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Ⅸ．微生物学教授になって

１．研究について
髙添は研究に専念できる時代を迎えたが，学内外

に種々の役職を抱えることにもなる。
１９７２（昭和４７）年７月１日スウェーデンの歯科医師

団（１２４名）が来校した。大学は俄然興奮で湧いた。
旧知の歯科医師が１０名もいて，髙添は一日中学内を
飛び回った。翌１９７４（昭和４９）年１０月８日には For-
syth Dental Center の J. Hein 所長，R. Gibbons 博
士，１９７５（昭和５０）年にはスウェーデン ルンド大学
歯学部長 G. Frostell 教授が来校（日本学術振興会招
聘）し，髙添との共同研究が１か月続いた。前述の
好気性線状菌の本態に関する仕事である。１９７６（昭
和５１）年４月関根永滋学長（図１），溝上隆男教授と
共に欧米の１１歯科大学を訪問・視察のため外遊し
た１）。残念なことにこの報告を東京歯科大学学会で
される予定だった関根学長は急性骨髄性白血病で同
年５月２２日急逝された（享年６７歳）。大学にとって不
幸はまた続いた。同年１２月２８日恩師米澤和一名誉教
授（図２）が大腸癌のため，逝去されたのである。慶
応病院入院中，徐々に病勢が進み，１２月に入ってか
らは夕刻必ずお見舞いに寄った。その際，パント

リーで調理した“そうめん”を“じゅん菜”入りの
“つゆ”に漬けた髙添流のつけ麺を大変喜ばれて毎
日待っておられた。何とその間に米澤先生の恩師金
沢大学医学部の谷 友次教授が亡くなられ，日本細
菌学会理事をしていた髙添は，しきたりとして名誉
会員の葬儀には弔辞を読まねばならぬ立場となっ
た。間の悪いことに私が金澤へ行った日に大阪歯科
大学の梅本芳夫教授が米澤先生の見舞いに来られ，
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谷先生の訃報を患者に話されたのである。翌日素知
らぬ顔でお見舞いに伺った私に先生は“有難う。僕
のしなければならないことをやってくれて本当に有
難う。”と涙を流された。頑固で，個性の強い先生
に泣かれてこれまでのことはすべて忘れて共に涙し
た。翌１９７７（昭和５２）年１月２０日（木）千日谷会堂での
教室葬で髙添は葬儀委員長を務め，門下生代表とし
て弔辞を読んだ２）。教授になって忙しいのは兎もか
く，悲愴な日時の続く時代であった。

髙添はまず，研究面について概説した。やり残し
た菌体石灰化の研究も続けなければと思いながら，
歯周病病因論を一日も早く明らかにしたい。新たに
加わった教室員，中村 武，山本綾子，奥田克爾，
内藤裕子，加藤登志子，大学院生の佐々木脩浩，本
間 孝，田中 勝らと研究戦線を次々と広げていっ
た。研究領域は上記二題の他に，歯垢形成の細菌学
と免疫学という大きな分野も加えられ研究室は動き
の激しい日々となった。

髙添が分離培養した嫌気性黒色集落形成菌には，
ビタミンＫ要求性が有ることがわかり，嫌気性菌培
養法も進歩したため，世界中の研究室でも研究され
るようになった。分類学も進むし，本菌群の性状も
次第に明らかにされていった。代表菌種は Porphy-
romonas gingivalisとされて，今日でもいわゆる red
complex の一員として，歯周病因論にとっては極め
て重要な菌種となっている。本菌種の病原性因子と
してあげられている細胞付着性を示す線毛や，宿主

防衛機能に抵抗する莢膜の発見，IgG，IgA をはじ
め多くの蛋白の分解能，菌体結合性コラゲナーゼ，
他菌種と共同して膿瘍形成能を保有することなど
は，いずれも髙添教室での発見や追加所見によるも
のである。特に本菌種の蛋白分解酵素の代表とし
て，トリプシン酵素系であるシスチンプロテアーゼ
はジンジパインと称せられ，上述の蛋白分解能の主
役と考えられている。
「歯周病原菌である黒色集落形成嫌気性菌５０年の

進歩」と題した小文３）は加藤（現教授），奥田（現名誉
教授）および髙添共著の回顧録である。２０１０年まで
に本菌群について発表してきた原著論文は５４編で，
国際的にも高く評価されている。本菌群は多くの
全身疾患に関連している所見も積み重ねられ，
Periodontal Medicine の立役者として注目されてい
る事を髙添は今でも誇らしく噛み締めている。

