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ただいま紹介を受けました髙添です。入学式で皆
さんにお会いしました。今日，再び皆さんと話し合
える機会をいただいたことを，大変うれしく思って
おります。

人間は，おしなべて両親から受けた DNA すなわ
ち人となりと社会環境すなわち多くの人々との接触
および種々の経験特に青年期の経験と，それに対す
る自らの反応によって成長し固有な人格ができ上が
る。その二つの条件から逃れることはまず出来ませ
ん。従って，これからの６年間に経験されること
は，皆さんの人格形成にかなり重要な要素になるの
です。本日は野口英世先生のことをこの二つの要素
に関連してお話ししようと思います。皆様のこれか
らの生き方に，参考になればと願っての事です。

野口英世に関しては多くの伝記が出ております。
その数は少なくとも３００を超えております。研究業
績は，『Journal of Experimental Medicine』を初め
として種々の専門誌に原著論文として発表されてお
ります。合計１９８編と非常に多くの業績を残した方
です。さて，お父さんの佐代助さんです（図１）。こ
の佐代助さんのことについて，多くの伝記ではあま
りいいことは書かれていません。大酒飲みでぐうた
らだったと評されていますが，よく調べてみます
と，かなり違っています。一生懸命勉強もした方で

す。当時にしては珍しい，文章の書ける農民だっ
た。天満宮にお参りして，寺子屋にも通っておりま
した。農業にも長けていた。手先も器用だった。人
に優しい大変頭のいい方だったと思われます。長い
間，山道を往き来する逓送夫（今日の郵便局員）とし
て働いていました。

次はお母さんのシカさんです（図２）。シカさんに
ついては，大変多くの賛辞が送られていますが，三
つの特徴を挙げておきましょう。まず，大変な働き

講演記録

平成２４年度東京歯科大学「新入生学外セミナー」講演

「野口英世に学ぶ」

髙添 一郎 東京歯科大学名誉教授
略歴 昭和３年 横浜市生れ，昭和２９年 東京歯科大学卒業，昭和３３年 ス
ウェーデン国費留学生，昭和３４年 医学博士学位記受領，昭和４２年 米国テキサ
ス大学歯学部客員研究員，昭和４６年 東京歯科大学微生物学教授，昭和５６年なら
びに昭和５８年 スウェーデンカロリンスカ大学客員教授，平成元年 東京歯科大
学大学院歯学研究科科長，平成３年 WHO 口腔保健専門委員，平成７年 東京
歯科大学名誉教授，平成１２年 財団法人野口英世記念会会長，平成９年 The
Miller Prize 受賞，平成２０年 瑞宝中緩賞受賞

Ichiro Takazoe

図１ 父：野口佐代助

７７

― ７７ ―



者だったことです。猪苗代の三城潟には野口家と二
瓶家という二つの名家があり，その野口家の長女と
して生まれ，やがてお婿さんとして先ほどの佐代助
さんを迎えました。シカさんは働き者で，昼間は田
畑の仕事，夜は猪苗代湖で小エビや小魚を獲ったり
して，暮らしを立てていた。二つ目は，大変気丈な
方でした。戊辰戦争のときに官軍の偉い人のところ
に堂々と１人でのりこんで，１４歳の少女が「三城潟
の家を焼かないでくれ」と懇願したのです。そのお
蔭で近所の家は焼かれないで済んだという逸話も
残っております。そして教育に熱心だった事が最も
注目される所です。清作に大火傷を負わせた事を悔
いて，学問で身を立てない限り将来がない事を説
き，常に励まし，清作の出世を祈り続けた人です。

野口先生には多くの恩人がおります。まず，小学
校の先生です。三ツ和小学校の松本順次郎先生が清
作の才覚を非常に早く見出された。松本先生によっ
て清作はこれまでにない“生長”に任ぜられたので
す。級長というのは皆さんも聞きなれた言葉だと思
いますが，それを上まわって臨時教員の資格を“生
長”と呼びます。月給２５銭の生長になったのは清作
１１歳，小学校温習生でのことでした。その後，高等
小学校進学以来大変お世話になった，それどころで
はない。終生面倒を見て戴いたのが，この小林 栄
先生です（図３）。独特な教育思想を持った小林先生
と出会い，４年間の担任中に清作が受けた影響は，
測り知れません。野口が１９００年にアメリカへ旅立つ

