軍の
提案が基になって設置された。この委員会は自主的
で独立した委員会であって総理大臣に対してだけに
責任を負っている。教育上の重要な問題を研究し，
その結果としてのリコメンデーションを首相に報告
し，それが首相を通して文部省に行く，これがこの
委員会の任務だと思う。委員会は自主的であるので
いかなる他の影響に対しても抵抗するべきである。
しかし，その決定には民主的な手段と経過をとるべ

きである。つまり，決定に至るまでには多くの意見
に耳を傾け，他の団体と必要なら協力し，少数の意
見も尊重し，あくまで多数の意見によって結論を出
す。一人や二人の支配によって結論を出すことのな
いよう希望する。司令部としてはできる限りの援助
を惜しまないし，決して皆さんを支配する意図はな
い。この委員会が民主的な委員会としての模範にな
るよう希望する」とした。

該委員会は戦前の「臨時教育委員会」と「教育審
議会」に匹敵する機構であったが，挨拶されている
ように新しい民主的な教育体系を構想し実現するこ
とで，その内容はかつてと全く異なっていた。ただ
上記の幣原喜重郎内閣総理大臣代理の挨拶にあった
「敗戦を招いた原因」は「開戦に至った原因」とす
るのが適切だと筆者は思う。

教育刷新委員会は，官制には諮問答申と書かれて
いるが，従前の形を取らず自らがイニシチアブを
とって自立的に調査審議することを自他共に意識す
るために，委員会の公的な意思表示は内閣に対して
「建議」，社会には「声明」という方法をとるとい
う異色の審議機関だった１９）。

該委員会は開始早々の１９４６（昭和２１）年１２月に学校
制度を小学校，中学校，高等学校，大学の単路線と
し，その年限を６・３・３・４（基本）制とすること
を建議した２７）。そして直ちに小学校と中学校を義務
教育とした６・３制が１９４７（昭和２２）年４月１日から
新学制として始まった。敗戦の１０年前には「国体の
本義」を刊行し，開戦直前の「教育審議会」では
「皇国の民」であることを国民に徹底させる答申に
基づいた教育を行った文部省だったが，教育刷新委
員会は文部省所轄から離れた機関として，戦前とは
一転した１人の人格を認める民主主義思想を徹底さ
せるための教育に変貌させる重責を GHQ/SCAP の
下で担った。

第５特別委員会では高等教育機関，年限そして大
学院などの基本的制度のみならずそれらを具体化す
るまでの問題が討議決定された。帝国大学と旧制高
等学校の温存派や，人材育成では多数を養成してき
た専門学校の行末を危惧する委員の存在などで該委
員会は呉越同舟の感はあったが，改革目的とされた
教育の民主化と軍国思想の排除の具体的施策の設計
を，自律性という自負とともに強力な指導性によっ
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て審議建議した。また，審議の経緯から１９４７（昭和
２２）年７月には「大学基準協会」２８）が誕生し，これは
１９５６（昭和３１）年に「大学設置基準法」が公布される
まで活動した。

医学教育と歯学教育とは第５特別委員会で検討さ
れ総会にかけられたが，そこには PHW が設置した
医学教育審議会と歯科医学教育審議会というもう一
つの要因が存在していた。

４）公衆衛生福祉局（Public Health and Welfare
Section：PHW）２９，３０）

PHW は，局長，局次 長 の 下 に Administration
（総務），法律（課），翻訳通訳課，コンサルタント
（課），Health and Welfares statistics（医療福祉統計
課），Medical Service（医療課），Narcotic Control

（麻薬コントロール課），Nursing affairs（看護課），
Preventive Medicine（予防医学課），Dentistry（歯
科），Social Security（社会保障課），Supply（医薬品
医療材料・機器供給課），Veterinary Affaires（獣医
課），Welfare（福祉課），の１４課で始まったが，事業
の進展，終結によって課の統合や廃止が進み，１９５０
年１月には１０課になった。医学・薬学の教育は
Medical Service Division（医療課），歯学教育は
Dentistry（歯科）が取り扱った。歯科は１９４７年には
廃止され医療課に移された３１）。

GHQ/SCAP 幕僚部の公衆衛生福祉局の局長は，
Croford. F. Samus（サムス）大佐（後に准将）（１９０２～
１９９４．１２．２）が就任した。一時ヨーロッパ戦線に派遣
されていたサムスは，１９４５（昭和２０）年５月にドイツ
が降伏した直後に米太平洋陸軍総司令部軍政局衛
生・教育・福祉の主任に任命され，後の PHW の原
型になる一団を帰国後にワシントンで組織した。こ
の組織に歯科軍医の D. Ridgely（リッジリー，リッ
ジレーとの記述が多いが筆者が用いる時にはリッジ
リーとする）中佐などが含まれていた。彼らは同年
８月にマニラの米太平洋陸軍総司令部軍政局に設置
された，公衆衛生福祉課に所属していたことから終
戦時にはマニラに駐屯していた。

サムスらは，駆逐艦スタージョン号でマッカー
サーが厚木に降りた同じ日に海路マニラから横浜港
に上陸した。開戦以後初めて日本本土に接岸した船
舶であるスタージョン号には，連合軍の上級将校が

多数乗り込んでいた。彼らは日本本土の九州上陸作
戦の準備に携わっていた軍人で，その作戦は１１月に
行う予定だったという。

前進総司令部は横浜税関ビルから９月１７に日比谷
の第一生命ビルに移り，GHQ/SCAP は同年１０月２
日に新設されたことは既述したが，それまでは前進
総司令部幕僚部の一課長であったサムスが GHQ/
SCAP の PHW 新設により局長に昇格した。

サムスは初期には GHQ/SCAP から歩いて２分の
帝国ホテルの GHQ 高級将校用宿舎を宿泊所と
し，１９４７年１月に妻と中学生の次女を呼び寄せてか
らは一軒家で秋田犬と一緒に過ごした３２）。サムスは
GHQ/SCAP が廃止される（１９５２（昭和２７）年４月２８
日）約１年前の１９５１（昭和２６）年５月２２日に辞任する
まで，日本の医療福祉およびその教育の改革を精力
的に主導した。彼は辞任の３日後の２５日に民間機で
帰国して，直ぐに退役を希望したが認められず軍医
学校副校長などを歴任した後に１９５５（昭和３０）年に軍
医としてのキャリアを閉じた。