歯垢形成の細菌学として，髙添が今でも悦に入っ
ている成果が二つある。一つは，歯垢の構造を電子
顕微鏡的に観察し得たことである。臨床実習で自分
自身で強引にやった，上顎右側の第一大臼歯のスラ
イスカットを見事に失敗したので，髙添は学生時代
から一本義歯を入れていた。他は全く健全歯であっ
た。思い付いたのは，義歯に天然歯を配列すれば歯
牙ごと実験材料になる。補綴の溝上隆男教授に頼ん
で，持参したヒト抜去大臼歯を使った一本義歯を作
製してもらった。歯磨きをしないで一週間装着後，
グルタールアルデヒドで義歯毎予備固定，歯の表面
部分を切り出し，部分脱灰後，本固定，包埋後超薄
切片を作成する。手順は簡単だが観察できる切片は
中々得られない。４本の抜去歯を使ったが操作の途
中で肝心のプラークが剥離・脱落。その上，義歯の
使用に慣れていないせいか，鉤歯が動揺し始めた。
遂に左側の健全な第一大臼歯を慎重に抜歯しても
らって，義歯を入れ同様の実験を行ってようやく観
察に耐える標本を得て，１００枚近い電子顕微鏡写真
を手にした。少なくとも本邦では初めての成果であ
る。ようやく歯牙表面のペリクル，その上の完全な
プラーク像から色々なことが学べた。貴重な経験で
ある。

もう一つは，Corn-cob を in vitroで再現できたこ
とである。

伝研（現東大医科研）から借りてきた油圧式のマイ
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クロマニピュレーターに自家製の微細ガラス管を付
して，採取した生鮮プラーク表層の Corn-cob 付着
菌を顕微鏡下で採取し，それを純培養する。Core

（芯棒）に当たる線状菌には，菌体石灰化実験でなじ
みの Bacterionema matruchotiiを供試して，先に得た
純培養菌と混合し，Corn-cob の形成に成功したの
である。付着する菌は Str. sanguisと同定された。
写真撮影を終わったときの感激は今でも忘れられな
い。この所見を発表した IADR 総会（１９７７年於ラス
ベガス）では R. Genco（UNB）や R. Gibbons（Forsyth
Dental Center）から絶賛を受けた。事実この成果
は，今日展開されている異なる菌種間の凝集現象

（共凝集）や相互関係にかかわる研究の緒となったの
である。

菌体石灰化にかかわる研究ではその後，分析電顕
で菌体内のメソゾームで初発すること，さらに本菌
種以外でも菌体内石灰化が起きることを明らかにし
た。アメリカでの研究業績は Ennever, J. & Taka-
zoe, I. の共著で Zipkin 編の著書“Biological Miner-
alization の Bacterial Calcification. pp．６２９－６４８,
Wiley Interscience, New York. １９７３”に掲載され
ている。その後，菌体内石灰化の基質と類似のリボ
蛋白として，リゾチームとフォスファティディック
酸とを結合させたリポ蛋白（合成ドーパル）を用いて
石灰化能を検討し，３７℃，２４時間で明らかに石灰化
することを確かめた。高分解能の電顕で生成される
結晶がハイドロオキシアパタイトであることも確か
めた。この所見は生体内の異所性石灰化の機序解明
にも，種々の示唆を与えたものと思われる４）。

さて初めに断ったように，国際学会や WHO など
の役職を委嘱されると新たな研究を手掛けなければ
成らないことが出てくる。最も大きな新しい課題
は，代替糖の開発であった。１９８１（昭和５６）年リオデ
ジャネイロでの第６９回 FDI 世界大会で Commission
on Oral Health, Research and Epidemiology

（CORE）が WHO と共同で「変わりゆく歯科疾患の
実態に関する調査・検討することを決定し，共同作
業班（FDI/WHO JWG５）を結成した。同作業班は
直ちに調査を開始し，ウイーン，東京，ヘルシンキ
での FDI 年次世界大会の際，会議を重ね，歯科疾
患パターンの変化の程度と範囲を明らかにすると同
時にその理由を考察した。髙添は当時 CORE の副

委員長をしていたので，この共同作業班に参加して
いたが，ヘルシンキでの年次総会後の報告書作成に
も参画を要請された。ポツダム（当時は未だ東ドイ
ツ）での起草作業には，歯科医療従事者の需給状態
を解析することを目的とした FDI/WHO 共同作業
班６の委員も加わった。先進国１２歳児の齲蝕歯数を
比較すると，アメリカ２．９本に対して日本は５．９本と
最も高く，これに反してフッ素入り歯磨剤の市場占
有率はアメリカ：８５％に対して日本は１５％と最低で
ある。種々の関連因子についても検討したが，フッ
素応用程度が齲蝕歯数減少と最も関連性が高いこと
が結論付けられた」５）。

