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はじめに

１９４５（昭和２０）年３月の東京大空襲でも奇跡的に焼
失を免れた「水道橋校舎」を除き，その界隈は殆ど
灰燼と帰した。終戦により早々に復興が始まった昭
和２１年９月，市川市菅野に新設された「東京歯科大
学予科」は初めての新入生を迎えた。彼らは昭和２８
年３月に卒業し，クラス会名を「一期会」とした。
東京歯科大学は明治２８年６月の高山歯科医学院第１
回卒業から昭和２０年９月の第５１回東京歯科医学専門
学校卒業まで世に出した卒業生は，５，３０１名（別科卒
業５８名を含む）になっていた。しかし，この大学一
期生は入学までにこれまでと違った多種多様な経歴
の学生が多かった。歯科医学教育機関が制度上全く
新しい節目を迎えた最初の学年であった。新しい革
袋に新しい酒が入ったことから東京歯科大学は，自
校の将来をそして歯科の将来をその雑多な新入生に
託した。

明治期からの高等教育制度整備

東京歯科大学は２０１８（平成３０）年で創立１２８年を迎
えるが，この間明治期の近代化に伴って高度化する
教育制度に適応させてきた。１８９０（明治２３）年に高山
紀斎が創立した高山歯科医学院，その後血脇守之助

に継承された東京歯科医学院の時代では，これらは
知事による認可制の各種学校であった。１９０３（明治
３６）年専門学校令が発令された。これにより誕生し
た専門学校は帝国大学に次ぐ高等教育機関とされ，
したがってその設置の条件は厳しく，明治末までに
専門学校となったのは官立６校，公立１校，私立３７
校でこのうち私立の医科は３校，歯科は２校，薬科
は０校であった。その後大正末期においてそれぞれ
６校，７校，６校となった。
東京歯科医学院の血脇校長は１９１９（明治４０）年に専

門学校の認可を受けて東京歯科医学専門学校とし，
本格的な教育体制を整えていった。そして１９１８（明
治３９）年歯科医師法制定の後に公立私立歯科医学校
指定規則で規定された文部大臣指定校を１９２２（明治
４３）年２月に取得した。「専門学校」は兵役免除，
「文部大臣指定校」は歯科医師国家試験免除という
学生への特権が与えられ，これは学校の質・格が評
価されるだけでなく経営上必須とも云えた。こうし
た厳しい荒波を乗り越えながら，歯科医学教育機関
を時代の先端へ先導して来た血脇守之助校長にとっ
て，最後の目標は最高学府である歯科大学の設置で
あった。
明治政府は東京大学を１８７７（明治１０）年に設置し，

１８８７（明治１８）年に「帝国大学令」を発令して東京大
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学を東京帝国大学とした。それにより帝国大学の全
国主要都市への設置を企図したが，明治期に設置さ
れたのは３校（東京，京都，東北）に過ぎなかった。
大学は「帝国大学」以外に存在しない状況が大正の
中期まで続いた。慶応大学も早稲田大学も既に大学
という名称で存在していたが，文部行政上は専門学
校であり，名実共の大学ではなかった。１９１８（大正
７）年１２月に発令された「大学令」は，それまで帝
国大学だけだった大学を官公私立にまでその設置を
認めた画期的な高等教育拡張策であった。現在伝統
校と称されている私立学校は，この「大学令」によ
り初めて正規の大学となった。

大正期「大学令」の衝撃

１９１９（大正８）年４月から「大学令」は実施され，
遂に大学が官公私立に解放された。１８７０（明治４）年
の「学制」公布から４６年，最初の大学設置規定であ
る１８８３（明治１６）年の「帝国大学令」から３５年，官公
私立にとって最初の高等教育規定である１９０３（明治
３６）年の「専門学校令」から１５年を経て漸く公布さ
れた「大学令」であった。
これによって歯科大学設置を現実に目標とするこ

