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今回は、本学の看護教

育のなかで建学の精神が

どのように受け継がれて

いったのか、東邦大学医療

短期大学名誉学長・五島

瑳智子先生の生涯を通し

て見ていきたいと思いま

す。五島先生は、研究者と

して微生物学・感染症学・

化学療法学の分野で国際

的にも偉大な足跡を残し、

本学に対しても現在の看護学部の基礎を築くなど多大な貢

献をしました。個人的にも言葉に尽くせぬほどの御恩を受

け、今でも颯爽と学内を歩く姿やよく通る凛とした声、そし

て人を引きつけずにはおかない満面の笑顔が目に浮かびま

す。先生は、どのような一生を送られたのでしょうか。

▌生い立ち

五島先生は、1927（昭和 2）年、千葉県市川で生まれまし

た。父親は車両を作る会社に勤めていて、仕事で朝鮮半島に

出かけることも多く、よく当地の民謡のレコードや名産品

などを送ってきたので、朝鮮語でアリランを歌うことができ

たとのことです。小さいころはおてんばで、男の子に交じっ

て遊ぶこともしばしばだったそうです。

先生は、1945（昭和 20）年、私立の名門・桜蔭高等女学

校（現在の桜蔭学園）を卒業すると、福島県立女子医学専門

学校（現在の福島県立医科大学）に入学しました。当時、勉

強を続けるには医学専門学校に進むしかないと考えたから

でしたが、太平洋戦争も末期となり、東京近辺は空襲が激し

さを増して、家族はすでに父の郷里である金沢に疎開して

いたため、母方の親戚がいる福島を選んだとのことです。戦

争が終わったのは、その年の 8月のことでした。

その後、家族が戻ったこともあって、1947年、3 年に進

級するのを機に、本学の前身である帝国女子医学薬学専門

学校（同年11月、東邦女子医学薬学専門学校と改称）の編

入試験を受けて転入し、1950 年に卒業しました。

▌研究者への道

しかし、五島先生は、医師国家試験に合格した後も直ちに

臨床医となることはせず、東京大学伝染病研究所（現在の医

科学研究所）の研究生となっています。戦争のためとはいえ、

基礎医学についての勉強が不足しているように思ったとの

ことで、いかにも向学心の旺盛な先生らしい選択です。以

後、2 年間ほど小児科の臨床医を務めた時期もありますが、

再び研究職にもどって細菌学と化学療法の基礎研究に従事

し、1956（昭和 31）年、母校の微生物学講座助手となりま

した。そして、のちに東邦大学名誉教授・名誉理事長とな

る桑原章吾先生のもとで優れた研究業績をあげ、1971年

に教授に昇進しました。本学医学部出身者としては 2 人目の

快挙です。

私は、1982 年、米国留学を終えて帰国し本学医学部の

講師となりましたが、そのとき考えたのは、基礎と臨床が

しっかりと手を結んだトランスレーショナルリサーチを実行

したいという事でした。本学の微生物学教室は、創立者であ

る額田豊・晉先生が、かつては国民病ともいわれた結核の

治療に積極的に取り組まれて以来の伝統を活かし、当時か

ら今に至るまで、日本でも有数の研究室として知られていま

す。この基礎研究を臨床に活用しない手はないと、桑原先

生と五島先生のもとを訪ねて、どうか先生たちの教室で研

究をさせてくださいとお願いしたところ、五島先生から「そ

ういう人を待っていたのよ。どうぞ大いに利用してください。

基礎は臨床のためにあるのだから」と快諾していただきまし

た。

以来、多数の教室員、大学院生をご指導いただき、学位

授与者を輩出するのみならず、その成果を臨床の場でも大

いに役立たせることができました。五島先生の見識の高さ、

そして人間としての心の広さには、感謝してもしきれるもの

ではありません。先生は、1989（平成元）年から1997年

まで、国際化学療法学会の理事や副会長を歴任されたほか、

 連載「東邦大学のルーツをたどる 第 2部」

東邦大学のルーツをたどる	第 2 部
−建学の精神を生きて−

理事長			炭	山		嘉	伸

第 5 回　医療人である前に人間であれ