前置きが長くなったが１９８１年ブラジルから帰国し
た髙添は，日本でのフッ素応用の不振が当時主婦連
など，多くの団体がフッ素の毒性を理由にフッ素入
り磨歯剤に反対していたためと理解した。髙添は日
本歯磨工業会の依頼で，公正取引委員会の証人とし
てフッ素の効用について証言をした経験もあった
し，メディア（朝日新聞 昭和６０年４月１０日）も髙添
の帰国後，日本の苦境を記事にしてくれたのでこの
問題の解決への甘味料開発にエンジンがかかった。
教室員の海外留学で人手不足をかこっていたが，ポ
ツダムから帰国後直ちに代替甘味料の研究に着手し
たのである。蔗糖の構造異性体であるパラチノース
に着目し，その齲蝕誘発性を詳細に検討し，その非
齲蝕誘発性を確認した。各血清型 Str. mutansや他
のレンサ球菌がパラチノースを利用できないことを
示し，Str. mutans培養上清から得た glucosyltrans-
ferase（GTF）を用いても，パラチノースからは不溶
性グルカン合成は起こらない。さらにパラチノース
は不溶性グルカン合成阻害を通じて，蔗糖の齲蝕誘
発性を低下させる可能性を示した６，７）。また，蔗糖に
GTF を添加すると，生じたブドウ糖がパラチノー
スと結合して種々の可溶性オリゴ糖を形成すること
によって，不溶性グルカン合成を阻害することも証
明した８）。これらの所見を動物実験９）ならびにヒトで
の短期（６週間）含嗽実験でも確認した１０）。急性，亜
急性，慢性毒性および発癌性ならびにその他の毒性
の無いことも明らかにされたため，１９８８年からパラ
チノースは，齲蝕にならない糖（JSD 基準）と分類さ
れた。以上の所見は著書１１）に載録されている。

日本の無条件降伏文書を受諾したあのポツダム

歯科学報 Vol．１１９，No．２（２０１９） １０７

― ２５ ―



で，日本の齲蝕率の高さがフッ素活用程度を反映し
ていることを国際的に突き付けられ，その報告書を
書かなければ成らなかったことに，悔しさと恥ずか
しさは言葉にならなかった。会議の場所が場所だけ
に“これで日本は二度敗けた”と思った。Auto-
matic feeding machine を使っての動物実験やヒト
での含嗽実験（ジブシーの実験キャラバンから選ん
だ被験者の実績確認，評価の難しさ，スウェーデン
政府倫理委員会への申請などを含む）のため数回の
スウェーデン出張と３年間で開発研究を成就できた
ことは心から嬉しかった。厚生省もフッ素応用にこ
れまで以上に真剣に取り組むきっかけになったと思
う。パラチノースの齲蝕予防効果はどの程度かは不
明だが，日本の小児齲蝕も明らかに減少に転じ始め
たのは数年後である。１９９２年以後の WHO Expert
Panel の年次総会では，髙添はようやく胸を張って
論議に加わることができた。因みにパラチノースの
開発にはパテントがからんでいたが，登録・権利維
持にかかわる費用は製造元の三井製糖がすべて支辨
していた。パテントの有効期限が過ぎてからパラチ
ノースは，急に多くの食品に使用されるようになっ
た。

２．教育について
元来，講義は，自分の知識の整理に役立つばかり

でなく，教室で若い学生の鋭い反応が得られる利点
を実感していたので，講義には常々十分な準備をし
た。AV 手法の効果はアメリカでの経験でよく理解
していたが，日本では学生が居眠りすることが多い
ので，板書に力を入れた。資料は全く持たず教壇に
立った。“語り部”として眠らせないのには，情熱
と興味を講義に盛り込むことしか考えなかった。教
務部長になってから教育には更に力を入れた。

当時創立された全国歯科大学学長会議で，諮問機
関「歯科大学教育問題検討委員会」が設けられた。
委嘱された委員は，石木哲夫，橋本弘一，河村洋二
郎，森 昌彦，長田 保，鈴木鍾美，髙添一郎と言
う構成である。昭和５２年１１月２９日本委員会は答申を
提出し，委員に関根 弘，尾崎 公を加え，教育専
門委員会と改称し，アンケート調査，歯科医師の卒
後教育白書などを発表。さらに科別の臨床実習の実
態調査を実施し，これを公表するなど活動を広げ

た。その間に日本学術会議第７部の医・歯・薬学教
育の改革に関する勧告に際して歯学部門についての
歯学研連の作業を担当した。歯学教育の改革につい
ては問題提起に始まり，詳細な実態調査を行い，具
体的提案を行う段階に至った。その受け皿として横
繋りの“学会”が必要となった。難産だったが１９８２

