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はじめに

教育刷新委員会（Japan Educational Reform Com-
mittee：JERC）における医学教育に関する審議
は，１９４７（昭和２２）年の新年に開かれた最初の総会

（第１８回１．１０）か ら 始 ま っ た。こ の 時 に は GHQ/
SCAP 公衆衛生福祉局（Public Health and Welfare
Section：PHW）所轄の医学教育審議会（Council on
Medical Education：CME）の討議はほぼ完了して
いた。CME の改革の方針は以下のように決められ
ていた。

１．医学教育は専門学校を廃して大学教育に一元
化する。

２．医学専門教育の前の準備としての前教育が必
要である。

３．前教育は人文科学を主体とした一般教育を修
学する。

４．前教育過程は医学部と連動するものではな
い。

５．それらの年限は３＋４年である。
６．医学部卒業後には１年間のインターンを終了

する。
７．インターン終了後に医師国家試験の資格が与

えられること。
などであった。

この形態による医育制度は PHW 局長であるサム

ス大佐によって上記５の年数以外は CME に提示さ
れた事項であった。CME はこれを前提として前教
育の年限とその性格について議論した。さらに
PHW・CME は医学専門学校（医専）の削減を厳しい
方策で示していた１）。

文部省は医専の措置と医学部前教育の修学年数を
巡って PHW の主張に強く反対していた。前者につ
いては学生の犠牲がないように，後者については年
数を短縮するように文部省は PHW に要請してい
た。両者の相違を調整するための会議が，JERC の
医学問題に関する１回目の総会直前である１９４６（昭
和２１）年１２月２３日と同３０日に PHW 局長のサムス大
佐と文部省の山崎匡輔文部次官を中心に行われたが
結論は出ないままであった２）。一方，JERC は１９４６

（昭和２１）年１２月２７日に懸案であった大学の年限は４
年を主体にして前後１年の余裕を持たせることを建
議した３）。

CME と JERC とのこうした状況の中で，医学教
育の問題は JERC によって最終的な決定がなされよ
うとした。JERC は大学４年制を中心とした建議の
後に医学教育の修学年数について論議を始めたこと
から自身の自律性と権威の保持，そして疲弊した日
本の現状から PHW・CME が決めた長い修学年数
をいかに自分たちが建議した学制内に収めるかが安
倍能成委員長と南原 繁副委員長による会議の主体
となった。

― 解 説 ―
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PHW は JERC に対して「GHQ の指令」を懐刀
にしながら，一方では間接統治を民主的に行うとい
う占領方針との狭間にあってマッカーサー命令を簡
単に出すことは控えた。

会議は総会と，主査を小宮豊隆とする第５特別委
員会（特別委員会）とで構成され，後者の試案を前者
が検討・決定する仕組みで進められた。医学教育問
題に関して JERC 委員の医学教育者は柿沼昊作東京
帝国大学（東大）医学部病院長だけであったことか
ら，特別委員会には福田邦三東大医学部教授（生理
学）と西野忠次郎慶應義塾大学名誉教授（医学部）が
臨時委員として途中から補強された。特別委員会で
は柿沼を中心に医学教育のエキスパートである３名
が牽引した。しかし議案の論議は無から有を作り出
すのではなく，PHW・CME による決定案の修復に
終始した。柿沼らは腹案に反対する JERC 委員と，
PHW・CME との両面への対応に意を使った。

１９４７（昭和２２）年１月１０日に始まった JERC 総会が
最終的な議決をするまでに総会が１２回，特別委員会
５回の開催を経て１９４７（昭和２２）年３月７日に総会

（第２６回）で医学教育２＋４の６年制が決定された。
しかし，前教育年数では３年制を主張する CME と
の齟齬は埋まっていなかった。そしてその後約９カ
月弱を経た１９４７（昭和２２）年１１月２８日（第４６回総会）
に，PHW・CME とは解決した旨の報告が交代した
南原 繁委員長からなされた。文部省の交渉によっ
てサムス大佐は GHQ の指令を出すことなく安倍，
南原らによる JERC の案に合意して医学教育の新制
度が決定された。この制度が７０年後の今日に生きて
いる。

歯学教育に関する論議は，１９４７（昭和２２）年５月２３
日から始まり PHW と歯科教育審議会（Council on
Dental Education：CDE，委員長：奥村鶴吉）から
JERC に提出された２＋４年制度が１９６７（昭和２２）年
６月２０日に総会で決定された。これは JERC と
PHW・CME との間で紛糾していた医学教育年限が
６年制として合意をみる以前だった。歯科の審議に
ついては後の編で詳述する。

医学教育年数と医専の措置が決まるまでの経緯を
知ることは，現行の歯学教育制度の意義を考える上
で重要な要因なので本論文では教育刷新委員会議事
録（速記録）に従って，医学教育制度決定までの経緯

とこの過程で設立された医学部を含むすべての大学
設立の認定機関である大学基準協会について記述し
たい。

JERCと CMEとの相剋

JERC における医学教育に関する第１回目の審議
（第１８回総会）では，山崎匡輔文部次官出席のもと日
高第四郎学校教育局長によって CME のこれまでの
審議によった結果を報告することから始まった。
JERC にとって CME の決め事は PHW の方針とい
う捉え方であり，PHW が JERC に横槍を入れて迷
惑だという認識が安倍能成委員長から最初に表され
た。

１．第１８回総会（２２．１．１０）４）

文部省の日高局長は PHW と CME の現状を以下
のように紹介した。

「医学教育は人命を預かる性格上 JERC の議を経
ないでも改革しなければならないということで昨年
の春に PHW から文部省に申し出があった。理想的
な案だったが日本の現状に即さないので折衝をして
きた。

医学教育は当初に高等学校３年後の専門４年とさ
れていた。また医専の措置についても文部省に説明
があったので，その理解で進んでいたがサムス大佐
からこれは誤解だとの話が出てきた。このため１２月
３０日（昭和２１）に山崎匡輔（文部次官），日高第四郎
（文部省学校教育局長），松井正夫大学教育課長，米
原専門教育課長と，GHQ/SCAP はサムス大佐，ジョ
ンソン大佐，モールトン少佐（Maj. MC. Molton：著
者註），民間情報教育局（Civil Information and Edu-
cational Section：CIE）のオーア（Mr. MT. Orr 教育
課長：著者註），ウィグルスウォース（Mr. E. Wig-
glesworth：著者註），そして CME 議長の草間良男
教授（慶應義塾大学医学部）とが会合を持った。その
席で以下のことが PHW から主張された。

１．医専に関しては視察結果が廃校の評価になっ
た学校の生徒は医学教育を継続させない。廃校
の学校は一般教育をする大学級の学校になるこ
とができる。

２．今年旧制の高等学校に入学するものは卒業時
に医科大学に入学できるがそれ以降はできな
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い。
３．専門教育４年の前に一般教育３年の課程を経

る。
４．医科大学卒業後に１年間の実施修練を受けた

ものに限り医師国家試験の受験資格を与える。
日本の医療の現状は座視できないので以上の改革

をする。医師の育成は，短期的な視点では結局
penny wise and pound foolish（安物買いの銭失い）
になるので多少の犠牲は止むを得ないとされた。医
師に一般教養と教育に時間をかけることの重要性が
強調された。そして以上を文部省が認めなければ
PHW としては好まないことだが GHQ/SCAP から
『ディレクティブ』（指令：著者註）を発令すること
で文部省には実行してもらう，とまで言われた」

これに対して安倍能成委員長は JERC の大学年限
（４あるいは５年）に順応できるようにしてもらう意
向を示したが，日高局長は PHW と CIE の態度か
ら受けた印象からその望みはほぼないことを告げ
た。

また，山崎文部次官は以下のように話した。「初
期の実行不可能な案を撤回した後に CME 提案を実
行する準備をしていたが，その後にさらに強硬な意
見が CME から出てきた。CIE は抵抗する文部省を
支持していたのだが CME の意向は強く，日本側の
委員の一人が医専教育の空虚さの実際を強調するほ
どであり壁は厚い。大臣にも出てもらうつもりだが
非常に牢固な決心で困った状態になっている」

南原 繁副委員長から，「JERC の新学校制度と
サムスの要求は合致できるのではないか，そのため
には特別委員会で対策を練って文部省に参考にして
もらう」との提案がなされた。

安倍委員長は「戦火の中で行われていた日本の医
専教育は GHQ/SCAP の言う通り劣悪だと思うが，
恒久的なシステムを組むことと現状とを切り離した
案が出るようにならないか。『ディレクティブ』を
出すことは総理大臣かどなたかに中止か延期しても
らえないだろうか」と，CME 方針がマッカーサー
指令によって決定的にならないように話の余地を残
せる方策の提案をした。日高局長は，「３０日の会合
で医専の現在の生徒の処遇と組織の問題は別にする
話し合いが付いていて，専門学校組織の検討を行う
のは CME で良いが，それは委員会（JERC）が CME

に検討を委譲した形をとってもらうようにと思って
いる」として，教育問題は上位委員会が JERC にあ
ることを明確にしておく意図を述べた。

文部省は当初に医学問題も JERC の中で扱えば良
いので CME の設置は必要ないことを GHQ/SCAP
に申し出をしたが，人命に関わる特別な教育を要す
ることだから CME で取り扱うという返答を文部省
は了解した経緯があった。CIE，PHW と文部省の
三者によるステアリング・コミッティでも，医学問
題は非常にテクニカルで専門的なのでエキスパート
が集まっている CME は JERC よりもオーソリティ
があると認められている。このため，議案に関して
は CME の議決によることとして，JERC には報告
にとどめてくれとのことになっていると山崎文部次
官から説明があった。しかし，この内容に関して南
原副委員長は自分としてそういう理解ではないと異
議を唱え，他の委員からも CME の意見をそのまま
追認するのが JERC の役目ではないとの認識が示さ
れた。

JERC にとって自律性こそが重要な背骨だとの意
識で該委員会が運営されていることから，CME の
横槍に追従することの是非と医学教育の内容の再検
討の必要性との２つの問題点が第１回の会議で露呈
した。この自律性の保持，つまり占領軍による押し
付けとさせないことのために安倍委員長は「ディレ
クティブ（指令）」の発令に関しては極めて神経質に
対応している。

２．JERC，CMEと文部省の基本的な考え
１回目に医学教育年限と医学専門学校の措置を

巡って JERC，CME そして文部省の考えの相違が
明確になったので纏めると以下のようになる。
● JERC の考え方

１．医学問題の決定は，GHQ/SCAP の機構上か
ら CIE が上位機関にあることからその所轄下
にある JERC が優先する。

２．JERC は６・３・３・４年制を新制度として
決定した。その中で高等学校と大学の年限につ
いては短縮・延長を各１年と認めた。日本の新
教育体制はこれが基本である。ところが PHW
傘下の CME が医学教育の新制度を７年制だと
決めて，これを CME 傘下の JERC に認めるよ
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うに圧力をかけてきた。
３．CIE は下部組織の JERC が決定した基本的体

系の例外を全体の円滑な新制度への移行の障害
になることから好まない。このため CIE は
PHW の医学教育年限を JERC の大学年限に順
当させてもらいたい考えである。このためには
素人集団である JERC に，エキスパート集団で
ある CME から委員を参加させて JERC として
の結論を出したい。

４．合意ができなければ「マッカーサー指令」と
することも厭わないとサムス大佐はしている
が，お仕着せだという印象を国民が持たないよ
うに「ディレクティブ」によることは何として
も避けたい。

● CME の考え
日本の遅れた医療福祉の現状は戦火によっただけ

ではなく医学系教育の体系にあることから，医学医
療を進展させる根本は新しい人材育成にあり，教育
改革なくして医療福祉の改善は砂上の楼閣である。
医療福祉行政の基盤となる教育の問題であることか
ら医科のみならず歯科，薬科，看護さらには獣医師
の教育改革を担当するのは PHW である。したがっ
て，JERC は PHW の決定に追認をすればよい。
● 文部省の考え

１．文部省は間接統治の原則に則って，GHQ/
SCAP の方針を咀嚼した上で自律的に行政とし
ての責任においてで実行したい。したがって，
文部省は JERC と CME の使い走り機関ではな
い。実行するにあたっての変更の裁量を認めな
いのであれば職責は果たせない。

２．医学専門学校に関しては，CME の提示した
内容には文部省として合意はできないので
PHW と折衝中である。

３．CIE，PHW と文部省の連絡会議であるステ
アリング・コミティは，専門的内容の強い医学
教育については PHW が主導を取ることを合意
している。

医専と医科大学で構成された二重構造による医科
の高等教育制度の消滅，医学専門教育前の一般教
養，インターン制度，全員への国家試験の導入など
といった医育教育の新しい骨格についての是非が
CME でも JERC でも課題になることはなかった。

医学教育改革の課題は１．一般教養と専門学科との
それぞれの年数，一般教養を修学する機関とその目
的 ２．現行の医学専門学校の今後の措置であっ
た。

会議は JERC と CME の両方の委員である東大の
柿沼昊作教授と，臨時委員となった東大生理学の福
田邦三教授が専門家として両者の意見調整に大きな
役割を果たした。JERC（総会：安倍能成委員長，南
原 繁副委員長，特別委員会：小宮豊隆主査），CME

（草間良男議長）とサムス大佐，そして文部省（日高
第四郎学校局長）の３者がどのように医学部修学年
数と医学専門学校の問題を解決したかを１．医学部
修学年数と一般教養 ２．医学専門学校の措置とに
分けての JERC 会議速記録を追ってみる。なお，抽
出した発言は速記録の一部であり，〔ママ〕とした以外
は可及的原文の意が損なわれないように一部の削
除，短縮を行った。なお，速記録は発言なので敬語
となっているが普通語とした。

医学部修学年数と一般教養の審議

１．先行したCMEの真意の確認
１）第１９・２０回総会：CME による６・３・３・

３・４制の紹介（柿沼委員）とその取り扱い方。附：
文部省による歯科教育への言及

第１９回総会（S．２２．１．１７）５）では，前回に文部省か
らこれまでの PHW と CME の検討結果と文部省の
立場が説明されたので，この回では CME の委員で
もある柿沼委員によって CME における討議内容の
紹介が中心となった。

柿沼委員は最近の文部省医学視察委員の会合と
PHW との討議を報告した。前回との重複は避けて
検討の内容がより理解できる発言を記載する。

「米国の最近の医学教育は６・３・３・４・４と
なってきていることから CME は６・３・３・３・
４を日本の制度にすることを強く主張している。そ
の３年は医学に結びつくものではなく人文科学およ
び医学の習熟に必要なベーシック・サイエンスの修
学であり，この必要性をサムス大佐は強調してい
る。そして３が必ずしも次に医学部の４になる考え
ではなく，別の領域に進めることを前提として医師
志望者だけの３ではないと言うのがサムス大佐の強
い希望である。希望というか指令と言いますか」こ
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うした報告に対して，安倍能成委員長は「お医師が
できるということは結構だが，将来は医者が日本を
支配するということですね〔ママ〕」との皮肉が口をつ
いている。そして「結局アメリカですでにトライア
ルを経て成功しているのでそうゆうことを日本に非
常な信念を持って強要していると思うのだが，サム
スの信念は米国で一般的な考えなのか，米国医学部
の現状を文部省に調査してもらいたい」と文部省に
依頼した。安倍委員長は医学部が突出した長い教育
年限で決まると，JERC の建議した教育制度の信義
また権威が影響されるので重大な問題だという認識
を述べている。

この会議で柿沼委員が「ミニマム三年，向こうは
四年だが，三年，それで歯科の方は六三三二四だか
ら，医者の方は六三三三四で，少なくてもそれ以上
と言うのです。だから三年ということを非常にこだ
わっております〔ママ〕」と歯学部の修学年限を２＋４
と述べている。１９４６（昭和２１）年４月１５日に発足した
歯科教育審議会（Council on Dental Education：
CDE）が前教育を２年と確定したのは１９４７（昭和２２）
年１月１６日の第８回総会（CDE 報告書）６）なので柿沼
委員はこれを指していると推測される。CDE と
JERC については別編で詳述する。

