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はじめに

「歴史は現在と過去との対話だ」という歴史学者
カー（E．H．Carr，１８９２－１９８２）の言葉がある。カー
はその名著「歴史とは何か」１）で，科学哲学者のポ
パー（Karl R. Popper，１９０２－１９９４，１９９２年京都賞
受賞）の歴史観を批判しているが，科学的思考の
「反証可能性」を展開させたポパーの歴史の予測性
は，カーの反論を超越したものがあり，とくにポ
パーの漸次的社会工学（piecemeal social engineer-
ing）は，２１世紀の社会変革の指針ともなっている。
カーはソヴィエト連邦の歴史研究からポパーの「歴
史主義の貧困」（１９５７年）の歴史観を批判したようで
あるが，そのソヴィエト連邦はカーの死後の１９９１年
に崩壊した。歴史家による予測が極めて困難なもの
であるという一例でもある。

本学の歴史の一端について思い出されることは，
本学創立百周年を迎える頃のあの熱い検証の論議で
ある。教職員の中で幾度となく繰り広げられた記憶
は忘れがたい。一世紀に及ぶわが国の歯科医学が語
るものは何か。世界史の中で来たる２１世紀を迎える
までの後１０年の１９９０年という時代におけるそれぞれ
の思いの中でのことであった。そして，本学教職員
と同窓の同僚達の真摯な語り合いから生まれてくる
歯科医学・歯科医療は，言語表現を超えた重く熱い
歴史認識そのものだった。大学とは何か，教育とは
何か，研究とは何か，歯科医療とは何か，そして同
窓（alumni）の役割は何かという将来を見据えた論
議であった。

夢を語ることと予測性

わが国の歯科医学は，この一世紀に何をしてきた

か。そして来たる未来にはどんな目標があるのか。
その夢を語ることの意義は何かということが百周年
史編集でも繰り返し出てきた。ところが，どういう
わけか，夢を語る場面となると，意外にも誰いうと
なくそれが展開されることに口ごもってしまうとい
うことがしばしばあった。自分の専門分野の夢を語
るのであれば，止め処もなく出てくるのであろう
が，こと大学の夢となると躊躇した場面がみられ
た。恐らく，その頃の時代背景があり，わが国の医
学部・歯学部の抱える諸般の事情がそうさせたので
はないかと思われた。

その頃というのは，２０世紀から２１世紀への世替り
の時代であった。来るべき千年に希望を託する“ミ
レニアム（millenium）”という言葉が盛んに目につ
いた。本学の役職者も鹿島俊雄理事長，松宮誠一学
長，高木圭二郎学長から井上 裕理事長，金竹
哲也学長，関根 弘学長，石川達也学長にわたる時
代であった。

水道橋旧校舎の取り壊し，水道橋病院の再建，市
川総合病院の敷地移転と再建，そして単科大学とし
ての独立経営可否の予測，歯学部のカリキュラムの
編成と学内講座の統合問題，入学定員問題と編入制
度の検討，歯学部卒後の臨床研修制度，学位機構に
よる学位の改正，教職員の定年制の検討，学内人事
および職制の改善，再建後の水道橋病院・市川総合
病院の経営，東京歯科衛生士専門学校の施設が水道
橋から千葉校舎への移転，さらに歯科大学学長会議
の抱える諸問題，日本歯科医学会が抱える課題など
世紀末から世紀明けに抱える諸問題が噴出したとい
うか，とにかく諸々の山積した課題が押し寄せてき
たような感があった。そのために，夢を語るという
雰囲気が抑圧されたのであろうか。将来を予測する
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というだいじな認識が問われ，教授会では幾多の慎
重な議論が続いた。

水道橋校舎（病院）の１棟案・２棟案

水道橋病院建設では，財務的なことと，病院経営
の予測のむずかしさから，その規模と運営方法に意
見が集中した。財務的リスクの予測が困難であっ
た。

学長より教授諸氏に意見書を提出するようにとい
う要請があった。若輩の教授の何人かは水道橋病院
再建に意見書を提出したが，現実には相当に縮小さ
れた再建案であった。