（昭和５７）年８月２２日，日本歯科医学教育学会が誕生
した。この経過で髙添は本学会の設立・運営・推進
に参画し，同年８月から平成１１年７月まで常任理事
を務めた。その間に FDI 常設委員会の一つである
歯学教育・診療委員会の委員を６年間，更に Euro-
pean Journal of Dental Education の編集委員を５
年間務めた。

歯学教育について髙添は二つの国際学会での講演
で歯学教育者としての自己評価がある程度妥当性を
得ていたことを認識した。ジュネーブで開かれた国
際シンポジウム“World Conference on Oral
Health Science Education”で「Instruction より
Learning の方が大事だ。習得者に受け身を感じさ
せる CAI より CAL の方が好きだ。学生に知識を与
えるためのソフトはスライドと変わらない。教育用
のソフトは“自分で勉強する”，“自分で考える”た
めのものでなければならない。CD-ROM は理解に
苦しむような内容を含むものでなければならな
い。」と主張した。日本の辞書では動詞 Study の第
一義は“勉強する”“研究する”と同格になってい
ることも紹介した。アメリカ代表の Tedesco 教授
は賛同して“我々は教育を通じて学んでいる”と付
け加えてくれた。翌年１０月ホンコンで開かれた第８３
回 FDI 世界大会で共催された歯科大学学長・教育
者会議で講演した際，教育には機械論で解決できな
い部分が多い。教育一般に通じることだが，現今の
“教育”では Faculty Development が最も重要で
あることを強調し，絶賛を浴びたことも忘れられな
い。牛場大蔵主宰の日本医学教育学会より１０年遅れ
で誕生した，日本歯科医学教育学会は長く発育不全
に悩まされていたが，徐々に会員も増え，学会誌も
充実して来たのは喜ばしいが，初等・中等教育の方
針や大学入試制度の度々の変更の波を受けて，学会
の力点の置場が安定していないことが気にかかる。
名誉会員のバイアスのかかった視点かもしれない
が，教育をもう少し形而上学的論議の対象として，

髙添：髙添一郎小伝 ⑷１０８
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愛情と信頼に充ちたものへ舵を切ってもらいたいと
強く願っている。

さて，髙添が講座外教授になってからもう一つ増
えた職務が海外情報部長だった。

髙添が国際渉外を担当するようになってからの業
務を，年代毎に記載するのは複雑過ぎるのでまず，
姉妹校締結にかかわる内容から触れたい。

１９７９（昭和５４）年６月予備交渉のため髙添はフロリ
ダ大学歯学部ゲインズビルに出張，同年１１月には姉
妹校締結調印の段取りを付けた。同年１１月２０日鹿島
理事長，松宮学長，河辺清治同窓会副会長および髙
添はゲインズビルに出向き，フロリダ大学 Marston
総長，Deal 副総長，Allen 歯学部長，Shreve 副学
部長，Kenward ICD 事務局長の出席の下，姉妹校
締結調印が行われた。ICD 事務局長の肝いりで始
まった，この姉妹校締結は，前年の鹿島理事長・高
木学長のフロリダ大学訪問，髙添の予備交渉，調印
文書草稿の完成を経て，行われたものである。大学
総長までが調印に加わった点で意義深い。その後，
フロリダ大学歯学部と本学との交流は円滑に進展し
た１２）。セミナー，講義・共同研究のために来校した
のは C. A. Gibbs，W. B. Clark，D. L. Allen，B. J.
Courts，G. E. Garrington，H. R. Stanley そして上
記総長秘書の（国際渉外担当）Ms. Ranbo などであ
り，その後，講演，セミナーなどのためフロリダ大
学を訪問・講演したのは金子 譲，岸 正孝，藥師
寺 仁，伊藤彰人，髙添，高橋一祐などである。

カロリンスカ大学歯学部との姉妹校協定調印は，
昭和５６年５月２１日，フーデンゲにあるカロリンスカ
大学歯学部会議室で行われた。出発直前に急に感冒
にかかり，渡欧を断念した鹿島理事長，松宮学長

（図３）からすべての代行を委任された髙添が，カロ
リンスカ大学側から W. Edwall 歯学部長，G. Fros-
tell 副学部長，T. Martinson カリキュラム委員長，
大学本部の Ms. Lundquist との間で協定書に調印し
た。

調印式の模様は，当時イエテボリー大学歯学部補
綴学教室に留学中の本学小宮山彌太郎講師，カロリ
ンスカ大学・歯学部齲蝕学講座へ留学中の髙添教室
佐々木脩浩講師によって多くの記念撮影が行われ
た。調印式終了後，カロリンスカ大学医学部長
Pernow 教授を表敬訪問した髙添は，いきなり，

