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７．医学史上の「明治維新」について

前回は医科歯科一元二元論の前史として，主に明
治期よりも古い前近代的な医療の歴史について述べ
た１）。今回はその後の経緯をたどることにする。
この頃，すなわち江戸末期から明治に至る激動の

時代を説明する歴史一般の記述の中で，しばしば
「明治維新」という用語が現れる。この表現の由来
や言語としての適否等に関する議論は近年かなり濃
密に行われるようになった２－２２）が，その膨大な内容
の紹介は割愛する。ただ，著者らの歴史研究の主な
対象である医療や医学教育にとって不可欠の分野だ
けでも，いわゆる明治維新がいつ始まりいつ終りと
するのかについて，さらに本題の次回以降の展開に
おける便宜的必要性からも，一応明確にしておきた
い。
従来の常識的な説では，１８５３（嘉永６）年のペリー

来航から１８７１（明治４）年の廃藩置県，あるいは１８７７
（明治１０）年の西南戦争までとなっている。しかし，
維新の終りについては官制，法制，政治，経済，外
交，文化，教育，宗教，思想等の各分野ごとにそれ
ぞれの解釈の尺度や範囲が微妙に相違し，明確に断
定できない。激動の幕末から明治となる政治変革に
照応する医学教育，医療制度の改革を重視する立場
をとる神谷２３）は，東京医学校（東京帝国大学の前身）
の成立，佐藤尚中一門の退場，そして「医制」が発
布される１８７４（明治７）年までの期間として把握して

おり，著者らも医制の発布を重視して近現代の医
療，医学教育の起源とする見地から，神谷の説を念
頭におきつつ論を進める予定である。

８．幕末における医療制度の混迷

わが国の医療に関わる大きな動揺と変革の兆候
は，すでに幕末の段階で現われていた。それは後に
詳述するように１８４９（嘉永２）の蘭方醫禁止令，１８５８
（安政５）年の蘭方醫解禁令，１８６８（慶應４）年の高階
筑前介による西洋醫術採用方建白でも明らかであ
る。そして新政府になってからも，在来の医学と新
しい洋方医学との間に勢力争いが拡大し，行政的に
混迷した状態が継続していく。
古来からの天然痘（疱瘡）をはじめとする種々の伝
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図１ 西南戦争治療（右大腿部切断）の図（原図は東京藝術大
学所蔵，同大美術館のご厚意による）
西南戦争の多数の負傷者を治療するため，大阪に陸軍

臨時病院が設立された。前列中央左向きが佐藤 進，讃
は松本良順，絵は五姓田芳柳（初代）。（順天堂大学１７５年
史編纂委員会：写真で見る順天堂史，pp．８１，学校法人
順天堂，東京，２０１４．から転載）
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染病や，いわゆる開国後に一層深刻になった感染症
の蔓延に加えて，幕末になって激増した粗悪な密輸
入薬や偽薬あるいは阿片等の売薬取締，漢方医等在
来家と蘭方医の対立，さらに外国艦船の来航や戊辰
戦争以後に重要性の増した軍陣医学（図１）等をめぐ
り，新たな危機対策や制度管理のための多様な施策
を必要とする時代が到来していた。そうした中にも
長与専斎の生み出した用語で知られる「衛生」や医
療，その後継者教育や資格，免許を重視する方針が
つぎつぎと打ち出されていく。医制百年史はその序
章（医制前史）において，１８７４（明治７）年に発布され
た医制に至るまでの経過を簡略かつ明解に述べてお
り，歯科医史の序章としても重要と思われるので，
それらを参考にしながら略述する２４，２５）。
１８４９（嘉永２）年３月１５日，幕府医官多紀氏の建言
により，外科と眼科を除き西洋医術を用いることを
禁ずる旨の「蘭方醫禁止令」が，老中首座の阿部伊
勢守（正弘，１８１９－１８５７）の名で発せられた２６）。外科
と眼科が漢方等在来医学の弱点であったことは，醫
の流派を超えて認めざるをえなかったのであろう。
眼科手術は主に，高度の白内障（白そこひ）に罹患し
た失明者の水晶体を後方へ押し倒すことによって開
眼を目指すもので，浄瑠璃や歌舞伎，講談，浪曲等
に演じられる「壷坂霊験記（お里・沢市）」の名演
は，東京歯科大学の初代眼科学教授であった故緒方
鐘教授の講義中にも登場した。蘭方医禁止令に関し
ては，１８２３（文政６）年にオランダ政府から蘭館医と
して長崎出島に派遣されて来たドイツ人シーボルト
が西洋医学の普及に貢献したものの，１８２８（文政１１）
年，禁制の品 （々日本地図など）を外国に送り出そう
として発覚したいわゆるシーボルト事件により多く
の蘭学者，蘭方医が投獄されて以降，漢方医（皇漢
医，和漢医）の影響力が相対的に増大したことと無
関係とはいえない。
しかしこのような蘭学弾圧にもかかわらず，長崎