に際して，最愛の母の面倒を見てもらいたいと懇願
し，小林 栄先生を父上様，奥さんを母上様と呼ぶ
事を承諾してもらい，アメリカからの手紙には必ず
この宛名書きを使ったのです。一方，自分の母親，
シカを城母（三城潟の母の意）と呼んでいたのです。

そんなわけで，野口英世が受け継いだ DNA は，
まず両親のいいところに由来しております。もちろ
ん悪いところももらっている。悪いところを取上
げ，野口英世の私生活を酷評する人もいますけれど
も，私はいいところのほうが多かったことを強調し
ておきたい。皆さんも全く同じです。両親からも
らった，いい DNA を大事に成長させていただきた
い。DNA というのは傷付き壊れる事があります。
しかし修復されます。しかも，エピゲノムによって
長所が増幅されるチャンスもあります。皆さんの
DNA が鍛えられ，立派なものになる事を願ってお
ります。自らを磨いて下さい。努力して下さい。

この方も恩人の一人です（図４）。ご存じのように
野口清作は，１歳半のときにいろりに落ちて，大火
傷をした。その火傷の手術をして下さったのが，こ
のドクトル渡部 鼎です。カリフォルニア大学，今
の UCLA を出られた方です。その手術の成功に感
謝・感激して，清作は医者になる事を決意してドク
トル渡部が運営していた会陽医院の書生となり，今
まで以上に勉学に励んだ。英語，ドイツ語，フラン
ス語，漢文など語学には特に力を入れたようです。

これが本学の歴史の中で有名な血脇守之助先生で

図２ 母：野口シカ 図３ 恩師：小林 栄先生
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す（図５）。血脇先生は，野口英世の恩人の筆頭とい
いますか，大恩人と呼ぶべき方です。血脇先生につ
いては伝記があります。是非読んで下さい。終生，
野口英世を激励し，援助し，私生活まで面倒を見た
方です。野口英世もこれによく応えました。東京歯
科大学と野口英世との関係は，この血脇先生の存在
無くしては語れません。お二人の絆と師弟愛は今日
も大学の学風に脈々と流れ続けております。皆さん
もその東京歯科大学の“DNA”に觸れられるもの
と思いますが，もしもそうでない方は，努めてその
形質を見出していただきたいと思います。

血脇守之助先生はまず大変勉強した方です。英語
習得のため六つの学校を修めて，最終的には慶應義
塾を出て，それから歯科医師になった方です。その
血脇先生が，野口清作を見出し，育て，世界の医聖
にまで押し上げたのです。出会いのエピソードは省
きますが，まず，高山歯科医学院の学僕に採用し，
語学学習の学費を工面したり，火傷の最終手術の執
刀者，近藤次繁教授あての紹介状を書いたり，と力
の入れ様には枚挙の暇はありません。野口英世がア
メリカへ渡るときの旅費を２回も工面して送り出し
たのです。野口博士がアメリカで名を成してから
は，野口の協力も得て日本の歯科医学教育を育成し
た大先生です。野口英世は後期医術開業試験合格
後，血脇先生のお世話で学僕をしていた高山歯科医
学院で突如，解剖学・薬理学などの講義をし，学生
を驚ろかせた話は有名です。

医師になる事を決意したときに，彼が家の床柱に
彫り込んだものです。「志を得ざれば再びこの地を
踏まず」と刻まれています（図６）。今でもそのまま
残っています。堅い決意です。そしてこの手先の器
用さ，確かにお父さんから受け継いだものであると
思われます。皆さん！一度は猪苗代の野口英世記念
館へ行ってこの切り込みをご覧下さい。野口清作の
大きな夢と決意の程に觸れられると思います。

次に挙げなければならないのは，当時，日本の細
菌学をリードしていた伝染病研究所所長の北里柴三
郎先生です（図７）。現在の学校法人北里研究所の創
始者です。ドイツの Robert Koch 先生のところに