五島瑳智子先生の生涯

東邦大学医療短期大学
名誉学長 五島瑳智子先生

伝染病研究所時代（左から２人目が五島先生）



26 学校法人 東邦大学 広報 No. 255 / 1月号

国内でも日本化学療法学会理事長等を務め、学会の発展に

力を注ぎました。

▌看護教育の発展のために

また、五島先生が本学

で成し遂げた大きな仕事

に看護教育の拡充があり

ます。本学の看護教育は、

1926（大正15）年、すな

わち帝国女子医専開校の

翌年に開設された附属看

護婦養成所に始まり、医学

部・薬学部に比肩する歴

史があります。ただ、本学

は、1945 年 4月の空襲に

より本館を除くほぼすべ

ての施設を焼失したため、

看護教育については戦後

10 年ほど中断を余儀なく

されました。1957年に東邦大学医学部付属准看護学校が

開校し、ようやくその歴史が継続されることとなったので

す。その後、1965 年には、より高度な看護教育を目指し

て3年制の高等看護学校が開設され、五島先生は、1977（昭

和 52）年、医学部教授と兼任で、この高等看護学校の第 6

代校長に就任しました。

しかし、五島先生の眼に

映った当時の高等看護学

校は、慢性的な財政赤字に

悩み、したがって教育環

境を整える余裕もなく、教

職員も学生もカリキュラム

をこなすのが精一杯とい

う状況でした。感染症とい

う専門分野からしても、看

護という仕事の重要性を

ことのほか認識していた

五島先生には、何か学園

全体のなかでも看護教育

が軽視されているように

思われたようです。教職員名簿からして、看護専門学校は附

属中高校の後、つまり一番最後に置かれていることに理不

尽なものを感じた先生は、まずは意識改革が必要だと、本

部に申し入れ変更を求めました。

五島先生は理屈に合わないことに敏感でした。当時、本学

の男性職員の定年は60 歳なのに対し、女性は 55歳でした。

五島先生は、これには根拠がないと理事会に対処を求め、

1976 年に男女とも 60 歳定年制を実現させています。日本

で男女雇用機会均等法が施行されたのは、これより10 年

も後の1986 年ですから、実に画期的なことでした。五島先

生は、形式的な男女平等だけでなく、後進の女性教職員が

仕事と子育てを両立できるようにと、附属保育園を開設し

運営する活動にも深く関わっていました。

聞くところによれば、桜蔭高女時代の一番の親友は、日本

国憲法に男女平等を盛り込んだベアテ・シロタ・ゴードン

女史の父でピアニストのレオ・シロタ氏に師事していたと

のこと。先生の男女平等に対する見識は、そんなところか

らも醸成されたものかもしれません。そして、あくまでも

弱いもの、幼いもの、助けを必要とするものに寄り添う心を

持っていました。連載第 2回でご紹介した龍知恵子先生た

ちが創設した社会福祉法人鶴風会「東京小児療育病院・み

どり愛育園」の事業にも、当初からボランティアとして参加

し、のちに理事長や後援会長を務めるなど、支援を惜しみ

ませんでした。

▌東邦大学医療短期大学の開設

話を看護教育に戻しましょう。校長となった五島先生は、

看護教育を向上させ、財政的にもゆとりあるものにするに

は、大学にするしかないと考えました。看護専門学校は厚生

省（現在の厚生労働省）の管轄ですが、大学になれば文部省

（現在の文部科学省）管轄となって補助金が給付されます。

カリキュラムの上でも、厚生省の規則では医学部の約 2 倍の

教育課程をこなさなければなりませんが、大学になれば教

養教育の時間を増やすことも可能です。五島先生は次のよ

うに言います。

「医療職が他の職業と違うのは、人の生命や心に直接向き

合う点である。機械化が進んだ現代では、ともすれば迅速

性、効率性が優先し、利益を追求する方向は加速する。医療

はその対極にあるものをないがしろにせず、なお一層人間

的であらねばならない」（「東邦の看護教育発展のあゆみ」）

つまり、五島先生は、看護教育の根本には人間教育がな

