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第100巻特別記事 (その12)-

｢高 山 歯 科 医 学 院 設 立 御 認 許 願｣

- 東京都公文書館所蔵の資料より-

水 川 秀 海

静岡県浜松市開業

は じめ に

高山紀斎は明治 5年に渡米し,バンデンボルグ

(Dr.DanielVanDenburgh)に師事して米国歯

科医師の免許をとり,明治11年に帰国して銀座で

開業した｡その後,高木兼寛を会長とする成医会

会員となった｡明治14年 3月成医会例会で医学教

育を目的とする講習所設立案が出され,36名の発

起人ともいえる賛同者を得て成医講習所(現東京

慈恵会医科大学)が発足しているがこの36名の中

に高山の名前がある1)｡教育に関心をもっていた

高山は明治22年11月高山歯科医学院設立認可願を

東京府に提出し翌23年 1月に開校した｡

今回筆者はばからずも東京都公文書館に所蔵さ

れている高山直筆と考えられる ｢高山歯科医学院

設立御認許願｣を発見した(図 1)｡

高山歯科医学院の設立認可願に関しては都政史

料館発行の ｢東京の理科系大学｣を出典とする今

田見信,正木 正共著 ｢日本の歯科医学校教育小

史｣並に ｢東京歯科大学百年史｣に記載されてい

る｡しかしこの両書には高山以外の教員履歴の記

載がなく,また学科課程表は設立認可願と百年史

は若干異なる部分があった｡そこで今回これを中

心に報告する｡教員履歴は史料的価値を考え原文

通り再録してこれに解説を加えた｡

教員の履歴

教員は高山を含めて6名で物理,化学,歯科冶

金学を担当した小泉を除く4名(医師 1名と歯科

医師3名)が高山の門下生でその歯科医師の3名

全員が岡山県の出身である｡なお履歴に ｢医士｣

或は ｢米国歯科医士｣とあるがこれは当時西洋医

学を修めた指導的地位の医師の問で ｢医師｣でな

く ｢医士｣と書 くことが流行していたからであ

る｡以下 6名の履歴を設立認可願に記載された順

に再録する′｡

1.高山紀斎

高山の履歴は東京歯科大学百年史に記載されて

いるので省略する｡

(解説)

履歴に ｢慶応元年播州西之宮へ出兵｣とあるが

高山はこの時わが国の開国に重大な影響を与えた

｢神戸事件｣に遭遇している｡神戸事件で高山の

隊長であった瀧善三郎は割腹した｡この事件は高

山の人生に大きな影響をあたえたと考えられるが

今回その解説は割愛する｡神戸事件に関しては内

山正熊著 ｢神戸事件｣(中公新書)を参照されたい

(瀧の切腹は新渡戸稲造著 ｢武士道｣にも記載があ

る)｡また高山の師-ンデンボルグに関しては不

明の点が多かったが,松本背-(日大歯学部卒,

日吉市開業)と渋谷 敦(熊本県文化財保護指導

員)両氏の調査研究によりかなりの部分が明らか

となった2)3)｡以下両氏の調査研究をもとにその

経歴を記しておきたい｡

-ンデンボルグは1824年ニューヨーク州シラ

キュウス (Syracuse)でオランダ系移民の子と

して生まれた｡学歴は不明(パルチモア歯科医学

校卒といわれている)0 1863年テ リル(ELZA-

BETHDOGLASTURRIL)と結婚｡1864年サ

ンフランシスコに移住｡1865年長女メアリー誕

生｡1869年 Gearyst.で歯科開業｡1870年長男
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ダグラス誕生｡1872年次男ジョン誕生｡1873年

高山紀斎入門｡1878年高山帰国｡1884年歯科医院

を閉じサンフランシスコ郊外ロスゲ トス(Los

Gatos)に隠居し農業に従事,1885年 4月歯科医

学を学ぶために高山の紹介状をもって渡米した片

山敦彦バンデンボルグ家に寄留｡同年 7月家事従
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事者を求めていたバンデンボルグ家にキリスト教