図４ ドクトル渡部 鼎 図５ 生涯の恩師：血脇守之助先生

図６ １８９６年，上京に当って生家の床柱に刻んだ切り込み
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留学して，破傷風菌を発見した先生です。６月１３日
がご命日です。つい先週です。毎年ご案内を戴きま
すので命日祭に北里研究所でお参りしてまいりまし
た。この北里先生が，血脇守之助先生，順天堂の佐
藤 進先生や日本医事週報社（現在の日本医事新報）
の川上元治郎氏に推薦された野口を受け入れられま
した。野口英世は伝染病研究所の技手補に採用され
たのです。研究所では，帝国大学を出ていない医者
などは問題にならなかった時代ですから，大変珍し
い事でした。明治３１年同期に入所したもう一人の方
が後に Koch 研究所で Ehrlich 博士と共同してサル
バルサンを開発した秦 佐八郎先生です。そして間
もなく，野口にチャンスが訪れました。

北里先生の薦めで，横浜の海港検疫所へ検疫官補
として派遣されたのです。野口は大変喜んで，横浜
へ赴任しました。入港した船にペスト患者がいるこ
とを着任早々の野口が見つけたのです。高熱を出し
ている患者の血液中にペスト菌を発見したのです。
北里先生は，そう簡単には同意しません。志賀 潔
先生を派遣した所，“いや，間違いなくそうらしい
です”との事。結局，持って帰った標本を診て，北
里先生は，“確かにそうだ，ペストだ。よくやっ
た”と野口を褒めたのです。日本で初めてのペスト
防疫成功の功績です。野口はこのペスト水際防衛で
初めて医学界に存在を知られる人間になったと言わ
れております。

間もなくして遼東半島にある牛荘（ニュウチャ

ン），今は営口（インコウ）と言われていますが，そ
の港町にペストが流行しているということで国際予
防委員会がつくられました。北里先生の推薦で野口
は委員の一人として派遣されました。野口は牛荘に
着くまでに，何と船の中で船員から中国語を学ん
で，向こうに着いたときには簡単な会話ができたと
いう逸話も残っております。

さて，牛荘に行くことが決ったとき，血脇先生は
野口に赤毛布と共に一文を贈っております（図８）。
「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」と。人間というのは，五分は真面目
に過ごせ，そして二分は頑張れ，三分は気を抜いて
寛げと。この書を野口に贈ったのです。野口はその
頃，かなり高揚していましたので，この短歌を大変
有難く受け取ったようです。有名な科学者や著名な
方々の中で，野口博士ほど写真を沢山残している人
はあまりいません。しかしその中で彼の笑顔が写っ
ているものは一枚もありません。事実あまり笑った
り，気を抜く事はなかったのでしょう。血脇先生は
それを知っておられたのだと思います。

ここらで一つ，一息入れる話をしましょう。
Let me tell you a joke.
One day, Mr. Kekkonen, the President of the Re-
public of Finland, was invited by Mr. Khrushchev,
the Prime Minister of the Soviet Union, to the
Kremlin. At the banquet, they sat next to each
other, of course. Soon after the banquet started,

図８ 血脇守之助先生が贈った短歌図７ 北里柴三郎先生
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Mr. Kekkonen noticed that Mr. Khrushchev took a
golden tea spoon from the table in front of him
and put it in his pocket. Mr. Kekkonen was very
much surprised and asked him, “Is this a custom
of the Kremlin?” “You might say so. Try it!” Mr.
Khrushchev answered calmly. Mr. Kekkonen was
very much surprised at this answer, but soon was
tempted to try it himself. So, he put out his hand
sneakily and grasped the spoon. Unfortunately, be-
cause he was trembling so much, his spoon
knocked against his empty wine glass. The ban-
quet master noticed the sound and declared sol-
emnly “Attention please! Now Mr. Kekkonen, the
President of the Republic of Finland will present a
table speech for us.” Mr. Kekkonen stood up
firmly and presented a well-prepared table
speech. After receiving great applause, he sat
down. However, he could not give up on the
golden spoon and soon tried again, but failed in a
same way as before. Once again, the banquet mas-
ter declared “Attention please ! President
Kekkonen will present a second table speech”. Al-
though Mr. Kekkonen had not prepared an extra
speech, he had to do something. So slowly he
stood up and stated very elegantly, “Recently, I
have been learning how to do magic. Let me show
you a trick right now.” He then took the spoon
and put it quickly into his pocket, saying loudly
“Now, tell me where my spoon is?” Many people
shouted “In your pocket!”. Smiling, Mr. Kekkonen
replied, “No, it is right here!” as he produced the
spoon from Mr. Khrushchev’s pocket.