とが出来る機会が到来した筈であった。しかし，歯
科界は大きな衝撃を受ける事態となった。即ち「大
学令」は大学の構成を８学部と規定し，歯科，薬
科，獣医科などの医学系を除外したのである。歯科
医学専門学校は大学に昇格する為の資格評価の土俵
にすら上がれないこととなった。東京歯科医学専門
学校では学生が主体となった「大学昇格期成会」を
設立し，大きな反対集会を開催した悲しい記録が
残っている。しかしこの時，血脇守之助や奥村鶴吉
は苦悩の末この運動を抑え，教育・教員・施設設
備・資産に関して学校を充実させる方針を優先させ
た。大学令はすでに公布された勅令であり，これ以
外にとるべき道はないことを諭したのである。しか
し諦めたわけではなかった。
太平洋戦争敗戦直後に一期生が専門課程で学んだ

あの重厚な水道橋校舎は，関東大震災後に血脇守之
助の血涙と同窓の多額寄付によって竣工されたもの
であり，それはまさに大学昇格を目標にした象徴で
あった。大学を持てない専門領域は，専門学校だけ
に止まらずその職業に対して社会的認知の上で大き

な負の影響となり，その後長年に亘っての足枷に
なった。

近代社会への人材育成策

大学の目的は「教育」と「研究」であり，専門学
校は「教育」のみとして，その存在意義を政府は明
確に区別した。
日本の将来を計画し，科学研究での創造的成果や

国際社会での日本の地位を確立させる役割を担う人
材育成を「大学」に，目前の人文自然科学の研究成
果を理解し，それを実社会で実行し普及を担う人材
育成を「専門学校」の役割とした。しかし，どちら
も３年制（医科・歯科は４年制）なのでいかなる違い
がその結果をもたらし得るのか。「研究」という笛
を大学が吹けば学生は踊れるのか。この違いを可能
にする仕組みは両者の受験資格にあった。帝国大学
では旧制の「中学校」から「高等学校」を経ること
とし，官公私立の単科大学，私立総合大学では中学
校卒業後に「高等学校」の代わりとして設置された
「予科」での修学を入学条件とした。そして「専門
学校」は従前と変わることなく直接「中学校」から
とした。
「高等学校」と「帝国大学」との総定員数をほぼ
同一にしていたため，高等学校卒業生は選ばなけれ
ば何れかの帝国大学には入学出来た。逆にいうと，
専門学校が基礎教育の厚い高等学校出身者の入学を
期待することは出来ないということであった。高等
学校や予科の教育で身につけた基礎学力が，高度の
教育の受容を可能にさせ，創造のための思考を養う
教養を重んじ，学生同士の濃密な生活体験が大学で
の人間性の陶冶に益して，後年指導者や研究者とし
て花を咲かせるという教育理念を高等学校は持って
いた。
このようにして明治政府は「大学」は上級エリー

ト，「専門学校」は下級エリートという重層構造に
し，貧しい日本の近代化を早急に推進させるための
指導者養成を行った。明治時代に特権的であった東
京帝国大学を頂点とする帝国大学に加えて，大正中
期には官公私立にも大学を認めて高等教育の大衆化
が始まった。しかし，大学の目的は昭和になっても
明治時代の帝国大学令の思想を変えることはなかっ
た。
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高等教育における階層エリートと血脇守之助

大正後期には既に学歴社会となっていて，高等教
育進学者も国民所得の伸びに比例して急増していた
とはいえ，まだまだ当時の貧しい日本の高等教育事
情であった。高等教育在学者を該当年齢人口比で見
ると大正４年１．０％，同１４年２．５％，昭和１０年３．０％，
と極めて少なく，戦後でも同２５年６．２％，同３５年
１０．２％であった。平成２８年度の大学進学率（大学・
短期大学）の５４．８％と比べようもない程である。更
に本制度が安定した最後の時期ともいえる昭和１４年
での大学と専門学校在校生の割合は約２：８となっ
ていることから，我が国の高等教育は主体が「専門
学校」に依存していたといえる。「大学」は全く国
家の幹部候補生育成機関であった。
大学出も専門学校出もいずれもエリートではある

が，そこに高級と低級という意識が社会に出来あが
るのは自然であった。また文部省の教育会議録など
でも高級と低級のエリートという表現がしばしば見
られる。
戦前の歯科医学教育に大学はなく，歯科医師には

大学卒がいないという社会的な意味は，歴史を辿る
ことで解明される。社会を構成する職業単位とし
て，歯科は医科から独立した国家資格を１８８５（明治
１８）年から与えられ，専門医療業種として存在して
いた。しかし政府は，歯科医師に大学出という頭脳
集団は全く必要ないと断定したのである。
血脇守之助は歯科医師の地位向上を常に念頭に置