第２０回総会（S．２２．１．２４）７）では南原 繁副委員長
から「JERC がすでに内閣総理大臣に建議した６・
３・３・４の体系の他に６・３・３・３・４の向こ
うの案をどう取り扱うか。JERC は６・３・３の上
の高等学校３は３乃至５，また大学の４は５まで延
ばせるとしたので，年限に関しては融合ができると
思うが，その方式は色々ある。したがって JERC と
してはこの問題の大綱だけでもできればと思う」と
して会は始まった。柿沼委員が再度 CME の決定し
た事柄を説明し，その中で「プレメディカル・コー
スを置いた大学，つまり７年制の大学を作るのも一
つの方法だとは思う。これは特徴的な教育ができる
と思う」と私案も提示した。

そして前回に要望があった米国の医学教育の状況
が文部省の増田調査課長から１．医科大学への入学
資格 ２．カレッジと医科大学との関係 ３．医科
大学の構造 ４．学位と開業などが資料で説明され
た。また，ジョンズ・ホプキンス大学・文理科カ
レッジの学科課程を細かく訳した資料では普通のカ

レッジの４年で一般教養を基礎にした教育を与え
て，後にグラジュエイト・スクールの医科大学の４
年で医学の専門教育をする。特徴的なことは専門的
学科を修める中でも相当文科的な課程が入っている
仕組みになっているとされた。そして，１９４０年の医
学に関する高等教育機関７７校についての簡単な状況
が示された。

遅れた安倍委員長が文部省関係者と委員長および
副委員長とで CIE で話し合いをした内容を以下の
ように報告した。なお，会合は先週金曜日（１７日）の
晩に持たれたとしているので，前回（第１９回）の総会
が１６時２０分に散会した後に GHQ に向かったのだと
推測される。

１．PHW は医学教育に関しては全体の統括権は
自分たちが持っている。

２．JERC としては医学教育も教育の一つの重要
な部門だから JERC がオートノミーを持って討
議しなければならない。PHW の CME がリコ
メンデーションもし，色々関連はするが全体の
関係においては JERC が行うことを強調した。

３．CIE は全面的に JERC の主張をサポートし
た。

４．この話し合いに出席していた PHW は結局こ
れに賛成した。

そこで CIE の会合に同席したと思われる山崎匡
輔文部次官が「PHW が強く主張したのは６・３・
３の後の３は大学程度の一般教養をということであ
り，その３年後に自動的に医学教育が受けられるこ
とを保証することは絶対に認めたくない。他の方面
に行っても差し支えないと考えてもらいたい。プレ
メディカル・エデュケーションでは生物科でも文学
部でもいずれを出ても医科大学に収容して良いこと
を強調していた。そして，６・３・５・５システム
は根本的に承服できない」とのことだと論点を示し
た。

医師養成の教育課程が他の学部よりも突出して長
い年限を要することに対して，柿沼委員以外に賛意
を表する委員は見られない。第２０回に発言された反
対理由を纏めてみる。なお，速記録には発言者が記
されていて会議出席者名あるいは出席者数はわから
ない。
● CME が決議した年限に対する反対意見（城戸幡
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太郎，羽渓了諦，田島道治，大島正徳の委員）。
１．疲弊した日本の現状にそぐわない。
２．リベラル・アーツという多方面の知識を持た

なければならないのは医師だけでなはなく，教
員養成，法学部，工学部などでも同様である。

３．莫大なものを喪った結果，貧乏の上に貧乏に
なっている。このような際に教育制度－高けれ
ば高いほど，年限が長ければ長いほど結構には
違いないが，貧乏になった日本はこの際歯を食
いしばって能率を良くし，年限を短くして教育
の効果あらしめる方法を考え，いたずらに年限
の長いことを考えるべきではない。

４．人の生命を託す医学において特に多くの年数
をかけることは一応ごもっともに聞こえる。し
かし，生命以上に大事な人の魂を預かり，日本
の一代を担う人を教育するという教育機関にお
いて医学の年数以下で足りるという積極的な論
拠はないと思う。生命を預かる医学が７年の年
数がいるならば魂を預かる教育者にも７年の年
数がいるという論拠が立つ。

５．日本の医者はスモール・マーチャントのよう
でいかんとのアメリカの批評は，何も医学に
限ったことではない。したがって，何も医学だ
けが人文教育をもっとしなければいけないとい
う理屈は立たない。

６．医学教育も６・３・３・４の枠にはめるべ
き。３と４は弾力的になっているので６・３・
５・５で良いのではないか。

７．高等学校の３年を５年にしてリベラル・エ
デュケーションをする方式は一種の医科の予科
ができて実際にどのような学校ができるのか疑
問である。教育の年限よりも教育の任に当たる
教育者がリベラルであって欲しい。学校教育で
リベラル・エデュケーションをやるのは子供の
時には兎に角，相当の年を取ってからはユニ
バーシティ・エクステンションというか，社会
教育を盛んにした方が人間の修養ができると思
う。つまりこれをご注文のように長くする必要
はない。

８．国試をやるとなると学校の年限をやかましく
言う必要がないので医学部を出てから一般教養
の大学院を出なければ国試が受けられなくすれ

ば良いのではないか。
この意見は南原副委員長が「医学教育にリベラ

ル・エデュケーションが必要だと言っているので
おっしゃる大学院という関係でそこを理解すること
は向こうの目的と違い，こちらとしても大学として
考えなければならない」として即座に否定した。

医学部修学年数に関する上述の反対意見に対して
柿沼委員がそれぞれの意見を切り捨てることなく，
PHW の意図を説明し，自身の意見として医学教育
にリベラル・エデュケーションと専門の医学教育に
必要な基礎科目の修学のためには２年で過不足ない
であろうということと，同一大学の課程としての２
年が好ましいとした。ただし柿沼委員はこれらを強
調することなく，さりげなくといってもいいぐらい
必ず一言付け加えていたことが印象的である。

第２０回では南原副委員長が「委員長の言われたこ
とも副えて高等教育問題の特別委員会で，その方々
と CME の代表的な人と寄って話を決めていけば良
いのではないか。なるべく早く大綱を決めていただ
き，これを司令部と交渉するようにしていただけれ
ば非常によろしい」ということで医学教育問題に関
する細部の検討は小宮豊隆が主査を勤める第５特別
委員会（以下，特別委員会）に移された。小宮主査か
ら柿沼委員の特別委員会への参加依頼があり，その
ようになった。

JERC のあり方に関しては，「医学教育も含めて
日本の教育体系は JERC が決定して内閣総理大臣に
建議する。これを旨とするので GHQ からディレク
ティブによることになるとこの委員会も任務を果た
せない。CIE と PHW との関係が確定していないこ
とが文部省にも我々にも及んでいるので，このあた
りを CIE はきちんとしてもらいたい」という安部
委員長，南原副委員長の意見に反対者はいなかっ
た。

２）第１０・１１回第５特別委員会：参加した CME
関係者の意見をめぐって

特別委員会で医学教育問題が検討されたのは第１０
回（S．２２．１．２８）が最初である。

第１０回８）では小宮豊隆を主査として柿沼，星野あ
い，天野貞祐，務台理作，佐野利器の諸委員に招か
れた CME の分科会である「医育一般問題委員会お
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よび医学教育学科課程委員会」の草間良男，草間弘
司，東 龍太郎，西野忠次郎，小池敬事，高木喜寛
の委員および文部次官の山崎匡輔が会合した。

冒頭に小宮主査から「JERC は６・３・３・４シ
ステムで実施する方向であるが横合いから PHW か
ら医学教育に関して命令めくものが出てきた。その
取り扱いについて色々問題が起きている。このため
に CME の方々に意見を聞いて PHW の申し出をど
のように受け取るべきかを決めたい」と会議の目的
が話された。

柿沼委員が「両方に関係していることからお話し
する。PHW の希望を JERC で３回に渡って話した
時の JERC の質問と意見をまとめます。

１．PHW はなぜ医学だけに長期間の教育を要求
するのか。他の領域でも同じで医学だけに許さ
れるのは了解し難い

２．３＋４は内容的に必要だと CME は認めてい
るのか

上記２について CME は内容的に深くは検討して
いないと聞いている。司令部からの話が大きな働き
になって，厚生省の医師免許の前提条件の医学教育
の年限として３＋４を認めたと感じている。柿沼自
身の考えとしては２＋４でやり方によって可能だと
考えている」として JERC で問題になっている事柄
を説明した。さらに JERC 総会で３＋４と決まった
場合には JERC の基本となる学校系統との妥協点の
取り方について彼の私案を披露して，前教育３年の
必要性の説明を CME に要求したところ草間議長か
ら以下のような返答がなされた。

草間議長は，CME 設立経緯とメンバーの簡単な
紹介をしたのち以下のように述べた。「CME は
JERC よりも前から活動している。目的は現在の医
学教育の複雑さを改善することである。PHW の使
命は日本の公衆衛生の改善である。このために医学
教育の改善がなければそれらは成し得ないことから
医学教育問題を PHW が取り上げた。大学と医専に
よる教育と医師免許の現状の改善が必須である。医
専教育の内容では，実質の医学教育が２年半余とい
う事実があることから医専廃止が第一の仕事であ
る。１年間経って見ると初期のサムス大佐の思って
いるプログラムとはすれ違いが出てきていて，文部
省の方針を CME は認めていたが PHW とは異なっ

てきているので，昨年１２月にサムス大佐が CIE と
文部省との三者会合をして改革の打ち合わせをし
た。

JERC の方針が具体化する中で，医学に関しては
サムス大佐が３＋４を提案した。３＋４と医専問題
などに関するサムス大佐と CIE，文部省との話し合
いの中での CME に列席せよとのことで列席はした
が CME として決議して文部省に提出したわけでは
ない。三者会合での内容は CME の関連特別委員会
に逐次報告し，特別委員会から CME 総会に報告し
たということで，CME がそれに対してアクション
を起こしたわけではない。したがって，CME 委員
の意見は別々であろうと思う。

個人的には２＋４あるいは３＋４との意見が出て
くるだろうが，CME としての態度はまとまってい
ない。この件で自分としては，CME には報告だけ
にとどめ疑義に対しては説明をしたが CME の議決
を取ることは敢えて行わなかった。したがって，本
席で CME のまとまった意見は申し上げられない。
まとめる前に決まってしまっているのだからまとめ
たところで形式的な事後承諾に過ぎなかったわけ
で，まとめる必要はないと考えた。教育制度はこと
が大きいので三者だけの合議で実行させるのは到底
困難である。」（その後速記中断）

小宮主査「サムス大佐からディレクティブが出れ
ば CME はそれに関して相談するということか」草
間議長「そうです。実施にあたって良い方に行くた
めの研究をする余地はある」小宮主査「ディレク
ティブの内容に対する批判などは CME では問題に
ならなく，これからも問題にしないつもりか」草間
議長「ディレクティブに関して内容の検討，批判を
かつて日本政府はしたことがありますか。それを伺
いたい。ディレクティブが出ればそれに従う。負け
た国としては当然である」小宮主査「ディレクティ
ブが出る前に修正してもらうことは言えると考えて
いる」

小宮主査は，医学教育の修学年限を JERC の高等
学校３年・大学４年を主軸に，余裕を持たせてある
中で収めることを CME として考えもらいたい意向
を盛んに述べるが，草間議長は CME としての意見
は言えない，個人としての意見は述べられるとの押
し問答の様相である。
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東委員「１２日と２３日の２回にサムス大佐とウイッ
グルスウォース氏の二人が教育年限について話し
合っていて草間，田宮，東の３人が呼ばれてその席
にいたのだが，紙面を使って米国の４＋４が一番願
わしいがアメリカでも元は３＋４であったので日本
では差し当たり３＋４で宜しかろうとしていたのを
見ている」草間議長「医者の使命は治療をして病人
を救済するだけではなく，社会でのリーダーシップ
をとるには十分リベラルなブロードな教育を受けた
人が津々浦々に出て行く。この年限についてはそれ
ぞれ見解の相違があるだろう。初めから狭いプロ
フェッショナルな道を辿って医学を終了するのは好
ましくない。経済を修めた人，法学を修めた人など
が医者になるのが好ましい。２＋４では今とあまり
変わりがない年数で，その水準をもう１年延長する
のが将来の日本として取るべきだと思う」小宮主査
「そうするとサムス大佐の案が良いと」草間議長
「非常に良い。したがって，７年制の医科は好まな
い。（３＋４を一連の医学教育と捉えない：著者
註）」

柿沼，務台・天野の各委員は「２年の年限ででき
るのではないか。教育期間は医学に限らずなるべく
短いのが良い」とした。多額になる学費は教育の機
会均等を阻害する，また多額の学費は医療の高騰に
つながるとしている。

山崎文部次官は「医者が一般教養を受けるのは非
常に結構なことに違いはないが，法律家もやっぱり
そういうことも考えられるし，人格の高くない人で
よろしいという学科はどこにもない」として CME
の３＋４を牽制する。最後に草間議長は「今度の司
令部の提案には CME は関与していないことはお含
みください」とした。３＋４の提案者ではなく追認
しているだけだと念を押して両者は歩み寄りなく閉
会された。

第１１回特別委員会９）は前回の３日後（S．２２．１．３１）
に CME の草間議長などの出席はなく該委員（６名）
だけで開かれた。この会では医学部教育年数に関す
る結論は出ていないが，柿沼委員が２＋４年制と同
一大学内でのそれらの修学が行われるのが適切と明
確に提示したことに注目される。２＋４が最終的に
JERC の建議とされるのは１９４７（昭和２２）年１１月２８日
でこの特別委員会の１０カ月後となるが，これをめ

ぐっての論議が JERC および特別委員会そして
PHW と CME，そして文部省との折衝で紆余曲折
を経ながら進んだ。今日の医学教育制度の萌芽はこ
こにあると考えるので第１１回特別委員会速記録の多
くを採録する。

柿沼委員は，「前回に草間議長が６・３・３の上
に３・４を乗せることを文部省が引き受けてきてい
て，これが司令部からメモランダムかディレクティ
ブとして出されればこの会で３年が多いとか議論し
ても仕方がない。医師免許のために昭和２２年以降は
３年のリベラル教育と医学教育を受けるための一定
の科目を修了すると同時に，大学医学部の教育が４
年間，その後に病院で１年間の実施修練をした者だ
けが国家試験を受けられる。これを文部省が（PHW
から：著者註）引き受けたが，この間には委員長（安
部：著者註）と副委員長（南原：著者註）がメモラン
ダムを変える余地がないか PHW と数回交渉をした
が，はっきりしなかった。メモランダムかディレク
ティブが出れば日本政府はそうせざるを得なくなる
が，この間も話した通り機械的，妥協的な案はある
が，医学教育にどれだけ必要かという根本論をする
余地はなくなる」として医学教育問題は司令部の動
き次第であることを発言した。

小宮主査「委員長の報告ではまだ交渉の余地が残
されているように解釈していた。草間さんの話は，
こちらを威かすために過剰に話したと思われる。」
と受け取った一方，関口 泰委員は「ディレクティ
ブになったとしても特別委員会としての意見を立て
て良いと思う」と特別委員会の役割を主張した。そ
こで小宮主査は「こちらはこちらで６・３・３・４
のシステムに抵触しない範囲で医学に必要なカリ
キュラムを習得するのに必要な年数を考える以外に
仕方がない。３＋４の３は他の大学で修学してから
医学部に入るとすれば，向こうの言う通りそれで一
応はケリがつく」として前準備の３年を他大学で修
学するのであれば，JERC の総会ですでに建議した
大学４年に抵触しないとの立場をとった。

関口 泰委員は，前期と後期修学をどこで行って
も総年数で７年もかかることには疑念を呈した。さ
らに医学部に限って７年でも宜しいというとになる
のは，大学の基本とする４年を５年でも良いとした
ことさえも無視することだと異論を唱えた。小宮主
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査は，ディレクティブが出ればそうでもするより仕
方がなかろうという意味だとした。