さて，その次に恩人として挙げなければならない
のは，Simon Flexner 教授です（図９）。Flexner 教
授は，志賀赤痢菌の発見者である志賀 潔先生に次
いで異種の赤痢菌を発見した方です。赤痢菌につい
ては石原和幸教授の講義で勉強して下さい。１８９９年
４月 Flexner 博士が日本を訪れました。日本の衛
生事情を視察するために来られたのですが，伝研の
志賀先生に会う事も大きな目的だったと思われま
す。そのとき北里先生に頼まれて野口は，先生を多
くの研究所や大学を案内したんです。英語を話せる

ということで頼まれたのです。野口は東京歯科医専
にも案内し，血脇先生を紹介されています。Flex-
ner 博士との別れ際，野口はアメリカ留学の希望を
申し出ました。“それはいいアイデアです，是非実
行されるように”という返事だったんです。その言
葉を“受入れ承諾”と信じて野口は１９００年にアメリ
カへ旅立ちました。先ほど申し上げたように，血脇
先生に３００円の大金を２回も用立ててもらって，横
浜を発ったんです。

彼がフィラデルフィアに辿り着いたのは１２月２８日
でした。古着姿のみすぼらしい格好で現われた野口
を見て，Flexner 教授はまず驚いた。あの時に言っ
たことなどすっかり忘れていました。しかし，「先
生，私にはお金がありません。泊まるところもあり
ません。もちろん仕事はありません。是非研究をさ
せてください」と申し出た野口を暖く受け入れたの
です。何と大学の宿舎の屋根裏部屋に泊まれるよう
手配をして下さったばかりか１２月３１日には，“明後
日から研究室へ来るように”と言われた。Flexner
教授とのこの出会いは野口にとって正に神の助け
だったに違いありません。１月２日から彼は研究室
に出る事が出来たのです。そこで始める事になった
のは，彼の全く知らない蛇毒の研究でした。この研
究を指導して下さったのは，Dr. Weir Mitchell, 既
に退職していた方です。

そして３カ月間蛇毒の研究をし，カーネギー財団
の助成金でデンマークの Thorvald Madsen 教授の

図９ Flexner 教授と野口英世博士
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国立血清研究所に留学する事になりました。サルモ
ネラハンターの牙城と言われている研究所です。後
年，野口博士は，外国生活の中で最も快適だったの
はコペンハーゲンだったと述懐しています。野口は
ここで免疫学を徹底的に学びました。彼はここで蛇
毒の抗毒素血清をつくることに成功して，アメリカ
へ戻ってまいりました。

何と帰米６カ月後に，カーネギー財団の助成で著
書『蛇毒（Snake Venoms）』を出版しました。彼の
名は一躍，世界中に知れ渡りました。この『蛇毒』
という本は，今日でも毒蛇の分類，生態，生理学を
網羅した，大変貴重な専門書と評されています。

話が外れますが，奥村鶴吉という先生が後で出て
まいります。血脇守之助先生の後を継いで，奥村先
生は長い間，本学の学長をしておられました。その
奥村先生の著書の一つに，「野口英世」がありま
す。日本での野口英世について著述された４００ペー
ジにわたる有名な伝記です，それに対してアメリカ
での野口のことを書いたのがこの Isabel Plesset で
す。Isabel は Dr. Plesset のお嬢さんです。幼少の
頃 Dr. Plesset 宅を屢々訪れた野口英世の膝に抱か
れて可愛がられたそうです。Dr. Plesset は精神科
医でした。進行性麻痺患者の剖検試料の大脳や脊髄
を野口に提供した方です。進行性麻痺は梅毒の第４
期と考えられていましたが，当時病原体の所在は不
明でした。梅毒が Treponema pallidumによって起
きることはわかっていたのですが，第４期にその菌
が一体どこにいるのかということはわからなかった
のです。それを証明したのが野口英世です。野口英

世の研究の中で，非常に大きな業績の一つです。
これは患者の大脳の切片標本です，所々に見られ

るらせん形の菌，これが T. pallidumです（図１０）。
２００枚１セットの連続切片染色標本を家へ持ち帰っ
て，鏡検していたんです。そしてある日の明け方，
遂に梅毒スピロヘータを大脳に見つけたのがこの光
顕像です。もちろん脊髄からも見つけました。当時
の世界的大発見です。朝早く，Flexner 教授に報告
し，二人で喜び合った情景を想像すると体が熱くな
ります。梅毒スピロヘータについて，彼は，昼間は
研究室で培養実験に熱中していました。１９１１年遂に
純培養に成功し，これを発表しました。これまた医
学界に一大センセーションを起こしたのです。