２．サムスの医療改革
サムスが見聞した日本の劣悪な医療福祉の状況

は，戦災や戦費優先という戦争中の短期的な原因に
よって招来されただけではなく，昭和１０年代から顕
著になった軍事政策を優先させた国政の転帰だっ
た。満州事変から英文雑誌の購入を避け，日本独自
の医学医療の確立を目指したとされたが言い訳に過
ぎない。日本の医療福祉向上を目指した長期的な計
画が策定され，その成果を挙げるための壮大なプロ
ジェクトがサムスによって行われた。同時に PHW
では約４３万人の駐留軍人への医療福祉の短期的な対
応も重要な仕事だった。さらに復員日本兵の船内で
の感染症の処置とその本土移入の防止も大きな仕事
だった。

筆者は小学校の校庭で身体中に DDT を散布され
脱脂粉乳の給食を食べ，BCG の接種などサムスを
長とした PHW によった伝染病と飢餓の子どもへの
緊急的な対策の一つを実体験した。サムスの改革に
ついてはその理念や成果が杉山章子による「占領期
の医療改革」３０）と，サムスの自著と訳者である竹村
栄治氏との解説２９，３２）によって十分知ることができ
る。
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サムスの自伝には以下の項目が目次に挙げられて
いる。食料・栄養問題への緊急措置，予防医学の導
入，衛生・保険制度の改革，医師会，医療制度・医
学教育の改革，看護改革，製薬・衣料品産業の復
興，獣医，ABCC（原爆傷害調査委員会），麻薬，社
会福祉改革，社会保障，コミュニスト，人口問題２９）

などと多岐にわたる。これらがサムスの取り組んだ
課題だった。サムスは医療政策の実行と成果の評価
のために，厚生省のみならず地方衛生行政の組織改
変をも行った。公衆衛生の実践場として杉並区の杉
並保健所（１９４７年保健所法改正）を全国のモデルに変
革させ，制作 CIE と厚生省，協力 PHW によった
「新しい保健所」という映画はその啓蒙に益した。
口腔衛生では，リッジリー中佐の指導で職員の宮入
秀夫歯科医師（東京医科歯科大学卒）が携わった３３）。

１９２３（大正１２）年に三浦謹之助教授（東京帝国大学
医学部）を長とした米国医学制度調査団がロック
フェラー財団の招きで２カ月にわたって視察をし
た。ちょうどこの頃の１９２５（大正１４）年にサムスは，
私立セントルイス・ワシントン大学医学部に入学し
ている。サムスの医学部入学までの経緯は複雑であ
る。弁護士だった父親が８歳の時に死亡したことか
ら家は貧しく新聞配達などで早くから家を助けた。
高校卒業後に軍隊に入隊・除隊した後に化学会社に
実験助手として入社，２０歳（１９２２年）で退社してカリ
フォルニア大学バークレー校理学部に入学して医学
部進学に備えた。１９２５（大正１４）年に同学部を卒業し
たが，その間一兵卒として歩兵連隊に入隊して１９２４

（大正１３）年には大尉に昇進している。１９２５（大正１４）
年に除隊してセントルイス・ワシントン大学医学部
に入学したが，アメリカ陸軍は予備役中尉として兵
籍を残してくれた。１９２９（昭和４）年に２７歳で医学部
卒業という苦労人である。

話を戻すと，日本の医学者調査団が視察で最も注
目したのは公衆衛生学部（ジョンズ・ホプキンス大
学）の存在であり，日本の今後は予防医学を発展さ
せて治療とともに医学の二本柱にしなければならな
いと報告した３４）。それから２０年後の戦禍で荒廃疲弊
した日本の医療事情の中にサムスはいたのだった。
日本が独立した直後の１９５１（昭和２６）年１０月に学術会
議第七部会（塩田広重部長）は，橋本龍伍厚生大臣に
BCG ワクチン接種の中止を申し入れている３５）。理

由はその効果への疑問と接種部位への局所的な障害
であるとして社会問題となった。結局は国会におけ
る接種賛成派の証言などによって橋本大臣からワク
チン接種継続の断が下されたが，こうした問題は
かって大正時代の視察報告が十分生かされることな
く，日中戦争による海外留学の減少と英文医学雑誌
の禁止などで公衆衛生学は未発達のままだったこと
を示すのではなかろうか。また接種反対表明はサム
スが帰国し，占領軍の撤収直後ということから医学
的配慮だけによったのかという疑念が生じる。戦時
体制の国力増強にとって国民体位の向上が国策とな
り，そのための保健衛生対策が実施された。この時
期の対策の中心は結核であり，他の疾病予防は不十
分だった３６）とされていて，医学医療における彼我の
差は既に開戦前から大きくあった。GHQ の指導が
なければその後の医療福祉の充実は今日に至らな
かったのではないか。少なくとも歯科医学教育に関
してそれは誤った見解とはならない。

サムスの母校であるセントルイス・ワシントン大
学医学図書館は，Oral history project を展開して
いる。そこでサムスは日本占領時の医療改革に関し
て約２時間のインタビュー（１９７９（昭和５４）年）に対応
している３７）。軍医生活を選択した理由，医師になる
前の精神医学への興味，サンフランシスコでの脳外
科医としてのインターン，開戦前の中東赴任，開戦
中のヨーロッパ勤務，マッカーサー元帥下での日本
の医療改革，医薬分業，医学専門学校の廃止，子ど
もの低栄養と吉田 茂総理大臣，帰国後などが豊富
に語られている。その中でサムスは広島と長崎の原
爆被災のことを述べている。ここでは医師の人道的
発言よりも軍人民政官としての思考が強い感じを受
けたのだが，被爆者調査に対してどのように考え行
動したのかを知り３８），また彼の主張を読むと彼への
人物評価も異なってくる。また同書には原子爆弾災
害調査に関して都築正男博士が詳しく登場する。都
築は東京帝国大学医学部口腔外科学講座を金森虎雄
の前任教授として主宰し，昭和１２年からの「教育審
議会」では，歯科医学専門学校のあり方をポジティ
ブに委員の平賀 譲東大総長にアドバイスした人物
だった３９）。被曝調査に関する論文発表などの検閲を
めぐったサムスの学術的民主的な処し方などは，医
学教育改革での彼の主張を理解させやすくしてい
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る。
サムスは退役後には軍からの依頼によって，カル