団体に推薦された-井正典バンデンボルグ家に雇

用さる｡片山はその後バンデンボルグ家を辞しカ

ルホルニア歯科大に学び1888年帰国｡-井も1889

年バンデンボルグ家を出てフィラデルフィア歯科

大に入学｡1907年長女メアリー没｡1911年バンデ

ンボルグはロスゲ トスにて没(87歳)｡1918年夫人

役(87歳)｡1924年次男ジョン(理学 ･医学博士)

没｡1931年長男ダグラス没｡バンデンボルグの子

供は全員独身でバンデンボルグ家は断絶した｡し

かしロスゲ トスの旧居は今も当時のまま残ってい

るという｡ バンデンボルグ一家の墓はサンフラン

シスコ南西の Colma市CypressLawn墓地に

ある｡ なお片山は明治22年再渡米しインディアナ

歯科大を卒業し明治24年 5月帰国,高山歯科医学

院で歯科器械学を担当した｡その後神戸に移住し

歯科器械学は榎本積-が担当した｡-井は明治24

年フィラデルフィア歯科大を卒業してDDSの資

格をとり明治27年に帰国して榎本の後を受けて高

山歯科医学院で歯科器械学を担当している｡

2.青山松次郎

東京市浅草区下平右衛門町十三番地

東京府士族青山高平二男
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慶応三年十月生

明治十三年浅草区立育英小学校二於テ小学全科

卒業

同十二年ヨリ矢吹兼山小永井小船神渡即山二就

キ和漢学及ヒ書法ヲ修ム

同十四年ヨリ浅草区向柳原町日章章二於テ教師

杉山政真二就キ数学修業

同十五年ヨリ浅草区猿屋町修治学舎二於テ教師

大田原純照二就キ英学修業

同十九年ヨリ京橋区銀座三丁目米国歯科医士高

山紀斎二就キ歯科医術及ヒ普通医学ヲ修ム

同二十一年十月東京二於テ内務省歯科医術開業

試験二応ジ及第

同二十二年歯科医術開業免状ヲ下府セラレ浅草

区下平右衛門町十三番地こ開業

(解説)

