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▌はじめに
本学は、学祖の1人である額田晉先生の言葉「自然・生命・

人間」を建学の精神としています。私が理事長就任時から絶
対的バックボーンとしてきたことは、常にこの建学の精神
を尊重することでした。理事長着任後に「額田記念東邦大
学資料室」を開設したのもそのような思いからです。

私は本誌に、「東邦大学のルーツをたどる」と題して
2012（平成24）年から12回にわたり、本学の創立者であ
る額田豊・晉両先生の足跡をたどって東邦大学の歴史と理
念を紹介してきました。また、創立90周年となった2015

年6月には『額田豊・晉の生涯　東邦大学のルーツをたど
る』という1冊の本にまとめることができました。2017年
からは第2部として6回連載し、建学の精神を身をもって
示された先輩方の生涯をご紹介いたしました。いずれも卒
業生や教職員の皆様からご好評いただいております。

2025年に本学は創立100周年を迎えます。この年は団
塊の世代が75歳に突入し、高齢化のピークに達する年とな
ります。少子高齢化が進む中、教育と医療は先を見据えたス
ピーディな対応が求められており、変えていくべきことは
速やかに変えていかなければなりません。しかし、2度の
連載を振り返ってみたとき、いかなる時代であっても建学
の精神である「自然・生命・人間」に立脚した教育・研究・
医療を通じて社会に貢献していくという道は変えてはなら
ない、それが将来も「選ばれる学校・選ばれる病院」である
ための本学が進むべき道だという思いは、ますます強まる
ばかりです。

本学は帝国女子医学専門学校の創設に始まり、現在では
5つの学部、2つの中学校・高等学校、3つの付属病院、2

つのクリニックを擁する学校法人へと発展してきました。
今回の連載では、建学の精神および教育理念のもと、本学の
学部・学校・病院などがどのような目的でできたのか、また、
構想から開設を経て現在の施設となるまでの道のりを紹介
していきたいと思います。

▌帝国女子医学専門学校の開設
額田豊先生・晉先生のご兄弟が、本学医学部の前身であ

る帝国女子医学専門学校を開設したのは、未だ関東大震災
の爪痕が残る1925（大正14）年4月のことでした。1923

年9月1日に起こった関東大震災の直後に、豊先生は学校
設立を決断したといいます。幸いにもご自身の被害は軽
かったという豊先生は、『學友會々報』第 1号の中で、「私は
全財産を失ったものと仮定してこれを投げ出したなら、あ
るいは相当な学校が出来はしないかと考えまして固く決心
しました」（「本校の創設につきて」）と述べています。

当時、女子の高等教育を望む声が大きなうねりとなって
いました。女子の大学入学が認められていない時代で、私立
の女子専門学校が次々と創設されましたが、その多くは文
学や家政といった文系に限られ、自然科学系は数校しかあ
りません。このようなときに豊先生は、健全な国家社会を
つくるためには、まず健全な母親をつくらねばならない、
それには女性に科学的な教育を行うことからはじめなけれ
ばならないと考え、女性のための医学専門学校をつくられ
たわけです。

また、学校の開設には、もう一つの大きな理由がありま
した。それは、ご母堂・宇多女史への感謝の思いです。豊
先生は第 1 回入学式の式辞で、「父亡き後、多年一方なら
ぬお世話になったこの母に対する感謝記念もあるのです」

（『東邦大学五十年史』）と述べ、入学生や保護者に深い感銘
を与えたといいます。

医学部本館前には、宇多女史の胸像が建っています。こ
れは、創立10周年に卒業生および在校生のたっての願いで
最初のものが作製され、その後、創立50周年に再建立され
たものです。それほどまでに、宇多女史の物語は、本学の学
生の間で語り継がれるべきものとしてあったのでしょう。

 連載「東邦大学のルーツをたどる 第 3 部」

東邦大学のルーツをたどる 第 3 部
−東邦大学のあゆみ−

理事長   炭 山  嘉 伸

第 1 回　医学部のあゆみ

本館入口に建つ
宇多女史の胸像

現在の医学部本館
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▌建学の精神「自然・生命・人間」の誕生
学校施設は、解剖学実習室・物理化学および生物学実習