“東京歯科大学とは？”，“どんな研究が行われてい
るか？”と次々に尋ねられて冷汗をかいた。教授の
高邁な見識に圧倒された。その後，数回，生理・医
学ノーベル賞選考委員長の Pernow 教授とは家内
共々夕食を共にする機会を得たが，いつも鮮烈な
学問的刺戟を味わった１３）。フロリダ大学歯学部長
D. L. Allen 教授が，１９８３年６月 Texas 大学歯学部
長に就任したことを機に，本学とテキサス大学歯学
部との姉妹校締結が提案され，髙添は予備交渉のた
めにヒューストンへ出張を命じられた。協議の上，
文案作成を終え，１９８３年１１月１１日，本学水道橋校舎
において姉妹校締結の調印式が行われた。本締結に
は本学からは鹿島理事長，高木学長，金竹副学長，
松宮名誉学長，髙添国際渉外部長が，テキサス大学
側からは D. L. Allen 歯学部長が出席した。本締結
は，東京歯科大学とテキサス大学および同大学歯学
部との間で行われたものであり，テキサス大学総長
および評議員会議長の署名もなされている１４）。上記
締結式の３日後から東京で第７１回 FDI 年次世界大
会と，第１５回日本歯科医学会総会とが同時開催され
た。髙添は通訳部会長を委嘱され，正に目の廻る忙
しさを味わった。この FDI 年次世界大会に中国代
表団が初めて出席したこと，「長寿のための歯学」
のスローガンの下に開発途上国における歯科医療の
適正配分などの課題が論じられたことは，今となっ
ては懐かしい史実である。

国際渉外部長として東京歯科大学に迎えた外国の

図３ 松宮誠一

歯科学報 Vol．１１９，No．２（２０１９） １０９

― ２７ ―



客人は極めて多い。時代のせいでもあろうが，留学
先や学会で知り合った著名な研究者の来訪などが本
学の国際交流に大変役立った。来訪者は歯学の各方
面にわたっていたので，予備知識の準備は髙添に
とっても大きな収穫であった。また自らの経験に基
づいて，髙添は教室員の海外留学機運の醸成を積極
的に進めた。まず奥田克爾助教授が１９７８（昭和５３）年
９月から８か月，髙添の後を追ってスウェーデン政
府国費を得てカロリンスカ大学歯学部齲蝕学教室へ
留学。奥田は引続き，米国 NIH の政府留学生試験
に合格して，ニューヨーク州立大学歯学部，歯周病
研究センターに１年３か月留学した。ついで１９８０

（昭和５５）年９月から８か月佐々木脩浩（現東京歯科
大学非常勤講師）はカロリンスカ大学歯学部齲蝕学
教室へ，１９８４（昭和５９）年には４月から１９８５（昭和６０）
年３月まで，太田功生講師はミシガン大学歯学部，
内藤祐子講師（現国士舘大学教授）はライオン・
Bank of Boston より基金を得て，Forsyth Dental
Center（ボストン）に１９８６（昭和６１）年１０月から１年
間留学，加藤哲男講師（現東京歯科大学教授）は１９９０

（平成２）年９月から１９９２（平成４）年２月までテキサ
ス大学サンアントニオ校へ，石原和幸（現東京歯科
大学教授）は１９９２（平成４）年２月から１９９３（平成５）
年６月までテキサス大学サンアントニオ・ヘルスサ
イエンスセンター，その後同年７月から１２月まで
ニューヨーク州立大学バッファロー校へ留学した。
また大学院での研修を微生物学教室で終えた松久保
隆（現東京歯科大学名誉教授）は，１９８２（昭和５７）年３
月から１９８３（昭和５８）年２月までカリフォルニア州立
大学サンフランシスコ校歯学部に留学している。大
学院の副科目として微生物学を１年間毎週英語で講
義した。その院生の一人に水口 清（現東京歯科大
学名誉教授）がいた。彼はトロント大学医学部生化
学教室に１９８６（昭和６１）年から１年３か月留学してい
る。歯周病研究で共同研究の道が出来たニューヨー
ク州立大学バッファロー校へはその後，齋藤 淳

（現東京歯科大学教授）が１９９４（平成６）年１１月から
１９９６（平成８）年９月末まで留学している。さらに大
学院を修了した本間聖進は，当教室に３年間在籍し
た後，ニューヨーク州立大学バッファロー校に職を
移した。

これら留学経験者は，いずれも留学先からの招聘

ないしは研究助成金を受けたものであること，家族
同伴であること，留学中および帰国後に完成された
業績がいずれも高い評価を受けているばかりでな
く，いずれも自分を乗り越えていくことに髙添は限
りない喜びを感じていた。また外国から本学と共同
研究のために来学した G. Frostell（日本学術振興会
招聘），W. B. Clark（フロリダ大学歯学部）および J.
I. Choi（韓国）はいずれも微生物学教室で研究した。
東京歯科大学の研究推進の機運を強く生み出したも
のと心ひそかに満足している。