青山松次郎は歯科医籍第-号の青山千代次の弟

である｡ 岡山県出身で明治10年一家で東京に移住

し兄弟ともに高山の門に入った4)｡英語の堪能な

人物で高山の片腕として活躍し歯科病理学を担当

した｡高山歯科医学院講義録洋装本 ｢歯科病理

学｣は彼の著作である｡東京歯科医学院開校後も

課外講師として協力している｡ 東京歯科医学院で

歯科病理を担当したのは奥村鶴吉であるが教科書

は青山の講述書であった｡したがって東京歯科医

学院第 1回入学生の花揮 鼎はこの講義を聴いた

ことになる｡東京歯科医学院講義録 ｢歯科矯正

学｣の著者は青山である｡Orthodonticsを歯科

矯正と訳したのは青山で5)当時整形外科は矯正外

科と称していたので6)これにヒントを得たと思わ

れる｡

青山は明治26年わが国初の歯科医師の団体 ｢歯

科医会｣発足時の規則草案起稿委員の一人で発足

後は幹事として活躍,明治28年歯科医会発行の

｢歯牙保護論｣の草稿も作成した｡明治29年歯科

医会は全国的な歯科医師の団体である ｢日本歯科

医会｣となり青山はその幹事,常議員,理事とし

て明治35年まで活躍した｡

青山は歯科軍医の必要性を論じまたこれを実証

した人物でもある｡ 日清戦争時に ｢擬呈石黒軍医

1231

総監書｣を歯科研究会月報に寄せまた ｢顎骨折傷

論｣を歯科医学叢談に投じ歯科軍医の必要を説い

た｡明治37年日露戦争で海軍が歯科治療嘱託医を

募集した際にこれに応じた｡青山は海軍軍医原田

朴哉と共に第一艦隊所属となり旗艦三笠に乗艦し

た7)｡戦争終結後も引き続き清鮮巡備艦の歯科医

として明治40年まで奉職し歯科軍医の必要性を実

証したが歯科軍医の道は開かれず水戸市内で開業

した｡明治43年再び海軍嘱託歯科医として遠洋航

海の練習艦隊に乗艦し帰還後は福島県若松市で開

業した｡その後は会津歯科医師会会長をっとめる

等福島県歯科医師会会員として活躍した4)｡昭和

15年血脇校長謝恩の会が開かれた時青山は血脇校

長に漢詩を贈っている｡血脇は謝辞を述べる際に

青山を紹介しこの漢詩を朗読した8)｡青山は明治

43年の遠洋航海の際にも航海日誌と共に多くの漢

詩を歯科学報に投稿しているがこれによって青山

の漢学の教養が豊かであったことを知ることがで

きる｡昭和20年 3月没｡

3.小泉栄次郎

東京府平民 明治元年二月生

小学校普通ノ課程ヲ卒工傍ラ英漢数之三学ヲ学フ

明治十五年五月ヨリ東京神田区岩平町私立東京

薬学校二入学シ薬学全科ヲ同十七年十一月卒業ス

明治十七年十一月内務省ヨリ薬舗開業免状ヲ下

付セラル

明治十八年七月ヨリ東京浅草区蔵前片町文部省

直轄東京職工学校二入学シ同二十二年七月化学工

芸部全科ヲ卒業ス

(解説)

小泉は物理,化学,歯科冶金学を担当した｡高

山歯科医学院講義録洋装本 ｢歯科応用化学論｣は

彼の著作である｡小泉は東京薬学校(現東京薬大)

と文部省立東京職工学校(現東京工大)を卒業し

た｡東京職工学校の学則をみると ｢将来職工学校

ノ師範ヲ養成スルノ目的ヲ以テ之二必須ナル諸般

ノ工芸等ヲ教授スル所｣とある｡将来各府県に設

立されるであろう職工学校(工業学校)の教師養成

機関であり予科 1年本科 3年の4年制で小泉の入

学した明治18年から英語が正式科目となってい
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る｡ 教育方針は ｢学理 卜実験 トヲ修メシムル｣で

理論と実際の結びっさを重視し従来の徒弟教育改

善を目指したものであった9)0

4.荒谷 靖

本籍広島県広島市銀山町六十二番地

当時東京市京橋区銀座三丁目十七番地

高山紀斎出張所寄留 内外科医

安政六年九月生

学齢ノ頂ヨリ明治八年迄諸師二就キ普通学ヲ修

ム明治九年七月広島県立師範学校入学同十年七月

校則変項二付依頼退校同十一年九月広島医学校入

学校長医学士須田哲三大学医学部別科卒業生飯島

泰亮医士後藤静夫医士三木達医士原田稔川北龍水

等こ付内外科医研究同十四年六月医学全科卒業証

書ヲ受ケ同年十二月内務省医術開業試験ヲ受ケ同

十六年五月内務省ヨリ医術開業免状ヲ下付セラル

同年十月広島県徴兵委員拝命同十七年四月解雇同

年六月広島県病院当直医拝命院長医学士伴野秀堅

副院長医学士佐野龍太郎医学士斉藤篤信医学士斉

藤春香等二従ヒ実地修業同十九年依頼免職同二十

年一月ヨリ本年二至ル迄侍医局勤務米国歯科医士

高山紀斎二就キ歯科医術ヲ専修ス

(解説)