これは純培養所見です。適格な栄養條件を与えて
嫌気培養をしない限り，Treponema は発育しませ
ん。種々工夫を重ねて Treponema pallidumを嫌気
培養して，純粋の梅毒スピロヘータを得ました（図
１１）。この研究発表で野口英世の名声は世界中で高
まりました。残念ながら，野口の Treponema palli-
dum純培養所見は未だに追試されていません。

その頃に得られたすべての所見を集約したスピロ
ヘータの分類に関する論文も，貴重文献です。

少し疲れて来たようなのでクイズを一つやってみ
てください。――手が挙がりましたね。安心しまし
た。多くの M の中に N は三つ入っていたんです。
これからの生活の中で身に付けて欲しいものに，集
中力と観察力があります。それは自分で積極的に
養っていただきたい。次のスライドをお願いしま
す。

図１０ 進行性麻痺患者大脳内の Treponema pallidum
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これは野口博士が画いたものです。電子顕微鏡で
はないですよ。光学顕微鏡で観察して画いたスピロ
ヘータの分類像です。これはいまだに教科書にその
まま載っている，基本的なスピロヘータの分類です

（図１２）。これについても微生物学の講義で十分聞か
れると思います。

もう一つ，野口博士が世界で有名になったのは，
オロヤ熱の研究です。オロヤ熱というのは，ペルー
のある山岳地帯（海抜６００～２４００m）に生息する，ス
ナバエ（Phlebotomus verrucosum）が媒介する病気
で，高熱を発し重度の貧血を起こします。長い間，
ペルーの人が悩まされていたし，現在でも時々流行
しています。このスナバエに刺されると疣が出来る
場合があり，ペルー疣と呼ばれています。

遠征したハーバード大学の研究班はオロヤ熱の病
原体を確定し，Bartonella bacilliformisと命名しま
した。それ以前に Daniel Carrion という医学生
が，オロヤ熱とペルー疣は同じ病原体によるもので
はないかと考えて，ペルー疣患者の血液を自分に注
射し，亡くなってしまった。オロヤ熱の病原体とペ
ルー疣との関係は，当時はっきりしていなかったの
です。

野口博士はペルーで，その不明な点を多くの霊長
類を使って検討し，確かにペルー疣とオロヤ熱の病
原体は同一であること証明しました。しかも，本菌
が赤血球内に侵入する事も改めて確証しました。赤
血球に侵入する細菌は本菌１種類しかありません。

実験にはオランウータンの赤血球まで使っていま
す。不明な点を明らかにしたばかりでなく，Car-
rion の名誉を見事に回復したということで，ペ
ルーでは今でも野口英世は神様のように尊敬されて
います。ペルーばかりではありません。南米諸国で
は野口英世は今でも大変尊敬されており，多くの都
市のブルバード名に Noguchi の名が冠されていま
す。当地の黄熱病の予防や治療法に大きく貢献した
からです。

野口博士には若い頃から多くの友人，多くの支援
者がいました。代表的な友人は，八子弥寿平です。

図１２ 野口博士が画いたスピロヘータの分類
Noguchi, H. : The spirochetes. in Jordan E. and

Falk E. Edited. The Newer Knowledge of Bacteriol-
ogy and lmmunology. University of Chicago Press.
Chicago, pp.４５２－４９７，１９２８．

図１１ Treponema pallidumの純培養
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その孫，八子弥寿男氏は現在野口英世記念館の館長
をしております。八子弥寿平のお父さんの留四郎と
いう人が野口清作の鋭才を，認め，経済的にも，多
くの支援をしたのです。

次は荒木紀男先生です。今日，歯科医療に使う陶
歯を，アメリカで勉強して日本でつくり始めた人で
す。本学出身者です。ニューヨークで野口と同室で
生活しました。荒木は，“実験結果が出たら，検証
済次第出来るだけ早くパブリッシュしろ”と研究推
進を叱咤してくれた友人です。

先ほど申し上げた奥村鶴吉先生です（図１３）。先生
が書かれた「野口英世」は皆さん必ず読んでくださ
い。すばらしい本です。野口のことを詳しく書いて
あります。奥村先生ご自身は齲蝕原因菌を研究され
ました。戦後の日本の歯科医学教育の確立を先導さ
れた立役者です。私はこの先生の歯学概論を聞いた
だけでなく，多くを教わりました。