ければならないと考えたのです。これは、まさに創立者で

ある額田豊・晉先生の教育理念そのものです。そして、五

島先生の必死の働きの結果、1985（昭和 60）年に東邦大

学医療短期大学看護学科が開設されると、先生は学長に就

任し、この教育理念を具現化すべく、教養科目の充実をは

じめ、自然体験学習、文化講座、日本文化研修、海外への研

修旅行等々が導入されたのでした。

とくに、1987年から開始された中国との看護交流は、日
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本から研修に出向くだけでなく、中国からの研修生を受け

入れる交換派遣の形で行われ、帰国後の研修生たちは、中

国の看護分野で中枢を担う人材へと育っていきました。こ

のことも、五島先生の大きな功績の1つと言ってよいかと思

います。

五島先生の眼はさらに先を見ていました。やがては4 年

制大学へ移行することを視野に入れ、1988 年、短大 3 年の

上に専攻科が設けられました。そして、1991年、専攻科の

学生が医学部の講義を履修し必要単位を満たせば学士の学

位が授与される制度ができると、五島先生は、いち早く医

学部の協力を取り付け、1992 年に学位授与機構の認定校

となり、短大卒生の学位取得を可能にしました。わが国の

医療系短大では第1号です。

その後、本学の看護教育は、医学部看護学科開設（2002

年）から看護学部創設（2011年）へと発展を見ることになり

ますが、その先鞭をつけられたのが五島先生でした。先生

は、4 年制大学となる見通しが立つまではと医療短大の学

長を続け、医学部看護学科の開設が決まった 2000 年を機

に職を退きました。

▌五島先生の最期

退官後も精力的に活動

を続けていた五島先生が、

体調不良で本学医療セン

ター大橋病院を受診した

の は、2015 年 3 月10 日

のことでした。先生は、こ

の 2 週間ほど前に行われ

た東京小児療育病院の 50

周年記念式典を自ら陣頭

指揮をとって盛大に執り

行い、来院 4日前の 3月6

日に行われた看護学部の

卒業式にも出席していました。しかし、検査の結果、肝転移

を伴った膵臓がんで、もはや外科的な治療はできないほど

の状態であることが判明しました。私にとってはこれも大変

な驚きでしたが、それ以上に驚嘆したのは、そうした病状

説明に対して、五島先生がみじんも動揺を見せないことで

した。そして、その後も、5月8日の看護学部の戴帽式や 6

月14日の本法人創立90 周年記念行事、7月の本法人評議

員会等々に出席し、8月13日に亡くなられたのです。

この間の先生の様子を間近で拝見していて、私の心の中

で重なるものがありました。晉先生が描いた森鴎外の最期

です。晉先生は、重態に陥った森鴎外の診察を許された唯

一の医師で、その死を迎える泰然自若とした姿にいたく感

銘を受け、このことが本学の建学の精神の由来である先生

の著書『自然・生命・人間』を生む発端の1つとなっています。

そして晉先生もまた、最期まで自分の使命を全うされて静

かに息を引き取りました。先の晉先生の著書には、生命体は

やがて死を迎えるが、その構成物質は何らかの形で存在し、

やがてまた生命体となって現れる。この大自然の法則をよ

くよく考えれば、死は恐ろしいものではない。一方、生命はそ

んな自然からのすばらしい贈り物なのだから、これを大切

に、人間は命ある限り社会のため人類のために尽くさなけ

ればならないというくだりがあります。

五島先生の生涯は、まさに建学の精神を身をもって体現

した一生であったと思われます。

これまで本学の栄えある卒業生たちの中から、龍知恵子

先生、幾瀬マサ先生、猿橋勝子先生、そして五島瑳智子先

生の生涯をご紹介してきました。次回は、そこから私たちは

何を受け取り、今後、どのように教育・研究・臨床の場で継承・

発展させていくべきかについて述べたいと思います。
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