フォルニア大学バークレイ校で放射線防衛の研究に
携わった。低レベルの放射線が中枢に及ぼす影響，
また水素爆弾による大量死傷者とその対処法などで
あった。さらにこうした生物システム研究に数学と
コンピューターシステムを応用することについて，
先駆的な研究を発表した。

日本の厳しい経済状況と朝鮮戦争や反共政策への
強化など戦後激動の国際情勢にあって，日本政府と
日本医師会の選択の中で PHW は厚生省と地方の衛
生行政組織の改変，公衆衛生と予防医学の諸政策，
医療機関の整備，そして社会保障制度などの本稿で
は触れない医療改革を行った。占領期の医療改革に
は高い評価が与えられているが，医薬分業４０）や看護
制度改革４１）では限界が顕著だった。また改革がその
後に必ずしも継続されなかった点について杉山章子
は以下のように述べている４２）。「占領初期の伝染病
対策や衛生行政機構改革は占領軍ならではの強権的
手法によるものであったが，内容としては合理的側
面を持っていた。これは PHW が軍人だけでなく民
間人が含まれていて，この民間スタッフには占領政
策としてよりも専門的意識から日本側担当者と連携
して課題に真剣に取り組んだ人々が少なからずいた
ことによる。評価される施策がその後継続しなかっ
たのには，それを自らのものにし得なかった日本側
の需要基盤の弱さと既存勢力のしたたかさ，さらに
ドッジラインなどによる米国占領政策の転換によっ
た」。

サムスは，天皇や皇室を尊重し，皇族と親しく交
際しながら高松宮を天皇家の代表として福祉の領域
で活動を願った。また，親交があった吉田 茂首相
と互いに連携を取りながら政策を遂行した。サムス
の実施した PHW の政策は，マッカーサーの方針に
忠実だったし，マッカーサーも彼に信頼を寄せてい
た。サムスの自らの局長辞任はマッカーサーが罷免
されたからだった４３）。

３．医学系教育改革
１）サムスの認識４４，４５）

サムスの医学教育改革の基盤を知る意味から，彼
の医療・医学教育のあり方の志向と日本の状況認識

について自伝から抽出してみたい。
⑴ 日本の医療体系への認識

医療従事者については必要とされる数だけではな

く，その質の評価が重要である。MDの称号は，医

師としての最低限の訓練を受けたり，それに相応し

い知識を持っていることを意味しない。歯科医師，

看護婦，薬剤師も同様である。医療の質について調

査するときには，第一に医療関係者の専門教育がど

のようにされているかを評価することが重要であ

る。第二に国民が供給される専門的医療サービスの

状況である。専門職が何をしてくれるか知る必要が

ある。医療の質はその国の包括的保健プログラムの

重要な一要素なので，日本の教育問題に手をつけ

た。

⑵ 医学教育に対する認識

１９４５（昭和２０）年以前の医師は７７，０００人の数がいて

一応適当である。しかし，その中には４８，０００人の医

学専門学校卒業者がいた。医学専門学校は臨床教育

や教育上の施設が不十分で，臨床教育のための付属

病院すら所有していなかった。したがって卒業生は

医療を行うための知識や経験が非常に乏しかった。

長い間日本の医学教育はドイツの体系を手本として

きた。大学教授は通常学部学生を教えることを嫌

い，大学院生や医学博士号を目指す弟子たちを教え

ることを好んだ。

７つの帝国大学医学部は大学レベルの高い教育機

関で，６つの国立医科大学は帝国大学ほどの質のレ

ベルではなかった。私立では慶應大学，慈恵医科大

学，日本医科大学，日本大学などの大学があった。

医学部の課程は４年で最初の２年は基礎科目，後の

２年は臨床医学の講義を受けた。医師免許は卒業を

すれば自動的に与えられて資格試験はなかった。こ

うした教育制度は１９１０年以前のアメリカと同様だっ

た。このような制度は１９１０年以後に３０年も続いてき

た米国制度（高等学校卒業後最低３年の大学教育を

受けたのちに医学部に進学）とは大きな違いがあっ

た。さらに米国では指導教官の下で臨床訓練を受け

るためのインターンを１年間受けた。

日本では大学とは別に医学専門学校（医専）と呼ば

れる二流の教育機関があった。大学（高等学校ある

いは予科の修学者が入学）とは異なって中学校卒業

生を受け入れ４年間専門教育を受けて，卒業生には
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医師の資格が与えられた。医専は１９３８（昭和１３）年以

前には９校だったが，１９４５（昭和２０）年までに４６校

（国立１９，公立９校，私立１８校）に増えた。東京帝国

大学のような一流の国立校では一流の医師が養成さ

れ，医専のような二流校では二流の医師が養成され

たということで興味がある。米国でも質より数を重

視した時代があった。日本の卒業生は大学医学部な

らば都市や首都圏の大病院に留まった。したがっ

て，地方の医師需要に応えるためには医専のような

安価な教育，つまり低水準で短期に養成できる医師

のコースが必要だった。この結果は，都市の住民に

は一流の医療が，地方の住民には二流の医療という

二つのタイプの医療が供給されることになった。

かような医療体系は多くの国に存在することを見

てきたがそれは適切ではない。人間である以上は，

病気や傷害を受ければすべての人々が平等に，最良

の医療を受ける資格があると私は思っている。住居

の違いや自力では解決できない理由で二流にクラス

分けされ一流と比べてかなり見劣りするような医

療，つまり二流の医療しか受けられないことには賛

成しかねた。二流の医師に治療の難易度で医療内容

を制限することはできない。彼らは一旦治療するこ

とになれば自分の能力以上の処置をし，幸いに患者

が生き残ればさらに能力以上の冒険をするようにな

る。これが繰り返されて文字通り数千人の患者が殺

されたのだ。私は１０床未満の病院を訪問したが，そ

こは二流の医師が担当する患者で溢れていた。ここ

で治療を見たが，お世辞にも良いものではなかっ

た。私は他の分野においては悪習慣があっても見逃

せたが，医療分野におけるそれだけは見逃すことに

は抵抗があった。

⑶ 病院に対する認識

病院長の基本的な仕事は，病院の維持・運営であ

り病院管理者なので米国では必ずしも医師ではな

い。日本では開業医が紹介した病院で病院スタッフ

と開業医が共同診療することはない。専門医制度が

ないことから専門医認定委員会もない。二流の１０床

以下の病院では座敷に布団を敷いたところもあり，

患者のお礼と部屋代でも収入を得ていた。二流の医

師が処方する薬を調べると重曹が主成分であった

し，その調合は妻や子どもの家内作業によってい

た。医師は調剤薬局で患者が薬を購入するための処

方箋を出すことはなかった。二流の医師の興味は収

入で，医学的知識の増加や質の向上のために専門誌

の購読や学会参加への努力はほとんどしていない。

開放型病院や医薬分業を推し進めたが失敗に終

わった。以上のことから日本の医療制度の改革に

は，医学教育改革が回り道であっても最初にして必

須の取り組むべきことと判断した。

２）サムスの医学教育改革４４，４５）

サムスは医療の現状を上記のように理解したこと
から，医師の医学的能力の均一性を得るために，教
育機関の整備，教育カリキュラムの改変，卒後研修
の必須化，そしてすべての者の医学能力検定のため
に国家試験を果すことなど，これまでの医師育成法
を骨格から変革することを試みた。