ある時は，上層部の一部からこれら若輩教授に対
して，経済のわからないことでは困ると叱正があっ
た。新築の水道橋の建物を建ぺい率に従って１４階建
ての１棟案とするか，８階建ての２棟案とするかと
いう議論もあった。２棟案いうのは，騒音の大きい
中央線沿線側には８階建ての“貸しビル”とし，本
学の建物（本館）は，並列して別棟の８階建ての校舎
および病院とするという構想であった。竣工式の懇
親会で，理事会事務局側の一人から「１棟案でよ
かったでしょう」と念をおされたが，やはり２棟案
を実現してほしかった。それならば，１棟案で完成
した新しい水道橋の建物の最上階の１４階は，会議室
１室とレストラン（食堂）にしてもらいたいと上層部
に申し出たが，やはり財務上無理であるということ
であった。水道橋校舎再建築では，今でいう「環境
アメニティ」の配慮は通用しなかった。

余話として，旧水道橋校舎の建築物は，わが国の
建築関係の専門誌でも名建築物として記録される設
計監督の森山松之助（１８６９－１９４９，高山紀齋の義弟）
によるものであった２）。森山氏の設計になる建物
は，主なものだけでも，戦前の台湾の主要な建物と
東京の両国公会堂（旧本所公会堂），聖心女子大学パ
レス（旧久邇宮邸），新宿御苑の台湾閣，長野県諏訪
市の片倉館などがある。昭和４年（１９２９）以来，あの
建物で育った同窓にとっては，建物の取り壊しに涙
を流す思いであった。それで，あのオランダ風のタ
イル張りの壁面のタイルを保存したいとする趣向
で，木彫りの中に埋めて卓上装飾品とするアイディ
アが出されたが，実現しなかった。

時代を乗り越えた本学の命運

本学の歴史を紐解くまでもなく，その道程はわが
国の歯科医学教育機関の開拓的な道程であり，幾多
の災難と難事業を乗り越えてきた歴史がある。とく
に，校舎敷地の確保，学校経営困難，世界経済恐
慌，関東大震災，校旗・校歌制定，三度にわたる東
京大空襲，歯科医師法制定の苦難など。そのような
時代を高山紀齋先生をはじめとし，その中心に血脇
守之助先生と奥村鶴吉先生がおられて，さらに多く
の先達の努力と苦労があって今日があることを同窓
は忘れることができない２，３）。ここでは，あえていく
つかのエピソードを記述して，本学の歴史の展開を
断片的に通観してみることにする。

血脇守之助先生が揮毫された書は誠に味わい深
い。本学の歴史を語る百巻に勝って興味尽きないも
のがある。その多くの書は同窓間でも広く知られて
いるが，その中に走り書きのような筆致で「今今と
今といふ間に 今もなく今といふ間に 今ぞ過ぎゆ
く 皇紀二千六百年元旦 血脇老」があり，３０年ほ
ど前に水道橋の図書館で見つけた記憶があった。そ
の時，この書は血脇先生がどのようなお気持ちから
揮毫されたのだろうかと思いをめぐらした。それ
で，百周年記念誌編纂のころ，何とかこの書を掲載
してもらいたいと多くの方々に探してもらったが見
つけることができなかった。後日，「東京歯科大学
同窓会山梨県支部沿革史」（平成１３年発行）に掲載さ
れていることで，記憶違いでないことに安堵した。
皇紀二千六百年とは昭和１５年（１９４０年）で国の内外と
もに激動の時代であった。血脇校長の人間的側面が
如実に表わされていて，恐らくは後輩のために戒め
を含意して筆をとったのであろうかと。

血 脇 先 生 の 英 文 の 書 で，“Rise from your
ashes”（寄贈者：佐藤直彦氏）があり，本学図書館
の資料室に掲げられている。これも走り書きのよう
な筆致であり，あの大正１２年の関東大震災（１９２３年）
で校舎も灰燼に帰したことで，その直後の心境が表
わされている。さすが元英語教師であったことで，
英語聖書のマルコによる福音書１４章４２節の言葉
“Rise，let us go”の引用を思わせる。「復興の時
が来たのだ。諸君，ついて来てくれ」という血脇先
生の声が聞こえてくるような書である。そして関東
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大震災の翌年には，ニューヨークのロックフェラー
研究所の野口英世博士の揮毫になる「高雅学風徹千
古 大震災後壱週年 秋日 英世」が恩師血脇守之
助ために送られてきた。野口に対する血脇先生の温
情は破格２）であったようであるが，「出藍の誉れ」そ
のものであり，野口博士の思いが迫ってくるような
見事な筆遣いで，その扁額は本学に掲げられて燦然
と輝いている。さらに，血脇先生の破格の温情では
なく，人間みな兄弟に基づく温情の実践が，東京歯
科医学専門学校の仕丁“熊さん（島根熊吉）”の死に
際して行われた盛大な学校葬２）に表わされている。