さらに関口 泰委員は「高等学校を５年，大学を
５年にすれば，年限として１０年になる案はどうなっ
たか」としたので柿沼委員は「それは年限的に機械
的，妥協的の案で仕方がない。高等学校３年の上に
２年かかかることをゼネラル・カレッジ式であれば
妥協できるのではないか。言葉の上だけで名前はカ
レッジだろうと高等学校だろうと程度が高ければ宜
しいではないか。６・３・５・５で年限からは折り
合いがつく。しかし，これは非常にまずい案だと思
う。高等学校５年という特殊なものを設けることが
国全体として実際にあり得るのか。下手な案だとは
思うが一応の機械的妥協案だと思う」として辻褄は
合うが現実的でないことを述べ，これを論議するに
は値しないことを匂わせた。

菊池龍道委員は「６・３・３・３・４として３・
４が上に被さるが，それを医科大の学生として受け
入れ，リベラル教育の３年を他大学に委託する。そ
して３年後に医科大学に引き取る。そこで医科大学
を除外例として６・３・３の上の４が７になるのだ
が，その内の３年は医科大学の独自の立場から他大
学に教育を委任する。こういう建前はどうか」と小
宮主査とほぼ同じ考えを示した。しかし，柿沼委員
は「同じ総合大学であろうと外であろうと同じであ
る。医科大学は７年になるとどうかという問題で
す」と問題の本質が総修学年数にあることを述べ
た。

小宮主査は，柿沼さんの考えを聞かせ願いたいと
したことから柿沼委員は以下のように述べた。「今
までの６・３・３・４の年限では少ないと言える。
しかし，リベラル教育と医科を直接修めるに必要な
基礎的な生物物理化学数学などはそれほど長くは必
要ない。したがって６・３・３・２・４ぐらいで先
ずは良いのではないか。そしてその後に１年の実地
修練がある。このようにして日本の病院，研究所，
あるいは医師会の在り方と，公衆衛生機関のあり方
が順次改良されていけば，そこで一生医学者とし
て，医術者としていくだけの基礎的な教育はできる
と思っている。そこで２年とした場合に，それは大
学の４年の初めの２年をやって横滑りしても宜し
い，あるいは制度上許されればジュニア・カレッジ

式の高等学校から行っても良いのではないか。３・
４と年限が長くなればなるほど宜しいという意見も
あるので年限は分れると思うが私は６・３・３・
２・４で良いと思う」として高等学校の後の２＋４
を提案した。

これに対して倉橋惣三委員は「医科は他の科より
も年限が長くかかる必要があることを原則的に認め
ますか」とし，「形成的にそこをはっきりしておか
ないと」と発言したことから柿沼委員は「そこが問
題ですね」としながら「６・３・３・４では不十分
ですので１年か２年か３年かそこはわかりませんが
延ばすことが必要と思う」として前教育が必要なこ
とを断言した。

また倉橋惣三委員は「長くなることは大学の部で
解決すべき性格のもので，それを６・３・３の３の
ところでどうしようというのは３の性質が根本的に
異なってくる。ここを棚上げしておくと混乱するの
ではっきり決めておかなければならない」と再度医
学教育の前期を５年にした高等学校の中で行うこと
には異論を呈した。

務台委員が「延ばさなければならないという点は
大体一致できると思う。そうすると年数の問題にな
るが学部の４年とインターンの１年には触れる余地
はない。したがって，準備期間のようなリベラル教
育になるがこれは医科専門のことだけでなく，人間
を作る意味が入っていると思うので，これを学問的
な修養とすると文科も必要だという議論が出てくる
が，医科は必要だという前提のもとにどのぐらい必
要だとなると決めようがない。そうなると全体の釣
り合いから天野さんの言うように年数は１年でも減
らした方が良い。将来余裕が出たら３年にすれば良
い。今の日本の実情と釣り合いから２年が精一杯と
いう理由は立つと思う」とし「実際のやり方は，横
滑りならば６・３・３・４の制度は堅持されている
が，制度化するというと問題が出る」として辻褄合
わせには反対した。

柿沼委員は「どちらにしても６年に延びる。それ
が全体のシステムとして良いのかが問題になる」と
CME と兼任の立場で JERC の原則を考えて医科問
題との整合性に苦慮していることを発言している。
こうした柿沼委員の一歩下がった思考から倉橋委員
は「医科は法科や他よりは特殊だということが説明
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できればいろいろなことをするよりは，医科はアッ
パー・スリー以外のところで考慮する。これより他
に途はないと思う」と医科年限延長に同意を示し出
したところ関口 泰委員が「６・３・３・４に決
め，また５年でも良いと決めたのは医科の特別な事
情も含めたことによって決めた。ですからカリキュ
ラムなど色々やって後に医科は５年では足りなかっ
たとして７年にする順序で行うべきだが，その順序
を経ていない。医科だけが一般教養を普通の大学以
上に要ることを認めるのは非常におかしい」と正面
から異論を唱えた。

天野委員は「私もそういう考えで，医科だけが人
文的教養を必要とする意味はわからない。教育者も
法学者でも誰でも余計必要だと言えば必要である。
医科の数を延ばすのであれば医学そのものが普通の
年数ではできないという意味でなくては理論が成り
立たない」と関口委員に同意するが「司令部が言う
から年数を数えるのではないが，現実問題にすると
司令部を無視することはできない。したがって，柿
沼さん，務台さんの言うように２年増すことを言っ
て司令部と妥協したらどうか。その２年をどこでや
るか。横滑りも一案だと思う。皆さんは不賛成のよ
うだが５年の高等学校を設けて，その５年をやった
ものが医科に入れる，しかし他の大学の後期にも入
れるという特別なカレッジ，高等学校を作る余地も
あるのではないか。高等学校は３年では足りない，
６・３・３の３は腰折れだと思っていて，４・４ぐ
らいでないといけないと思っている。６・３・３に
元来反対で大多数のお考えだからそれに従っておる
わけで」と調整案を出しながら旧制高等学校への回
帰をなお諦めていない。

関口 泰委員は「下の３年は動かさない方が良
い。３年の高等学校では一般教養は十分ではないか
もしれないが日本の実情ではその程度で我慢してお
かなければならない。それゆえに，医科だけに一般
教養のより高いものを必要とすることは学制全体の
見地から賛成できない。医科大学は特別に他の大学
より年限をどうするかということは認めるが，５年
の医科大学は認めてさらにその上に１年の実務期間
は学科の中に入れないで考えるのが良い。７年ある
いは８年の期間を費やすことは，日本の経済状態で
は国家がこれを養成するのでなければ自身としてそ

れだけの投資余力はない。そういう制度を作っても
行えないから，司令部とは違うことを JERC が表明
することは良いと思う。ただし，それを表明しても
実行する力はここにはない」として各学部が我慢の
中なので医科の突出は認めるがそれは５年で収める
のが適切だとし，司令部とは違っても JERC の考え
は日本の経済状況から独自であって構わない筈だと
述べた。

倉橋委員は「医学教育で要求するリベラル教育は
例えば法科の人より高いものを必要としているわけ
ではないと草間（良男：著者註）君は言っていたの
で，医科の専門を５年やることとゼネラル・カル
チャーを含めて７年要るという間には違った問題が
ある。特殊なリベラル・カルチャーが必要だという
ことになると話は別だが，その解釈ならば司令部と
妥協することができるのではないか」柿沼委員は
「その通りだと思う。リベラル教育というかゼネラ
ル・カルチャーの内容が変わって新制度の６・３・
３で大学の各学部に行くようなものであれば，医科
にそんな長い年限は必要ない。しかし６・３・３の
内容では足りないので１年なり２年なりの年限は必
要だと私は考える。２年ならば十分だと思う」とし
て柿沼委員は短い期間に同意しながら２年の必要性
を述べた。

務台委員から「戸田（貞三：著者註）さんの第一案
の三，『六－七年を通じて一般的教養と専門教育と
を併行して実施』というのはどういう戸田さんのお
考えですか」

菊池委員「各学年とも普通教育，専門教育を修め
るという意味の併行らしい」

柿沼委員は「医科大学が６年なり７年なりを纏め
てやることをアメリカ人は好みませんが，私はこう
いうものがあって良いと思う」と柔軟性を見せる。
菊池委員は「医科の学生は余裕がなく解剖とかなん
とかで毎日日が暮れないと帰れないのを見ています
と年限を６年なり７年なりに延ばすようにすれば，
余裕のある勉強ができる」と柿沼案に同意し出す。
倉橋委員「大学程度のゼネラル・カルチャーは一生
やっていかなければならない」として医学教育で長
時間費やすことはないと意見する。柿沼委員は「司
令部や草間君の意見では必ず医科にいく予備教育で
はないと言いますが，必ず医科に行くために特定の
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長い年限の間に医科の予備教育をして欲しい」と柿
沼委員は重要な事項を小出しにしながら議論を牽引
している。務台委員「大学学長会議では医科大学の
人は一般教養を学部の講義でも入れたい。それを４
年の間に入れたいと皆さん言っていた」天野委員
「それでは６年ということで妥協したらどうです
か」と柿沼提案に近づく。

しかし小宮主査は「インターンを追い出してしま
えば５年になりますね」とあくまで総会の議決に抵
触しない考えを模索している。しかし，柿沼委員は
「インターンは性格が違う」として医師免許をとる
人だけがインターンを行い，医学校を出ても研究者
になると決めた人はしない。また公衆衛生方面に行
く人は今の法律でインターンが必要となっている。
先もそうだと思うとインターンを説明するが，なお
小宮主査は「関口さんのはインターンを追い出して
５年ですね」「総会への報告としては，関口さんの
ように６・３・３にインターンを除いて５とする
か，あるいは６とするかどちらにしますか。６とす
れば我々のかつて決めた制度を破壊することにな
る」と議長が会議を膠着させる感じである。

菊池委員が「６ならば司令部と妥協ができる見込
みがあるわけではないのですね」と危惧する。柿沼
委員は「それは判りません。アメリカは６・３・３
の上で４＋４になっているので，差し当たり３＋４
で良いのではないかということなので，とても６・
３・３・５じゃ勿論のこと６・３・３・６でも相当
困難があると思う」倉橋委員は「ですから７を理論
的，原則的に反対するのではなく，非常に結構だと
いうことで行って，５にしてもらう」となかなか柿
沼委員の意見に同意しないばかりか論議を堂々巡り
させるようである。

関口 泰委員は「あの勧告書に医学教育について
はどうということが書いてあれば，もう少し考え方
もある」とのことで柿沼委員が「勧告書には，医学
教育だけは特別に扱うと一行書いてあります」と説
明する。

関口 泰委員は「妥協できるかどうか分からない
ので，一応ここでは初めから決めたことにして五年
にする。あと足りなければ二年は今のインターンは
学校教育の年限に勘定しない。一年にしても二年に
してもそちらの方で妥協の余地を見出す〔ママ〕。今の

経済状態では七年八年の学費を出すことはできない
から」

柿沼委員「やっぱり JERC としては，他の方の教
育面とあまり懸け離れた特例を認めたくない。この
委員会で大いに主張するのは，学校の教育年限も長
いし，出てから色々設備もいるので，卒後後の取り
扱いというかあり方が日本の衛生状態に関係する。
長い教育をしたあとスモール・マーチャント式に
やっていれば何もなりません。６・３・３のカリ
キュラムから考えて関口さんの言われるように大学
教育は５年，カリキュラムの具合によって若し何で
したらせいぜい６年というところだと思います。」
と関口委員に異論を唱えることなく同意したよう
で，やっぱり６年を提示しておく。

小宮主査は「では本委員会としては関口君の言わ
れたようにこう考えたということを報告すると同時
に希望として，委員長，副委員長，柿沼君に司令部
に行ってもらって談判してもらいたいことを申し出
ることに致しましょう」として散会した。１時間４５
分の会議であった。

今回の結論は関口 泰委員の「下の３年は動かさ
ない方が良い。５年の医科大学は認めて，さらにそ
の上に１年の実務期間は学科の中に入れないで考え
るのが良い」とのことになったが，注目すべきは柿
沼委員が，医学教育の２＋４年制とこれらの教科を
同一の大学で行うことを述べていることである。

２．突出した修学年数への強い違和感と JERC
建議案への同化策模索

１）第２１回総会１０）（S．２２．１．３１）：特別委員会報告
と JERC の６・３・３・５年制の考え

第２１回総会では特別委員会の第１０と１１回の報告が
主査の小宮豊隆からなされた。

小宮主査の報告は以下のごとくである。「CME
は独自の立場で医学教育をどうすれば良いかを考え
ていなく，PHW からの方針に対して具体的問題を
考えている。独自に日本の医学教育をどうすれば良
いか何も考えていないという話だった。柿沼委員の
話では医学教育は２＋４はどうしても必要で，そう
であれば一応の完成ができるとの話だったので６・
３・３・５にしてその後にインターンシップ１年を
加えて６年になる。こうすれば JERC は今まで考え
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てきた制度を乱さないで実績ができる。他学部は
（これまで）３年で医学部だけは４年で，１年長い必
要性は認められてきている。（しかし）医学部だけ特
別な教育が必要で，特別長い年限を必要とし，多額
の学資も必要となると他のものとのバランスが取れ
ない。日本の経済事情から言っても志望者は少なく
なってくる。つまり勉強したくてもできない制度に
なってしまう。そういう医者にかかるとなると患者
は大変なお金を払わなければならないことにもなっ
て色々な方面から大変不都合な制度になりそうなと
ころがある。

我々が６・３・３・４制度を作った目的は，でき
るだけ学校教育年限を短くして，その学校では基礎
的なことをやっておいて，卒業後になお勉強が続け
られるようにすることであった。したがって，卒後
に専門的な学問をできる施設を外の方面で色々考え
てもらう方が，日本の医学の進歩が図れる。だから

（医）学校は６・３・３・５にしたのです。それはい
けないと司令部から言われればこれは仕方がないこ
とになる」

この報告に安倍能成委員長は「日本側の医学研究
者は医学教育によって全体の制度が撹乱されるとい
う重大なことになるので共にこれを善処しようとい
う考えで会合したのだが，それは頼みにならないわ
けですね」と懸念を示した。柿沼委員は「今のとこ
ろはなりません」と答え，小宮主査は「何のために
おいで願って懇談会を開いたのか分からない結果
だった」と失望感を表した。そして小宮主査は課題
解決の糸口さえも掴めなかったことを報告した。

この現状に対して南原 繁副委員長は「特別委員
会の決定（６・３・３・５：著者註）は独自の考えと
して良いと思う。ただ承っておきたいのは柿沼委員
のような医学上の専門知識を持っている委員が医学
教育は是非もう２年が望ましいと言われる。専門家
の意見を少し承っておく必要があると思う。また，
CME としては何ら意見を持たないが，個人の医学
者としては大体司令部と同じ意見だという草間（良
男：著者註）委員の話はかなり重要だと思う。我々
の委員会の意見は専門家でないためにそういう方面
を相当研究しなければならない事情がある。それで
柿沼さんのご意見を伺っておきたい」
● 柿沼委員の６・３・３・２・４制と安倍委員長

による今後の方針
柿沼委員は以下のように答えた。「６・３・３の

上での教育は物理化学数学などの医学に必要な基礎
的なものを修練し，同時に大学程度のリベラル・エ
ジュケーション，あるいは人文科学を受ける。その
ためには１年では不十分であろう。３年やる必要は
なかろうということで２年くらいで良いのではない
かという大雑把に考えたのが私の意見です」した
がって，「これを２年としましてその取り扱いは，
学校システムの中で，大学の中に入ろうと高等学校
の中に入ろうと実質的に同じであればどちらでも良
いと思います。しかし，アッパー・スリーの６・
３・３まではなるべく動かしたくないと決めてある
のならば，その上すなわち大学の部門に入るべきも
のと思う」そして柿沼は教育のあり方について以下
のように述べた。「アメリカ人が日本の医学を数十
年遅れているというのは，公衆衛生に関係した研究
所その他の設備が劣っていることを伝伝していると
私は解釈しています。数は少ないが理論的な方面の
医学研究とか，少なくとも医学校で教えている内容
そのものについては，アメリカはもちろんイギリス
でもドイツでも世界中同じで日本が劣っているとは
思いません。にも関わらず日本の医学が伝伝される
のは，卒業した人たちが世の中に出てからの世の中
でのあり方の問題に関係すると思うのであります。
したがって，もし日本の医学の全般のレベルを上げ
ようと思うのでしたら，学校の中での医学教育の年
限を延ばすよりも，卒業した人のあり方についての
考え方，あるいは考慮が必要ではないか。したがっ
て，社会の色々な設備が私たちが思っている状態に
もしなり得ましたなら，そこで働く医学者に要請さ
れる学校の年限は他の国とかけ離れたものを要求し
ないで良かろうと思います。したがって，医者だけ
年限を長くすることは国全体の教育を考えて非常に
不均衡な，大げさに言えば社会の不穏，社会問題を
起こし得ることなので，卒後のあり方を第一義に考
えたい。学校年限はできるだけ短く，６・３・３・
５で良いのはないかと申し上げた〔ママ〕」しかし，
「今までの中学校のあり方を考えるともう１年，２
＋４の方が学校教育としては良いのではないかと申
し上げたのです」また，CME に関しての印象を以
下のように述べた「CME のことは小宮主査の話の
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通りで，全く一つの諮問機関です。自分の同僚の医
学教育者が日本の医学，あるいは衛生の水準の向上
について外のことまで関連して考えないことに驚い
ている。指令のままに論議をしていますので医学教
育の年限をどうするか，カリキュラムをどうするか
を全然考えていないのが実情です。JERC と協議を
するのが実績が上がると思われる」と柿沼委員の
CME に対する評価は低い。