サムスは上陸直後に横浜の警察病院，山手病院，
そして９月１６日に平賀軍医中佐と真鍋満太（厚生省
渉外担当官・DDS）を伴い東京の医療施設を視察し
た。それらは聖路加病院（築地），築地海軍病院（築
地），同愛記念病院（亀戸），外人用の聖母病院（新
宿）だった。そして上陸して一週間も経たない９月
５日にサムスは下僚のムールトン（SE. Moolton，予
防医学課３１））を伴って東京に住んでいた草間良男教
授（公衆衛生学，慶應大学医学部）を横浜から訪ねて
いる。サムスは１０月末までには草間宅に週二度，そ
の後は GHQ/SCAP で参加者を増やし翌年の２月ま
で定期的に非公式の会合を持った。そして，サムス
は医学教育改革のために１９４６（昭和２１）年２月になる
と「医学教育審議会」を設置して，この組織に改革
の方策を審議させ，審議結果を実行するための導線
とした。

サムスの病院視察は接収を目的とした大病院が主
体だったことから，上述した日本の医療実態を詳し
く調査した上での改革策ではなく，草間教授や厚生
省を主体とした説明によった理解が主だったのであ
ろう。サムスは草間を中心とした私的な人的集団か
ら獲得した情報を元にして，策定した考えを PHW
の公的な組織として構成した「医学教育審議会

（Council on Medical Education：CME）」で検討さ
せた。その結論は CIE 所轄の ERC で審議された。
PHW は医学教育改革を決定したい意向を持ちなが
ら，ERC で変更を余儀なくされはしたが医学教育
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改革案は PHW の趣旨に従って作り上げられた。
草間教授がサムスの経歴調査で選ばれたのは，慶

應義塾大学の衛生学教授（後年同医学部長（昭和３０～
３４年））で，スタンフォード大学医学部で学んだ米国
医学教育の体験者，特にジョンズ・ホプキンス大学
公衆衛生学部大学院に２年間留学していた４６）からだ
と考える。駐屯地の衛生行政は日本人のみならず駐
留軍にとって常に時間を置けない対応が必要な民政
だし，米国の医学教育改革ではフレクスナーが手本
とした教育機関であるジョンズ・ホプキンス大学で
研究生活を経験した願ってもない人物だったからで
ある。

サムスは次のように述べている。「自分は米国で
１９１０年から１９２０年にかけて行われた改革の方法を
持っていた。米国医師会は『医学教育審議会』を設
置して成功したので，日本でもその方法を用いた。
日本には当時欧米の医学校で教育を受けた程度の高
い資質を持つ医師が約６０名いることを調べていた。
このうちの何人かを含む審議会メンバーを決定し
た。委員長は決断力に富む草間教授で，彼は将来，
新時代の医学教育の父として知られるようになるだ
ろう」４４）と草間教授に高い信頼を置いている。

米国の医学教育改革はフレクスナー報告３４）によっ
たことを指している。サムスは２０世紀初頭に展開さ
れた米国の医学教育改革に大きな価値を持ち，この
方式を用いることで改革が成功する自信を見出して
いた。「審議会」方式は医学に限らず歯科医学，薬
学，獣医学，そして看護学の教育改革に適応され
た。

医学教育審議会

CME（Council on Medical Education）で審議され
たのは医師育成法だった。教育の一元化，医学部修
学年限，前教育課程と年限，前教育課程の修学機
関，臨床教育の重要性，卒後の臨床修練としてのイ
ンターンシップ，そして国家試験などだった。
CME で論議の対象となったのは上記のうち前教育
課程の必要性と年限，そしてその修学機関であり，
その他はあるべき姿としてその是非について論じる
議題とはならなかった。サムスが強調したのは医師
育成の教育過程が日本では大学と専門学校の２層構
造になっていることで，その結果は医療の質に明ら

かな差がもたらされ，差異のある質の医療を国民は
自動的に受容せざるを得ない仕組みになっている不
公平さであった。したがって，医学専門学校制度を
消滅させることが前提となっていて，論議は医専の
措置をどのようにするのかということが重要な問題
として上記の事項に加わった。専門学校の大学昇格
化と廃校とに分ける方策と在学生の措置が課題と
なった。サムスは，医師の資質は専門領域の知識技
能だけでなく人命を預かる職業として一般教養の具
備が必須であると強く考えていたことから，専攻に
関わらない一般大学卒業後に医学部に入学する方式
を強く志向していた４７）。米国医学教育ですでに進ん
でいたこの８年制修学年限はしかし，CME の俎上
には上がらなかった。あまりにも当時の日本の国情
に適用できる制度ではなかったからである。

橋本鉱市は GHQ/SCAP のマイクロ・フィッシュ
資料（国立国会図書館所蔵）から CME について二編
の詳細な論文４８，４９）を発表している。前編で CME の
審議過程を，後編では CME を擁する PHW と教育
刷新委員会との衝突と折衝，そして決着を中心に占
領期の医学教育改革の内容と過程を明らかにした。
これらは著書の一部としても纏められている５０）。

マイクロ・フィッシュによる資料は膨大で，また
判読が容易でないメモランダムが少なくない。
CME に関しては一次資料によった先行論文はほと
んどないことから，戦後の歯学教育システムの起点
となった歯科教育審議会と，教育刷新委員会の調査
にも橋本による CME 論文の価値は大きい。本稿で
は，CME での会議内容は上記の橋本論文４８－５０）から
引用させてもらったことをお断りしておく。