から日本各地に普及していった西洋医学の有用性は
すでに無視できないものとなっていた。１８４９（嘉永
２）年７月には天然痘の予防法として長崎にもたら
された牛痘接種法が佐賀藩医楢林宗建により初めて
成功（佐賀大学 青木歳幸教授：牛痘伝来をめぐる
一考察，医史学会・薬史学会・獣医史学会・歯科医
史学会・看護歴史学会・洋学史学会合同１２月例会，

２０１６．）して以来，同法は急速に各藩に広まり，後年
泰西（西洋）医学がわが国に正式に採用される大きな
基盤をつくった。そして遅ればせながら１８５８（安政
５）年７月３日，「蘭方醫解禁令」が老中首座の久世
大和守（広周）の名で出された２６）のは，この時すで
に，いわゆる漢方など後に在来家と称される流派の
退潮傾向が事実上決定的となった段階であった。
１８６７（慶応３）年１０月１４日，第１５代将軍徳川慶喜は
大政奉還を上表，同年１２月９日（太陽暦１８６８年１月
３日）には王政復古の“大号令”が発せられる。１８６８
（慶応４）年（旧暦）２月，典薬少允高階筑前介が西洋
医学御採用方の建白を行い，これを受けて翌１８６８
（明治元）年３月８日，新政府は第１４１（ママ，医制百
年史資料編，２０頁から引用）として
「西洋醫術之儀是迄被止置候共自今其所長ニ於テ
ハ御採用可有之被 仰出候事」と，限定付きながら
西洋医術採用の方針を明らかにした２７，２８）。

９．外来の医学に圧迫された従来の医療

明治維新をはさんで，先には長崎由来の蘭方（オ
ランダ）医学が推奨されていたが，後に薩摩の島津
藩と交易交流の長かった英国医学が，戊申戦争と
ウィリスらの活躍をきっかけに高く評価されるよう
になる２９－３１）。
ここで，「医学」の用語についての注釈を加えて

おきたい。島国である日本へ大陸から渡来した文
化，特に医学については古くは朝鮮半島の韓医学，
中国医学があるが，これらはわが国古来の医学と融
合し，後に和漢，皇漢あるいは東洋医学といった用
語が用いられるようになった。その中でも広く用い
られてきた「漢方」３２）は中国医学を基にしていたも
のの，日本での独自の知見と新たな工夫，例えば改
善された鍼灸などが加味されて発展した経緯があ
り，本来の中国医学とはかなり内容も異なったわが
国独自の伝統医学とも呼ばれる。
一方，欧州の医学に関しては古くは南蛮（ポルト

ガルやスペイン），紅毛流，舶来，蘭方，泰西，そ
して西洋医学（主にドイツ，フランス）など様々な呼
称が用いられたが，さらに英国や米国の医学が独自
に発展し，わが国へ導入されるにつれて「洋方医
学」なる言語の使用も見受けられる。１８７５（明治８）
年，内務省衛生局から出された第１次年報には「医
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師数は２３，２４８人で，うち洋方医学を学んだ者は僅か
に５，０９７名（２２％）」という記述や，蘭方医で後にド
イツに留学し医学を学んだ橋本綱常は，「洋方医」
という肩書で紹介されている（吉村 昭：白い航跡
（上）pp．１３１，講談社，東京，２００９．）。東京大学百年
史ではその１２６頁に「洋方医」，また，松田３３）も学術
誌の中で，「洋方開業医」という表現で記述してい
る。
このように，明治維新前後においては医療関係の

用語が多様複雑で，１９０６（明治３９）年の醫師法，齒科
醫師法成立以後に「醫師」として統一できる時代と
はかなり異なっている３４，３５）。またそれらの由来を細
分して論じる研究者もあるが，今回の解説では紙数
の都合上省略する。
江戸期に至って長崎から導入され，幕末はもちろ

ん明治になっても有力であったのは，前述のように
オランダ医学である。しかし紆余曲折を経て，明治
新政府としては最終的にドイツ（プロシャ）医学を採
用することになり，１８７１（明治４）年７月８日（８月
２３日），軍医のミュルレルとホフマンが（大学）東校，
東京医学校に赴任して以来，プロシャ陸軍軍医学校
をモデルにした厳格なドイツ方式の医学教育が主流
となった２４，３６）。
この背景には開国に伴う感染症，特に従来からの

天然痘に加えて虎列刺（コレラ），赤痢，腸窒扶斯
（チフス）などの伝染病がしばしば大流行したり，失
明につながる眼疾患の執拗な蔓延が続いたことと，
１８６８（慶応４）年１月２７日に始まる戊辰戦争以降の泰
西医学特に軍陣医学が，外科手術に長じていること
を見せつけられた新政府の判断があった。従来の権
威であった漢方よりも実践的であり，特に既述のよ
うに外科と眼科にすぐれ，さらにドイツ人軍医によ
る厳格な教育体制がわが国の国体に馴染みやすく，
将来にわたって信頼の置けるものとみなされた結果
であった。
また神谷３７）によると，
「戊辰戦争は，わが国における封建時代の内戦と
しては史上最後のもの（ママ）であるが，その装備は
政府軍，旧幕軍とも鉄砲を中心とした戦争であった
から，銃創患者の大量発生がその特徴であった。当
時の銃創治療の水準は，長崎伝習の経験者等は別に
して，創傷を焼酎で洗い，そのまま縫い合わせる