荒谷が実際に講師として勤めた期間は不明であ

る｡ 明治26年の高山歯科医学院の講師陣の中で医

師としては遠山椿吉(安政 4年生れ,明治17年東

大別科卒,医籍285号,東京顕微鏡院院長,東京

衛生試験所所長)の名があるが荒谷の名は見当た

らない｡その後広島市で医院を開業した｡大正 8

年没10)0

5.瓜生源太郎

東京市京橋区本材木町三丁目四番地

士族 安政元年二月生

明治三年七月関谷学校二於テ漢学ヲ修ム

明治九年六月ヨリ米国歯科医高山紀斎二就キ歯

科医術ヲ修業ス

同十六年四月内務省歯科医術開業試験ヲ受ケ及

第開業謹書ヲ受ク

同廿年四月京橋区本材木町三丁目四番地二開業

ス同年五月東京府二貫属ス

(解説)

瓜生は高山の実弟である｡高山歯科医学院二階

の診療室で実地練習科を担当した｡履歴にある関

谷学校は江戸時代他藩に例を見ない士庶共学の岡

山藩校(高山の学んだ岡山藩校は士族のみの学校

でこの学校とは異る)で全国から俊才が集った｡

大鳥圭介,西周もここで学んでいる11)｡また ｢明

治九年六月ヨリ高山紀斎こ就｣とあるが高山の帰

国は明治11年であり間違いである｡ 明治16年 3月

歯科医術開業試験出願時に内務省に提出した修学

履歴では ｢明治12年12月15日ヨリ同16年 3月迄高

山紀斎ノ学塾二人｣となっている｡明治38年子息

春太郎(東京歯科医学院で歯科器械学担当)と共に

岡山に帰り岡山歯科医学校(明治40年廃校)と岡山

歯科病院を開いた｡大正 2年没12)13)0

余談であるが春太郎は大正6年岡山県歯科医師

会会長となり同8年わが国で最初の顕微鏡写真ア

トラスを出版して医学界に衝撃を与えた東京歯科

医専花葎 鼎教授を招聴 して岡山医尊で講演会

(歯髄嚢 卜智歯難生及ヒ歯槽膿漏 トノ関係ニッイ

チ)を開いた｡歯科医師全会員の他岡山医専教

授,岡山医専 3,4年生徒が聴講した12)｡花樺は

｢歯科病理解剖図説 第-綴｣(歯科学報社 明治

43年 3月)と ｢病理組織写真図譜｣(今 ･ 裕共著

南山堂 明治43年10月)を刊行 しているがこの両

書はわが国初の顕微鏡写真ア トラスである14)｡

6.和田 忠

本籍岡山県岡山市瓦町六拾壱番地

寄留東京市京橋区銀座三丁目拾七番地

高山紀斎方 士族 明治三年五月生

明治九年一月岡山晩翠小学校二入学普通学ヲ修ム

同十二年十一月卒業

同十三年二月原泉学舎二入り教師西毅-平松旦

海芳本鉄三郎等二就キ漢学英学及数学ヲ修ム

同十六年三月岡山英学舎二入り英学ヲ修ム

同十七年二月侍医局勤務米国歯科医士高山紀斎

二就キ歯科学術実地研究

同年九月ヨリ東京英学速成校二入学英人マンソ

ン成田文造二就キ英学及漢学ヲ学フ

同廿一年十一月内務省歯科医術開業試験ヲ受け
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及第ス尋テ及第謹ヲ受ク

(解説)