安倍委員長は PHW と教育部の連携がうまくいっ
ていないことから CME が JERC と関係なくただ命
令の下るのを待つだけでは JERC の全体の行動に差
し障るので改善しなければならないとして，煩わし
いが特別委員会はもう一度 CME と会合し CME の
意見を聞くだけではなく積極的にこちらから働きか
けてもらいたいとした。しかし，小宮主査は CME
は頼りにならないので合同会議は必要ないとして，
柿沼委員にあちらの中で委員たちの頭の向きを変え
ていただくのをお願いしたいとした。

しかし安倍委員長はなおも「医学教育については
JERC がしっかりした考えを持つことが必要であ
り，頼みとするところは CME なのだが，その
CME が PHW の言う通り何でもするのでは，内容
をこちらが整えるのに困ってしまう」とした上で
「CME をほったらかさないで，今第五委員会が決
めていることを（CIE：著者註）に JERC が持って
行って交渉をするとともに，CME へ行ってこれを
理解させることが必要ではないか。教育の内容に
なってくるとエキスパートの意見を参考にしなけれ
ばならない。学科目など具体的な案を我々が持って
いなければならない」と諦めるわけにはいかないと
表明している。

この問題が他の学部に派生することは関口鯉吉委
員の発言から伺える。「６・３・３・４の基本を医
学が外すのであれば，理学も４を再検討させてもら
いたい。人命を預かる医学と同様に理学はあらゆる
方面の知識と実地鍛錬が必要であり家で寝転んで本
を読んでれば修養ができるわけではない」したがっ
て「そういうことを論議できるエキスパートが本委
員会にいなくてはならない」と委員会構成に言及し
た。南原副委員長は「６・３・３・４を基本として
４を３ないし５にできるとした大まかな学制を決め
たが，たちまち医学教育の難関にぶつかって大雑把

な決め方では対応できないことに遭遇した。JERC
の主張を強固に通すためには専門委員に委嘱する，
例えば医学部とか理学部，あるいは法文とか，そう
いう専門的な委員を委嘱することが必要ではない
か」と同調している。

文部省日高第四郎局長は「PHW は医学の３年の
プレメディカル，４年の専門はほとんど鉄則のよう
にして要求していると解釈している。CIE はそれを
受け身のような感じで文部省に取り次いでくる。サ
ムス大佐から強く出られるとウィグルスウォース氏
はそれに順応して文部省に取り次ぐ形である。文部
省への「指令」は，PHW から受ける筋合いではな
く少なくとも CIE を通して受けるのが本当だと思
う」と PHW から直接文部省に問題が来る道筋に異
論を唱えている。

関口委員は「日本の医学の現状，教育だけでなく
医学施設，医療施設，あるいは社会状態，経済状態
を知らせて，今は７年かかる大学に入れる父兄の実
力がない，そのためには日本の医学国営をしなけれ
ばならないということなどをよく PHW に説明し
て，向こうに啓蒙する必要があるのではないか」と
JERC の代表として柿沼委員に役割を担ってもらう
ことを提案している。

安倍委員長は「医学教育問題に関する専門委員を
選出して，医学教育はこうあるべきだという内容を
専門的にはっきりさせて，必要な修学年限を提示し
てもらい，この点からみて今度の新しい制度の方針
に沿えるか否かを具体的に考えて，PHW に話す。
その前に第５委員会と我々が一緒に行って懇談する
必要がある。実際のところ PHW の教育部（CME）
は頼りないところがあるので話をする必要があろ
う。過日サムスは来ないでジョンソンが来たが，彼
はかなり居丈だけになって主張することを一旦は言
いましたが，割合に穏健なところがあるようです。
サムス大佐は非常に情熱的で熱心だとの話を聞いた
ので，サムスに会えれば良いと思う。こちらがしっ
かりした意見を持つことが必要だと思う。意見の相
違をはっきりさせる意味でも会合は必要だ。」とし
て今後の方針を示した。
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２）第２２回総会１１）（S．２２．２．７）：ステアリング・コ
ミッティ報告と安倍委員長の CME との非公式会合
報告

第２２回総会では連絡委員会報告が大島正徳委員か
らなされたが，医学教育年限に関して草間良男委員
と激論になったほど PHW のみならず日本人委員も
７年制度を強固に考えているとして進展が見られな
い旨を報告した。もし，JERC で決めるのであれば
医師も加えて JERC の考えるところによって自律的
に決めていく以外にないと思われるとした。

安倍委員長は医学教育の専門委員を作る必要があ
るという考えから CME の草間良男議長，慶應義塾
大学の西野忠次郎教授，東京帝大の田宮猛雄医学部
長，JERC の柿沼委員と東大生理の福田邦三教授

（欠席）と２月５日に会合を持った。委員長は「横か
ら出てきた医学教育問題に JERC で決めた教育の全
体のシステムが撹乱されることなので，これは特別
委員会だけの問題に済まなく JERC 全体に関わる問
題と考えた」からである。５日の会合の内容が安倍
委員長から報告された。

安倍委員長は「PHW の教育改善に対する諮問を
される CME という立場から PHW が言うことを調
整することなくそのまま従うことは，日本の医学教
育に従事している人としてそれをどうすべきかのご
意見があるはずだから，それを開陳してもらいた
い，と尋ねたところ草間議長は，『CME としての
意見を述べるわけにはいかない。個人の意見を聞く
と言うことならば言う』という調子で一向話になら
ない。草間委員〔ママ〕と福田委員は６・３・３の３を
５にして，４もしくは５にした大学にすれば教育刷
新委員会の原則に収まるという意見だった。再度会
を持って７年制を JERC の案と一致させるように論
議することになった。

こちらの案が内容的にダメだということであれば
改めて考えなければならないが，ただ PHW の言う
ことを従っているだけだという印象を持った。
CME と十分な了解で PHW の考えを多少修正でき
れば幸せだと感じます。また医学専門学校の件では
こちらには全く責任はないことをはっきりと認めて
おきたい」

３）第２３回 総 会１２）（S．２２．２．１４）：特 別 委 員 会 と
CME による妥協策の模索，呼ばれた安倍委員長へ
のサムス大佐の主張

第２３回総会には安倍委員長の依頼によって，
CME の草間議長ほか委員（西野，田宮の各委員）と
特別委員会の福田臨時委員が参加して互いの主張か
ら妥協点が探られた。この会議の前に安倍委員長と
小宮主査によってすでに CME 委員と二度の会合

（２月５日，２月１１日）が持たれていた。また安倍委
員長は今朝サムス大佐に呼ばれて２時間にわたって
色々聞かれたことを報告した。

まず２月１１日に行った会合の報告が安部委員長か
らなされた。１．リベラル・エデュケーショは６・
３・３の上に１年行う。２．医学部の本科はその上
で４年とすると話したところこれに対して CME は
２年をプレメディカル・エデュケーションにして本
科を４年とする必要があると主張された。JERC は
６・３・３・４の３の高等学校を４にあるいは５に
伸ばす，４の大学を５もしくは３にすることができ
るから，その弾力性に収められないか，つまり全体
のシステムに調子を合わせられないかと話した。福
田委員は，これは不可能ではないがプレメディカ
ル・エデュケーションは大学で行うのが教員を得や
すいし，医学教育の雰囲気の中でやるのが適切だと
した。

草間議長は従前の考えに固執した。この点で草間
議長は GHQ の考えと同一です。結局他の委員は１
＋４は賛成しにくいにしても，２＋４くらいで今ま
でよりも１年延ばすのが妥当ではないかとの考え
だった。草間議長から以下の話が出た。６・３・
３・３・４は GHQ の directive（指令）として出され
たものである，あるいは出されることになってい
る。これを反対するのは被占領国として適当か。こ
れは既定の話であって動かすべき話ではないという
ことだった。これに対し我々は，GHQ の「ディレ
クティブ」として出たのならば反対できない，出る
前であれば我々がそうだと思う事柄について協議す
ることは結構なことだし，CIE との協議では JERC
はオートマチックに GHQ と独立して色々の問題に
ついて論議する自由を持っていることは PHW の
ジョンソン大佐が来た時に南原副委員長がそれを認
めさせた経緯がある。それでは今度総会で CME の
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方々に意見を開陳してもらいたいと願って，草間議
長もそれを承諾したが今日はまだ出席がない。その
時に自分は以下のことを言った。「１．CIE への不
満。CIE と JERC 並びに文部省との交渉で教育に関
しての論議と実行がなされるようになっている。そ
こに PHW がいきなり出てきているので CIE の態
度に対して不満を持っている。２．PHW と CME
に対しても同様である。CME は PHW の方で日本
の専門家の意見を尽くそうとの目的でできたもので
ある。しかし，十分な議論が尽くされていない。草
間議長はとにかく自分は PHW の意見に賛成なのだ
とのことだった。そこで今日伺ったところでは必ず
しも PHW に賛成ではない方もいるので，そうゆう
方がどうして議論を尽くさなかったのか」

さらに安倍委員長がサムス大佐と今朝１０時から２
時間通訳を入れての直接会談を以下のように報告し
た。サムス大佐は「５日（ステアリング・コミッ
ティ）と１１日（CME との会合）のことであなたの話
に不審なことがあるのでそのことを聴きたい。た
だ，その前に自分が考えている日本の医学教育につ
いて話しておきたい。日本の衛生設備は米国のいか
なる州よりも劣っている。昨年中に９２，０００人のジフ
テリア患者が発生したが日本の医師はその処置方法
を知らない。米国の方法で教えて，１／４に減じ
た。発疹チフスの予防や発生に対して，DDT の作
り方，使用法を日本の医師と衛生技師が備えていな
い。それでアメリカから来てそれを教えたところ
１／３に減った。また飲料水を清潔にする方法を知ら
ない。そのため赤痢になった患者も多かった。その
対策もアメリカから来て教えた。要するに本当に教
育された衛生技師がほとんどいない。７，８００万人の
中でたった４人だったと思うが……それ以外に衛生
上の設備について正確な知識を持っている者はどの
大学にもいないという状況である。こうした状態は
医学教育を扱っている文部省と政府の責任で，これ
はどうしても救わなければならない。６２，０００人の医
師の中でも本当に教育され信頼に足るのは１０人しか
いない。ところが医師は特権なるところの人命を
扱っている。医学教育にはたくさんの年月を他の教
育よりも要することは世界至る所で認められてい
る。自分はこのままに放置しておくわけにはいかない。

したがって，専門家が教育の制度を新しく変える

必要があることから昨年２月に CME を起こした。
起こすにあたっては CIE のダイク少将と最高司令
部の了解のもとにそれをした。CME は民主的に進
行しているのである。この審議会を昨年やってきた
ストッダード氏（米国教育使節団長：著者註）１１）も理
解していて，この審議会の決定をいかなるグループ
も妨害することはできない。また看護婦も実に幼稚
で召使いに毛の生えた程度だ。今度赤十字に模範的
な看護学校を作る。それから医学教育審議会の他に
歯科医学審議会も薬物の審議会もある。その他色々
な話が出て，結局君は医学教育に対して６・３・
３・４で良いと主張したと言うが本当か？また医学
教育といえども CIE を通してやるべきであって，
CIE はパッシブで CME はアクティブである状態で
はいけないと，こういう意味のことを君は言ったの
か」と尋ねた。そこで

「自分（安倍委員長：著者註）は医学教育を６・
３・３・４でなければいけないとは言っていない。
６・３・３・２・４あるいは６・３・３・１・４と
いう考え方があり，その考えによって全体の教育シ
ステムと妥協するというか，そのシステムを破らな
いようにしたい。医学教育が特殊な教育であること
を十分認めるが，それが日本の全体の教育からアイ
ソレートあるいはインデペンデントになっては困る
のだ。このことはニユーゼントもジョンソン大佐も
いたところで言った。

サムス大佐はそれに対して，『君は GHQ の組織
を知らないから言っているのだ。仮に PHW がディ
レクティブやメモランダムを出すとかしてもそれは
一 PHW が出すのではなくて最高司令官の承認を得
て GHQ を通すのである。CIE と衝突することはな
い。PHW から出されても GHQ の意向である。命
令である。こう考えるべきで，それを反対するとい
うことは日本における GHQ の政策妨害となるの
で，君がそうするというのであればこちらにも用意
することがある』と言われた（笑い）。

私は，GHQ の命令には今の日本の立場で反対す
ることはできないことは知っている。しかし，それ
が命令になる前に日本国民として日本の国のために
なることを考えているのだから，米国の命令といえ
どもそれが不当と思う方針，それについて自由に議
論することは構わないし，またなすべきことだと述
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べた。これはサムス大佐も全く了解した。そういう
気持ちならば十分歓迎するとのことだった。『君が
そういう意見を述べるのは GHQ の組織に無知の故
か，妨害の故かどちらかであるが，妨害でないこと
はよくわかった』と無知のためとなった（笑い）。

自分としてやはり釈然としたわけではなく，命令
が多方面から出てくるのを GHQ からと考えなけれ
ばならないが，そうなると文部省も困るし JERC と
しても問題が出てくるので，これが GHQ の命令だ
として押し付けられるのは不服である。また医学教
育だけを特別の年月を増やすことは医者のなり手が
なくなってしまい日本の公衆衛生は一層ダメになる
ので日本の現状から GHQ 案に賛成できないと言っ
た。

サムス大佐は『日本の医学教育，衛生組織が現在
のようなままならばいくら金を使ってもそれは無駄
になる。米国はそんな無駄に援助を無限にすること
はできない。日本の医者は多すぎるくらいで，人を
殺すような医者を沢山揃えても仕方がない。人を殺
すのを取り締まるために医者の数は減っても良いの
だ』と言ってこちらのいうことを全然受け付けな
い。また CIE が PHW の態度を是認したかどうか
ははっきりわからない。草間さんはまだ見えません
か」

柿沼委員「草間さんは安倍さんに全て話したので
と言ってどうしてもこちらに来ない」

安倍委員長「これまでの結果，我々の大体到達し
た案は６・３・３・１・４あるいは６・３・３・
２・４だった。CME は決議をしなかった。これは
投票をしなかったが，この時異議がなかったから，
CME の決議として GHQ の案に異議がないと認め
て良いことで，個人的に多少の異論があってもそれ
は構わないはずだ，これを実行する上で異議はない

（はずだ：著者註）とサムス大佐は言っている」
西野 CME 委員「CME で決を取らなかったとい

う話がありましたが，あれは一度も議題になってい
なかった。審議する機会がなかったのであります」
安倍委員長「草間議長は提議されなかった話はしな
かった」

南原副委員長「３＋４は我々としてはダメで，２
＋４を仮に置くとすると，これを本日出席の CME
の委員の意見を聞いて，それを大学か高等学校のど

ちらでやるかを JERC として案を立てて良いと思
う。その結果，指令でくるかどうかは別にして慎重
に研究して良いのだと思う」

関口 泰委員「結局は指令となるのだから，ここ
で論議するのは無駄と思う。」

渡辺銕蔵委員「３年の課程が総合大学の一般教養
ということと，日本の防疫，衛生，看護の遅れを取
り戻すための３年延長とは合致しないように思うの
だが，どんなことを教えるのか教えてもらいたい」