いていた。１９２９（昭和４）年水道橋新校舎の盛大な竣
工晩餐会後における同窓への挨拶で，血脇はその心
情を吐露している。それは激しい言葉で政府文部省
の対応に異を唱えるものであった。

敗戦と東京歯科大学誕生

長かった太平洋戦争は１９４５（昭和２０）年８月日本の
無条件降伏で終わった。駐留した連合軍総指令部総
司令官の指導によって，明治以来積み上げて来た学
制は一掃された。敗戦によってこれまでのエリート
養成装置が破壊されたのである。高等学校の学生・
卒業生，さらには軍隊の士官養成校である陸軍幼年
学校，陸海軍士官学校の学生など，従前の歯科医学
専門学校には受験しなかった種類の若者が，旧制東

京歯科大学一期生として集まったのである。彼らは
予科や学部への編入などで入学した者も多く，まさ
に多様であり多才であった。
そこで，東京歯科大学の新しい役目を担った卒業

生が，母校で過ごした長い日々を振り返ることは，
改めて大学の役割を俯瞰することになり，この事は
歯科大学にとって今日的な意義があると考えた。今
回はその中のひとり髙添一郎名誉教授に着目し，そ
の足跡を辿ることにした。
髙添一郎名誉教授は大学一期生の予科２学年に編

入し，途中病気休学により二期生として卒業した。
本稿にも登場する一期生の何人かの人物はやがて母
校の教授となり，歯学の教育研究の発展に多大の力
を尽くすことになる。当時の母校の幹部たちは，わ
が国初めての設立となった東京歯科大学を，真の大
学として確立させるべく，髙添のみならず多くの一
期生に期待した。米国から３０年遅れていると GHQ
に侮蔑された我が国の歯科を，新しい息吹で何とし
ても変革させていかなければならなかった。戦災で
疲弊した母校の再起と新しい歯科の発展に，多様な
彼らの資質が寄与するに違いないと奥村鶴吉学長ら
大学幹部は見通していた。

Ⅰ．東京歯科大学予科へ編入

髙添一郎は幼少期から病弱で，病歴の多い少年で
あった。そのため医者になることを中学時代から決
めていた。その結果高等学校も理乙に入り，そして
あくまで当面の目標は東京帝国大学医学部に進むこ
とであった。
１９４７（昭和２２）年３月，故郷の山梨県韮崎から汽車
賃と米を持って東京に向かった。本郷の赤門の受付
で，旧制台北高等学校校長下川履信（しもかわりし
ん）の証明書を提出した。しかし，受付氏はなかな
か奥から戻ってこない。旧制高校卒業は即大学入学
が許される筈である。暫くして当の受付が戻って言
うには「学制制度が変わった，東大でも駒場の方に
行ってくれ」との事である。その上旧制高校は３年
制であるため，編入試験を受けなければならないと
の事で，おまけに試験は６月と知らされた。
余談になるが，台北高校理乙で同級生だった５歳

年上の井上一三が，駒場にある一高の寮にいた。彼
は一郎よりも半年早く台湾から帰国していた。その
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ため，無事東大に入れたのであろう。東大では文科
法学部を卒業し，養子となって大原と姓が変わっ
た。大蔵省に入った後，熊本県から衆議院議員に７
回当選した男である。彼は議員を引退の後，大原財
政経済研究所を主宰した。
一郎はやむなく韮崎へ帰ることにした。薄暮とな

り神田の古本屋に向かい，物理学の本を１７円で買っ
た。古本屋街から中央線の水道橋駅に向かったが，
あたり一面焼野原である。道路の上に国電のガード
が見え，その傍に風変わりなレンガづくりの建物が
ある（図１）。
その出入り口に“編入試験有り”の立て看板があ

り，上の横看板には「――医学専門学校」と書いて
あった。後で考えると「東京歯科」の文字が黒く煤
けてよく見えなかったのである。編入試験の看板
（受験資格が書かれていた）は道路から階段を上っ
た，さらに奥にあった。その横には大きな男の裸体
の立像があった。白衣を着た男に質問した。すると
申し込み書に住所，氏名を書く様に言われた。１週
間後に通知を出すとの事である。試験科目を聞いた
が，何と未定だという。この特徴ある人物は後で考
えると，松井隆弘教授であった。
学校の近くの日の出食堂（当時の旅館）に，宿泊の