和田は高山と姻戚関係があり高山の門下となっ

た｡徴兵検査のため岡山に帰りそのまま開業した

ので実際に講師を勤めたかどうか疑問がある｡明

治38年瓜生源太郎が岡山歯科医学校を開いた際講

師に就任した｡明治40年 4月岡山県歯科医師会が

発足し初代会長となった｡明治41年 1月没12)13)｡

認可願にある教員数は以上の 6名である｡物

哩,化学,歯科冶金学等は東京薬学校と東京職工

学校卒の小泉の担当,医学講義は広島県医学校卒

の荒谷の担当,歯科の講義は英語の堪能な(当時

邦語の専門書はほとんどなかった)青山の担当で

補佐として英学を修めた若い和田をっける｡ 歯科

臨床実習は経験豊富な瓜生の担当で全体を高山が

総括するという構想であろう｡

なお次の学科課程の項を見るとわかるように

高山は歯科器械学(補綴学)を重視(全学年を通 じ

講義がある)しているがこの科目を開校直後に米

国から帰国した片山敦彦が担当している｡ また医

学講義は後に東大別科卒の遠山椿吉,医学士小川

勝陳が加わっている｡認可願で教員数について6

名とせず ｢凡 6名｣と記 したのは最初から優秀な

教員の追加の構想があったためと考えられる｡

学科課程表

高山歯科医学院開校時の特色は尋常中学以上の

学力を有する者を入学資格として 4年制であった

ことにある｡ その頃米国にも4年制の歯科医学校

はなかった｡当時尋常中学以上の学力を有する者

を入学資格とし4年制の学校に高等中学医学部が

ある｡この医学部と高山歯科医学院の学科課程は

基本的構成が似ている｡ 高山は高等中学医学部の

学科課程をモデルにしたと考える15)16)17)18)｡認可

願の学科課程表と東京歯科大学百年史に掲載され

ている学科課程表は若干異なる｡ 百年史は ｢高山

歯科医学院ノ過去及現在ノ状況｣(血脇守之助著

高山歯科医学院 明治28年 4月)の中に開校時の

学科課程として記載されているものを出典として

いる｡百年史にある英語,歯科汎論,徴菌学,臨

1233

床講義は認可願にはなく,認可願にある歯科外科

柿,歯科手術は百年史にはない(この両科目の内

容は百年史では歯科治術学の中に含まれると考え

られる)｡また百年史の歯科冶金学は認可願では

鍛金術,合金術という学科名となっている｡この

違いについては何 らかの事情(例えば東京歯科専

門医学校の開校)によって高山が急速認可願を提

出し開校迄に熟慮して開校時には過去及現在の中

に記載された学科課程で開校したのではないかと

考えている｡認可願の寄宿舎の項を見ると大きな

空白の中央に ｢追テ寄宿舎規則ヲ定ム｣と小さな

字で書かれている｡ この様な不備ともいえる書類

を役所が受付けたことは明治という時代の面白

さ,おおらかさであろう｡ とにかく高山が急いで

書類を提出したことは間違いないと思う｡

高等中学医学部,認可願,過去及現在の学科課

程表を対比したのが(表 1)である｡

高等中学医学部の教科で注目すべきは医学が ド

イツ一色のこの時代に外国語の教科が英語で ドイ

ツ語がないことである｡ 酒井シズ氏は ｢森有礼文

部大臣が米英の力を高く評価していたので,新し

い制度の中で米英重視を示したという説がある｡

面白い見方であるがまだ十分な証拠があるわけで

はない｣と述べている19)｡
高山歯科医学院は高速な理想をかかげて開校し

たが入学者は僅か 9名であった｡そこでやむなく

開校後 1カ月で歯科医術開業試験の予備校的な学

科課程に切り換えている｡ この事に関して過去及

現在の中で ｢刻下吾国歯科社会の形勢-完全ナル

歯科医ノ少数ヲ後年二得シヨリハ最モ適切ナル学

科ヲ修メタルモノ多数ヲ今日二得ントスルノ傾向

アルカ故二其ノ不可ナルヲ認｣と記 している｡ 今

日一般的には明治20年代前半のわが国では歯科医

学に対する認識が低かったためと説明されている

がそのためだけではなかった｡当時は中等教育の

整備が不十分で学歴の時代は未だ到来 していな

い｡東大進学コースの高等中学本科の定員充足率

は低 く分科の医学部 も不振を続け応募者は少な

かった20)｡ 長期間授業料を払った末に資格を授け

られる道よりも試験による資格獲得を目指す時代
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であらた｡また私学で設立されたばかりの高山歯