室・暗室その他を収めた鉄筋コンクリート造りの地下室と、
教室・図書室・講堂・職員室・事務室などを含んだ木造2

階建とからなる本館が1925（大正14）年6月に完成しま
した。現在の本館は、1929（昭和4）年に新たに建設され
たものです。

学校が開校すると、豊先生は理事長として学校経営の裏
方に徹し、教育面で直接女子学生たちの指導に当たったの
は、もっぱら校長である晉先生でした。

本学の歴史において重要なことは、晉先生が確立し、現代
にも引き継がれている建学の精神「自然・生命・人間」です。
その核となる考えは、「科学的人生観」として戦前から新聞
や雑誌に発表され、講演なども頻繁に行われていました。晉
先生は入学式からこの考えについて触れており、授業では
自ら修身（現代の倫理）の時間を受け持ち、その人生観に
基づく倫理教育を行っています。また、戦前に発行されて
いた学内誌『校報』（後に『高峯』と改称）では自らの人生観
に加え、古今東西の思想家や宗教家、作家等の格言・金言を
掲載するなどして、学内誌をも心の鍛錬の場としたのでし
た。『校報』第7号で、晉先生は次のように述べています。
「今日自然科学者に与えられたる最も重大なる使命は、人

生を科学的立場より根本的に考え直すことである。斯くし
て正しき自

・

然
・

観
・

と、正しき生
・

命
・

観
・

と、そして正しき人
・

間
・

観
・

との上に、人生の意義に関する信念を確立することである」
（「現代科学者の使命」）

晉先生は戦時中にも思索を重ね、その集大成として、
1957（昭和32）年に『自然・生命・人間』（初版=西川書店）
を出版しました。現在はすべての入学生および入職者に配
られ、本学関係者にとっては、学祖の建学の精神が込められ
たバイブルとして読まれ、広く活用されています。

▌ 1 回生の快挙
開校から3年後の1928（昭和3）年に第1回解剖慰霊祭、

1931年に第1回納骨慰霊祭が執り行われました。現在も開
催されている、医学部生にとって大切な式典です。また、同
年には実験動物慰霊のための動物塚（現・動物慰霊碑）が校
庭に建立されました。

創立後の出来事で特筆すべきは、何と言っても1回生の
活躍でしょう。入学から5年がたち、1回生は卒業の季節を
迎えていました。1930 年2月、文部省監督のもと実施さ
れた卒業試験に1回生は全員が合格、世間を驚かせました。
これによって2回生以降は試験免除となる文部省指定校の
資格を獲得します。1 回生の並々ならぬ努力が実を結び、
女子の医学専門学校としての地位を確固たるものとするこ
とができたのです。

以前の連載でもご紹介した龍知恵子先生は、第1回卒業
生です。龍先生はのちに日本女医会会長を務め、吉岡弥生賞

や会員のための年金を発案して女医の社会的地位の向上に
努められました。同窓会組織「鶴風会」の活動においては、
全国的に不足していた脳性小児麻痺・肢体不自由児の療育
施設をつくる事業に奔走し、東京小児療育病院（東京都武
蔵村山市）を開院することに尽力されました。教育・研究・
医療を通じて社会に貢献するという建学の精神を生き抜い
た1人です。

解剖慰霊祭　『医学科第1回生卒業アルバム』より

▌戦時下の学園〜医学科の集団疎開
1927（昭和2）年、薬学科を増設。 1941年、理学専門学

校が開校しました。学園が発展を遂げる一方で、時代は戦時
色を濃くしていきます。1939年、第2次世界大戦が開戦、
1941年、太平洋戦争に突入し、1943年には学徒動員が開
始されます。

薬学科と理専は勤労奉仕に駆り出されて学業は手につか
ないという状態でしたが、医学科は早く卒業させて医療陣
営で働かせる必要があるとの政府方針もあり、勉学に時間
を割くことができました。そのなか、医学科生の生活を脅
かしたのは米軍機による空襲でした。1944年11月24日
にB29が東京を初爆撃。1945年に入ると戦局は苛烈の様
相を深め、講義は週に1度か2度の集中講義となり、鉄カブ
トをかぶったまま授業を受けるというありさまだったよう
です。

このころ、豊先生は徴用の必要のない医学科だけでも安
全な地に疎開させることを決意して、候補地を探しはじめ
ます。長野県南佐久郡臼田町を中心とする小海線沿いの数
か村に白羽の矢が立ち、3月下旬から現場調査と下交渉を
開始。多くの学生のための講堂をはじめ、数多くの寮舎や教
職員の宿舎、診療所などを必要とするため、臼田町を中心と
する8か町村の学校の講堂・公会堂・寺院・工場・蚕室な
ど全部で30か所以上を借り受けることが決まりました。

施設の手配に奔走する豊先生のもとに届いたのは、4月
15 日夜の空襲によって大森キャンパスが焼失したとの知
らせでした。いつかはこのような日が来ると覚悟していた
のでしょうか、豊先生は眉一つ動かさず、「学生や入院患者
に一人も間違いがなくてよかった」と一言だけ語ったそう
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です。（『東邦大学三十年史』）
このとき、本館だけは奇蹟的に焼失を免れ、今も東邦大学