１．設置
CME は１９４６（昭和２１）年２月２７日に第１回総会が

開催された。第１回総会で会の名称は Council on
Medical Education：医学教育審議会（CME）と決め
られた。準備の過程では Commission あるいは
Committee とされていた。以後１９４７（昭和２２）年４
月（第２０回）で実質的な活動を終えた後の１９４８（昭和
２３）年１０月に医学教育委員会（日本医師会）として発
展的解消を遂げた。約２年余における CME の精力
的な活動で今日の医学教育システムは構築された。
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２．構成
PHW は会議の構成を，PHW と CIE，文部省（松

井正夫学校教育課長・田中耕太郎学校教育局長），
厚生省（勝俣稔衛生局長），日本医師会（中山寿彦会
長ほか１名），医科大学（東京帝大：田宮猛雄医学部
長・東龍太郎教授，大阪帝大：木下良順教授，慶應
義塾大学：西野忠次郎医学部長・草間良男教授，東
京慈恵会医科大学：高木喜寛学長），医学専門学校

（代理：文部省田中耕太郎）として，GHQ・行政・
医科大学・医師会と漏れのない布陣とした。ただ審
議の重要な課題である医専の代表者は文部官僚が代
理であることは気になるが，結果は専門学校にとっ
て利になっている。会議には必ず PHW が出席しサ
ムスは計６回にその名が読める。

なお，橋本によれば会議は２３回（最終は１９５０．３．
２０）開催されているが，この回数は memorandum
に記入されたものではなく橋本が論文作成にあたっ
ての便宜的な数字とのことである。１６回の総会出席
者名簿（第４・６・７・２０～２３回は不明とされてい
る）には歯科の担当課長であるリッジリー中佐の出
席が２回（第１・１３回）記載されている。

初期には全体審議としての総会だけだったが，第
５回（１９４６．３．２９）には医師国家試験（国試）と医学教
育の水準向上を目的とした３つの小委員会が以下の
ように設置された。１．医学カリキュラムと教育
法，２．国試とインターン，３．卒後教育であり，
１はさらに分かれて a．専門課程と進学課程 b．
医学校視学 c．教科書となった。総会議長は PHW
のムールトン少佐が務めたが第８回（１９４６．６．７）から
彼の帰国により草間良男が推薦によって就いた。

３．改革の目標
サムスは，第１回（１９４６．２．２７）の審議会で，日本

の杜撰な伝染病対応は盲目的なドイツ式医学追従に
よる専門的知識・方法論の欠如によったとし，また
国内の保健組織はあまりにも多くの機関に分裂して
いることと，開業医の公衆衛生知識が乏しいことを
挨拶で挙げた。そして CME の目的を国試制度の確
立，インターン研修を含めた医育教育カリキュラム
の基準設定，低レベルの医学校の排除とし，また低
レベル校による不正入試の排除にも関心があるとし
た。

以上をサムスが審議事項としたことは，準備の段
階での草間の提案（２月２３日準備会）とほとんど同じ
であり，会議構成員は公衆衛生学領域が多いことな
ど，草間とサムスの個人的な意向が審議会に強く反
映されていると橋本は述べている。草間の提案はサ
ムスらの自宅訪問の時以来，多数の時間をかけてサ
ムスに説明した日本の医学教育と医療の現状から，
サムスの改革意図を理解した上での提案であって草
間の独走ではないことはサムスの自伝から理解でき
る４５）。

第２回には以下の原則が確認された。すなわち，
医療行為の改善プログラムは緊急課題であり占領軍
の福利厚生にも関係してくること，医学教育の改革
は必須でありティーチングの自由化と組織の民主化
にも重点を置くこと，日本医師会はすでにある程度
の民主化・自由化が進んでいるがさらなる自律的・
民主的なプログラムを展開し，医療水準の向上にこ
れまで以上に責任を担うべきであること，文部省は
新たな医学教育カリキュラムの法制的な基準と国試
の策定に関わるべきこと，厚生省は開業医の数と資
格に関して責任を負い，公衆衛生プログラムの拡充
に特別な関与をすべきことなどであった４８）。この時
点ではサムスは国試の所轄を文部省としている。

それでは CME の重要な審議とされた２事項につ
いて橋本の論文を元に辿ってみたい。

１）修学年限・履修内容と国試４８－５０）

戦前は大学卒と文部大臣指定校専門学校の卒業生
に国家試験は課されておらず，実質的には無試験で
医師免許が得られた。この制度を廃止して，１年間
のインターン後に国試の受験を義務化して合格者に
医師資格を与えることがサムスの方針だった。国試
の受験資格は卒後のインターンシップ１年間（フル
タイム）を修学してからであり，医学教育は１年間
の臨床実習（いわゆる登院実習）を含んだ４年間と
し，その期間には専門科目以外を含まないことが第
３回（１９４６．３．１４）に確認された。この会議で医学部
教育の前段階教育について今後検討することが決め
られた。

早急に解決しなければならない問題は，卒業を直
ぐに控えている特別な学生に対する国試だった。こ
れは戦時中に設置された歯科医師の医師養成特別
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コースに在籍している３２０名の歯科医師の国家試験
受験資格についてであり，この討議は第２回

（１９４６．３．６）にされ第３回に国試を１９４６（昭和２１）年１０
月に特例的に行うことが決まった。

歯科医師の医師免許制度は，昭和２０年４月６日に
「医師免許の特例に関する件」（勅令２１６号）５１）とし
て公布された。昭和１８年１０月「戦時非常措置」（閣
議決定）によって官公私立の医専が多数設立された
が，それでも追い付かなくなると短縮繰り上げ卒業
が講じられ，さらに歯科医師の医師化を図った。官
立と文部大臣指定校（私立）の卒業歯科医師で１年以
上の臨床経験のある者に対して当分の間は医師試験
の受験資格を与える，そして１年の修学後に医師国
家試験（戦前）に合格すれば，その後半年以上の診療
経験を積んだ者に医師免許が与えられるという戦争
中の医師急増策だった。これを目的として慶應義塾
大学と東京慈恵会医科大学はその付属医学専門部に
「臨時科」を設けて第３学年生（最高学年）として入
学者を１９４５（昭和２０）年に募集した５２）。東京慈恵会医
科大学付属医学専門部臨時科は１００名の学生を入学
させた５１）。入学試験後の４月に入学式を行い授業が
開始されたのが５月だったが空襲で修学は困難を極
めた。そして，８月中旬の敗戦によってその制度の
存続は意味を失ったが，１９４６（昭和２１）年３月に卒業
させた。インターンを特例で半年としてその年（昭
和２１）の秋の国試を受験させた。国試の第１回は彼
ら歯科医師だけの試験であり９２名が合格した。小関
恒雄論文には医師免許を得た７３名の名簿が掲載され
ていて，このうち東京歯科医学専門学校卒業生は１０
名であり，また別項では元東京歯科大学学長の松宮
誠一の名簿が読める５２）。