大学の国際交流に光が当たったのは，東京歯科大
学創立１００周年を記念する式典を挙げた１９９０年の諸
行事である。髙添は国際シンポジウムを担当し，企
画から運営，全般を取り仕切り，発題講演も行っ
た。姉妹校の歯学部長，NIH および WHO の代表
を始め当時の歯学領域の最先端にいる研究者１９名の
シンポジストの参加を得て，２日間の国際的集会
を“同時通訳なし”で遂行することができた。翌年
Proceeding“Predictable Advances in Oral Health
Research”を金竹，髙添の編集で刊行した。

３．法人役員に就いて
さて，本学が歯科医学教育に全力をあげているう

ちに時代は次々と厳しい課題を歯科界に突きつけて
きた。歯科医師数の過剰問題について大学へは文部
省，厚生省からそれぞれ国の要請を通達して来てい
た。歯科医学教育の量から質への転換と，学生定員
の削減である。この動きに反応した全国の歯学部受
験生は，１９８６（昭和６１）年には７，０００名を割込んだ。
歯科大学は軒並み経営が深刻化して来たのである。
高木学長から髙添が要請されたのは入試制度の改革
と，教育カリキュラムの見直しだった。提案した面
接試験の充実と文章読解力の評価は直ちに採用され
た。文章読解力に使用した“社説”については，指
定席への受験生の着席を確認，試験開始５分前に電
話で新聞社の承諾を得ることができた。綱渡りのス
リルは格別だった。

１９８６（昭和６１）年６月に就任した金竹学長からは大
学院研究科長と，法人事務として主事に就任した髙
添に歯学教育の更なる充実のための大学院の活性化
と，本学の財務改善に力を入れるよう指示された。
髙添はまず歯学教育をよりよいものにするため教育

髙添：髙添一郎小伝 ⑷１１０
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ワークショップ開催を提案し，２年後の１９８８（昭和
６３）年からワークショップが開催されるようになっ
た。大学院入試に難度の高い語学と，研究にかかわ
る論文を導入し，講座毎の定員枠を緩和することも
合意を得て実行された。昭和６２年度の大学入試定員
は金竹学長の英断で２０％減の１２８名となった。１９８１

（昭和６３）年文部省が大学設置基準の大綱化を推進し
て来たのに応答して，東京歯科大学は千葉キャンパ
スを建設し，教養課程と専門課程を同所で一貫教育
とするため，カリキュラムに一大改革も行い，歯科
医学教育の充実化を図ることができた。そして１９９０
年には大学創立１００周年記念を祝福できたのであ
る。髙添は記述の通り１９８６（昭和６１）年から法人主
事，１９８９（平成元年）から二期目の大学院研究科長を
兼務していたので，教授として自分自身の研究と教
育の活性はかなり削がれていた。自分はもはや“研
究”を研究しているに過ぎないと思うようになって
いた。

４．苦難の法人役職
財政難を抱えた大学にとって新しい課題も出てき

た。それは水道橋校舎の再建問題である。予測され
る日本の１８歳人口減少がそれに加わる。この問題は
すでに昭和５６年以前から検討されていた。昭和５９年
に計画案が正式に論議され始めたが，中々結論は得
られず，現法規に従った改修案が浮上した。しかし
役員会は新築を決定し，敷地の半分を使って近代的

な歯科病院を建て，残りの土地の有効利用法につい
ては慎重審議する懸案事項となっていた。

髙添が学校法人の運営に真剣に力を入れるように
なったのはこの頃からである。奥村鶴吉，福島秀
策，杉山不二，関根永滋，松宮誠一，高木圭二郎

（図４），金竹哲也と７代にわたる学長の下で育って
それなりの仕事をしてきた。関根，松宮，高木およ
び金竹学長（図５）はいずれも姉妹校訪問にも随行し
たりしたので性格も力量もある程度知っていたが，
髙添にとって最も気脈の通じ合えたのは金竹であ
る。阪大工学部出身で昭和２４年に本学教授として招
聘され，歯科用金属の研究に没頭。多くの歯科用金
属合金を開発し，昭和４５年に図書館長，昭和５２年に
は松宮学長，高木学長の下で学監，昭和５４年から４
年間大学院研究科長，昭和６０年９月２７日学長代行，
昭和６１年６月１日学長就任という本学で最長の教授
歴と多くの業績の持ち主である。温和で思慮深い
が，意志は強く，決断も早い。金竹は学長就任と同
時に主事になった髙添に，上記の水道橋校舎問題の
解決に全力を注ぐよう下命した。大学の財政基盤の
確立が副題として付いていた。