のシンボルとして、建築された当時の姿を見ることができ
ます。そこには、猛火の迫るなか夢中で窓を閉めて回った
幾瀬マサ先生（名誉教授・元薬学部長）をはじめ、火の入っ
た研究室に飛び込んで消し止めた用務員など、必死で母校
を守ろうとした教職員や学生たちの働きがありました。

学校と同時に寄宿舎もすべて焼失したため、東京にいる
ことができなくなった医学科生たちは、すぐに疎開するこ
とになりました。薬学科・理専とは離れ離れに、信州の疎開
地で勉学に励み、生活を続け、やがて終戦を迎えます。

信州疎開時の宿舎　『東邦大学三十年史』より

▌キャンパス分散〜戦後の学校再建
焼け残った校舎は1,550坪余りに過ぎなかったため、全

生徒1,700名を収容することは不可能でした。付属病院を
再開すれば医学科は大森に残さなければなりませんから、
疎開先から戻った医学科は大森キャンパスに入るとして
も、薬学科と理専の学生を受け入れる就学施設はどこかに
求めなければなりません。当時、敗戦により軍の施設は不要
となっていることから、探し当てたのが習志野地区（旧騎
兵連隊跡）でした。

このとき豊先生は、習志野の陸軍病院の払い下げを期待
して、焼け野原の大森から医学科も移転させる計画を持っ
ていました。一方、晉先生と教員側は、空襲で被害を受けた
第一病院を修理して大森に踏み留まり再興を図るという決
意でした。1946（昭和21）年になり、旧陸軍病院の払い下
げは絶望的であることが判明します。ところが、その年の
11月、放置されている第一病院の建物を海外引揚者の宿舎
に供出せよとの政府指令が下ります。これには慌てて病院
再建準備中の旨を申し立て、政府借り上げの難をなんとか
免れました。翌年1月、晉先生は自ら陣頭に立ち、医学科復
興促進会を結成し、全国の卒業生や保護者に復興資金の寄
付を呼び掛けて寄付金を集め、ひとまず付近の会社の寄宿
舎に仮病院を開設して診療を開始します。これに並行して
資金を投じて第一病院の修理に着手し、9月の完成を待っ

て病院をここに移し、本格的な診療を開始することになり
ました。

戦後の医学教育は、GHQ（連合国軍最高司令官総司令
部）の勧告に沿って1951（昭和26）年度以降、すべて大学
教育に統一することが決定されていました。当初、本学で
は、医科大学（旧制）を発足するためにまず予科を開設し、
1950年に医学部を開設したのち新制大学に切り替えると
いう構想で諸準備が進められました。

この医科大学の設置認可申請に際して、「帝国」という校
名の問題が持ち上がります。民主化を推進しようとする
GHQがこの名称の使用を好むはずはなく、敗戦国としての
反省から国民は帝国という名称に抵抗感を抱いていたこと
もあり、検討の結果採用されたのが、晉先生が考案した、帝
国よりさらにスケールの大きな「東邦」でした。また、大学
発足を機に、男女共学制に踏み切りました。高等教育の男女
共学化は必至であろうとの見通しがあり、大学昇格によっ
て修業年限が延長されれば女子だけで優秀な学生を多数集
めることが困難となるなどの心配もあったようです。

一時は廃校の危機すらあった難局を乗り越えて、新制の
医学部医学科の設置がようやく認可されたのは、1952年
2月のことでした。

▌波瀾の時代と施設の拡充
学校が再建すると、30 周年を迎えてからは毎年のよう

に鉄筋コンクリートのビルが建設されていき、学園施設は
年毎に拡充していきました。医学部では1957（昭和32）年、
本館北側に基礎学科2号館（現在の医学部2号館の前身）が
竣工。1959年に大学院医学研究科の設置が認可されまし
た。1962年には医学部入学定員が40名から60名に増員
され、その後も 1972 年に 80 名、1976 年に 100 名へと
変更が認められています（現在の定員は地域枠を入れ 115

名）。
1960 年代から 70 年代にかけては本学にとって波瀾の

時代でもありました。1960 年 9 月に労働争議が起こり、
1970年を前後して学生紛争が繰り広げられたのです。労
働争議の中心は医学部付属病院でした。結成から日も浅い
労働組合と労務対策も確立していない学校側との交渉は、
双方にとって長く苦しい争いとなり、1961 年9月に終結
はしたものの、さまざまな教訓を残しました。学校側はこ
のときの苦い経験から、学校の情報を広く公開するため、本
誌『東邦大学広報』が創刊されました。