安倍委員長「防疫，衛生，看護などの欠陥を補う
ためにはそれを取り扱うだけの知識と人格を備える
医者がいない。それが根本欠陥であって，そこにリ
ベラル・エデュケーションを施す必要があるという
ことです。また，医者はまず医学全体を勉強して，
その後に専門に入る制度なので基礎教育を重視され
ている」

柿沼委員「自分にはリベラル・アーツ教育のため
に何故余計いるのか呑み込めない。理解できる説明
を PHW から何も受けていない。従来の経験からど
うも基礎教育が不十分である。リベラル・エデュ
ケーションの３年よりもプロパーの４年を１年ある
いは２年余計にいるのではなかろうかというのが福
田委員との考えである」として医学専門教育の充実
が教養教育以前に本来あるべきだと述べた。

安倍委員長「サムスは熱心で一方的に自分の主張
を強くするが悪い人間ではない。割合気分が悪くな
く話ができる人物です」

南原副委員長「専門委員の意見を聞いて我々が決
めている制度に織り込めるように多少の修正案があ
れば考えても良いが，これを CIE に話して，それ
から PHW に話す。あるいは同時に話す。問題は内
容を具体的に２・４とか２・５とかどうするか決め
て，それを以って交渉する余地はあると思う。結果
はどうなろうといい。最善を尽くして真実の意見を
陳述することをなすべきと思う」

３．JERCと文部省の職掌
１）第２４回総会１３）（S．２２．２．１４）：文部省の裁量に

ついて
第２４回総会には，６・３・３・４制度と義務教育

のための書類点検が行われた中で，「大学は４年を
原則とするが医学教育の修業年限を３年または５年
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以上でも良いとしたのでご承知願いたい」と日高第
四郎教育局長から説明があったと安倍能成委員長の
報告があった。これに対して，「第五特別委員会で
審議しているときに文部省が５年以上と決めて良い
のか。JERC では５年だった。それを文部省が変え
たことの説明を願いたい」と関口 泰委員から異議
が出た。日高局長は答える。「文部省は実行につい
ての責任があるので細部については JERC 案を多少
モディファイするのはご承知願いたい。文部省は実
行者としてモディファイしなければならないことは
生じることから，これを認めないということは文部
省の立場を認めないこととなる。文部省は JERC の
単なる小間使いではない。JERC に対して十分なる
敬意を評し，その決議に沿って行うが現実の障害に
対しては決議通りにいかないこともある。これをダ
メだということであれば私どもはこの職に奉じるこ
とはできない」としたが関口委員はさらに「どこま
で文部省が直して良いか，決めてもらいたい」と食
い下がった。

その後，仲裁が大島正徳委員や関口鯉吉委員から
あったが，日高局長は「文部省は指摘の落ち度は認
めるが JERC だけが相手ではない。法案作成でも司
令部は細かいところまで干渉してくる。JERC の決
定を無視しているわけではない，頭が二つあってそ
の胴体に文部省がいる状況を推察願いたい。さらに
JERC に対してオブリゲーションを感じているし，
GHQ/SCAP を無視することはできない。実行する
のには予算を取ることからも自由にはならない。そ
の辺の実行者としての立場を考えいただけないので
あれば責任を負うことはできない。根本的には文部
省は JERC に盲目的に服従する必要はないと自分は
思っている。実行者が責任を持つ以上は幾分の裁量
を与えないのであればいかなる人がここに立っても
全然判断力のない人間でない限りは，たとえこの委
員会が決定しても実行上の障害についての責任を負
うことはできない」と文部省の立場を力説した。

しかしさらに関口委員は「連絡委員会（司令部，
文部省，JERC によるステアリング・コミッティ：
著者註）があるので，そこでの話がなくて文部省が
実施の困難に名を借りて変えて良いのか。何も盲従
しろとは言っていない。ただその程度は許し得るの
かを問うているのだから JERC として決めてもらい

たい」と譲らない。そこで南原副委員長は「文部省
と司令部，ステアリング・コミッティなどでの話を
本会としてしっかり聞かなければならないと考える
ので改めてこの問題は議するようにしたい。しか
し，こういう場合には省議で決定する前にこの委員
会に出してもらいたい。これは今後文部省にお願い
する」としたが，日高局長は「そうすることが好ま
しいとわかっているが，細かいことをステアリン
グ・コミッティで討議されたりすると法案作成など
での時間的な制約もあり，厳しい司令部の意向との
兼ね合いもあり，何とか基本だけは曲げないように
したことで精一杯だ。この辺は了承していただきた
い」と実務上の困難さに理解することを求めた。安
倍委員長は「学習院の規則でも確かに司令部は細か
いところまで世話を焼いてくるので随分とお困りだ
ろう」と理解を示した。

結局，CME の３年制については特別委員会にお
いて福田邦三臨時委員がカリキュラムの細部を作成
しているのでこれを検討する予定になっていること
が小宮豊隆主査から報告され，柿沼昊作委員から
「特別委員会に CME の委員４人に参加してもら
い，それに共通の委員である自分が入ることで
CME との調整をとる協議をしているので，こうし
た自主的に案を決めつつあることを安倍委員長に意
思表示してもらうことが良いと思う。来週金曜日に
は大体の結論が出る予定である」とした。この問題
の解決に関して CIE は直接 PHW と交渉する意思
はなさそうで，JERC で論議して PHW に持ちかけ
てもらいたい感じであると矢野貫城委員がステアリ
ング・コミッティの会議で受けた印象を紹介した。
また矢野委員は「JERC が最高の機関なので医学教
育も教育の一つであることから CME があっても
JERC がまとめる必要がある。専門家の委員会であ
る CME があるのでまとまった意見をお聞かせ願い
たいとしたらどうか。CME の意見は意見として
JERC は独自の立場で意見を発表すべきである」と
したが南原副委員長は「特別委員に専門家を参加さ
せ，その意見を尊重して討議している今のやり方で
よろしい。こっちから CME の意見はどうかという
のはおかしい」とした。

最後に安倍委員長が「JERC としては第５（特別
委員会）からの話で JERC としての案を出すことに
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なる。サムス大佐は３＋４を主張していて，これは
CIE と PHW の関係の話であるが，CME との協議
は必要だろうとのことで草間（良男）君と話したが彼
は CME の意見は言えないが個人の意見はあるとい
う要領の得ない話だった。西野（忠次郎）・福田君の
話では２＋４あるいは１＋１＋４との意向だった。
サムス大佐は CIE と PHW が矛盾していることは
なく PHW の命令は GHQ/SCAP の命令なので，こ
れを審議することは GHQ/SCAP の構造に異議を挟
むことになる，日本人として許されないとサムス大
佐は威圧的だが，CME での民主的な結論だと彼は
言うが討議がされていない。サムス大佐の言ってい
ることは疑っては失礼だが彼が言っていることは本
当なのか，ということでニューゼントに会って確か
めたい。それとは別に第五での妥当な意見を期待す
る」として閉会された。

４．難航した６年制収束
１）第１５回特別委員会１４）（S．２２．２．２８）：臨時委員

福田邦三教授と西野忠次郎名誉教授の参加。修学年
限２＋４年の福田試案を検討

第１５回の特別委員会が，第２４回総会で医学教育修
学年限について特別委員会での妥当な意見を期待す
るとの安倍委員長の言によってその１週間後に開催
された。小宮豊隆主査，柿沼昊作委員などの５名に
臨時委員である福田邦三と西野忠次郎が加わって会
議が行われた。最初に福田臨時委員が６年制案を５
年・７年制案と比較して提示した。柿沼と西野とは
同案を事前に同意している，あるいは共同作成者で
あるとのことから質問には福田が中心となって対応
した。

まず冒頭に文部省大学課長から歯科から出された
上申が報告された。内容は速記録として記載されて
いない。委員から上申の扱いについては今後にする
とのことで早速本題の医学教育年限の問題に入っ
た。

福田臨時委員が用意した刷物で修学年限について
説明した。この提案は個人的意見ではなく可及的多
数の意見からの結論を盛り込んだので大勢の意見の
代表のつもりでまとめたとした。

「国家の衛生政策によってどのような医師を養成
するかが決まる。（配布資料は：著者註）衛生政策か

らみた医学教育を記載した。治療医としての必要な
ことは，患者の身体と環境を理解できる，身体だけ
でなく人間の意味を含む。医学上は勿論だが患者の
人間を理解しなければ患者の悩みは解消しない。あ
るいは自身が知っていないでもどうして利用しなけ
ればならぬか〔ママ〕（転医の必要：著者註）を知らなけ
ればならない。

養成期間を短くした教育，今までの医学専門学校
の卒業生のようないわば第二流の医師が役立つか否
かである。彼らは広く田舎まで行きわたることと診
療の経費が安い。したがって，立派な医師よりも普
及の面では役に立つ。さりとて医師の教養，素養が
不十分だととんでもない間違いをすることになるか
らこれも考えもので，使い途によって使えるという
ことになる。

一流の医師ばかりでは偏在と高い医療費が起き
る。これらは厚生省が対処するだろうが患者と医師
との人間的な接触が不十分という欠点がある。患者
の環境，生活を一緒に考えて患者の病気を取り扱う
ような，地域的の開業医のような扱いができにくい
難点がある。

二流の医師をなくして一流だけにして医療の普及
という目的の公的診療を盛んにすると家庭医が不足
する。そうすると保健婦の利用が考えられるが保健
婦依存の家庭診療は随分劣るだろう。世界の水準を
考えれば現在の医学部の卒業程度の医者が日本の国
の中にたくさんいることが必要である。二流の医師
養成機関つまり医学専門学校教育は随分いけないこ
とになるだろうと思う。

公衆衛生を専門に担当する医師は診療と異なった
区分で教育ができると思う。

学力の点を旧制高等学校と新制では１カ年半ぐら
いの差で新制が劣ると推測される。したがって現在
よりも２カ年多く６カ年教育することで現在の水準
を下げないようにできると思う。やり方によりこの
６カ年を十分利用することで，人文的教養について
も性格の陶冶が相当のところまで行くと思う。

これまでは医科の学生の素養の幅が狭かったの
で，人間としての教養の広さを持たなければ教養の
深さも出てこないと思う。新制度の大学において第
１年を終了したくらいの物理学科，生物学科，化学
科などの基礎学科の一般的素養，また外国語では外
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国文学，思想についての素養，法文経系統の一般的
常識も同様に持って欲しい。これらを総合すれば３
カ年を予定しなければならないが，２カ年は絶対に
必要となる。これがプレメディカル・コースであ
る。

世界の水準としてイギリス，アメリカについて
は，ケンブリッジ大学の医学教育の書物から見る
と，いわゆる優等生コースを３カ年みっちりやって
から病院実習を依頼した他の病院で３カ年受ける。
終了後にケンブリッジで試験だけを受けてバチュ
ラー・オブ・メディシンの学位をもらう。前期３カ
年後期３カ年となるが，基礎医学をケンブリッジで
教わるので内容的には前期２カ年後期４カ年と見る
ことができる。米国は標準的な例を調査局が資料で
配布したようだが，カレッジの３学年終了時に医科
大学に入学して４カ年の計７年で卒業してドク
ター・オブ・メディシンの資格を得て，院内実習を
やった後で医師資格を貰うことになっている。結局
イギリスは２・４年制，アメリカは３・４年制で，
こうした世界の水準を参照して日本での年限を考え
てみた。

７年制は相当余裕があるので前期を別の大学でや
ることも可能だし，学生も週５日で余暇の生活をエ
ンジョイできるであろう。しかし反面父兄の負担は
相当大きくなる。医学部と医専の学生の父親の年齢
を調べたところ表のように隠退年齢に至っている。
知識階級は戦後の経済変動で相当貧困化していて，
その子弟が志望してくるので，真面目に診療する気
持ちの医者が多くできる望みがある。しかしそうで
なく貧困化した知識階級をボイコットするような垣
根を設ける高等学校になると，１年伸ばしたことが
実際に優秀な医者を作るつもりとは相反して好まし
からぬ家庭教育を受けたような者が比較的多くなっ
てくる危険がある。また志望者の減少は学力平均素
質が低下してくるし，定員に満たなければ優秀な者
を教育する目的にそぐわなくなってくる。

次に６年とした場合は，前期２年と後期４年は時
間を有効に使うためになるべく同じ大学で連絡を密
にする必要がある。学習指導も適切にして，基礎医
学も前期の後半で教えることは時間の節約能率化に
役立つ。学校の配慮と本人の努力のもと週６日の授
業として他学部の教授力も利用し，試験は厳重にや

る。入学試験および後期への進学試験を検定制とし
て学力水準を維持する必要があると考える。

では５年はどうか。負担が軽いことと多数の志願
者から選ぶのには良いが，前期１年の時間は短かす
ぎて人間的な教養を積ませることには無理がある。
学力と人間育成から５年は無理だと思う。

結論として
１．７年制は教育費の負担が過大であり，志願者

の性格上および学力上の素質低下の危険性が大
きいから一般の国民の富の上昇および潤沢な育
英制度の発達を見るまでは推奨し得ない。

２．５年制は６・３・３制を前提とする時は知識
および教養の深さおよび幅において不足する惧
れが大きいから特に二流医師を利用すべき衛生
政策の上においてのみ推奨できる。しかるにそ
のような政策は採用さていない。また６・３・
３制は確定している。

３．６年制は現在および近い将来の日本では品性
および学識において最も良き医師を育成する方
法である。学校側および学生側の十分の努力が
払われるならば，世界の水準に達する医師が卒
業せしめられる。しかして次の二項が極めて必
要である。

（一）特に優秀な者には５カ年で卒業できるよ
う，貧困者に対する年限短縮の途を開くこ
と。

（二）院内実習生に対しては，米国におけるごと
く食と住とを給するか，またはこれに代わ
る処置を講ずること」

連絡を取っていたとした西野臨時委員もこれに賛
同した。関口鯉吉委員は結論に敬意を表するが
JCER 制度に合わせる工夫はなおできないかとして
独自の考えを示した。小宮主査もなんとか JCER 制
度にと固執している。新制度はそれぞれの段階で完
成教育を目指しているので，高等学校の中にプレメ
ディカル教育を入れるべきでない。それぞれの専門
の立場から大学の中で必要とすることについて考え
るのが順当ではないかと，６・３・３制の根本精神
を考えるべきとの意見を菊池龍道委員は述べた。ま
た，大学４年制はどの学部もそれで我慢というとこ
ろもあるので医学部だけが法文経系統の一般教養を
他の大学生よりも高く持たなければならないのは非
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常に妙な気がする，他の学部が低い準備で良いのか
と聞こえると倉橋惣三委員は述べた。柿沼委員は，
医者だけがリベラル・アーツ・エデュケーションの
高いのを要求するのではない。前期後期と分ければ
後期の学部は２年では足りないから４年となるとい
う解釈を示した。

論議は活発で長時間にわたった。速記録では福田
の説明に４頁，その後の質疑応答で９頁余が費やさ
れている。この会では福田，西野，柿沼の医学教育
者から医学部２＋４年制が提示されたが関口・倉橋
委員などから合意を得ることはできなく，また小宮
主査は JCER 制度に繰り込める道を医学教育者に期
待し続け，彼らの提示案に積極的な態度を取れない
まま総会に「こういう意見があったということを報
告致しましょうか」として閉会した。

２）第２５回総会１５）（S．２２．２．２８）：福田・柿沼・西
野案がほぼ確定

第２５回総会では小宮主査から「特別委員会として
２年を１年に短縮できないかとの話もしたが福田臨
時委員は教育年限の６年は必要だという話だった。
そこでこれを総会にそのまま出すようになった」と
の説明で福田臨時委員がその理由を以下のように述
べた。