CME 第４回総会（１９４６．３．２２）に医学進学課程案
が勝俣 稔（厚生省）から以下のように提出された。
「４７年から始めて順次一年ずつ増やし，４９年には３
年制の過程を設置することとして，医学進学課程の
設置ができない大学は廃校とする」。文部省と
PHW とに任命された視学委員会は，すべての医学
専門学校を視察して大学昇格校と１９５０（昭和２５）年ま
で昇格できない廃校校を判断し，最終的に文部省が
決める。また，新制度では３年間の医学進学課
程，４年間の専門課程，さらに１年間のインターン
が新しい６・３・３制に繋がるものとしてこの時点

でまとめられている。しかし，これは第４回までの
正式合意点ではないようである。

医学進学課程が３年制だという話は第３回（１９４６．
３．１４）に初めて出てきて，医学と直接関係のない学
科（外国語，数学，物理，化学など）は，専門学部の
授業から除くことなどが合意され，進学課程の教育
については今後取り上げるとされた。医学教育７年
制案の素案が第４回総会でできたことになると橋本
論文４８）に記されている。

２）医専の昇格と廃校４８）

医専の教育に対するサムスの印象は劣悪であり，
大学と医専との２重構造による医師育成を解消し
て，教育レベルの向上と均一化からすべてを大学教
育にすべきだということは，医学教育改革における
彼の背骨となっていた。医専を評価によって大学昇
格と廃校とに仕分ける。フレクスナー３４）が実施した
ように評価をＡ・Ｂ・Ｃの３段階として A 段階に
達する見込みのない C 校は廃校にする。その評価
を文部省視学員が行うということである。

医育一元制はすでに大正時代にいったん実行され
たがその後の経緯で大正末期に専門学校が復活し，
昭和の戦時体制による医師不足が専門学校の濫立を
もたらした。したがって，医育一元化へは日本側と
して異論は生じなかった。ただし，サムスも草間も
専門学校が昇格するのは１／３ぐらい（２８校あまり）が
妥当だと初期に考えていた。また１９４６（昭和２１）年敗
戦直前の入学者には他校への移行措置も考慮しな
かったが，この考えには学生の犠牲が尋常でない数
になることから文部省はいったん設立認可をした行
政の責任から強い抵抗を示して学生救済の方策を提
示した。結局，１９４７（昭和２２）年１月からの文部省の
粘り強い働きかけで全員の移行・救済措置が実現し
た。この問題は ERC での重要な課題ともなったが
異論はなかった。このような多数の専門学校の措置
が討議されていた時期に一方では，昭和医学専門学
校が１９４６（昭和２１）年４月２５日，順天堂医学専門学校
が１９４６（昭和２１）年５月１５日にそれぞれ旧制医科大学
の設置認可を得たように，古い専門学校の大学昇格
が１９４６（昭和２１）年前半から CME とは関係なく進め
られていたことには注目すべきである。

さて CME の進行に戻ると文部省は，第４回
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（１９４６．３．２２）に既述したように視学委員会によって
視察されたすべての医学専門学校は大学昇格校と
１９５０（昭和２５）年まで昇格できないと判断された廃校
校を決めるとした。医学進学課程を１９４７（昭和２２）年
から始めて順次一年ずつ増やし，１９４９（昭和２４）年に
は３年制の過程を設置することとして，順次医科大
学に昇格させる。これができない大学は廃校になる
という案を文部省が提出し，CME 総会で採択され
た。続いて１９４６（昭和２１）年６月１４日の視学小委員会
において，文部省松井正夫課長は視学委員について
以下のように話した。

「視学制度は文部省のこれまでの事業であり，
CME における視学も従って文部省の管轄にある。
このため CME から視学委員の候補者を推薦しても
らい，決定は文部省が行い文部大臣が任命する。た
だし，各委員は自らの責任において報告書を作成，
文部大臣に提出し意見を述べるという仕事を完遂す
べきである。委員は約２０名とする。地域性を考慮し
て大学医学部と医科大学に３名以内の候補者を各大
学から CME に推薦してもらう。CME も数名を推
薦する。CME はこのうち２５名を候補者として文部
省に推薦する。文部省が視学委員を最終決定する。
任期は２年（再任を妨げない）」とした。

この案に対して第９回総会（１９４６．６．１５）にウイー
バ大佐（PHW 次長）から反論が出された。すなわ
ち，文部省が委員を最初から決めるのであれば
CME の存在意義はなくなる，しかし小委員会のプ
ランやアドバイスを承認するか否かは文部省の権限
であること，２０人の委員のうち５名はむしろ教職に
なくても公衆衛生，外科，精神医学，栄養学などの
領域の専門家を揃えるのが先決だとして，そのよう
に決まった。

視学委員は第１０回総会（１９４６．７．５）には決定されて
いなかったが，その後に２２名の委員が指名された。

第１３回総会（１９４６．１０．４）では青森にある青森医専
（昭和１９年設置）が弘前に移転して大学昇格を希望し
ているので，文部省視学委員会としては視学委員が
未定だが草間良雄と柿沼昊作を視学に派遣するとし
た。この結果，１９４７（昭和２２）年１月１５日には B 級
医専と判定され廃校対象とされたが，空襲で消失し
た付属病院と寄宿舎の施設の弘前移転を条件に同年
２月２６日には A 級医専として存続が決定した。そ

して１９４８（昭和２３）年２月１０日には大学令により弘前
医科大学に昇格した５３）。

視学によるクラス分けの評価基準についてサムス
は自伝５４）で以下のように述べている。適切な臨床教
育を実際に実施し得るのに必要な施設，実験設備，
付属病院を持っていて，かつ新しいカリキュラムを
適切な指導の下で実施し得る質の高い教授陣を持っ
ていれば A クラスに格付けした。しかし，こうし
た教育を行うのに必要な建物の再建に数年かかる学
校は仮認可として B クラスとした。所在地，施設
の物理的制約，教授陣の不足から将来においても新
基準を満たす見込みのない学校は閉鎖とした。そし
てクラス分類によった教育改革は文部大臣，厚生大
臣，CIE，PHW が度重なる検討を重ねて合意を見
た５４）。実際のクラス分けは A・B 級の二つで行われ
た。