か，あるいは“こより”に膏薬を塗って挿入する程度
のもので，盲管銃創の場合でも弾丸を探り摘出する
技術も普及していなかった。したがって，創傷部位
の化膿，それに起因する敗血症などが頻発したので
ある。」と述べている。事実，明治政府は１８６８（明治
元）年３月８日，わが国の医学医療政策を「西洋医
術ノ所長ヲ採用ス」２８）として，早々に“脱亜入欧”さ
せる方向へ転換した。
しかし，新しい医療は国の思惑に反して容易に普

及せず，庶民も実質的にはむしろ旧来の医療（いわ
ゆる漢方を主体とする従来家）に依存せざるをえな
かった。あえていえば外科や眼科を除けば，従来の
医学にも一定，相当の価値があり，信頼されていた
ことになる。２６０年もの長きに渡った江戸時代の文
化は，政権が変わっても庶民の生活に奥深く根付い
ていたのであろう。
江戸期にも現代と同様，広義には医療そのものと

評価される技術を生業とする種々の職種がすでに
存在した３８）（図２）。具体的にはいわゆる漢方の他に
按摩３９－４１），指圧，鍼灸４１，４２－４４），藥舗４５，４６），接骨４７），産
婆４８）等，一部を除くと多くは大陸由来の医療である
が，わが国に導入されてのち，独特の進化を経たも
のが多い。
産婆とは別に，医士独自の産科学として進歩した

賀川玄悦の賀川流産科や，華岡青洲の通仙散による
全身麻酔下の外科などは秘伝ではあるものの，当時
としては世界的水準にあったことが知られるように
なる。ただし一般に知られるのは，むしろ近年のこ
とである。これらの特筆すべき医学は，国内外の情

図２ １７６８（明和５）年に作成された「京羽二重大全巻三目録」
この諸師諸芸の中に醫師，儒醫，小児医師，産前後

（産科医），目医師，口中医師，外科，針，経絡導引，灸
醫など医療関係の名称が見える。（京都大学所蔵，附属
図書館のご厚意による）
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報が皆無とはいえないまでも特発的かつ奇跡に近い
事例で，今日の科学のように人類の知見や知恵が時
間をかけて積み重ねられ，伝承されていくものとは
かなり様相を異にしていると思われる４９－５１）。
したがって東洋医学は明治維新後も長く存続しつ

づけ，世間から支持され，国家による近代化の大号
令にもかかわらず，容易に淘汰されることにはなら
なかった。しかも時代の荒波に揉まれながら，それ
ぞれの道の先達による改良の実績と地道な学術的研
究の成果を織り込んで，明治期の皇漢医あるいは和
漢医など国の保護などないまま，細々ながらも業の
形態や内容を漸次変化させながら今日に至っている
ものも少なくない。
診療の実際には人体の経絡，経穴など新しい医療

にも有用性を持つ体系や，後漢末期から三国時代に
かけて張仲景の編纂によるとされる「傷寒論」に収
載された生薬（草根木皮等，漢方薬）など現代でも高
く評価されるものがあり，世界的に認知される医療
の一部としても取り入れられている３９－４７）。
したがって，今日でも存在する上述の医療職種

は，明治以後の時代においてそれぞれの進歩に向け
た相当な努力が社会に受け入れられた結果である
が，その一方で適応できなかったものは後世の子弟
に継承することを許されなかった。すなわち仏教思
想や民間信仰に基づいた古来からの祈祷師，呪禁
師，陰陽師，儒医，僧医，接骨医等は医術開業試験
の実施に伴い，一代限りで淘汰されることになっ
た。それらのひとつに，入歯歯抜き，口中に関わる

在来家の職種がある。
１８８５（明治１８）年３月２３日付けで「入齒齒抜口中療
治接骨等營業者取締方」（内務省達甲第七號資五○
三，各府県宛）が布達された。これは従来の職業に
対するいわば原則（国レベルで）“非公認”ながら当分
（各地方で）“公認”とする扱いで，香具師ともみなさ
れた歯科医業類似行為者の職業である１，５２－５４）。
この存在は，日本の社会で一般庶民のみならず医

師などの医療従事者や政治家，官僚などの責任ある
立場の者までが誤解し，後々にわたり欧米由来の新
しい歯科医学に対しても正当に評価できず，すなわ
ち新旧を混同し，洋方歯科医学を「賤業のままで然
るべき」とみなす者さえ現れる歴史的錯誤の原因と
なった（図３）。このような世情に対しては当然のこ
とながら，新しい歯科医学を担うようになった歯科
医からの反論が生まれる。その代表的人物が，高山
紀齋の教育を受けた血脇守之助であった５５－６２）。この
詳細は，次回に譲る。