殊のほかユーモアを愛した血脇先生は，「世の中
は五分の真味に二分侠気，あとの三分は茶目でくら
せよ 昭和六年初春 血脇仙」（血脇守之助傳に掲
載）と。百周年記念事業が終わって，血脇先生の長
男日出男氏（故人）の加藤家をお邪魔したときに，日
出男氏のご令室加藤澄江様から血脇先生の貴重な日
記帳を拝見させていただき，いたく感激した。その
折，「円くてもひと角あれや」の書が掲げられてい
て，本学図書館にもあり，まさに血脇先生ならでは
の独特な筆致である。つまり，「東歯カラーとは，
何事にも真剣に当たっていくにしても，絶えずユー
モアのある人間性が溢れていることである」と。

そのことが「歯科医師である前に人間たれ」の建
学の精神として継承されていることに繋がっている
ことだと思われる。同窓間であまりにも有名なこの
言葉に，記録上の文献がないことが珍しい。まさに
伝承であり，スピリッツアルな継承である。ただ
し，同窓関係資料以外の唯一の文献資料が，本学内
科学教授・市川総合病院長であった水野嘉夫先生

（現本学客員教授）の恩師（慶応大学）の土屋雅春著
「医者からみた福澤諭吉」中公新書，１９９６年（１３３
ページ）にある。もう一つ同窓からの伝聞である
が，血脇先生が学生に板書で語ったり，色紙に書い
たとされる言葉に，「旗幟鮮明」，「旗色鮮明」が
あったといわれている。これも文献的な資料が見当
たらないようであるが，血脇先生の教訓として「歯
科医師の道」を強調されたことのようで，単なる四
字熟語の類ではなく，胸にずしりと響く言葉であ
る。

口腔衛生学・衛生学からの展望

血脇先生の対外的活動と併行して，奥村鶴吉先生
の教育重視の業績は殊更重みがある。学校運営と経
済的手腕に関しては血脇先生に及ばなかったかも知
れないが，教育重視と研究重視は花澤 鼎先生と並
んで本学の基礎を築いた偉人である。

奥村先生の口腔衛生学の講義は大正２年（１９１３）ご
ろのようで，その後に奥村鶴吉著「口腔衛生学」が
大正６年（１９１７）に出版されていることは，世界的に
みても画期的なことであった。さらに，大正１１年

（１９２２）には，高野六郎教授（内務省予防局長，北里
研究所長歴任）による衛生学の講義が始められてい
るが，衛生学はその後，慶応大学の原島 進教授

（兼任），土屋健三郎助教授（兼任，後の慶応大学教
授そして産業医科大学初代学長），西村正雄助手（現
本学名誉教授）によって基礎が築かれていった４，５）。
そして昭和３３年（１９５８年）に大学院が設置されて，慶
応大学の上田喜一助教授が，衛生学講座主任教授，
西村正雄助教授となった。

奥村先生以来の口腔衛生学は，文部省から竹内光
春先生を大学院専任教授としてお迎えして，ここに
本学で衛生学と口腔衛生学がスタートした。これは
わが国の歯科大学・歯学部の中でも画期的であり，
極めてユニークであり，教育・研究面での黄金時代
が展開されていった。