星 一先生。この方が野口と知り合ったのは，
フィラデルフィアの教会でした。教会では，大変な
親日家のモリス夫妻がおられ，多くの日本人を集め
ていた。その中に星 一がいた。“ショートショー
ト”を書いた星 新一は星 一のご長男です。星製
薬を興し，後に星薬科大学の学長にもなりました。
経済的に野口を支援した方です。そればかりではあ
りません。星 一の紹介で，野口はエジソンを始め
多くの著名人に紹介され親交を深めることができま
した。星 一は友人の中でも大きな存在でした。

次をお願いします。
真ん中にいるのは血脇先生です。野口先生は左

側，右側にいるのは，本学の遠藤至六郎教授で，口
腔外科の大家です（図１４）。これは大正１１年日本の歯
科医学教育の現状を紹介しに，血脇先生達はアメリ
カへ行かれたのです。アメリカの歯学教育の実状を
知るためでもありました。その時，野口博士は血脇
先生の全行程に随行し，資料集めも手伝いました。
それらの資料はその後奥村先生によってまとめら
れ，戦後の歯科医学教育の基礎となり，大学昇格の
道が開かれたのです。さらにそのとき野口は，米国
大統領，Warren Gamaliel Harding に血脇先生達を
紹介し，時の話題になりました。血脇先生は野口の
接遇を心から喜び，協力に感謝されました。

野口博士も，血脇先生から受けた大恩には懸命に
報いました。関東大震災後，本学に贈った扁額“高

図１４ ハーディング大統領と面会した事を報じたワシント
ンポスト紙

図１５ 親友 石塚三郎と共に

図１３ 奥村鶴吉先生と野口英世博士
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雅な学風千古に徹す”は，血脇先生への感謝と本学
への熱い思いを込めた野口の満腔のエールです。皆
さん必ず学内で実物を見て下さい。

もう一人，忘れてならないのは石塚三郎先生です
（図１５）。石塚三郎は，野口と正に苦労をともにし，
やっと歯科医師になり，日本で最初の歯科病院を建
てた。今日の基準でいえば，２４床以上保有し，入院
患者を収容できなければ病院とは言いません。その
病院を新潟に建てて運営し，やがて，衆議院議員に
なった方です。終生，野口を助け，励まし，一緒に
成長した親友です。今日の財団法人野口英世記念会
設立に尽力され，私財を投げ売って東京に野口英世
記念会館を建てられました。

大正４年（１９１５），野口が日本帝国学士院恩賜賞を
もらうことになり，日本に帰ってくるべきだったの
に帰って来ない，研究が忙しいというのが理由でし
た。石塚は手紙を書きました。写真の好きな石塚は
薄暮の中で撮った城母シカさんの写真も添えて送っ

たのです。原板はもっと暗いものです。そのお母さ
んの写真とここにある七絶を送った（図１６）。松籟と
いうのは，石塚三郎です。「三城春老柳花翻（三城の
春老いて，柳花翻る），杜宇声々月有痕（杜宇声々，
月に痕あり），千里憶君労遠夢（千里憶う君の遠夢を
労するを），母矣旦暮寄閭門（母は旦暮，閭門に寄
る）」。それに対して野口は，「身似孤鴻千里翻（この
身は孤鴻の千里を翻るに似たり），自憐遊跡不留痕

（みずから哀れむ遊跡，痕をとどめざるを），分明昨
夜還家夢（分明昨夜，家に還る夢），奴僕歓迎母待門

（奴僕歓迎，母，門に待つ）」。一番下の文字をごら
んください。全部，韻を踏んでおります。雅号湖柳
で返したのです。石塚のこの手紙と写真で野口は日
本へ帰ることを決意しました。そして故郷猪苗代に
帰省しました。正に朝野を挙げての歓迎を受けまし
た。野口博士は，たった１回しか帰ってこなかっ
た。１５年振りに再会した母への思いと喜びの深さを
想像して下さい。講演旅行にも連れて行き孝養の限
りを尽くした事は多くの伝記に紹介されています。
約２カ月後再び野口は渡米しました。