予約をした。そのとき米を３合持って来るようにと
言われた。
試験の前日上京し，受験をした。試験科目は英

語，理科，数学で，理科は「鯨が哺（ほ）乳類である
ことを示せ」等と平易であった。英，数も簡単で１０
時から１２時までの２時間だが，これは３０分程で終了

図１ 一郎の眼に“風変わりなレンガづくりの建物”と映った
校舎

した。試験，受付等の事務は松井教授であった。
韮崎へ帰って２日後に「合格」の通知がきた。と

ころが，差し出し人は「東京歯科大学予科」とあり
困惑した。当人は歯科の学校に入る積りはない，断
りの届けのために再び上京することにした。
韮崎からやっとの思いで中央線に乗り水道橋へ出

て来たが，何と予科のある市川へ行ってくれとい
う。ようやく市川へ行き，ドロドロの道を教わった
所まで歩いて行った。
予科では想像もしていなかった意外な人物に再会

した。台湾時代の教師嶺脇四郎（数学担当，後編で
詳述）である。彼いわく，「珍しい人が来ましたネ。
答案見ました，全部満点でしたよ」そこで，一郎は
言った「オヤジと相談の結果，入学を断りにきまし
た」と。すると，嶺脇は山本又雄（英語担当）を連れ
てきた。山本は台北高等学校で一郎の六年先輩で
あった。それでも一郎は「歯医者になるつもりはな
い」と繰り返したが，二人は揃って「入った方がい
いよ，何しろ月謝が安い帝大並みだ」と説得され
た。
敗戦後の不運，どん底生活に続いての衝撃，二人

に会うという奇遇，加えて月謝が安い，悶々の結
果，一応入学することにした。両親は浪人するより
いいんじゃないか，医者にはなれないだろうけど，
と励まされて紹介された市川真間に下宿をし，予科
生活が始まった。
６月の東大駒場の編入試験については，英語担当

の平井満喜男教授も退学届を出さない事を黙認し激
励してくれたが，前日の台風で国道も不通となり，
国電も通っていない。仕方なく早朝，行徳からポン
ポン蒸気船で東京湾を横断した。試験は９時３０分開
始で正午までであったが，到着したのは１１時２０分で
あった。時間不足を覚悟の上でそれでも受験した。
英語，数学，理科三科目で，英語は１５分でかたづけ
た。しかし，理科は“月に Na が存在することを考
察せよ”などがどうしても分らない。数学は時間が
足りず，手付かずで終わってしまった。結果は言う
までもない。
市川は三本松に下宿することになった。父の知人

（山梨県塩山）の紹介で，宮崎国雄というワイシャツ
の裁断士の家で世話になった。大変親切に扱われた
が早く帰っても居場所がないので，夕刻まで学校で
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時間を過ごす事が多かった。そのため充分に勉強が
できたし，太宰 治，内田百閒，坂口安吾などの小
説も楽しんだ。その頃，巷では１９４８（昭２３）年１月２６
日に発生した「帝銀事件」で騒然としていた。
東大にはもう一度チャンスがあったが，１９４８（昭

和２３）年肺炎による高熱のため断念した。精神的に
も少しは落ち着きここで決心し，翌年５月東京歯科
大学予科２年に，編入することにした。
同級生はいずれも戦争の影響を受けており，経歴

は正にまちまちである。陸軍将校，陸士や海兵の学
生などで何となく波長が合わない。今でいう PTSD
の集団だったのであろう。隣の席に山本 肇がい
た。父君は弁護士で，船橋に下宿をしていた。陸士
中退にしては優しい人柄でよく話をし，やがて行動
を共にする事が多くなり，良く学びよく遊んだ。あ
る時駅前の詰め将棋にひっかかり，言いがかりをつ
けられて下駄を抱えて逃げた事もある。彼は予科の
途中で東京医科歯科大学へ移った。病理学を専攻
し，東北大教授を経て後に東京医科歯科大学の学長
になった。
一郎にとっては旧制高校の残照の様な予科生活を