１０．わが国医療の方向性を決めた「医制」

長与専斎が主体となって編成，導入した１８７４（明
治７）年の「医制」６３）は，わが国の医師法と医療制度
の根源をなすものである。その内容は総則，医学校
の規則，教員並びに外国教員の職制，医師としての
条件および開業制度，産科医と産婆，鍼灸，薬舗お
よび売薬規定の全７６か条より成っていた。これは
１９０６（明治３９）年に「醫師法」「齒科醫師法」が規定
されるまでの間，医師の身分に関する法的根據を付
与することをはじめとして，明治期の広範な医療の
ありかたを，詳細に指し示していたものである。た
だ，従来家をはじめ既得権益を死守しようとする勢
力は明治中期になってもかなり有力で，「医制」の
徹底は容易に進まない経過をたどっていた。そのた
め三府（東京，京都，大阪）に達せられたものの，そ
の実施には長い時間を要し，しかも後述のように修
正を重ねた。
「医制」は太政官が文部省に対して拙速を戒め慎
重に扱うように求めるほどその内容が極めて進歩的
であって，第二次大戦後の医療制度に関する基本的
な内容を，ことごとく含んでいるといっても過言で
はなかった６３－６５）。
ただしその「医制」後も，たてつづけに関連する

図３ 東京（漢洋）入歯屋療治広告（清水市次郎編：東京流行
細見記，明治１８年刊より）
洋方歯科医と入歯師が混在している。
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法令が発布された。それらは議会のない時代の行政
措置であったので，法令の発布が迅速である反面ま
もなく修正を要するものも少なからずあった。医師
の免許試験に関しては，前後９年の間に３度にわた
る改正を経て大体の基礎が定まったことから分るよ
うに，それは試験法の試験ともいうべき瀬踏み，ま
たは試行錯誤も止む無しとする段階であった５３）。
一方で既成勢力，既得権者は激しく抵抗した。し

かし，西洋医学を主流に据えようとする国の政策は
もはや確定されていたのである２６，２７，６６）。

１１．漢方との訣別と洋方医諸団体の発足

医師の多くは元来協調性や社会性に乏しく排他的
で，個人として高名となっても団体活動を渋る傾向
があり，加えて明治になってからは金儲けに走る者
がさらに多くなった結果，医人の道義と品性が遺憾
なく破壊されている，とまで批判されたり６７），各自
依然門派に分かれたり孤高の立場を維持しがちとい
われてきた６８）。
団体を組織して活動するのは，「衆を頼んで」「徒

党を組む」などの表現にもあるように，当時の医士
としては潔い行動ではないと感じた向きもあろう。
これは漢方医等の在来家ばかりでなく，蘭方医も同
様であった。しかし同業者の増加や経済的利害を中
心に，時の流れが急激に変化しつつあることを自覚
する医師も増えてくる３３，６９－７１）。
長与専斎は，岩倉使節団の一員として１８７１（明治

４）年１０月からの２年間，欧米出張を終えて１８７３（明
治６）年に帰国した。同年６月，文部省医務局長と
なり既述の「医制」発布に備えた。次いで１８７５（明
治８）年文部省所管衛生事務の内務省移管に伴い，
内務省衛生局長となった。以後１８９１（明治２４）年まで
同職にあり，わが国医療制度の基盤整備に専心従事
する６３，６４）。
１８７７（明治１０）年に始まるコレラ大流行に対応する
ことを契機に，１８７９（明治１２）年７月２２日内務省に
「中央衛生会」が発足，その後各県にも地方官（知
事）の補佐機関として「地方衛生会」を設立し，中
央と地方を緊密に連携させた７２）。
これは一応の成果をあげたものの，官による一方

的な上位下達の体制でもあり，民間を疎外した感が
あった。そのため長与が次に取り組んだのが，第三

セクターともいうべき「大日本私立衛生会」であ
る。長与は斯界の有力者，重鎮を説得して回り，
１８８３（明治１６）年５月２７日の発会式には会員数１，５３９
名に達した。発足当時の役員は後述の通りである
が，長与は佐野常民をかついで，自らは副会頭に
なっている。この後，続々と各種の団体が結成さ
れ，政治的な活動も活発となっていく。
以下，その潮流に重要な役割を担う主だった団体

について列挙し，一部に解説を加えることにする
（表１）。
１）東京医学会社｛１９７５（明治８）年｝

松山棟庵，松本良順，長与専斎，石黒忠悳，長
谷川泰，三宅秀，隈川宗悦らによって発足。わが
国における医師会の起源とされる組織である。会
社という名称は今日と異なりクラブに近い性格
で，医学及び医政を論じ合う小規模な学会と医師
会を兼ねたようなものと思われる３３）。

２）大日本私立衛生会｛１８８３（明治１６）年，京橋区宗
十郎町７番地｝５３）

会頭 佐野常民 副会頭 長与専斎 幹事 石黒
忠悳，三宅 秀，松山棟庵，高木兼寛，長谷川
泰，後藤新平，田代基徳ら
会長の佐野は最年長で１８２３（文政５）年生まれ，

最も若い田代でさえ１８６４（元治元）年であった。
いつゆうかい

３）乙酉会｛１８８５（明治１８）年｝（図４）
松本 順，岩佐 純，伊東方成，池田謙斎，石

図４ ある日の乙酉会の面々
前列左より石黒忠悳，伊東方成，松本 順，戸塚文海，
長与専斎
後列左より高木兼寛，大沢謙二，佐藤 進，実吉安純，
三宅 秀
（松田 誠：森鷗外からみた高木兼寛，慈恵医大誌，
１１７：２００頁，２００２．からの転載，東京慈恵会医科大学雑
誌編集委員会のご厚意による）
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表１ 医師，歯科医師団体の結成等の年表（明治，大正期）