既に私に与えられた時間は過ぎましたが，話の最
終章に入らせて下さい。当時，南アメリカで猖獗を
極めた黄熱病は，イエロー・ジャックと嫌われ
て，１９世紀末からニューヨークにまで蔓延していた
んです。パナマ運河をつくるときに，既に大変多く
の人が黄熱で倒れ工事は難航していた。野口はロッ
クフェラー研究所から派遣されてエクアドルへ赴
き，研究開始から短期間で原因菌を発見し，血清療
法やワクチンをつくるまでの成果を挙げました。原

図１７ アクラに乗り込む野口英世博士。撮影者不明

図１６ 石塚三郎と野口英世が交わした七絶
野口英世記念会発行，野口英世書簡集（Ⅰ），平成元年５月
より引用

歯科学報 Vol．１１３，No．１（２０１３） ８５

― ８５ ―



因菌を Leptospira icteroidesと命名し，これに対す
る血清療法には確かに効果があったんです。その
後，南米諸国を回って黄熱病の研究を続けました。
執念に燃えた最後の挑戦旅行です。遂にアフリカに
まで遠征することになりました。これは黄金海岸の
アクラへ上陸するときの写真です（図１７）。後ろから
３番目，帽子をかぶっているのが野口博士です。そ
の当時，身を省みず大規模な研究を展開した野口博
士に，今でも多くのアフリカ人は感謝し，尊敬し，
“勇敢の賞”を送り続けています。

最後に申し上げたい。野口英世は確かに多くを学
びました。語学を愛し言葉に執着しました。多くの
言葉を綴り，“狂童”と称して自らを戒め，自らを
勵まし続けました。野口英世の心を支え，力になっ
た，有名な人の箴言や名言は，身に沁み込んでいた
のでしょう。

人道への忠誠，心の平和を心に掛けていた事も確
かです。彼は素行上，非常に粗末な面も持ってい
た。金銭感覚が薄いということで批判する人はいま
すが，彼の信仰は厚かった。１６歳で洗礼を受けたク
リスチャンです。フィラデルフィアでもニューヨー
クでも教会によく行っていました。一時帰国した時
にまずお参りしたのは中田の観音様でした。教会な
どでは多くの人とも知合っています。新渡戸稲造，
そして新渡戸稲造が将来結婚した Miss Mary P. El-
kinton も一緒でした。内村鑑三や津田英学塾の創
始者である津田梅子も一緒でした。これら，多くの
人との交流で広く学び，磨かれていった事も心して
おきたいものです。人生の半分以上を過ごした外国
での野口は，人間的にすばらしい円熟振りを示した
といえましょう。

野口英世の墓石です（図１８）。これはニューヨーク
のウッドローンにあります。この墓標には，
「Hideyo Noguchi は科学を通じて人類のために生
き，人類のために死す」と書かれています。

生家の庭の石碑に，「忍耐は苦し，されどその果
実は甘し」とあります。皆さんの心に止めておいて
もらいたい言葉の一つです。Flexner 博士は，野口
英世に，“澄み切った清らかな精神”，“人間技とは
思われぬ，優れた技術”，“比類のない勤勉さと初心

を貫いた情熱”という賛辞を送っています。
“常に挑戦する強い意志”，“自信に満ちた不断の

努力”，“人類愛と至誠”これが野口先生から学んだ
私の言葉です。

皆さんのこれからの６年間が大事である事は最初
に申上げました。殊に，最初の１年間は皆さんに
とって幸運なモラトリアムです。まず物と心－文明
と文化－との均衡をいかに保ち得るか。人間関係の
調和は如何に図るかを考えて下さい。友を求めてく
ださい。友人は皆さんの周りに沢山います。本の中
には無数にいます。互いに知り合って下さい。議論
して下さい。それらから学び取ってください。そし
て，自分の人生の目標をはっきりと決めてくださ
い。それには“自己”を見出すことです。自分を見
出すことに全力を挙げてください。その努力は皆さ
んの一生を支配する事になります。生活信条とし
て，最後に皆さんにお贈りしたい。“Leben, Lieben,
Leiden, Lachen.”無限の可能性を持っている諸君の
未来が輝かしいものである事を祈って私の話を終り
ます。

―了―

本稿は平成２４年度東京歯科大学「新入生学外セミ
ナー」講演記録に加筆したものである。

なお，図１０，１１，１２，１６を除く付図は（財）野口英
世記念会の掲載許諾を得たものである。

図１８ ニューヨークのウッドローンにある野口英世博士の
墓石
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