科医学院は当時進学生の最大の関心事であった徴

兵猶予の適用がなかった事,高山が設定した月額

2円の授業料が当時としては高額であったこと,

明治22年に始まった日本最初の恐慌が明治23年に

頂点に達しおまけにコレラが大流行したこと等も

入学者が少なかった要因となっている｡

時代の背景(明治20年前後)

高山紀嘉が学院を設立して何を目指したかは今

後の研究を待たねばならない｡前項で開校時の入

学生が少なかったことについてその時代の一端に

ふれたがここで改めて明治20年前後の時代につい

て簡単に記述しておきたい｡

明治20年代は医業と歯科医業が完全に分離され

ていなかった｡青山松次郎は履歴の中で ｢歯科医

術及ヒ普通医学ヲ修ム｣と書いているが興味ある

表現である｡明治16年新たに ｢医術開業試験規

則｣と ｢医師免許規則｣が制定され明治17年より

施行された｡これにより従来認められていた産

料,眼科等の専門科のみの試験がなくなり歯科試

第 1学年 第 2学年

医学部 高山歯科 医学部 高山歯科
設立認許願 過去及現在 設立認許願 過去及現在

動物学 動物学 動物学 化 学 化 学 化 学

植物学 植物学 植物学 解剖学 解剖学 解剖学

物理学 物理学 物理学 組織学 組織学 組織学

化 学英 語解剖学組織学生理学兵式体操 化 学金石学歯科器械学 化 学 .英 語金石学歯科汎論 生理学 生理学 生理学

病理学 病理学 病理学

薬物学′ 薬物学 薬物学

内科学 内科学 内科学

外科学外科病理 外科学歯科器械学 外科学歯科器械学二二

第 3学年 第 4学年

医卓部 高山歯科 医学部 高山歯科
設立認許頗 過去及現在 設立認許願 過去及現在.

内科学外科学眼 科産婦人科 解剖学組織学 解剖学組織学 内科学外科学眼 科産婦人科裁判衛生 歯科器械学 徹革学歯科器械学

生理学 生理学 歯科外科術 J t 歯科病理学

薬物学 薬物学 歯科手術 歯科治術学臨床講義

歯科器械学 歯科器械学 鍛金術
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験を医師試験から明確に分離し歯科医籍が誕生し

た｡しかし医師免許規則では歯科医は医師という

名称の中に包括されていた21)｡各地に歯科医術開

業試験を目的とした塾が発生し明治22年にはつい

に東京歯科専門医学校が開校した｡

一方教育界では初代文部大臣森有礼(高山の患

者であったといわれている｡明治22年2月暗殺さ

る)の時代で後世 ｢森文政｣と呼ばれる一連の教

育政策が展開された｡

明治20年官立医学校である5校の高等中学医学

那(外国語の教科が英語で ドイツ語がない)が誕生

し明治23年これに薬学科が付説された｡高山の郷

里岡山の第三高等中学医学部薬学科は私立岡山薬

学校の教師生徒を引き継いでスタートを切ってい

る17)22)｡医学部ではようやく各科の分科が進んで

いたが東大でもまだ講座制は導入されていなかっ

た｡

政府は高等中学医学部設立に関する告示直後,

公立医学校の経費を明治21年度より地方税をもっ

て支弁することを禁ずる勅令を出していた｡これ

により全国各地の公立医学校は次々と廃校に追い

やられていた｡

高山が学院の設置を申請した明治20年代初頭は

政治(憲法の発布と議会の開設)交通(鉄道の発達)