西暦，和暦 一 般 医科等 歯 科

１８６８（明治元）年 大政奉還 朝廷，西洋医術採用を許可
１８６９（明治２）年 医学校規則（漢医の排除）
１８７０（明治３）年 大学東校（東京医学校の前身）設置
１８７３（明治６）年 「醫術開業ノ者ヲ査點（調査）セシム」 慶應醫學所（松山棟庵）
１８７４（明治７）年 医制発布 東京医学校（東大医前身）設置
１８７５（明治８）年 東京医学会社（最初の医学会，松山棟庵） 小幡英之助，京橋に歯科開業
１８７６（明治９）年 濟生學舎（長谷川泰） 「醫師開業試驗ヲセシム」（口中科）
１８７７（明治１０）年 東京大学医学部設置
１８７８（明治１１）年 神田一橋に脚気病院新設 高山紀齋，銀座に歯科開業
１８７９（明治１２）年 医師試験規則，内務省中央衛生会発足 温知社（漢方医） 医師試験規則（口中科から歯科へ）
１８８０（明治１３）年 公立医学校，全国で３０校に及ぶ 慶應醫學所廃校
１８８１（明治１４）年 東京大学医学部本科生を学生，他を生徒

に
成醫會講習所（明治３６年廃校）

１８８３（明治１６）年 大日本私立衛生会
１８８４（明治１７）年 医師免許規則，医術開業試験規則施行 開業試験及第者，歯科医籍に登録
１８８５（明治１８）年 入歯歯抜口中療治接骨営業者取締方 乙酉會（当時の医学の権威）
１８８６（明治１９）年 帝国大学医科大学設置 東京醫會（東京府下開業医）
１８８７（明治２０）年 学位令公布 齒科交詢會（小幡英之助一門）
１８８８（明治２１）年 帝国大学医科大学の別課を廃止 東京醫學會（東大医学部教授） 齒科談話會，東京齒科専門醫學校
１８８９（明治２２）年 大日本帝国憲法発布，世界万国博（パリ） 齒科學校（１８９１年大澤齒科學校，廃校不

明）
１８９０（明治２３）年 第１回日本医学会 第１回帝国議会 帝國皇漢醫會（漢方医等の団体） 高山齒科醫學院開設，齒科研究會
１８９３（明治２６）年 第２回日本医学会

日本薬剤師会設立
第１回大日本醫會大會（３府２４県，２，０７１
名）（長與専斎，高木兼寛，長谷川泰ら）

齒科醫會（伊澤道盛，小幡英之助，高山
紀齋）

１８９４（明治２７）年 日清戦争（～２８年） 名古屋，大阪に齒科醫會
１８９５（明治２８）年 医師免許規則改正法案（漢方医継続）否決 一井正典，神保町に開業
１８９６（明治２９）年 明治天皇，帝大に行幸 東京醫會「醫士法案」を作成 日本齒科醫會結成（齒科醫會の発展的改

称）
１８９７（明治３０）年 「醫士法案」帝国議会で審議未了，不成立
１８９８（明治３１）年 大日本医会の「醫師會法案」衆議院を通

過
１２月２９日，醫師會法案反對同盟會旗揚げ

１８９９（明治３２）年 「醫師會法案」２月４日貴族院で否決 明治醫會，医師法案（歯科医に適用せず） 長交會（長井兵助一派の発企，２年後解
散）

１９００（明治３３）年 關西聯合醫會発足（創設決定） 東京齒科醫學院開校，温交會
１９０１（明治３４）年 文部省直轄諸学校官制改正（勅令２４号） 關西聯合醫會，医師法案（歯科医を同等

に）
１９０２（明治３５）年 千葉仙台岡山金沢長崎に医学専門学校 第１回日本聯合醫學會

（会頭田口和美，副会頭北里柴三郎）
東京帝大醫科大學に齒科開設決まる

１９０３（明治３６）年 専門学校令，濟生學舎廃校 帝國聯合醫會（京都，３府２０県） 大日本齒科醫會（会長高山紀齋）（名誉会
長小幡英之助，渡邊良齋，西村輔三）

１９０４（明治３７）年 日露戦争（～３８年） 帝國聯合醫會の醫師法案齒科醫に適用せ
ず

１９０５（明治３８）年 私立醫學専門學校指定規則
１９０６（明治３９）年 医師法，歯科医師法成立 公立私立齒科醫學校指定規則
１９０７（明治４０）年 東京齒科醫學専門学校認可 日本聯合齒科医會
１９０９（明治４２）年 日本齒科醫學専門学校認可 （歯科医師法第一次改正）
１９１４（大正３）年 第１次世界大戦勃発