この結果，A 級判定の官立６校，公立２０校，私
立９校の医専が医科大学に昇格した。B 級判定は７
校（国立２校，公立５校）となって医学科は廃校とな
り，旧制高等学校あるいは女子専門学校に転換して
それぞれ学制改革を迎えた。

また，戦時下に設置された医科大学の付属医専１３
校，公立医専の７校，私立医科大学の付属医専の４
校の計２４校は廃校となった。この結果，敗戦時は７０
校で１０，５３３名の入学者を迎えた医育機関は，１９７０

（昭和４５）年に秋田大学医学部新設に始まる新設ラッ
シュまでの間は医学部４６校３，０００名弱（１９５５（昭和３０）
年の入学者は２，８２０名）の時代となった５５）。

３）インターン制度
米国では１９２０（大正９）年ごろまでには，医学部卒

業後にインターン・シップが組み合わさった医育形
態が通常の形になっていた５６）が，１９２６（昭和元）年の
米国医師会雑誌（JAMA）５７）には，その目的と題した
講演論文が掲載されているのでこのあたりで定着し
たと思われる５８）。サムスのインターン経験（サンフ
ランシスコのレターマン陸軍病院で１年間）は１９２９

（昭和４）年からだったので，フレクスナーによった
改革をさらに進展させたインターン制度をサムスは
新しい時代に体験したことになる。

さて，CME でインターン制度が取り上げられた
のは第１０回総会（１９４６．７．５）で厚生省の久下から二つ
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のことが報告された。一つは日本側で独自の委員会
が多数乱立した状態で，国試・医師免許とインター
ンに関して論議されていて厚生省はその調整に苦慮
していること，二つ目は９月から始まるインターン
の受け入れ病院の調査報告の締め切りを間近に控え
ているが，全国的な対応など喫緊の問題を抱えてい
る旨の報告がなされた。また，卒後教育については
日本医師会の代表である草間弘司（草間教授の実弟）
から，「中央卒後教育委員会」が日本医師会に設置
され論議が進んでいる旨の報告があった。

第１１回総会（１９４６．８．９）では，翌月９月に卒業する
学生がインターンとなる予定にも関わらず，病院側
の調査・整備が進んでいない現状が久下から報告さ
れた。また，５年制の医学専門学校は最後の５年次
を臨床教育に当てていることから，インターンを半
年に短縮してはどうかという文部省松井正夫の提案
は，インターン修学期限に例外を認めないとされ
た。また，満州で教育を受けた３００～４００名の医師の
扱いをめぐって論議された。

インターン制度は，既述した歯科医師の医師試験
を目指す者に対して１９４６（昭和２１）年春から半年行わ
れたのが最初である。インターン制度は国民医療法
施行令の一部改正（１９４６（昭和２１）年８月３０日勅令第
４０２号，９月１日施行）によって医師国家試験ととも
に発足し，まず医学専門学校卒業生に対して行われ
た。そして，１９４８（昭和２３）年に制定された医師法に
より，大学卒業生も国試受験のために１年間の診療
および公衆衛生の実地研修が課せられた。日本の医
学教育は講義中心の傾向があることから，医師の指
導のもとに実地修練を病院で行うことが好ましいと
サムスが考えた結果である。これまでもそれに類似
したことは日本の病院では行われていたが，そうし
た修練システムを持っていない医院への就職や直ち
に一人で診療を行う医師の程度は望むべくもなかっ
た。しかし，彼はこの制度がはたして日本に適切
だったのかどうか自信がないと自伝で語ってい
る４４）。それは，この意図を理解しない病院ではイン
ターン生を無給の働き手として利用し，インターン
生は国家試験勉強のため実地診療に身が入らない，
しかも生活のためいわゆるアルバイトもしなければ
ならないという無理からぬことをサムスは初期から
危惧していた。厚生省は研修施設やその内容などを

省令として指導したが，結局は日本に馴染むことが
なく１９６４（昭和３９）年には日本学術会議（朝永振一郎
会長）は佐藤栄作内閣総理大臣宛に，インターン制
度を廃止すべきだと勧告（１１月１９日）した。理由は教
育体制・修練施設の不備，インターン生の医療上の
身分が不明確で医師と患者の対人関係の修練ができ
ず，また医療行為の責任と権利を持てない。さらに
経済的処遇がなく生活費を得るための時間と労力で
実地修練の成果が上がっていないとして，廃止と卒
直後の国家試験制度への変換を求めた５５）。

インターン制度は１９６８（昭和４３）年５月１日の医師
法改正によって廃止された。それは矛盾を抱えなが
ら２０年間持続したが，１９６０（昭和３５）年代には医学生
のインターン制度反対運動をもたらし，時を同じく
した学生運動と合流して暴力的な国内紛争に発展し
た。しかし，インターン制度の趣旨は疑うことなく
有用であり，現在の臨床研修へと引き継がれ，それ
は２００４（平成１６）年の必修化へと繋がった。

サムスは，医師の資質向上のために米国での医学
教育改革の成功体験を手本にして大小多くの施策を
行った。１９５２（昭和２７）年に日本で最初である東京大
学での麻酔学講座設置（主任 山村秀夫助教授）５９）を
もたらしたのは一つの例だが，サムスは複数回の米
国の医学会指導者の招聘によって診断・治療の方法
の提示や指導を行った。そしてなお留学の機会を作
り，医師会による雑誌発刊を勧め，病院への医学雑
誌の寄贈など PHW は組織的に改革を強力に推進し
た。こうした方策は歯科界へも同様に採られた。サ
ムスは米国の方式を無条件に移植しようとはせず，
日本の状況をも配慮しながら行っている。その一つ
に専門医制度がある。来日した使節団によって導入
を示唆された専門医制度については，専門医認定委
員会の設置を認めることをしなかった。専門医と一
般医との数のバランスや患者の不都合，専門医取得
のための時間的問題などと医療制度の成熟によっ
て，つまり長期的な医師養成プログラムによってそ
の制度が有効化することなので，現状の日本では適
合せず将来の問題だとしてこの課題を打ち切ってい
る４４）。

金子，他：占領下の米国教育使節団と医学教育改革４０８
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４．広報と勧告
１）記者会見「日本における医学教育改善案」４８）