終えて，多くの同級生と共に１９４９（昭和２４）年３月水
道橋にある学部へ移った。
新しく編入して来た関根 弘，羽賀通夫（共に後

に補綴学教授）など新顔も増えた。専門学校からは
宝田 忠，相田英孝も加わった。
講義の多くは面白くなかった，それに記載学（ひ

たすらノートに書くだけ）が多いのには参った。し
かし，野口英世の名が多くの教授の講義で出てきた
のには興味を引かれた。
細菌学の初講義が終わった直後，米澤和一教授の

教授室を訪れ，野口英世の事や細菌学の事など話が
弾み，次の授業の組織学を受けなかった。そんな日
の翌日から放課後細菌学教室へ出入りする事になっ
た。“研究室にある本は自由に読んでいい”と，窓
際に椅子と机も与えられた。
１カ月後米澤教授からドイツ語の翻訳を手伝う様

に言われた。一郎が訳すと米澤教授が筆記する。放
課後だけではなかなか進まない。教授はよく咳をし
ていたし，吸入をしながら筆記をしていた。一郎は
この種の学習をむしろ楽しかったと振り返る。夏休
みの前半をかけて遂に完成した「ギンスの口腔細菌

学」である。
お礼はこの本一冊。中に「踏まれても踏まれても

雑草の強さかな」と書かれていた。この翻訳後，一
郎は細菌学教室で実験することを許された。後年渡
欧の際，Baden-Baden で療養中のギンス教授を訪
れた。これについては後述する。
教室ではフッ素の定量が盛んに行われていたが，

一郎は必死に嫌気性菌の培養に熱を入れた。自分の
血液で血液平板を作り，黄燐を燃やして嫌気培養を
重ねた。しかし，初心者に何の成果も得られる筈は
なかった。野口英世の原著も随分読んだが，夏休み
の後半疲れ切って止むなく帰省した。
１９５０（昭和２５）年から父は大阪で油脂の会社を始め
ていた。彼はパージで公職につけなかった。８月末
三角波が出始める頃，一郎は海水浴へ出掛けた。幼
少期から親しんでいた水泳で充分英気を養ったつも
りだつた筈が，直後に発熱，盗汗が続き，診断の結
果結核の再発とわかった。再び“休養”という治療
が始まり，休学，浪人生活と負のスパイラルに落ち
込んだ。
１年後復学出来るまでに回復し，学部生活を再開

した。当時ストレプトマイシンが世に出て来たが，
大変な高価薬で一郎は恩恵にあずからなかった。こ
の休学の結果，東歯の卒業が一年遅れることとなっ
た。
一郎にとって講義はいわば観劇の楽しみで，役者

の評価を学友との話し合いの種にした。津崎孝道
（解剖），金竹哲也（理工），木村哲二（病理）が何時も
トップの座を争っていた。
奥村鶴吉学長の講義で面白かったのは，歯学概論

ではなく齲蝕の話だった。歯に感染しても血液に白
血球は増加しないのか，またそれは何故かと質問し
たら，炎症範囲が狭いからとあっさりいなされ，ま
たある時  Psychosomatic  Medicine（心身医学）と黒
板に書かれて，奥村学長はアメリカインディアンの
勘（第六感）について長々と話し，関連臓器は甲状腺
ではなかろうかと結んだ。その雲を掴むような話の
ため多くの学友と頭を抱えた事もある。
奥村学長は，細菌学教室の介補中里ユキさんが常

駐していた滅菌室へ来ては，教室員に話をしてく
れ，“歯の磨き過ぎは駄目だよ”と言われた事を今
でも噛みしめている。
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一郎にとって歯科の臨床はつまらない。予防拡大
とは何事？，なぜ予防に歯を削るのか，どこまで削
るのか，保存とは何か。等々解らない事だらけであ
る。
そうこうして臨床実習が始まった頃から「フルブ

ライト応募」を考えていた。
臨床実習を終えてから細菌学教室へ戻ると急に疲

れが出た。しかし，実験を始めると我を忘れて取り
組み，晩飯を忘れることもしばしばあった。ある時
は教室の先輩帆足 望，田辺 明，森山徳長らと
計って，リービーのブイヨンエキスを薄めて飲んだ
り，実験済の兎を料