学生紛争の中心には、医学進学課程の学生の姿がありま
した。当時、習志野キャンパスの一般教養科内に設置されて
いた医学進学課程は、学生紛争が激化するにつれて過激に
走る学生が増えていき、教育の成果も上がらなかったこと
から、学生紛争末期の1973（昭和48）年からは2年生の授
業を大森地区で行うようになり、1975年からは完全に引
き揚げて6年生一貫教育が実施され、現在に至っています。

 連載「東邦大学のルーツをたどる 第 3 部」
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この経験から、大学と学生間はもとより、父母との間にも
心の触れ合いを保つことの必要性を痛感し、直接家庭と結
びつく組織づくりが企画され、「青藍会」が誕生しました。併
せて広報誌『学園だより』（現在の『TOHO　UNIVERSITY

　NOW』）が創刊されました。1980年には医学部独自に『医
学部ニュース』の刊行を開始し医学部と付属病院の情報を
お届けしています。

一 方、 こ の 時 代 は 学 園 の 民 主 化 も 進 ん で い ま し た。
1969（昭和44）年ごろは全国の大学で学生紛争の嵐が吹
き荒れていましたが、本学の医学部においても助手を中心
として大学改革や待遇改善などの要求が学校側に提出され
ていました。教員会議はこれに応じ、医学部改革案を作成
し、医学部長期計画実行委員会を発足させて、大森キャンパ
ス全体の整備計画の策定を委ねます。これを機に 1973年
6月に学生会館・体育館の両棟が竣工。同年11月に医学部
1号館が完成しますが、1号館完成によってもまだ講義室、
実習室、一般教育、総合研究部などの施設は不充分であっ
たため、2号館の新築計画が進められ、1982年に現在の2

号館が完成しました。2008 年には 3号館が竣工し現在の
全容は、ほぼ形が整いました。

その後は、創立90周年記念事業として、大森キャンパス
では額田記念東邦大学資料室をはじめ、医学部本館外構の
整備、大学院講堂・学生食堂・ラウンジの改修、耐震補強、
90周年記念モニュメントの設置など、教育環境充実のため
の施設整備が進められました。昨年には図書館を前身とす
る医学メディアセンターの改修整備が行われ、電子情報設
備の拡充など利便性の向上が図られています。

▌世界の医学部へ
教育面に目を向けてみますと、近年は国際化に向けた取

り組みにたいへん力を入れていることがわかります。医学
部では2003年に現在の東邦大学国際交流センターの前身
となる医学部国際交流センターを設置して、国際交流活動
を積極的に推進してきました。本学が海外の大学・医療機
関とMOU（学術交流協定）を結ぶ数は35機関ですが、医学
部はこのうち、ハワイ大学やロンドン大学クイーン・メア
リー校など10機関と学部間の協定を締結しています。

2016 年からは国際基準に対応した新カリキュラムを
導入しました。現在は医学部教職員が一丸となって、日本
医学教育評価機構が国際基準を踏まえて評価する認証を、
2021年に受審するための準備に取り組んでいます。将来、
本学医学部が世界基準として認められるためには、この認
証を得ることが必須となるからです。

昨年末には、本学にとってたいへん嬉しいニュースがあ
りました。イギリスの高等教育雑誌『THE（Times Higher 

Education）』が発表した2019年の「THE世界大学ランキ
ング」で、本学が初めて801-1,000位にランクインしたの
です。評価項目は教育、研究、被引用論文、産業収入、国際化

とあり、その総合点で評価・決定されたものですが、これ
には前述したような医学部の取り組みも反映されているこ
とでしょう。

また、近年の偏差値上昇や、卒業生の国家試験の合格率が
全国平均を上回り、新卒では2016年は98.1%、2017年
96.3%、2018 年 97.1%、2019 年 94.0%と 高 い 水 準 で
推移していることなどからも、医学部の教育面の充実は見
てとれることと思います。今後も、医学部教育がさらに向上
し、社会に奉仕・貢献する良き医療人となる学生が育ち、世
に輩出されていくことを期待しています。そして、その拠
り所となるのはやはり、建学の精神「自然・生命・人間」な
のだと思います。

次回は、医療センター大森病院のあゆみを見ていきたい
と思います。

医学科2回生の講義の様子『写真でつづる東邦大学50年』より

【注】 引用は、読みやすさを考慮し、新字・新かな遣いに変更して、

適宜、読点を補った。
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