「私の考えの根本は，政府の衛生政策が要求する
医師の質となる。今の日本の衛生政策からは世界的
水準に達する一人前の医師を社会に供給することな
ので，現在の医学教育の水準を下げるわけにはいか
ない。第一段階がプレメディカル，第二段階が基礎
医学，第三段階が臨床医学で，それぞれ２年を当て
る。プレメディカルの２年は人文的な教養を含めて
基礎になる物理化学数学などになり，その後の２年
は本来の医学となることは例えば工学などと同様だ
と思う。そのほかに臨床学科としての２年が必要だ
と見積もっている。主観的な判断だが全体の６年を
５年で済ますことは優秀でないとよほど難しいと考
えている。そして毎週６日の授業を行うことで米国
の週５日の授業と同じになると考えている。これに
は他の学部教授力や試験を利用して学問の水準を維
持することが必要だと思う。アメリカ流に７年にす
れば学生生活は楽しむことができるだろうが戦後の
経済変動により知識階級は貧困化しているので父兄

の負担を考えると１年の短縮は利がある。延長によ
る志願者の減少は学力の低下をもたらすのでこの辺
が心配である。７年制は一般国民の富の上昇や奨学
金制度が十分発達するまでは推奨し得ないと思って
いる。反対に５年制は二流の医師養成で良しとする
衛生政策であるならば案の一つでしょうが，現在の
政策では５年制は力が足りない医師になると考え
る」

なお，５年制を工夫すべきだという意見が数人か
ら出たが福田教授の理にかなう答弁で南原副委員長
から専門委員を加えて特別委員会で最後の結論を出
してもらいたいと要望が出て閉会された。

３）第１６回１６）（S．２２．３．３）・１７回１７）（S．２２．３．７）特別委員
会：６年制案の根拠と学校教育法案（新聞報道）につ
き審議，６年制の総会提案を決定

第１６回特別委員会では福田・西野臨時委員の参加
の下に医学部・医科大学の６年制を根拠づける教育
課程案につき詳しく審議された。

冒頭に福田臨時委員から「第２５回の総会で６年制
の学科課程を提出して欲しいとの要求があった。こ
のためこの件は特別委員会でその点まで突っ込んで
研究したら宜しかろうとの勧告だと理解しますが，
それで宜しいか」との確認の発言があり小宮主査か
ら「結構です」との了解から始まった。

福田臨時委員は「西野，柿沼との３人で学科課程
表を検討した」として自身が前回２＋４の案を提示
したことからこの理由としての細かいカリキュラム
を提示した。どうして統計，数学，生物，外国語を
含んだ文科系学問の履修が大学レベルで必要なのか
を他学部との比較で説明した。

小宮主査は「ミッション（米国教育使節団報告
１）：著者註）には医学教育には特別な取り扱いをす
るとしてあって，枠にはめる気はちっともない。た
だ，JERC の方では高等学校，大学ともに幅のある
ものにしたので，その枠にはめたい。エキスパート
の方が高等学校は３年，大学は６年でなければなら
ないということであれば，この特別委員会では総会
に向かって医学の方ではこういう考え方なので，そ
れから先は総会で考えてくれと報告するわけです」
というスタンスを崩さない。

様々な意見の中で天野貞祐委員は，６・３・３の
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高等学校を４にして旧制高等学校の性格にしたいと
の基本的な話まで出してきた。つまりそれで医科大
学を５年にできないかとのことである。いったん福
田臨時委員はこうした意見にも賛意を評するが，結
局６年制で同一大学修学が好ましいとした文書を総
会に提出することにこぎつけた。しかし，なお天野
は次回に再度高等学校４年医科５年を討議すべきと
した。こうして閉会された。

第１７回特別委員会１７）（S．２２．３．７）が前回の４日後に
引き続いて行われた。この日は新聞掲載の学校教育
法案との関係につき審議されたが，懸案の医学教育
６年制に関する特別委員会としての決議案をなお審
議したのちに総会への提案を決定した。

小宮主査「昨日の毎日新聞に閣議にかかる筈の文
部省案としての学校教育法案が発表された。これは
第５特別委員会で考えていたものとだいぶ違う。医
学教育年限は重要な関わりを持つと思われるので学
校教育法で取り上げられている高等学校の年限，大
学の年限についての意見を聞きたい」として会は始
められた。法案と委員会との差異は，「法案では高
等学校は３年，ただし特別に技能教育が要するとこ
ろは４あるいは５年とすることができるとされてい
るが，委員会ではカルチャーとボケーショナルとの
区別なしに３～５年に決めたのでそれに従うべきか
どうか聞きたい」とした。

天野委員は「６・３・３・４は現実的ではない。
理由は，今の専門学校・高等学校をカレッジにする
としても教授力は到底ない。国家の非常に困難な時
に大改革をやれば形ばかりで内容の整わない非常に
不十分な学校となってかえって改悪となる。高等学
校を４年にすれば医科との連絡もよくなる。技能で
ない一般の高等学校は４年，大学は３年にしておき
医科は高等学校４にしておき医科大学を５年にする
という臨時過程として持っていく。現在の専門学校
は全て４ないし５年とする，名前は専門学校でも高
等学校という名前でも良い。ただし大学への資格は
全て同資格にすれば，今の趣旨を曲げないでこの時
期を無事に学校系統を整えていける。この委員会で
決めたようにやってもらいたい」として法案に反対
する立場をとった。

務台理作委員は「６・３・３・４を否定するもの
ではないが，今行われていることは実際は昇格運動

である。現在の中学校は上の３年の高等学校を目指
していて，現在の高等学校と専門学校は大学になる
ことを目指している。これは良いことだが，この国
力の疲弊した人心の安定を欠いているときに行うこ
とではない。６・３を実現することも困難で，これ
ができれば日本人の力として成功だと思う。その上
さらに３・４の高等学校・大学を一挙にやることは
後日後悔を残しはしないか。天野さんの６・３・
４・３でいけば現在の大学，高等学校，専門学校の
大部分はこのままいける。一挙に非常な変動を起こ
さずに今を超えられる」と旧守的な考えを示した。

天野委員は「６・３・３・４と決めたのだから原
則はそれで行く。そこに行く過程として６・３・
４・３で行けば困難を起こさずに切り抜けられる」
と改革へのソフト・ランディングを意識している意
を述べた。

小宮主査は「高等学校は４年だが大学は３年終了
すれば行ける。高等学校４年卒業すれば大学２年に
編入できるとすれば結局同じになるのではないか」
と相変わらずである。

関口鯉吉委員は「昇格熱を抑えなければならな
い。インチキ文化ができてしょうがない。文部省は
基準を決めようと言っても，それは基準に合わそう
と努力するだけで内容は空虚になるに決まってい
る。文部省は昇格を許すが新設は許さないと言って
いる。何たることか。この思想が根本的にいかぬ。
昇格は許さないが新設は許すと何故言わないのか。
この際何とかして昇格熱を抑えるように JERC がや
らなければならない」と新制度反対論を展開し，天
野委員が「全く同感。昇格しても教授力がないので
不完全な形だけものができるに過ぎない」と同調す
る。しかし，円谷光衛委員（衆議院議員・元 県視
学：著者註）の「６・３にしても国民学校の場合で
も教育者がいない。中学校という名前にしても碌な
教育ができないじゃないか。これに対しては心配し
ているが，とにかくこの場合は断行してだんだん自
然に解決するより手がないという結論です。ここで
論議しても遅い」との穏当な意見に対して天野委員
は「臨時の措置としてひっくり返せないか。今年か
らやるのは無理だ」と強硬である。対して円谷委員
は「そういうことをおっしゃっても困る。決議を断
行してもらいたいということで大蔵大臣に掛け合っ

歯科学報 Vol．１１９，No．６（２０１９） ５０５

― ３７ ―



たのだから」とするが天野委員は「６・３のことは
言わない。大学・高等学校のことです。無理に大学
を沢山作ると力のない大学を作ることになる。それ
よりも高等学校を４年にして今の高等学校もそのま
ま，専門学校もそのまま，ただし専門学校，高等学
校の大学入学資格を同一にすれば，教育の機会均等
という趣旨を徹底させる」と譲らない。

しばらく教員問題などが続き，天野委員が「臨時
委員の方が来ている時に他のことばかり論じていて
も何ですから。医科の方のことを」としたが，柿沼
委員は医科とも非常に関係があるのでこの論議は構
わないとしてしばらく続けられた。高等学校を誰で
も入れる程度にすることはないとする天野委員と，
これからの高等学校は昔の中学校に毛の生えた程度
に成らざるを得ないので，勢い大学の程度は下が
る。したがって大学の性格は全く旧制の大学と異な
ると関口鯉吉委員は新制度に対抗的である。ちなみ
に関口鯉吉１８）は東京帝大教授で東京天文台長を兼任
していた天文学と気象学の学者であった。この会議
に参加した時には定年退官（１９４６）した直後で帝国女
子理学専門学校（現東邦大学）の校長の席にあった。
また天野貞祐１９）はこの時期安倍能成の後を継いで第
一高等学校校長（１９４６．２．９～１９４８．２．７）を勤めていた
哲学者である。後に吉田内閣の文部大臣となり後
年，獨協大学を創設し（１９６４）初代学長に就任した。

医学教育の論議に入って福田臨時委員が柿沼，田
宮，西野と共同作成した決議案を以下のように提示
した。

「決議案一。新制高等学校第３年修了後，医学教
育を完了するまでの修業年限は，現在予想される諸
条件の下においては，制度上６ケ年を予定するのが
最も適当である」

「決議案二。医学に対する基礎科学学習の期間に
は同時に一般的教養の向上および人間性の陶冶に留
意するを要する。この期間としては２ケ年を予定す
るも，その教育内容は充分充実する必要があるか
ら，その教育の方法および場所は新制高等学校の性
格，内容および大学の学部区分の性格，構成と関連
して定めるを要する」として福田臨時委員は「今の
段階ではひとまずこの形で決議願いたい。専門委員
はこれでご用済みに願いたい」とした。

天野委員は「どちらの案でも賛成」としたが関口

鯉吉委員は「どうも医学だけ２ケ年必要だというこ
とには。理学も医学と同じ見解を持っている」とし
て，いったん懸念をしたがその後に「私も一・二に
ついては賛成」とした。

福田臨時委員は決議案三については米英仏の三型
の説明をした。それぞれの教育における特徴を以下
のように分類した。

第一型：本来の医学を学習する前の一般教養の徹
底を期し得る長所あるもの。米国型

第二型：一貫教育の長所を有するものとして６年
制単科大学の制度（参考）。ヨーロッパ医学教育は概
ねこの形。セントバーソロミュー病院医科大学（ロ
ンドン）の課程１～６年。４年から病院実習と臨床
科目が主体。

柿沼「単科の医科大学を認めざるを得ないが，新
制の高等学校卒を受け取って６年間は自分のところ
で一貫授業をやらなければなるまい」

第三型：（著者省略）
そして福田臨時委員は「ここでご決議いただくの

は一，二が良い。三は具体的すぎる」とした。
柿沼委員は「必ずしも高等学校３年で大学に行か

なく５年やってからでも良いのではないか。バライ
ティがあって良い。ゆっくり勉強したい人はそうい
うものを持った方がよい」として小宮主査の「医学
教育は６・３・３・４以外にさらに２年の教育年限
を必要とすることを第５特別委員会で認める。さら
に第二項としてその２年を６・３・３・４の上に
くっつけて６・３・３・６とするか」との質問に対
して柿沼委員は「しても宜しいし，６・３・５・４
としても良いことになる」と答えている。また
PHW の７年制に対する６年制に短縮する理由（既
述）を確認した。

天野委員の「一二のまま総会で承認願ったらどう
でしょうか」との発言で小宮主査「それではそうし
ます」そして最後に福田臨時委員が「決議案一二に
追加されている『現在予想される諸条件の下に於い
て』と書いてあるのは，７年説が強力に主張された
場合，刷新委員会がこれに合流しなければならなく
なった場合も考慮して，条件（新制高等学校の程
度，父兄の負担）が変化したから６年を７年に変え
ることを，合理的に認める立場ができてくると思わ
れることからこの言葉を入れてある」と追加して閉
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会された。

４）第２６回総会２０）（S．２２．３．７）：医学教育６年制案
の決定と学校教育法案の報道について

第２６回総会には前回の総会で宿題とされた特別委
員会における結論がまず小宮主査から紹介された。

小宮主査の報告は以下の通り。「本委員会から臨
時委員に願ってカリキュラムから必要な年数を計算
してもらった。お手元の印刷物は柿沼，福田，西
野，田宮，そして草間（良男）の委員の相談の結果の
決議案です。第５特別特別委員会もそれを了承し
た。それから最初の２年を高等学校か大学かどちら
に付属させるかの問題は，福田その他の委員の考え
で大学に持っていくのが適切だとのことでこれも了
とした。

決議案１．６年制
決議案２．医学に対する基礎科学学習の期間には

同時に一般的教養の向上および人間性の陶冶に留意
するを要す。その教育の方法場所は新制高等学校の
性格，内容および大学の学部区分の性格，構成と関
連して定めるを要する。
以上が承認された。

最初の２年を大学にくっつけるのが良いというこ
とはまだ特別委員会の審議済みになっていないの
で，アメリカ式とイギリス・ドイツ式を提示した」
そして決議の第１に関しては４人によって共同提出
された「医学教育の要請と修業年限」の資料が読ま
れた。

そこで安倍委員長は「サムス大佐は７年を固執し
ているそうですが，この６年案を持っていくべきだ
と思いますがいかがですか」と問うた。南原副委員
長は「初めの２年のくっつけ方は未決とのことだ
が，高等学校につけるのは意味がない。２年と決ま
ればそれで向こうに行ければ完全だ」と賛同した。
安倍委員長は「それではこの案を英訳して CIE に
持って行って承認を得る。承認が得られれば自然
CIE が PHW と談判することになる。こちらの説明
が必要なら説明する」とした。

また，第２６回総会２０）ではその３週間後に発令され
ることになる教育基本法と学校教育法に関して文部
省から報告された。この７日には該法令案が臨時閣
議の審議中で，この後には枢密院諮詢の手続きが

待っているという段階であった。学校教育法は毎日
新聞が未完成な案を５日の朝刊でスクープ的に報道
した内容に，特別委員会の小宮主査はその日の朝の
第１７回特別委員会で疑念を呈していたので，午後に
開かれた総会（２６回）でこの内容の確認が改めて小宮
主査から文部省剱木亨弘教育局次長に問いかけられ
た。高等学校の修業年限は３年とする，但し特別の
技能教育を施す学校においては４年または５年とす
ることができる（高等学校 第四章第五十五条）と新
聞に書かれていて，これは特別委員会から総会に出
して決議した内容とは違うのであった。小委員会で
は，「カルチュラルな高等学校，ボケーショナルな
高等学校全般を通じて三年を原則とするけれども四
年でも五年でもいいという風なことになっておった
のであります〔ママ〕」これだと通常の高校は全部３年
に制限されることになるが，今朝の閣議もこの条文
になっているのかと説明を求めた。「JERC によっ
た普通高等学校の融通を持たせた年限に関する建議
は司令部で認められなかった，またこのような差異
が２，３あるが何分にも了承願いたい」という剱木
次長の返答であった。

さらに，松井正夫大学課長から「大学設置協議
会」についての説明がなされた。この協議会は大学
新設に際しての内容の検討会議であり，昨年暮れか
ら司令部の要望で共通協議会として設置され十数回
開催された旨が報告された。安倍委員長は「それは
文部省の考えで行っているのか，そうであれば内閣
の JERC の存在との関係などを明確にして，仕事の
分担などを総会で了解を取る手続きがなされるべき
だ」と不満を呈した。

５）第２８回総会２１）（S．２２．３．２６）：CIEとの協議報告
第２８回総会では前回の総会決議を CIE に提出し

た結果が小宮主査から以下のように話された。
「CME の７年制は議決の結果ではないことが課題
になり，CIE は委員個人宛に意見を聞く方策を提案
してきた。小宮は総会に聞いていから決めるとして
別れた」なお CIE は PHW の７年制が決められた
手順の妥当性の有無について関心を寄せた。CIE と
しては PHW の提案を否定するために PHW に納得
させる理由を欲しがっているものと思われる。