教育,医療行政等すべての面で時代の転換期で

あった｡

このような時代に高等中学医学部の学科課程を

モデルにした高山歯科医学院が開校したのである｡

お わ リに

高山歯科医学院の設立認可願に関する幾つかの

事項に関し解説を追加することによってまとめと

考察にかえたい｡

高山歯科医学院に関し今日でいう ｢学校｣には

ほど遠い ｢塾｣に過ぎなかったという意見があ

る｡ しかし今日有名大学として存在している学校

もスタート時は同じような状態であった｡また高

山には学歴がないという意見もある｡しかし当時

学歴はそれほど問題となる時代ではなかった｡東

大医学部で最初に邦人教授になった三宅 秀や

1235

田口和美等も学歴らしいものはなく,東大初代社

会学教授,文科大学長,帝国大学総長を経て文部

大臣にまでなった外山正一(嘉永元年生)にも学歴

はない23)0

百年史が高山歯科医学院の開校時の学科課程表

等の出典としたのは ｢高山歯科医学院ノ過去及現

在ノ状況｣であるが,この書物は第 4回内国勧業

博覧会で学院のPR誌として出品され有功賞を受

賞したものである｡内国勧業博関係の要人の中に

高山と岡山藩校で学んだ人物がいたという話もあ

るが現在確認はとれていない｡高山が歯科医学校

を開いたことについて,岡山藩出身者の間でかな

り話題になっていたことは事実で,元岡山藩校教

官の井上先生は,これを美挙とし,丹波朝臣秀基

の肖像画を送ったのである｡それはさておき博覧

会と教育機関のPR,何か不眉然と思い調査 し

た｡

内国勧業博は産業の振興と貿易拡大による富

冒,そこにいたる道を開拓する場として政府が膨

大な予算を投じて開催された｡

第 1回は明治10年上野で開かれたが,第4回は

明治28年京都で開かれ,入場者数113万 6千余人

で当時としては破天荒の数字であった｡この内国

勧業博のモデルは明治 6年のウィーン万博であっ

た｡当時万博は各国が一堂につどう平和の祭典で

あると同時に各国の出品物が比較され審査される

技術の競争の場であり,その技術の競争はそれを

作り出す技術教育の競争の場でもあると理解され

ていた｡

したがって万博は回を重ねるごとに産業的性格

だけでなく教育的性格を帯びるようになりウィー

ン博では26出品区分中最後の26区はもっぱら教育

にあてられていた｡したがって当時は博覧会に教

育機関のPR誌が出品される事は何の不自然もな

かった｡

最後に高山歯科医学院開校時の生徒応募に大き

な影響を与えた兵役の猶予について記しておく｡

明治22年改正の徴兵令は条文で見るかぎり私学に

も猶予の道が開かれている｡しかし国は私学に対

し猶予の条件として文部省訓令に於て ｢設立以来
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三箇年ヲ経テ相当ノ成績アルヘシコト｣の他人

(教育陣)物(設備)金(資金)に高いハードルを設け

ていた｡当時このハードルを越えられる私学は一

校もなく,最初に認定を受けたのは慶応義塾で

あったがこの-一ドルを越えるために募金を始め

て実に7年後の明治29年のことである20)｡ 国は徴

兵令という手段によって私学に対しノーサポート

･ノーコントロールの政策からノーサポー ト･

バットコントロールの政策に変更しやがて明治36

年の専門学校令公布となる｡

明治33年血脇守之助が高山歯科医学院を継承し

て東京歯科医学院となり明治40年には東京歯科医

学専門学校となって卒業生が無試験開業認可と

なったことは快挙であった｡しかしその後国の理

解と援助を全く受けることなく歩まなければなら

なかった歯科医尊は専任教育陣の育成に遅れをと

り,大正 7年に制定された大学令に ｢歯学部｣の

文字はなかった｡その後の血脇の一生は大学令の

中に ｢歯学部｣の文字を追加し,国の定めた基準

に達する専任教育陣を育成し,実力で大学昇格の

ハードルを越えるための努力であった｡

今回の ｢高山歯科医学院設立御認許願｣の発見

で歯科医学の歴史はその背後にある時代に目を注

ぐ広い視野の重要性を痛感した｡

稿を終えるにあたり,ご教示を賜った松本歯科大学

枝 重夫教授,東京歯科大学柳津孝彰教授に深謝いた

します｡
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