法人事務局入りした髙添は，まず主事の仕事の内
容を勉強しなければ何もできない。しばらく法人事
務局の事務長（経理担当）の中野正悟から，財務三表
や学校法人会計基準に基づいた諸法規を懸命に学ん
だ。中野は優秀な事務官で，国立千葉病院から１９６１

（昭和３６）年７月に市川病院に転じた人物である。同

図４ 高木圭二郎 図５ 金竹哲也
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じ国家公務員で１９６５（昭和４０）年２月，時の厚生省医
務局の課長補佐だった中屋敷小吉が市川病院の事務
長に就任してからは，二人の連携による事務組織改
革が急速に進展する。その当時の法人主事は高木で
ある。中野はやがて法人の事務長となったが，髙添
に学校法人東京歯科大学の難しさについても種々教
えてくれた。１９８３（昭和５８）年，高木が学長となった
ため，この時から中野の直接の上司である主事は金
竹哲也に代わる。その金竹が学長となった１９８６（昭
和６１）年に髙添が法人事務局入りをしたのである。

水道橋校舎についてまず思い付いたのは，単純に
財政基盤の確立と水道橋再建を同時に考える方が得
策ではなかろうかということだった。それには
１，０００坪の土地を二分して駅側に５００坪の病院を建
て，次いでもう一棟，別の賃貸用のビルを建てる

（二棟案）というのは不利である。もし法規上許され
るならば賃貸階層を含むインテリジェンスビル一棟
を建てる方が良い。建築費，建坪率など夜中に計算
して提案を決心した。以前，水道橋校舎の取壊し事
業の頃，江原技師長から建築については種々話を聞
いていたのが役に立った。金竹は，早速鹿島建設を
呼んでこの提案の可能性を検討させた。何と行けそ
うだという。残る問題は病院施設に賃貸階層が含め
られるか否かである。厚生省の見解で両者の確実な
隔離を条件として可能であることもわかった。問題
は未だ残る。遡って取壊しか再建かで散々論議され
たと同様，誇り高い東京歯科大学が同一の建物で賃
貸業をやるのかと，学内や同窓会からの非難が出て
議論が続いたのである。金竹は，水道橋再建の原則
は経営基盤の確立が前提となっていることを重ねて
強調し，この計画の重要性を訴えた。ようやく賛同
を得た１５，１６）。

学校法人会計基準によると，明確な目的のない内
部留保は許されない。上記賃貸階層からの収入は一
般会計には入れられない。髙添は，学術奨励基金と
して第３号基本金に組入れることを提案した。毎年
２億円，計画総額２０億円で研究施設，設備の充実お
よび研究活動の活性化を謳った。なお，組入れ額が
計画額に達した際は，基金の運用果実の事業使用残
高および学校法人の募集によらない特別寄付金の額
を引続き基本金へ組入れる。この計画は平成３年３
月１４日の理事会および同年３月２９日の評議員会です

でに決定されたという付言を添えて文部省に提出
し，認可されたのである。

話は前後するが，理事長鹿島俊雄は就任以来すで
に２０年を経過しており，１９７７（昭和５２）年政界を引退
してからは病気がちで，大学に出勤するのも稀で
あった。そのため水道橋校舎再建計画が進行中，昭
和６２年６月２６日の第５１６回理事会において，鹿島理
事長は金竹学長（理事）に理事長代理および代行を指
名し，それは全員了承で決定されていた。

したがって高木学長退任以後の大学運営は学長と
してばかりでなく，法人の運営を全面的に受持ち，
その責任を果たしたのは金竹学長だったのである。
しかし，金竹は学内のいわゆる足場は弱く，有力な
保存，補綴との連携は強固とはいえなかった。自ら
政治力を発揮できる人間ではなかったといわざるを
得ない。他大学出身というハンディもあったが，ど
ちらかというと花澤的であったともいえる。ちなみ
に口腔外科は，歯科の亜流とされ，いわゆる政治的
な行動を回避する傾向があったという背景もある。
鹿島は任期満了で退任し，１９９３（平成５）年１０月井上
裕が第５代理事長に就任した。１９９０（平成２）年６月
１日髙添は常務理事に就任し，２年間は財務を，後
の２年は庶務を担当した。

そして，１９９２年（平成４）年５月末日に金竹学長は
任期満了で退任され，同年６月１日，第８代学長の
関根 弘が実現した。背景には当時の千葉病院長で
あった石川達也の力が大きかった。関根には持病