伝染病研究所移管問題事件
日本聯合醫師會

１９１６（大正５）年 大日本醫師會（会長北里柴三郎） （歯科医師法第二次改正）
１９１７（大正６）年 大阪齒科醫學専門學校認可
１９１８（大正７）年 米騒動，第１次世界大戦終結
１９１９（大正８）年 大学令施行 日本聯合齒科醫師會と改称
１９２０（大正９）年 東洋齒科醫學専門學校認可（日大齒科前

身）
１９２１（大正１０）年 九州齒科醫學専門學校認可
１９２３（大正１２）年 関東大震災 公法人日本醫師會（会長北里柴三郎）
１９２５（大正１４）年 治安維持法，普通選挙法公布 （歯科医師法第三次改正）
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黒直悳，橋本綱常，長谷川泰，戸塚文海，高木兼
寛，長与専斎，大沢謙二，佐藤 進，実吉安純，
三宅 秀らで構成され，医学界の重鎮が揃い，政
府に建言するなどの進歩的医学団体とされてい
た７３－７５）。
彼らの中には，後の頂点に立つ大学東校（東京

医学校，東京大学医学部，帝国大学医科大学の前
身）等で教鞭をとる者がいたが，後述するように
帝大を卒業し１８９９（明治３２）年に明治医会を結成す
る森林太郎や入澤達吉ら若手の医学士からは老策
士，長老支配と批判され，早期に引退すべき存在
として忌避されたが，後に明治医会に参加する者
もいる。

４）東京医会｛１８８６（明治１９）年｝
発起人は池田謙斎，長与専斎，長谷川泰，石黒

忠悳。会長は松本 順。当時，数の上で優勢な漢
方医の団体に対抗する意識を持っていた東京府下
の開業医中心の集団である。医師団体のうち，医
師法草案（原案は医士法案）を最初に具体化したの
は東京医会であった７６）。
起草者は，医師出身で衆議院議員であった長谷

川泰と鈴木萬次郎であったといわれる。１８９６（明
治２９）年の第１０帝国議会に提出する目的で，全文
５章２９か条から成っていたが，衛生局長の後藤新
平は外国大学の卒業者に関する規定がないこと，
仮免許状の規定がないこと，犯罪者の扱いが曖昧
などの理由で反対した。この後，東京医会は衰え
ながらも存在し続け，明治３４年に北里柴三郎が会
長に就任した。

５）歯科交詢会｛１８８７（明治２０）年｝
小幡英之助一門で始まったが，閉鎖的で翌２１年

解散，後に荒木盛英を幹事総代として温交会を発
足させた６８）。

６）歯科談話会｛１８８８（明治２１）年｝
明治２３年に歯科研究会と改称。詳細は次項に述

べる。
７）東京医学会｛１８８８（明治２１）年｝７７）

東大医学部教授らによる学術的活動を建前とす
る集団である。

８）帝国（皇漢）医会｛１８９０（明治２３）年，明治１２－２０
年の温知社の後継で，漢方医の団体｝
漢方医の命脈が尽きようとしていた１８９５（明治

２８）年１月２８日，第８回帝国議会に提出された「医
師免許規則改正法律案」は，この帝国医会すなわ
ち漢方医集団にとっては満を持した最後の闘争で
あった。「醫士免許法」（案）の第１條には「醫士
ハ東洋醫術又ハ西洋醫術ヲ修メ醫術開業試験ヲ受
ケ内務大臣ヨリ開業免状ヲ得タル者トス」とあ
り，この「東洋医術」という字句を中心に衆議院
で激論が交わされた。当時の攻防はまさに政略的
で同年２月６日に採決の結果，総数１８１のうち可
とする者７６，否とする者１０５となり議長の楠本正
隆は否決に決したことを宣言した７８）。
明治政府としても，また学歴の最上位層である

帝大を頂点とするヒエラルキーの形成を目指す集
団ながら，数において未だ劣勢な西洋医学として
も，漢方医の制圧は中長期的に文明開化の国策に
沿い，かつ共通の利益にもつながることであっ
た。

９）大日本医会｛１８９３（明治２６）年，（理事長高木兼
寛，理事長谷川泰ら）｝
全国にわたる連合組織で，核となる東京医会の

上部団体となった。東京医会や大日本医会の指導
者は，幕末から明治初年にかけて蘭学から医学に
入り，日本の近代医学の土をつくった大家たちで
あった３３，７５）。
まず日本最初の医学博士になった池田謙斎

（１８４１－１９１９），次いで長与専斎（東京医学校校
長，内務省衛生局長）（１８３８－１９０２），長谷川泰（内
務省衛生局長，済生学舎校長）（１８４２－１９１２），石
黒直悳（陸軍軍医総監など）（１８４５－１９４１），戸塚文
海（海軍病院長，海軍軍医総監）（１８３５－１９０１），高
木兼寛（海軍軍医総監，慈恵医学校校長）（１８４９－
１９２０），高松凌雲（戊辰戦争後，下野して福祉医
療，貧民救済に従事，日本における赤十字運動の
先駆者）（１８３６－１９１６），佐藤 進（佐倉順天堂一
門，陸軍軍医総監）（１８４５－１９２１），鈴木萬次郎（医
師出身，衆議院議員）（１８６０－１９３０）らである。
この大日本医会は，１８９７（明治３０）年３月，「醫