上田教授は大連生まれで日比谷一中から慶応に進
み，衛生学で呼吸生理の業績から潜函病の権威であ
り，さらにわが国の毒性学の第一線での新進気鋭の
研究者であったが，本学の大学院教授としての要請
で着任された。理研時代に鈴木梅太郎の下で学んだ
ことで WHO のビタミン B１２研究の一員でもあっ
た。昭和４０年代の歯科学報の巻頭言「Klassiker
und Romantiker」は，上田教授の一面がよく表わ
されていた。研究者には古典派（着実な徹底型）とロ
マン派（着想型・発想型）があるようだと。若い頃，
ドイツ語で学んだ随筆の標題であったようで，寺田
寅彦をロマン派の例にあげ，数学者のガウスを古典
派にして，それぞれの長短を述べていたように記憶
している。自分は発想型かも知れないが，論文をま
とめる努力が必要だと。もっとも世界的に研究上の
発見をみると，“serendipity（偶然から発見する能
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力）“が意外なほどある。
竹内教授は，実際は昭和２０年から奥村鶴吉教授の

口腔衛生学講義の代行を文部省事務官時代から非常
勤講師として継続されていた。当初は「口腔衛生
学」のテキストを謄写印刷で発行していたが，昭和
２６，２７年に永末書店から竹内光春著「口腔衛生学
個人口腔衛生編」，「同 社会口腔衛生編」の２冊が
刊行された。竹内教授の齲蝕発病理論は世界的に著
名であるが，科学の方法論でいうと演繹的手法によ
るもので，齲蝕（むし歯）の発病を三つの因子で追及
する方法，すなわち環境因子（砂糖の消費量，代用
糖の普及），宿主因子１（歯の形態，シーラント開
発），宿主因子２（唾液と口腔常在菌）とし，これを
疫学研究で展開された。

昭和１５年（１９４０年）に竹内先生が文部省体育課に勤
務されて１７年余の年月を現在でいう学校保健行政に
尽力されたが，当時，竹内先生のように本学から衛
生行政に携わった先達として，日本学校歯科医会の
向井喜男先生（大正２年卒），予防衛生研究所歯科部
長の大西栄蔵先生（大正１２年卒），内務省嘱託で健康
保険担当の水野銈太郎先生（昭和２年卒），厚生省医
務局歯科衛生課長の高木圭二郎先生（昭和１０年卒，
第６代学長），厚生省医務局歯科衛生課長の笹本正
次郎先生（昭和１２年卒，竹内先生と同期生），その他
にも衛生行政関係に尽力された同窓が多いのは，奥
村鶴吉先生による口腔衛生学思想の実践であったよ
うに思う。

本学７０年史３）によると，昭和２５年（１９５０）１２月に，
天野貞祐文部大臣が本学視察で訪問された際の奥村
学長との談話に，興味深い記述がある。奥村学長が
「文部省では官立の大学に歯学部を設けるとのこと
であるが，模範となるようなものであってほしい」
と。これに対して，天野文相は「自分は国立の歯科
大学を計画すること等は止めてしまえてという声を
聞いておったが，学長の御意見をうかがって大変心
強く思う」という主旨の内容であったようである。
官立歯科医学校設立の請願は血脇ほか３５名の署名
で，かって明治３０年（１８９７年）に議会に提出された経
緯がある２）。私学から官立の歯科医学校を要請する
ことに，血脇先生・奥村先生のスケールの大きさの
一端が伺える。

奥村先生は昭和３４年（１９５９）に逝去され，ご遺族の

ご意志もあって，口腔衛生学教室は「奥村鶴吉記念
教室」と命名され，入口には故榎本美彦先生の筆
で，今里竜生氏の手によるブロンズのレリーフ４）が
掲げられている。

筆者はかって「東京保健科学大学（Tokyo Insti-
tute of Health Science）」の構想を時々提案してい
た。恐らく東京歯科大学を無視した発想だと顰蹙を
かっていたかも知れない。学校法人東京保健科学大
学の中心に東京歯科大学（Tokyo Dental College）を
設置するという主旨である（二大学一学校法人）。そ
の発想はボストンのフォーサイス・デンタルセン
ター研究員（現 Forsyth Institute）時代であったが，
もっとも切実に思うようになったのは，「保健生態
学（Health Ecology）」を真剣に考えるようになった
１９８０年代以降のことである。