南原副委員長は，CME は日本政府が備えたもの
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ではないので存在の妥当性を否定した。理由は政府
が設立したのならば文部省や厚生省など政府から諮
問すべきであって，PHW が自分の考えで適当な人
を集めているだけで顧問に過ぎないとの考えを述べ
た。同時に特別委員会には CME の議長を除いたす
べてが専門委員になっているのだから，６年制は名
分にそぐわないが賛成して構わないとし，CME が
開かれる場合には必ず該特別委員がでるようにと述
べた。CME で年限を正式に決める場合には特別委
員会と CME と兼任の委員は６年制で行けという意
味と思われる。そして安倍委員長は，CME の立場，
CIE の生ぬるい PHW への態度など気持ちの良いや
り方ではないがこれも止むを得ないとして，問題が
一歩進展していることで気持ちを抑えた。

５．変わらないPHW・CMEの主張
１）第３２回総会２２）（S．２２．４．１８）：CME 会議でサム

ス，自分達で考えたらよかろうと
第３２回総会では，文部省松井正夫課長が来週月曜

日に医学教育年限に関して CME の草間良男教授が
安倍能成委員長に返事を持ってくる予定になってい
るが，非公式の意味で以下を報告するとした。

「医学教育年限に関することから（文部省：著者
註）の問い合わせに関して CME は４月１０日と１１
日，１２日に PHW で正式の会議を開いた。１２名の委
員のうち１０名ぐらいの出席で，柿沼（昊作）先生は病
気で１回も出席はなかったが，西野（忠次郎）さん，
田宮（猛雄）さんは最初の１日，福田（邦三）さんは中
の１日の出席で，草間（良男）さんは全部出席でし
た。

昨年８月７日に CME から文部省に対する医学教
育に関する進言に関して，『旧制度の高等学校理科
３年後に４年の純医学教育でなければならない』と
いうことだったので，これは旧制度を基盤にした高
等学校であることから新制度での高等学校の程度を
考えてこの件が討議された。サムスが出席して自身
の考えをこれまで通り述べた。『１８歳の子供の能力
で，将来の自分の専攻を医科が良いか法科が良いか
を決定し得ない。大学の２年を終えて初めてそうい
う選択が許されていると考えている。人命を扱う医
師は，他の学科と違って高等学校の後にさらに３年
の大学程度の一般教養を受ける必要があると思う。

ただしこれはアメリカにおける自分たちの考えであ
るので君たちは君たちで考えたらよかろう』という
話があった。その後に福田案について検討された。
色々な意見が出されましたが結局研究されたところ
１．医科のプロパー教育は４年 ２．一般教養と医
科に必要な基礎科目教育は最低３年 ３．一般教養
教育は医科の予科としないで，他の大学で受けて医
科大学に入学する，との３か条が決定とされた」

JERC のプレメディカル教育が，２年に対して
CME は前と変わることなく３年を求めていること
なのでここが問題となることは明らかであった。

南原 繁副委員長は，「こちらの意向を CME に
受け入れてもらうために臨時委員として参加しても
らったはずが，その人たちが最後の時にほとんど居
ないで決められたように聞こえる」と疑念を呈し
た。

松井課長は，昨年の CME 設置の経緯を説明し，
その会には PHW と CIE の係官が常に出席してア
ドバイスを受けながら仕事をしてきた経緯があるこ
とを伝えた。安倍委員長はこの問題は正式に CME
から報告を受けてから再度検討するとした。最後に
松井課長が司令部の発想によって文部省が行った医
学専門学校と歯科医学専門学校の処置についての報
告がされた。その後課題が教員養成の学芸大学など
他に移った。

２）第３３回総会２３）（S．２２．４．２５）：CME 草間議長か
ら７年制の意見変わらずとの返書を報告

第３３回総会で安倍委員長から草間議長が本審議会
の総意として以下をお答えするとした文書の内容を
以下のように報告した。

１．新制大学の２カ年終了は小学校よりの就学年
数は等しいが，その学力は現制高等学校卒業に
も及ばないと思われる。

２．医学就業の決意はできるだけ高年齢になって
されることが好ましいことと，種々の弊害を伴
うことから従来のように医科に直結する予科ま
たは高等学校理科の如き制度は改めるべきであ
る。

３．よって医科修業を希望する者は新制度４カ年
制の大学で３カ年以上を修得しその間人文科学
と医者に必要な基礎的自然科学を習得したもの
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とする。
４．医学教育は４カ年とする。
安倍委員長は「結局サムス大佐の初めの意見に

CME は同意した形になった。出席者は大阪大学の
木下良順君，東大の東龍太郎君，厚生省玖下課長，
慈恵医大の石川教授，千葉大学学長の小池教授，兵
庫県立医科大学学長の正路君，それから草間委員長
で，柿沼君は全部欠席，福田教授は説明したが意見
は通らなかった。この後のことは CIE の問題であ
り，JERC の関係するところではない。しかし，何
かもう少しすべきだということであれば JERC とし
て表明したいと思う。次はどうしますか一回休むと
しますか」

その後，医学教育問題についての総会開催は７カ
月後であり，この間に歯科医学教育について第３３・
３５回総会と第５特別委員会の第２５・２６回が連続して
開催された（S．２２．５．２３～S．２２．６．２０）。歯学教育新
制度はこれらの会議で劇的な結末を迎えたことが大
きな岐路となって今日に至っているが，詳細は後の
編に掲載する。

６．唐突な解決報告
１）第４６回総会２４）（S．２２．１１．２８）：医科大学修業年

限問題は６年制で解決の報告
医学教育問題は第４６回総会で南原 繁委員長から

医学教育問題が解決したので日高第四郎学校教育局
長から報告があるとして，その結果について委員の
了解を得た。

日高局長は「プレメディカル・コースは４年制大
学において少なくとも２年以上の課程を終え，必要
な単位を習得したものとする。但し，６年制の医科
大学という考えにはしないこと。細かい解釈につい
てはなお決めておくことがあるが以上であれば
JERC の趣旨に沿うと思われる」と短く報告し，
「文部省が PHW と JERC との間を調整すること
で，CME の考えと PHW の指令が JERC の考えに
近づいたと思われる」とした。そして長期間にわ
たっての尽力と協力を謝した。南原委員長は質問が
なければこの問題は解決したとして，次の課題に
移った。

なお，安倍能成の JERC 総会委員長は昭和２２年７
月４日の第３８回総会が最終となっていて，同月１８日

の第３９回から第４４回総会（S．２２．１１．１４）まで安部委
員長欠席のまま南原副委員長が会を統括した。第４５
回総会（S．２２．１１．２１）から委員長は南原 繁が勤め
た。

医学専門学校の措置

医専は廃止することが決まっていて，現在の医専
の将来は大学への昇格か廃校か，高等学校への改変
かという３策のいずれかとなった。大学昇格は文部
省が決定することから専門学校が自律的に取れる道
は廃止か改変かのどちらかだった。この方針は第１
編で既述した経過で進行していったが，問題は
PHW が目標とした専門学校の多数の削減であり，
これに伴う多数の学生の行き先の措置であった。

医専の措置に関しては JERC でも医学教育問題と
して教育年限とともに課題としている。しかし，総
会で取り上げられたのは３回で２回目の第２０回総会

（S．２２．１．２４）において南原 繁副委員長から「専門
学校の措置については CME の具体案（過日柿沼昊
作委員が説明）に沿って両者の協定（文部省と
CME：著者註）ができたので文部省と委員会で円満
にできると思う。これ以上取り上げる必要はないと
思う」との発言があり JERC では問題の討議は行わ
れなく，措置の現状報告に限られている。

１．第１９回総会５）（S．２２．１．１７）：CMEにおける論
議の紹介

第１９回総会（S．２２．１．１７）では医専に関して安倍能
成委員長から「また，もう一つの問題として医学専
門学校があり，特に戦時中にできたために非常に不
完全であって，到底貴重な生命を託す医師を養成で
きない。これに対して PHW から理想的だが現状破
壊の案が出ていて非常に困っている」とのことか
ら，柿沼委員から以下の説明がされた。

「医学生は全体で約２万人在籍していまして，官
私立の大学付属の医専あるいはそれと同等の私立医
専は A クラスになりますので，その学生は卒業後
に１年間の教育を受けて，その後インターン，国試
となる。いわゆる B クラスの学生は医学教育を受
けているあるいは修了したとは思えないので全くお
払い箱にする。若し医師になりたければ３年の準備
教育と大学の医学部で４年の修学をするより仕方が
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ない。このことを GHQ は政府に対するメモランダ
ムとして GHQ 内で担当者のサインが今行われつつ
あるとのことだった。何とか制度変更によって生じ
る学生の犠牲者を少なくするための方策を GHQ に
提示している。B クラスの医専学生を A クラス校
の１学年下級生として編入させる案は了解が得られ
るようだ。ただし，新入生は B クラスに限らず A
クラスの医専学生も同様としてその処置が取れな
い。こうして医専をなくして大学の一本化にする。
延命できる学生としても経済的な困窮者は相当数生
じる。GHQ は医師資格については非常に厳格であ
る。対策を以上のようにとっても犠牲者は２，０００名
は出るのではないか」

山崎匡輔文部次官「向こうの方の言っていること
を聞いていますと，お医者さんというものはテクニ
カルなものも日本は劣っているが，ゼネラル・カル
チャーを持った，あるいは人格的に相当に高い人が
少ないと。医者が金儲けに走っているから患者を材
料にする。ああいうことは怪しからんのじゃないか
という語気が言葉の裏に終始含まれておるように見
えるのです」と医学教育改革を PHW が求める背景
にはこうした日本人医師への認識があることを伝え
た。

２．第２０回 総 会７）（S．２２．１．２４）・第２２回１１）（S．２２．
２．７）：医専問題は JERCとステアリング・コミッ
ティは関与しない

第２０回総会では南原 繁副委員長から医専の措置
の問題は JERC の責任外であることが表示された。

また第２２回総会１０）にはステアリング・コミッティ
の大島正徳委員が医専廃止問題に関する同会議にお
ける報告をした。「学生の犠牲についてはディレク
ティブかメモランダムをもらわなければ文部省は責
任が持てないと日高局長から話があった。この問題
には JERC も責任があるのではないかとウィグルス
ウォース君から話があった。JERC のこれまでの経
緯を話し，責任を持つものではないと話した。この
問題は文部省の自分からのことではなく元は PHW
でやっているのでディレクティブかメモランダムを
もらわなければならないということを日高局長は真
剣に議論していた。結局，この問題はステアリン
グ・コミッティで決める問題ではなく，高橋文部大

臣とニューゼント氏，サムス大佐で決めたらいい
じゃないかというウィグルウォース君の提案でそう
なった」

３．「医学教育刷新改善要項」２５，２６）が閣議決定される
JERC による医学教育が第２６回総会で決定（S．２２．

３．７）された３週間後に「医学教育刷新改善要項」が
閣議決定された２６）（S．２２．３．２８）。

内容は１．医学の学校は昭和２６年度を限り，大学
教育に統一する ２．医学の大学の組織規模などに
ついては別に定める基準を適応する。既存の大学に
対する適応は追って定める ３．医学専門学校は文
部省が視学委員会に諮問しその答申に基づいて措置
する ４．専門学校は前項の他に在校生に対する現
在までの教育の実情を調査し一定の標準に従いこの
同等以上の学校（A 級）と，この標準に達しない学
校（B 級）とに判別した上で次のように処置する。
１．A級の医学専門学校の修業年数は５年とす
る。４年の学校で昭和２２年３月卒業予定者は更に１
ヶ年の一般教養と医学の基礎学科を含む教育を完成
した上で卒業させる。２．B級に在学する生徒
は，昭和２２年度のうちに，別に定める基準に従って
A級の医学専門学校または高等学校，大学予科その
他の学校に転校することができる。この措置のため
必要に応じて臨時に特別な学級または学校を設け
る。３．医学専門学校はA級，B級ともに昭和２２
年３月３１日以後に新たに生徒を入学させない。

備考として，一．これらを実施するにあたっては
教育刷新委員会その他の機関との連携を緊密にする
二．この要項実施に関し必要な予算，法律的事項は
別に措置する と記されている２５）。この要項では医
学教育の年限等 CME と JERC との齟齬の事項には
触れていない。

４．第３２回総会２２）（S．２２．４．１８）：CME会議の決定
事項と医学・歯科医学専門学校の実施措置の報告

第３２回総会（S．２２．４．１８）で文部省松井正夫大学課
長から以下の報告があった。

「最初の話として，昭和２２年度に１年制の予科を
つけ，２３年度には２年制，２４年度には３年制の予科
をつけて大学にすることで司令部も文部省も了解し
ていた。しかし，昨年暮れになって PHW から医専

金子，他：教育刷新委員会と医学教育制度５１０

― ４２ ―



の教育はご破算にする。その生徒は一般教養と基礎
的教育を改めて受け直して４年制の医科大学に入る
との変更を言われた。現状に合わないので文部省は
折衝の結果，現在の医専を２グループに分ける。帝
大ならびに官立医科大学附属の医学専門部を基準に
して，これと同等ないしはそれ以上の内容の学校で
の生徒は（そこの卒業後に）もう１年一般教養と基礎
科目を学習して卒業させる。徹底的な再教育をす
る。

視学員の視察の結果を審議して，最後は司令部側
のアドバイスを受けるジョイント・コミッティで最
終的に決定した。そこの教育を止めて生徒は他の学
校に移すことにした。秋田県立女子医学専門学校，
山梨県立女子医学専門学校と男子の専門学校，高知
県立女子医学専門学校，福岡県立医学歯学専門学校
の歯医学部〔ママ〕。徳島の医学専門学校は A クラスだ
が３年と４年を他の学校に移すことにした」

この後，歯科医専についての現状報告があるが本
編では削除して後の編で記載する。

大学基準協会 The Japan University
Accreditation Association：JUAA

新しい大学制度を発足させるにあたって，その設
置を認可するための基準を作る必要から文部省は
１９４６（昭和２１）年１１月に大学設立基準設定協議会を設
けた。この発端は１９４６（昭和２１）年３月に来日した米
国教育使節団１）の勧告にあった。従来から「大学
令」に従った設置認可がなされてきたが，大学令に
よって帝国大学以外の大学の設立が可能になったと
はいえその基準は公私立に対して極めて抑制的で
あったことはすでに示した２７）通りだが，新制度は根
本的なその改変を必要とした。大学設立基準設定協
議 会 は JERC が 建 議（S．２１．１２．１７）し た６・３・
３・４制に準じて新制大学の基準の検討を始め「大
学設立基準に関する要項（案）」が２２年１月には作成
されたと推測されている２８）。ところが既述の基準要
綱案は文部省主導で文部省と既設大学代表者によっ
て作成されたことから，その基準はアメリカの大学
よりも日本の旧制大学をモデルにしたと評されたほ
どの内容となった２９）。CIE はこれに対して懸念を示
し自主的な運営の会議体を求めた。

そこで文部省は１９４７（昭和２２）年５月に国公私立大

学４７校とオブザーバである１０数校の高専校の代表が
集まり大学設立基準に関する全国大学連合協議会を
開催（日本大学講堂）した２８）。これまでは設置認可，
質の維持・向上についても教育システム全体が政
府・文部省の権力と責任を基本に組み立てられ運用
されていた２９）ものが，大学自体が相互に協定する自
主的基準を設けるべきだとして連合協議会は「大学
基準協会」の設置を決めた３０）。そして同年７月８日
に創立総会が開催された。

大学設立基準設定に関する各分科会協議員は以
下２７）の如くである。文科系学部分科会は１４名，理科
系学部分科会は１４名，女子大学分科会は５名の構成
となっている。理科系で医学部は３名（東大，千葉
医科大学，慶應義塾大学）と東京医科歯科大学 長尾
優となっていて長尾は歯学部を担当した。薬学部か
らの専任協議員は見当たらない。

大学基準は，設置基準にとどまらず，設置後の質
的向上を図るためにも活用できるものとすると決め
られた。なお，第１回の全国大学連合協議会で CIE
は米国システムを紹介する３名の講演者を用意し
た。ここで設置認可までの仕組みとその基準

（チャータリング・スタンダード）および設置後の質
の評価基準（アクレディテーション・スタンダード）
が自主的・民主的に運用されることで大学自治の理
念が作られ大学の質を向上させる話がなされたが，
それらが正確に日本の関係者に理解されたとは言い
難かった２９）。