CME 議長のムールトン少佐が彼の帰国を前にし
て，初回の会議開催の２カ月強後（第７回総会の翌
日（１９４６．５．７））に「日本における医学教育改善案」
として CME の設置理由と改革方針を記者会見で以
下のように公表した。

「日本の医療・教育には貧弱な公衆衛生，学閥に
よる割拠性，開業医の社会的信用の喪失，医学教育
における水準の低下などの問題があり，これらの抜
本的改革のために審議会を置く」とした。そして審
議会の機構と目的について説明した。「医学校の課
程，施設及び教科書の改善，病院での近代的な臨床
実習制度の確立，医師免許証に関する国家試験の確
立，卒後研修といった単純で基本的な問題の解決を
討議することを目的とした」として検討事項の細部
は小委員会に委ねたと発表した。加えて教育改革は
米国をモデルとし，そして小委員会には政府代表者
が参加しているので，実行に際して行政上の問題が
生じないように配慮したとした。また総会委員には
必要な関連組織のすべてが参加していていることか
ら，CME での採択項目の大部分は勧告以上の効力
を有している。それらは政府の政策となり若干のも
のは実際に政府が施行する段階まできていると発表
した。また，ムールトンは近代的インターンシップ
が臨床教育不足という過去における医学教育の欠点
を補って余りあることから，これが重要な改革であ
るとも話した。

２）田中耕太郎文部大臣への勧告４８）

第１０回総会（１９４６．７．５）の会議が終わると１９４６（昭
和２１）年８月７日に草間良男議長は CME のこれま
での審議に基づき田中文部大臣に医学教育改革の勧
告を行った。ここで医学部前教育を医学進学課程と
いう名称にすることと，その過程を３カ年として医
学教育全体として７年間にすることを勧告した。

まとめると以下のようになる。
１．医学進学課程を旧制高等学校と同等に３カ

年，医学校は４カ年のコースとして一学年８０
名とする。

２．現在の専門学校は大学に昇格させるべきであ
る。

３．専門課程の教育は，実習と臨床に重点が置か
れるべきであり，講義はなるだけ削減するこ
と。

４．施設設備，教員の質に問題があれば文部省は
改善命令を出すことが求められる。

医学部７年制は ERC の審議にも未だ上っておら
ず，CME の意向に過ぎないのだから文部省への勧
告は早期に過ぎると筆者らには考えられる。これに
ついて橋本鉱市は草間議長の述懐から，CME での
結論は GHQ/SCAP の Memorandum として記録さ
れれば文部省も厚生省も実施するのは当然だと，
PHW と草間議長は認識していたのであろうと記し
ている４８）。しかし，こうした審議の手順の行き違い
が医学部７年制問題を主として，CME と ERC と
の軋轢を生むことになる。医学教育改革問題はこの
ように会議が先行した CME と決定権を持つはずの
ERC，そして行政機関である文部省との三者に
よって進んでいった。これは PHW と CIE との関
係でもあるが，サムスは両者の連絡に齟齬はなく，
両者ともマッカーサー元帥による指令になることを
考えれば問題はないと述べている４７）。

おわりに

「一つの国，一つの国民が終戦時の日本人ほど徹
底的に屈服したことは，歴史上に前例をみない。日
本人が経験したのは，単なる軍事的敗北や，武装兵
力の壊滅や，産業基地の喪失以上のものであり，外
国兵の銃剣に国土を占領されること以上のものです
らあった。幾世紀もの間，不滅のものとして守られ
てきた日本的生き方に対する日本人の信念が，完全
敗北の苦しみのうちに根こそぎ崩れ去ったのであ
る６）」。現在に至る終戦直後の教育体制はこうした状
況の中で設計された。明治から敗戦までの高等教育
制度は帝国大学，専門学校，そして大学と時代に
沿って順次制度化された。この時代の高等教育制度
の特徴は大学と専門学校によった重層構造であり，
両機関への進学までの教育課程を高等学校と中等学
校とで時間と質との復線形式にしたことだった。人
材育成の目的を重層的にしたのは，早急な近代化を
明治政府が求めたことによった。

明治元年から現在（２０１９）まで１５１年が経った。敗
戦を境として「近代」と「現在」はそれぞれ７７年と
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７４年で約半分ずつの暦となる。近代教育史におい
て，歯科医学教育機関が専門学校として固定化され
たのは後期の１/３（２７年間）に相当する。歯科医学
教育が専門学校にとどめ置かれたことは，社会のみ
ならず歯科界にも負の性質を作り出したことは否め
なく，この期間の意味は大きい。しかし，歯科医学
専門学校が願っていた歯科医学教育の大学化は占領
政策によって幸いにして実現した。

日本の敗戦で進駐した連合軍の占領政策は，マッ
カーサー総司令官によった日本の民主化だった。米
国教育使節団の報告書にある民主主義における大学
の役割は今日でも変わるところはない。報告書には
大学の大衆化が謳われ，専門的な知識は一般教養の
基盤によってより高度化が進められること，一般教
養は社会の共通言語の役割となることも示されて
いる。新制度が開始した後の１９５４（昭和２９）年には４
年制大学への進学率は７．９％（１８歳人口１，７１３，３６１
人，男進学率１３．３％，女２．４％）の乏しさだったが，
次第に増加して半世紀余を経て２００９（平成２１）年では
５０％台（１８歳人口１，２１１，２４２人，男５５．９％，女４４．２％）
となって現在に至っている６０）。

医学教育の新制度は GHQ とサムス大佐，そして
日本側がどのような関係で決められていったのか，
そしてその趣旨は何だったのか。本稿ではそれらの
大略と CME の審議経過を詳述した。この過程では
その決定に大きな抵抗はなかったが，医学教育年限
を７年とした CME 案は最終的に ERC で審議され
た。ERC の論議ではその年限に大きな抵抗があ
り，こうした反対理由は歯科医学教育にも関連する
事柄だった。

次編では，新しい日本の教育制度設計の任を負っ
た ERC の CME 改革案への抵抗と最終的な決定に
至った和解，この過程で創設された大学基準協会，
そして医学教育改革に尽力した人物と文部省などか
ら医学教育制度の誕生過程を知り，その後の編で記
述する歯科医学教育改革を鳥瞰的に検証する資料と
したい。

本論文完成にご尽力いただいた辻村育郎歯学博士にお礼を
申し上げます。
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