フォーサイス研究所時代に，もう一つ忘れがたい
ことは，「博士」の学位のことである。歯学博士は
英語で“Doctor of Dental Science（DDSc）”となっ
ていたが，NIH への研究申請書類の学位記入欄に
DDS と DDSc を記入すると，PhD 以外の“other
degree”とされ，歯学士と解釈されて，申請上や
や不利であることに驚いた。４年制の大学院修了で
博士の学位取得者は，米国では PhD である。帰国
してから，早速その事実を知らせて，後輩の歯学博
士は PhD に統一した。ところが，文部省では外国
の称号名称であるので，その件には関与できないと
いう対応であった。昭和６１年（１９８６），高橋庄二郎大
学院研究科長の時代に大学院教務部長を拝命したの
で，教務部の田辺幸治教務職員を伴って，文部省に
歯学博士号の英語名称の確認に出かけた。その時の
文部省の対応はきわめて丁重であり，この件は，高
等教育計画課で確かめてもらいたいと手配しても
らった。そこでの回答は「英語の博士号名称は国内
では使用しないので，相手国が認めれば PhD も使
用されるであろう」ということであった。念のため
学術会議を訪問して確認するのもよいというアドバ
イスで，市ヶ谷の学術会議を訪問すると，同様な回
答であった。ところがその後，文部省から全国の大
学院に学位称号名の一斉調査（アンケート形式）が行
われたことには一驚した。本学の大学院研究科委員
会としては，「学術博士」が PhD にほぼ該当すると
回答したが，全国調査の結果の後，平成３年６月に
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大学審議会の「学位制度の見直し及び大学院の評価
について」の答申を踏まえて「博士（専攻分野）」と
なり現在に至っている。

むすびとして

わが国の大学制度の中で，医学部・歯学部の制度
が現行のままでよいか疑問である。もっとも世界的
にみても，医学部・歯学部の制度は統一されていな
い。つまり高等学校レベルからいきなり４年制，５
年制，６年制，８年制の年限をとるかどうかは，そ
の国の国情による。しかしながら，医療技術が高度
化する一方で，医療技術適用の判断，医療を受ける
側の患者の人権とそれぞれの患者の多様性など複雑
化する社会の中での医療を考えると，速成の医師養
成で対応していく時代ではなくなっている。今後，
おそらく４年制大学卒業者が医学部・歯学部の入学
資格となるであろう。年齢的にそれだけの社会的な
修養が求められているからである。わが国の私立大
学医学部・歯学部では，財務的なリスクを懸念する
ことであるが，現行の財務的制度の改正が望まれ
る。さらに，医学系の中で歯科医師は専門性（特殊
治療技術）の濃い職種であるので，現在の歯学部入
学定員数については真剣に検討しなければならな
い。

卒後研修制度は，時代的にますます重要な研修制
度となっていくであろうが，目下は医局での大量の
研修生獲得となって，医師不足の遠因としての大き
な弊害となっている。この卒後研修制度は，「公衆
衛生分野（保健センターなどで予防部門と介護部門）
と救急医療施設」に限定し，多職種多機能との連携
の基礎研修を終えて後に，専門性の医局を選択する
制度にしてもらいたい。

歴史の継承にはスピリッツアル面が多い。そして
歴史の発展過程には「継承責任」がある。時代の進
展とともに，大学における建学の精神の底流の中で

培われていく伝統がある。
筆者は百周年記念誌編纂に携わる前に，学生時代

に偶然にも７０年記念誌編集の手伝いをしたようであ
るが，７０記念誌の編集委員に名前が記されてい
る２）。市川の進学課程時代には，学生新聞編集に同
期の安藤三男君と携わって，コラム「破天荒」を設
定した。４０数年後，図書館長時代に図書館の資料で
確かめて，かろうじて見ることができた。

百周年から１８年余が経過した。創立１２０年まで後
１年余ということであるが，何が変ってきて，何が
変らないものであろうか。「変るものと変らないも
の（to be changed or to be not changed）」という
課題である。最後に，本学の千葉校舎の一角に，ヒ
ポクラテスの木（スズカケノキ，ギリシャのコス島
由来）が大樹となって聳えている。筆者の前任大学
の岩手医科大学から分与されたもので，医療倫理，
生命倫理を呼びかけているようである。

ここにいくつかの過去の出来事を話題にして記述
してみたが，誤謬があればご叱正願いたい。なお，
これからの歴史の展開にいささか参考になるものが
あれば，さいわいである。

〈筆者略歴〉
１９６２年３月 東京歯科大学卒業
１９８０年６月 〃 教授就任
２００４年３月 〃 退職
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