りょう

ったり，大鍋を抱えて大学脇の
屋台のおでんを買い込んで夕食をすることもあっ
た。
そしてオートクレーブ室の脇で毛布に包まって仮

眠する様にもなった。その甲斐あって実験も徐々に
進み，少しずつ成果が得られる様になった。度々手
に火傷をしながら硫黄燃焼法で歯槽膿漏患者の局所
材料の嫌気培養を繰り返した。自分の血液で作った
血液平板上に真っ黒な集落を見出した時には思わず
跳び上がった。台北であすなろの木に止まっていた
赤い体の小さな羽黒ゼミの美しさと重なった。集落
を釣菌・継代して３週間目にどうやら純培養を得
た。なかなか継代が出来なかったが，６株は４回の
継代に耐えた。そして伝染病研究所の細菌学実験提
要に従って，４株の性状を出来るだけ多く明らかに
する事が出来た。実験については殆ど独学であっ
た。こんな時期にも「フルブライト応募」の夢は
募っていった。

Ⅱ．東歯卒業後の苦闘

一郎の長い学生生活も１９５４（昭和２９）年３月，よう
やく東京歯科大学卒業という節目を迎えた。卒業式
では並木俊雄が主席で血脇賞を，髙添は次席で榎本
賞（同窓会長賞）を貰った。ところが一郎の卒業論文
「口腔内嫌気性菌群の細菌学的研究（第１報）Bacte
rium melaninogenicumについて」（歯科学報，５４：
４３２－４３８，１９５４．）は，学内外の関係者に大きな衝撃
を与えた。米澤教授は文字さえ間違っていなければ
良いと言って，その論文原稿の細かい査読を敬遠し
た。３０年間誰も成功しなかった黒色集落を形成する
嫌気性グラム陰性桿菌を口腔から分離，純粋培養す

るなどは超難題である筈なのに，卒業を目前に控え
た学生が易々と成功したという報告が公表されたか
らである。
金沢大学で米澤が研究生の時に４期後輩に当たる

戦後新潟大学医学部にいた松川男児（ビタミン B１
分解酵素，アノイリナーゼの研究者）が，自分のと
ころにこの男を欲しいと言って来たが，一郎にその
気はなかったし米澤教授は軽くこれを断った。
当時東京歯科大学では，卒業式に引き続き卒業論

文を口頭発表した。一郎は古びた学生服のままだっ
た。会場は，関東大震災後の昭和４年に竣工し，第
二次大戦下の東京大空襲をもくぐり抜けて来た本館
１階のホールが使われた。
ステージ中央の演壇から西側の真正面には，設計

上位置的に今日ではあまり感心できない見え見えの
トイレがあった。そのすぐ前の回廊に奥村鶴吉学長
が陣取り，その横に三崎釥郎教授が付き添ってい
た。一郎だけは全て英語で発表を終えた。奥村はそ
れを見て“第２の野口英世だ”とつぶやいたと三崎
教授から後から聞かされた。
一郎は卒業直後細菌学教室の研修生となった。学

部卒業生は特典として月給２，０００円の教室員である。
当時の一般大学卒の平均初任給は１万２千円だった
が，大学卒業後は父に経済的な迷惑はかけられない
と思っていたのでこれでも有難かった。
同年５月第１５回歯科医師国家試験に合格するもの

の，歯科医籍登録はしなかった。免許証の申請に際
して収入印紙を購入するのに多額の金がかかるし，
もともと研究の道に進む予定の一郎には，臨床をや
る積りはなく，必要を感じなかったからである。し
かし，それを聞いた杉山不二教授からは厳しく叱責
された。
２年間の薄給時代は経済的に苦しい状態が続い

た。米澤の世話で国家試験受験のための家庭教師を
する代わりに，下宿を無料で提供される幸運もあっ
たが，厳しいことには違いなかった。助手（現助教）
に採用されるのは，２年後の１９５６（昭和３１）年４月の
ことである。それは細菌学にいよいよ本格的に取り
組もうとする時期の到来でもあった。

Ⅲ．フッ素研究

米澤教授は自身も携わっていたフッ素研究を，学

― ７９ ― 



４４８ 髙添：髙添一郎小伝 ⑴

生時代の一郎にも関わるよう勧めていた。それは戦
後の日本社会は齲蝕の蔓延に悩まされ，歯科領域に
おける科学研究費補助金の最初の取得もフッ素研究
グループだったからである。副島（鹿児島大学），美
濃口（京都大学），今川（東京医科歯科大学）といった
斯界の大御所に，疫学とは縁の薄い米澤も加わって
いた。
米澤は細菌学よりもフッ素研究に没頭し，全国か