事実，大学基準協会が会員大学の相互評価を開始
したのは１９９６（平成８）年からであり３１），第三者の認
証評価機関（公益財団法人）となったのは大学が２００４

（平成１６）年，短期大学，法科大学院が２００７（平成１９）
年，２００８（平成２０）年に経営系専門職大学院となって
いてアクレディテーションの歴史が浅いことを示し
ている。認証とは文部大臣の認証を受けた意味であ
る。

一方チャータリングに関しては文部省令として
１９５６（昭和３１）年に「大学設置基準」が制定されるま
で，基準協会の基準が改正を重ねながら実質的な法
的基準の役割を果たしてきた。学校教育法で文部大
臣は大学設置委員会に諮問すべしとなっていること
から１９４８（昭和２３）年１月に大学設置委員会（昭和２４
年６月，大学設置審議会に改称）が設けられた。つ
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まり大学設置の諮問は大学基準協会の作成した基準
が用いられて大学設置委員会が審議し文部大臣に答
申する手順となっている２７）。現在は大学設置審議会
の後継である大学設置・学校法人審議会（１９８７年９
月）が文部大臣の諮問に応じて公立私立大学・専門
職大学（含む短期大学）・大学院および高等専門学校
の設置の可否を答申している３１）。

２０１２（平成２４）年に当該審議会が可とした答申を田
中真紀子文科相が不認可としたことでメディアの話
題となったが，こうしたことは極めて稀なことで後
日同文科相は謝罪して認可している。また最近（２０１７
年）では岡山理科大学獣医学部の設置審査が社会的
に耳目を集めた。現在の大学設置基準と質の認証は
戦後の教育改革によったものであるが，現在の大学
設置はより緩和されているが質の保証に評価基準の
重点は移動していて，初期とは逆の関係である。

さて，医学教育に関する基準の提示は，１９４８（昭
和２３）年５月２５日に大学基準協会総会で承認された
「医学教育基準」が最初である。前年の１１月２８日に
JERC で PHW との２＋４についての合意が報告さ
れたが，この基準には PHW・CME の主張してい
た３＋４が以下のように入っている。医学教育の年
限は４カ年以上とするとし，「修業年限四カ年の大
学において二カ年以上の過程を修了し（中略），かつ
前記二カ年を三カ年とすることが望ましい」とされ
た３２）。学校教育法（S．２２．３．３１）や医学教育刷新改善
要項（S．２２．３．２８）２６）に医学教育年限に関する記載は
なく，長論議の結果がここで初めて公示された。そ
して民間による「大学基準協会」の「医学教育基
準」は，１９６８（昭和４３）年に文部省の医学専門委員会
が定めた「医学部設置審査基準」まで適用され
た３３）。

総括と考察

日本がポツダム宣言を受諾したのが１９４５（昭和２０）
年８月１４日で，サムス大佐は８月３０日に横浜に上陸
した。直ちに軍政局公衆衛生福祉局主任として業務
を開始した。そして，早くも１週余後の９月５日に
は横浜から慶應義塾大学医学部公衆衛生学講座の草
間良雄教授の自宅に部下のムールトン少佐と訪ねて
いる。戦後の医事制度の改革は，まず医師，歯科医
師の資質の向上を図ることから着手されたと「医制

百年史」（文部省）に記載された大事業はサムス大佐
によってここに始まったとみられる。

医療系の教育改革は新年を明けた１９４６（昭和２１）
年２月から PHW の傘下に医歯薬獣と看護の教育審
議会をサムス大佐が逐次設置したことから具体的に
動き出した。医育制度に関しては大学教育への一元
化，医学部教育前の一般教養の修学，臨床医学の重
視，インターン制度と国家試験は PHW が既定した
基本方針であった。

連合軍による占領政策は，間接統治によることが
米国政府によって決められていたので GHQ に沿っ
た方針の具体化は，日本政府と行政機関の発令・省
令などによって国民生活に浸透した。

医学教育の新しい制度が発令されるまでに至る経
緯には本稿で見たようにサムスの PHW と草間教授
が後半に議長となった医学教育審議会，そして教育
全般を扱う CIE 傘下の安倍能成委員長，南原 繁
副委員長の JERC，そして文部省の三つ巴によって
課題は紛糾したが，医育制度の大綱は論議されるこ
とはなく米国式がそのまま導入された。現在の医学
部の６年制は戦災直後の社会事情によって３＋４を
最後まで主張した CME が JERC の最終決定である
２＋４に歩み寄った結果である。最終的な JERC 決
議案では日本の復興が医学教育年数を変えることを
予測した文言となっているが，その後医学部教育年
限が公的に再検討されたことはない。CME の議題
には乗らなかったがサムスは米国の医学教育のよう
に一般大学の４年修学後に医学部に入学する形を望
んでいた。

米国の医学教育改革は２０世紀初頭に収益主体の医
学校の淘汰から単独の医学校は大学医学部への移行
が起こり，太平洋戦争前には医学部進学は人文系で
も理学系でも一般大学修学者がその後に進学する形
に移行していて，サムス自身が米国教育改革によっ
た直後の恩恵者という経歴がサムスの医師への厳し
い職業意識を育んでいた。

医学部教育の前教育に見られる一般教養の重視
は，医学部に限ったことではなく米国教育使節団が
勧告した新制大学の特徴であった。戦前の専門学校
では技術の習得に走り，広い視野と教養とを養う一
般教養が軽視されていた。旧制大学では学問研究だ
けを重視して，実社会から遊離しがちであった。旧
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制の大学と専門学校を一本化した新制大学では一般
教養を重視して技術者としても人間的な幅と深みを
有した人間を育成し，職業訓練を重視することで社
会との適合性を持ち，かつ大学として当然の使命で
ある学問研究を進めるという３点が特徴とされた。
つまりこの３点が新制大学の理念となった２８）。

安倍らの JERC は，CME を PHW のサムス大佐
によった私的な諮問組織に過ぎないという意識が強
かったが，JERC を統括している CIE は，医学教育
という特別な教育に関しては PHW で優先的に決め
るのが妥当だというスタンスだった。しかし，官制
によって設置された JERC は決定した事項を建議と
して総理大臣へ提出する機関であるという権威か
ら，CME の決定は押し付けがましい横槍と JERC
は捉えていた。したがって，JERC は CME と兼任
していた柿沼昊作委員に加え臨時委員として東大教
授の福田邦三と慶應義塾大学教授の西野忠次郎の医
学教育エキスパートを補強して，CME の決定を
JERC として特別委員会で再検討した。柿沼は
CME の自律性に関して疑念を持っている旨の発言
をしているが，それは彼は東 龍太郎と途中で交代
して CME の委員に就任したことによっている。会
議の適切な運営は安倍能成と南原 繁によったが，
彼らは日本の新教育体制は占領軍のお仕着せではな
く日本の審議機関が GHQ の指導に沿って自律的に
確定しようとする意識から可及的に「マッカーサー
指令」を避けることに意を使った。したがって，
PHW へは JERC によった自身の細かな研究によっ
た理屈がなければ反論できないと考えていた。
JERC の審議の目的は，これから発令される学校教
育法の小学校・中学校・高等学校・大学の修学年数
である６・３・３・４の体系に医学部も順当させる
ことだった。該法の元になる JERC の建議では大学
は４年が基本であるが前後１年の余裕をとった方策
とした。つまり大学年限は必要があれば３年でも５
年でも良いとした。高等学校も１年必要なら延ばし
ても良いとした。新制の高等学校は旧制と比べると
約１年半の学力低下は避けられないと見られていた
ことがこうした幅を持たせた要因の一つであった。
CME の決めた前教育３年を２年に短縮して JERC
建議案に収めることに論議はかなり費やされた。そ
して JERC の医学教育に関する論議はリベラル・

アーツ教育の年数とその教育機関に対してであっ
た。

大学（一般）の修学年数を米国教育使節団は触れて
おらず，高等教育が専門学校と大学との複線を大学
のみの単線化にすることについても同様に論及して
いない。これら高等教育の根幹をなす改革案は
JERC の前身である日本側教育家委員会（南原 繁
委員長）で検討され，４年を主体とした大学年限と
大学への単線化はその報告書に記載された。これら
が JERC で審議されて体系化された３４）。一方，医療
系教育機関の専門学校廃止による大学化はサムス大
佐の医療に対する理念によって芽生えた制度であ
り，一般教育における日本側教育家委員会の考えに
影響を受けた結果とは考えられない。サムス大佐の
そうした意思は一般教育の潜在的な動向より早期に
表明されていることが記録されているからであ
る１）。

多くの JERC 委員は医学教育年数の突出に同意し
なかった。この状況を２＋４年の６年修学年数とし
前教育の２年を医学部で行うことを JERC に決定さ
せたのは柿沼，福田，西野などによったといえる。
また，文部省の同意が後ろ盾になった。柿沼は各委
員の反対意見に同意したかに見える発言をしながら
自身の意見として医学部教育として前教育も修学
し，その年数も２年は必要でありその後の医学専門
教育の４年をさりげなく常に主張した。そして福田
はリベラル・アーツ教育と医学教育の細かなカリ
キュラムを提示することに努めた。サムスが強調し
たのはリベラル・アーツ教育の教育機関は，医学部
への直接的な切符を得られるものではないことであ
り，CME もそれに準じていた。文部省は CME 案
の前教育３年を短縮するように JERC でこの問題が
討議される前に PHW に申し入れていたので柿沼ら
の案に反対する理由はなかった。

特別委員会と総会を何度も行き来して練り上げて
決定した２＋４年案を JERC は１９４７（昭和２２）年３月
７日に無修正で総会決定とした。その月末の３月３１
日に民主教育と教育の機会均等，義務教育などの教
育基本法と学校教育法が公布された。

３月３１日に発令された学校教育法では「第五章
第五十五条 大学の修業年限は，四年とする。但
し，特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の
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学部については，その修業年限は，四年を超えるも
のとすることができる」とされた。しかし，この内
容は JERC が建議し，１９４７（昭和２２）年１月７日に閣
議請議された内容，すなわち修学年限が高等学校で
は３年とするが４年または５年に延ばせること，大
学も３年に短縮または５年に延長できることなどと
したこととは異なっていた。学校教育法はその案が
文部省で整えられて閣議に出され，そこで決定（３
月７日）から枢密院を経て衆議院に上程（３月１５日）
され，本会議（３月２０日），そして貴族院（３月２７日）
でもそれぞれの可決を受けて成立をみたことによっ
ている。したがって，JERC 建議と法令が違うのは，
この過程で生じたことになる。１月７日に閣議に請
議された学校教育法案は JERC 建議と同様の内容に
なっていた。しかしこの後に CIE からの修正要求
が起こり，修正を重ねて漸く総司令部の最後的承認
がないままに閣議に上程され決定された３５）。３１日の
学校教育法公布，４月１日の新学制実施，新制中学
校の発足は予定されていたので過密日程であった。

JERC は総会決定内容を CME に知らせて，彼ら
の歩み寄りを期待したが草間議長からは CME の医
学教育改革構想には変化がないことが４月に返答さ
れた。つまり前教育の年数と前教育の医学部進学へ
の前提の有無とに関してそれぞれの主張が埋まるこ
とはなかった。JERC と CME とのこうした膠着状
況の中で学校教育法は発令された。

したがって，最初に公布された学校教育法
（S．２２．３．３１）では特別の学部として医学部・歯学部
の年数には触れていない。最終改正とされた１９５３

（昭和２８）年８月１５日公布の学校教育法においては以
下の如くである「第五十六条 ２．医学又は歯学の
学部を置く大学に入学し，医学又は歯学を履修する
ことのできる者は前項の規定にかかわらずその大学
の他の学部又は他の大学に二年以上在学し監督庁の
定める課程を履修した者又は監督庁の定めるところ
により，これと同等以上の学力があると認められた
者でなければならない〔ママ〕」とされた３２）。したがっ
て，２年の前教育に関して年限は JERC の主張，医
学部とは別の課程としたことは CME の主張に沿っ
ている。そして監督庁の定める課程とは大学基準協
会が制定する医学又は歯学教育の基準によることを
意味していた３２）。ちなみに２０１９（令和元）年７月現在

では「第九章 大学 第八十七条 ２．医学を履修
する課程，歯学を履修する課程，薬学を履修する課
程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主た
る目的とするもの又は獣医学を履修する課程につい
ては，前項本文の規定にかかわらず，その修業年限
は，六年とする」３６）となっている。

CME からの予備教育３年の変更はなしとの返事
が JERC に送られたままで，その後のこの件に関す
る調整の経緯は JERC 総会で報告されることはな
か っ た。し か し７カ 月 弱 が 過 ぎ た 第４６回 総 会

（S．２２．１１．２８）で PHW と CME のプレメディカル・
コースは大学での３年以上を２年以上とすることで
解決した旨の報告が突然された。橋本論文３７）は１１月
の初旬にモートン・メモが文部省・PHW・CIE に
よる会議で合意が得られるとしていて，日高（第四
郎）ノートではジョンソン大佐（PHW：著者註）とも
南原 繁総長とも話がついたと記されていること，
また草間議長も同時期に CME で一般大学での２年
間を前教育（医学進学課程：著者註）とすることを話
したとしてこれらを合意に至る資料としてあげてい
る。職責から文部省の働きかけによったことが推測
されるが詳細な記録はないようである。

CME と JERC での検討された内容が公に知らさ
れたのは，医育機関の大学教育への統一と医学専門
学校の措置については既述した１９４７（昭和２２）年の
「医学教育刷新教育改善要項」２６）であり，教育年限
については１９４８（昭和２３）年の大学基準協会による
「医学教育基準」３２）が最初となっていて医学教育制
度がすっきりと決まらなかったことを物語ってい
る。

おわりに

米国教育使節団によった勧告，日本側教育家委員
会報告，その勧告と報告に準じて新しい骨格を決め
た「教育刷新委員会（JERC）」，医学教育に関しては
最終的に一部変容されたとはいえ先進的な米国医学
制度の導入を先導した「医学教育審議会（CME）」，
そして総司令部，「GHQ/SCAP 公衆衛生福祉局

（PHW）」，「民間情報教育局（CIE）」を頭に置きな
がら新制度の実現に行政として尽力した文部省，さ
らに法律の具現化のために設置された「大学基準協
会」など医学教育制度の決定と施行には多くの機関
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が絡み合った。前編と本編ではそれぞれの活動から
医学教育制度の新時代誕生への過程を見た。

１９４９（昭和２４）年春から新制大学の発足は予定され
たが，１９４７（昭和２２）年春に教育基本法の公布をみた
ことから一部私立大学の強い要望で１１校が１９４８（昭
和２３）年に新制大学の認可を受けた。私立学校に関
する基本法規である私立学校法が施行されたのは
１９５０（昭和２５）年３月なので，それとは関係なく大学
基準協会の大学設置委員会による設置審議が行われ
て新制大学の誕生をみた。国立公立大学は予定され
た１９４９（昭和２４）年春からであった。

私立の医科大学は１９５２（昭和２７）年春から新制の誕
生が始まった。慶應義塾大学は１９４９（昭和２４）年春に
新制大学となっているが医学部は他の医科大学と同
様に１９５２（昭和２７）年春から始まっている。そして
１９５５（昭和３０）年春から医学進学課程が認められて現
在の形になったが，旧制の医科大学誕生から医学専
門教育前の一般教育課程に関し短期大学構想が浮上
するなどなお多くの変遷を経た。新制歯科大学誕生
の経緯も医学部とほぼ同様だったので医学部進学課
程誕生は新制歯科大学誕生の編で述べたい。次編は
旧制歯科大学誕生について記す。

追記：教育刷新委員会は「当初は Educational Reform
Committee, ERC と 呼 ば れ た こ と が 多 い。後 に Japanese
Education Reform Committee, JERC と称された。ただし中
には，Japanese Educational Reform Committee と表記して
ある場合もある」と解説されている３８）ので本編は Japanese
Education Reform Committee, JERC とし前編で使用した
Educational Reform Committee, ERC は訂正をしないでその
ままとする。

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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