士法案」を第１０回帝国議会に提出するが，不備が
指摘され失敗に終わる。以後修正を加えて再度明
治３２年１月の衆議院に「醫師會法案」として提
出，可決通過し，貴族院に送られた。しかし，後
述する明治医会の前身である反対同盟会の猛烈な
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政治運動により，否決された。この事件は大日本
医会の組織壊滅につながる衝撃となった。
以後１９０６（明治３９）年に医師法，歯科医師法と

なって発布されるまでの９か年は，医界にとって
きわめて波瀾の多かった時代である。なお，「師」
を忌避して「医士」に執着していた表現が，よう
やく「医師」となる転換期も，この時期すなわち
明治３０年代といってよい。

１０）歯科医会｛１８９３（明治２６）年（東京中心）｝
翌１８９４（明治２７）年名古屋，大阪に歯科医会が結

成された。
１１）日本歯科医会｛１８９６（明治２９）年１１月｝

幾多の障害を乗り越えて，ようやく結成された
全国組織である。なお，この段階でも団体の名称
に「師」は入っていない。詳細は後述する。

１２）明治医会｛１８９９（明治３２）年｝
明治医会は明治３１年１２月２９日，神田錦輝館で旗

揚げした「醫師會法案反對同盟會」を母体とし７９），
松田７４）によると，その構成から「文部省・大学
（東京帝大）派」という仮称を付与されている。事
実，会員は田口和美，緒方正規，青山胤通，賀古
鶴所，森林太郎，小金井良精，山際勝三郎，入澤
達吉，浜田玄達，田代義徳，近藤次繁，宇野
朗，川上元治郎ら東大出身者（主に元教授，現役
教授，助教授で，一部学外者）であった。ただ
し，同じ東大でも修業年限の短い通学生（別課生
と称していた医師速成コース）の卒業者は，本科
（正則）卒業生から蔑視され，いずれ廃止すべきも
のとみなされていた。ただこの当時の会員には別
課卒業の川上元治郎，遠山椿吉など，歯科と交流
の深い人物の名前も見える。
彼らが主張するところは，開業試験など検定あ

がりの低級な者や履歴の雑多な医者と一緒にされ
てたまるかという不満とプライドのため，あえて
いえば既得権の擁護，エリート意識が格段に強
かった。この時期，森林太郎（鷗外）を筆頭とする
関係者の主張は激烈を極めた３３，７６）。
建前として医師の水準は（帝国）大学レベルとす

べきだ，したがって医術開業試験は廃止，済生学
舎のような低級の各種学校も廃校（夷滅）にしなけ
ればならない，専門学校も大学の別課同様に半端
な存在とみなすなど，当時としては高邁というよ

りも現実無視の傲慢な理想論を唱えた。これに対
して先の松田は東京医会，大日本医会の指導者を
仮称ながら「内務省・私学派」とし，現実主義，
開業医重視を理念，としている。
医科歯科一元二元論を展開する上で必ず触れな

ければならない団体はまずこの明治医会であり，
後年同会が提案する「医師法案」は医科歯科二元
制に向かう重要な根源である，と著者らは考えて
いる８０，８１）。

１３）関西聯合医会｛１９０１（明治３４）年（関西２府，１５
県から成立）｝
医師法案を起草して発表したが，明治医会のも

のと比べて大きく違う点は，強制加入で法定医師
会の設立を認め，また歯科医師と医師の身分を同
一に扱ったことであった８２）。

１４）帝国聯合医会｛１９０３（明治３６）年（大日本医会，
関西聯合医会の他に全国各医会および医師の団体
が大同合併，聯合して成立。会長北里柴三郎）｝
この段階で在野の開業医の利益を目指す東京医

会を含む各種団体の大同合併が実現，医師法案作
成への準備がようやく整うことになった８３，８４）。最
終的に，医師法について明治医会と協議，合意す
る。

１２．明治中期以降の歯科団体の実態と
入齒齒抜口中医

１９５５（昭和３０）年に厚生省医務局から刊行された
「医制八十年史」巻末の「明治初期の医師数の推
移」１，６９）によると，歯科医の項目が初めて登場するの
は１８８１（明治１４）年（１３９名）である。ただしこの中に
は，入齒齒抜口中療治營業者は含まれていない（表
２）。
そうした中，洋方歯科医の活動も少しずつ世間に

現れるようになる。歯科医事衛生史前巻８４）によれ
ば，榎本積一らが１８８８（明治２１）年に結成した「齒科
談話會」は当初の知識の交換を計るサロン的会合か
ら，漸次発展して学術研究の性格を帯び，１８９０（明
治２３）年には「齒科研究會」と改称した。
翌１８９１（明治２４）年１月には会員数が２００名に達し，

機関雑誌として「齒科研究會録事」を発行，同誌は
第８号（同年８月）から「齒科研究會月報」と改称し
て継続発行した。この雑誌が１８９４（明治２７）年１１月に
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発行された第４７号の３９－４６頁には，同会が独自に入
手した「入齒齒抜（口中療治）營業者人名」として，
まず東京府の分を掲載している。それによると，当
時の東京の市部だけで６２名が登録されており，その
中には長井兵助，長谷川保，神翁金松，高橋富士
松，關口永藏，佐藤重といった当時の著名人が含ま
れている。このように，在来家の多い状況がつづ
き，明治の中頃になっても少なからず活動していた
ことが明らかになっている８５，８６）。
こうして歯科の分野でも，洋方歯科医の勢力が増