ら井戸水を収集することに熱中した。江戸川近辺で
小岩の井戸水にフッ素が多いらしい，岡山や山形に
も多い所があると言われる度に大量の検体を集めた
が，フッ素の分析自体困難で，しかもその定量法は
労多く，今日と比べると精度にも欠けていた。一郎
は気が進まなかったが，仕方なく教室員と共に定量
に参画した。
その年の夏のこと，一郎は鹿児島へ単身出張を命

じられ，班研究の結果を発表することになった。演
題は“各地の水中フッ素濃度と住民の斑状歯の程度
との関係”で，一郎には大した新知見とは思えな
かった。汽車で鹿児島まで２９時間の旅は厳しかっ
た。しかし，学生時代に手伝ってフッ素中毒に関す
る内藤先輩（昭和２７年卒）の卒業論文に名を連ねた報
いと諦めた。（内藤貞子，髙添一郎，田辺 明，帆
足 望：実験的家兎弗素中毒症の生体反応について
歯科学報，５４：１４６－１５１，１９５４．）この研究ではフッ
素の過量投与により副腎髄質に空砲変性を発見した
と，ぬか喜びをしたものである。しかし，その時は
真剣で病理は松宮教室に足を運んで教えを乞うたり
もした。よい経験をしたと今でも懐かしく思い出さ
れる。
細菌学領域では全く新しい世界が拓けつゝあり，

分子生物学という文字が雑誌に頻繁に出始めてい
た。DNAの二重らせん立体構造がワトソンとク
リックによって提唱され，英誌 Nature に公表され
たのは１９５３（昭和２８）年のことである。一郎の海外留
学への希望は更に強くなっていった。
１９５８（昭和３３）年一郎はフルブライト奨学金による
アメリカ留学のための応募を米澤に申し出た。 Str. 

mutansが浮き彫りにされ Lactobacillus による齲蝕
病因論は明らかに崩れつつある事も付け加えた。
米澤は同門の先輩長谷川慶蔵（大正１０年７月卒，

聖路加病院歯科部長）や中井武一郎（大正５年１０月

卒）の居る前で，“髙添は破門だね”と宣言した。齲
蝕病因論として奥村が乳酸菌（Bacillus. odontodecal
cificans），中井が（Bacillus. odontolyticus）を原因菌
として発表して居たから当然だったと思われる。
すなわちこの時，う蝕病因論についての学説間論

争が，かつての脚気病因論と同様，新旧勢力の対立
という感情的で深刻な状態を招きやすいという医学
界の現実に，後進の髙添は早々と直面したことにな
る。
それでもフルブライトを受験した一郎は，一次試

験で合格したものの，胸部エックス線写真検査で落
とされた。写真に残っている結核の既往は，冷酷に
前途を塞いだのである。しかし同じ１９５８（昭和３３）
年，スウェーデン政府国費留学生の募集があり，書
類選考の結果，最終選考試験に４名が残り一郎もそ
の中に入っていた。筆記と面接試問で，場所はス
ウェーデン大使館である。試験官は文部省から３
名，スウェーデン大使と一等書記官の５名であっ
た。最初の受験者は５分程で部屋を出てきた。２人
目の農学部出の人も同じであった。３人目は東大の
医学部の人で７分位かかった。一郎は最後であっ
た。
専門分野は何？と訊かれて  Bacteriology と答え

たり，日本ではフッ素はどのようにやっています
か，ストックホルムはどこにあるか分りますか，な
どの質問が出たが，ストックホルムの場所（地理）が
判らなくて困ったあげく，髙添の面接は４０分に及ん
だ。この間，もっぱらスウェーデンの二人との質疑
応答であったが，対話が比較的円滑だったのは英語
での会話がうまくいったためであろう。ここでも一
郎のシンガポール以来の遍歴が役立ったものと思わ
れる。ちなみに文部省の３人は全く一言も発しな
かった。しかし幸いにも胸部エックス線写真検査は
なかった。
この試験の応募者には優秀な者が多く，採用は一