（糖尿病）があり，長期の学長職は困難と思われてい
た。石川・関根は髙添を夕食に誘って次期学長の話
をした。学務や法人業務より研究に長く主軸を置い
て来た髙添は“大学に対する社会の要望は強い。大
学院大学の増設や研究所の付設は目下の急務だ。本
学に研究所をつくることは僕の宿願だ。それを実行
してもらえるなら学長は誰でも構わない。”と自ら
の意思を伝えた。学長候補推薦の教授会は関根が石
川によって推薦され波乱なく閉会した。関根 弘新
学長とともに石川達也副学長，町田幸雄学監が就任
した。髙添は学務では依然として大学院研究科長
で，１９９０（平成２）年に法人では前述の通り財務担当
の常任理事，１９９３（平成５）年に庶務担当常務となり
多忙な日々が続いた。

関根永滋学長時代から関根（弘），石川，髙添は学
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務では常に学長の側近として協議に加わり三羽烏と
呼ばれていた。この学長主催の会合は学務幹部会を
呼ばれ，定例教授会（毎月第１火曜）の午前中に召集
されていたが，その後市川病院長も加えられて学務
審議会と改称され，予算編成の骨子なども含まれ，
不定期に召集されることが多くなった。予算にかか
わる器材購入の仕分けについて，研究に重きを置い
た髙添は，市川病院拡充に向けても常に積極的で
あったが，これを関根・石川はあまり良くは思って
いなかったのを思い出す。しかし，市川病院は診療
科を次々と増やし，市川総合病院と名称も改められ
て地域医療の重鎮へと発展した。

１９９３（平成５）年，井上 裕理事が第５代理事長に
なっていたが，その遥か以前，１９７６（昭和５１）年以来
国政に転じ，１９９０（平成２）年１２月２９日第二次海部改
造内閣で文部大臣となった。約１年の任期ではあっ
たが，大事件であった。学内，同窓会特に同期生に
とっては色めき立つ事態であった。羽賀通夫法人主
事の急逝に伴って，１９９１（平成３）年から再度の主事
を兼任することになった髙添常任理事にとってはま
すます複雑な業務に追われることになった。まず，
文部大臣は，大学の理事長職を一時退かなければな
らない。その手続きを１９９１（平成３）年の初頭に終
え，法人人事の調整を図ることから始まったのであ
る。法人の役員会は金竹理事長代行によってすべて
取り仕切られた。

前年に行われた東京歯科大学創立１００周年記念国
際 シ ン ポ ジ ウ ム の Proceedings は１０月１２日 に，
８００ページに及ぶ東京歯科大学百年史が発刊（１２月２０
日）されたのもこの年である。夏には７月に FDI/
WHO 共同作業班 WG１５（ICOHR）会議（於ジュネー
ブ）に出席，９月には野口英世博士の旧別荘取得の
ための下検分に金竹学長のお伴をしてニューヨーク
に出向いた。さらに１２月には，視察・講演のために
チェンマイ大学歯学部（タイ）に金竹学長のお供をし
て出張した。翌年，関根学長，石川副学長，髙添大
学院研究科長および五十嵐暁昌同窓会長はニュー
ヨークに赴き，いずれも法人常任理事として野口英
世博士の旧別荘（図１）購入の手続きを完了した。

関根 弘学長は一期で退任し，１９９５（平成７）年に
石川達也が学長に就任した。髙添はこの年で定年退
職した。同時に特任教授（本学にとっては最初の職

位）に就任し，残した学務の整理に取りかかった。
実は髙添にとっては大きな宿題が残っていた。１９９５

（平成７）年文部省の私立大学学術研究高度化推進事
業・私立大学ハイテクリサーチセンター整備事業が
打ち出されており，その応募〆切りが迫っていたの
である。しかし，体調を崩し始めた石川は“今年は
止めておこう”といって腰を上げない内に時間が過
ぎた。石川は遂に入院し，複雑な手術を受けた。隣
室で特任教授として執務していた関根と種々相談の
結果，関根は髙添の提案に同意した。石川の術後の
経過が意外に良くなったと聞いて，二人で見舞いか
たがた入院先へ出掛けた。“以前固く約束したこと

（研究所を設立する）を実行してもらいたい。任せて
もらえば申請書類の作成は直ぐに着手できる”と提
案した。石川は，暫く考えていたが，“じゃあ，頼
む”と笑顔を見せた。石川学長の依頼を受けて時の
金子 譲大学院研究科長や井出吉信研究部長，木崎
治俊教授らと相談し，協議会を編成して，申請書を
整え，応募に間に合わせた。当時歯科大学としては
唯一選定されたプロジェクト研究「口腔機能による
生体制御機構の解明」を主軸として，１９９６（平成８）
年に設立されたのが口腔科学研究センターである。
爾後本研究センターは，年々プロジェクト研究を推
進し，東京歯科大学の研究活性を高めている。長年
の宿願が叶ったことに満足している髙添は，毎年開
催される本研究センターのワークショップには必ら
ず出席して“研究成果”の賞味を噛みしめている。
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