人だけと聞いていたので，どうせ駄目だろうと思っ
ていた。午後は久しぶりの解放感にひたりながら，
試験の帰途神田の映画館に足を運んだ。映画は２本
立てであった。封切りのロードショウは別として，
場末の映画館では質もさることながら，３本立てさ
え珍しくない時代である。夕刻の４時半頃ゆっくり
と大学へ帰って来た。一郎を見た守衛は驚いて駈け
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寄って来た。「米澤先生が，探しまくってますよ，
早く，早く」
米澤は一郎を見るなり，慌ててまくしたてた。米

澤は「大使館へ行け。早く！」この時ばかりは一郎
も慌ててタクシーに乗り，スウェーデン大使館に急
いだ。大使に面会すると，彼はおもむろに言った
「あなたに決めます」と続いて書記官は「正式な文
書は後で送ります」と付け加えた。その書記官はス
ウエーデンの地図を手渡しながら，「ストックホル
ムは寒いですよ」と教えてくれた。
数日後合格通知は大学に送られてきた。スウエー

デン国費留学生合格者の記事は朝日新聞に掲載され
た。

あとがき

１９４５（昭和２０）年８月の敗戦によって，占領軍最高
司令部（GHQ）は同年１０月から活動しだした。GHQ
の主導により刷新が図られるための論議（昭和２１年
８月教育刷新委員会設置）が始まる以前に大正中期
から続いた日本の高等教育制度は，実質的に崩壊し
た。帝国憲法下では認めなかった歯科と薬科の大学
昇格を GHQの意見によって文部省は改正すること
なくその「大学令」をもって認めたからである。こ
うして東京歯科大学は日本で最初の歯科大学として
昭和２１年７月に誕生した。
今迄は「専門学校」であるが故に「中学卒業生」

が対象であった入学者が，高等学校卒業者が対象と
なり，加えて歯科大学には「予科」制度が取り入れ
られた。そのため戦時中の教育制度の中で育った
「旧制高等学校・陸海軍士官学校」等の学生が，
「予科編入」により入学する者が数多くいた。従っ
て「一期生」の中には多種多様かつ優秀な人材が居
て，彼らの多くが新生「東京歯科大学」のみならず
新しい歯科界の指導者となっていった。
そんな中のひとり髙添一郎は不本意ながらも東京

歯科大学に入り，そこで国立台北高等学校時代の教
授嶺脇四郎や同校で一郎の六年先輩の山本又雄と再
会するという奇遇を体験し，また学生時代から興味
を持っていた細菌学に没頭して，驚くほどの結果を

示すことになった。その成果と共に学生時代から抱
いていた海外留学の夢を果たすことになり，これま
た，帰学後には数々の研究実績と教育改革によって
大学としての母校の存在を高めることになる。
髙添の病弱な幼少期から戦争に巻き込まれた少年

期の悲運な時代を通して，優雅であり，壮絶であ
り，悲惨であり，苦悩と希望に満ちた人生は，まさ
に時代の流れに翻弄された，波瀾万丈そのものであ
る。それは彼が送って来た人生の，何れの時代をも
映す鏡でもある。本稿ではあえて最初に，髙添が旧
制台北高等学校卒業後に東京歯科大学へ編入した時
点から記述し，その後に生い立ちから幼少期・少年
期に遡り，彼の人生を追ってみたいと思う。次稿は
そんな一郎の幼少期から少年期に遡り，病魔と闘い
ながら，そして戦時から敗戦に至る壮絶で悲惨な時
代を生き抜き，苦境を乗り越えて成長する姿をその
時代背景と共に追跡することにする。

論文の企画意図と制作

本小伝は新生東京歯科大学の歴史の一コマを一人
の大学一期入学生を通して中側から表わすことが本
会の歴史検証事業にとって有意義であるという企画
によって作られた。当初は本会委員との対談形式あ
るいは質問にお答えしていただいた内容をテープか
ら書き起こすことで始まったのだが，ややあってか
ら髙添名誉教授がご自身で執筆くださり，われわれ
がテキスト化した原稿をさらに推敲を重ねていただ
くことで完成された。本稿は師弟関係による顕彰を
意味するものではなく，史料としての視点から作ら
れたものであることをご理解いただきたい。なお，
今後の掲載号にも継続する「はじめに」と「あとが
き」の文責は「東京歯科大学の歴史・伝統を検証す
る会」にある。
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