加してくる。ところが新しい時代になっても歯科を
専門とする医師の中には，団体活動に馴染まない者
が少なくなく，グループができても小規模な派閥に
とどまり，組織の結成には遠く及ばない状態が続い
た。日本歯科医師会が１９４０（昭和１５）年に編纂発行し
た歯科医事衛生史８４）に興味深い記述があるので，紹
介する。
「齒科社會は如何なる事情の存してか，懇親の情
疎くして互に反目するの弊あり，嘗て富安晋と荒川
修とが團體の計畫に努めたが，機未だ熟せざりし
か，遂にその成立を見ることを得なかった。然るに
明治２６（１８９３）年に至り，伊澤道盛，小幡英之助，高
山紀齋３名の發起に依て，５月１４日芝公園地三縁亭
に於て懇親會を催した際には，當時東京府下在住の
開業齒科醫４５名中の３５名が相會し，外に横濱市と三
重縣から出京中の２名が，參加するといふ盛況を呈
した。席上，伊澤が開會の挨拶を述べ，出席の人々

から齒科醫の團結を要とする説が出て，高山の發言
に依り齒科醫會規則起稿委員を推薦した。即ち伊澤
信平，富安晋，中村正修，青山松次郎，榎本積一，
菅沼友三郎の６名が推され，翌６月１４日京橋區宗十
郎町大日本私立衛生會に於て，齒科醫會發會式を擧
げた。出席者３４名。」
この後，仮規則，規約を制定，７月１日には警視

廳令に則り，本邦最初の「齒科醫會」という名称を
得て，設立したと記述されている。事務所は京橋区
新肴町「成醫會」｛１８８１（明治１４）年１月７日学術団
体として発足，東京慈恵会医科大学の母体｝に置い
た。ちなみに成醫會の会長は高木兼寛で，その発足
当初の会員３６名の中に高山紀齋がいたこと，高山が
高木と親しかった関係で齒科醫會の事務所を置くこ
とを許されたのであろう。
創立当時の役員は次の通りである。
議員 伊澤道盛，伊澤信平，小幡英之助，高山紀

齋，井野春毅，榎本積一，菅沼友三郎，佐
藤丈三郎

幹事 齋藤英二郎，中原市五郎，青山松次郎，平
岡頼一，富安晋

「齒科醫會」は東京中心の組織であったが，地方
の開業者にも入会をすすめた。そのため１８９４（明治
２７）年２月には名古屋に，同年３月には大阪と順次
大都市の有識者がそれぞれ歯科医会を組織するよう
になった。
結局，１９０３（明治３６）年４月に至って，全国歯科団

表２ 明治初期の医師数の推移（厚生省医務局：医制八十年史，P．８０５，１９５５．から）

年 次 総 数 試験免許 漢 医 洋 医 漢洋医 和 医 和漢医 和洋医 和漢洋医 流派未詳

明治７ ２８，２６２ ・ ２３，０１５ ５，２７４ ・ ・ ・ ・ ・ ・
８ ２３，２８４ ２５ １４，８０７ ５，０９７ ２，５２４ ２５ ３３ １２ １７ ７４４
９ ３１，２６８ ２００ ２０，５６８ ６，４０２ ４，０９８ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ３２，３６１
１０ ３３，５０３ １，１４２ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ３４，１８２
１１ ３５，９９９ １，８１７ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ３５，９５１
１２ ３８，３２２ ２，３７１ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

年 次 総 数
内務省免許医 府 県

免許医
専 門 医

試 験 卒 業 試験不順者 歯 科 眼 科 産 科 整骨科

明治１３ ３８，３２２ １，３９６ ・ ９７５ ３５，９５１ ・ ・ ・ ・
１４ ３７，１２７ １，７６２ ・ ８３７ ３２，９５２ １３９ ５８６ ５２５ ３２６
１５ ４１，６１２ ２，２８１ ２０２ ９１２ ３６，３７３ １９１ ７０１ ５６５ ３８７
１６ ３９，６６９ ２，８３３ ３９３ ９１９ ３３，７６１ １７０ ６８５ ５５６ ３５２

歯科学報 Vol．１１７，No．３（２０１７） ２０５

― ２７ ―



体が合同し，「大日本齒科醫會」を創立することに
なる８７）。
同年１１月２７日，京橋区西紺屋町の地學協會におい

て発会式が挙行され，全国から１１４名が参集した。
準備委員総代の榎本積一が経過報告したのち，「大
日本齒科醫會規則」を決定，役員は会長に高山紀
齋，副会長に榎本積一，理事に血脇守之助，曽根龍
藏，佐藤運雄を選出した。また名誉会長として小幡
英之助，渡邊良齋，西村輔三が推薦された。このよ
うな組織の結成が実現したことは，これまで述べた
ような各種医会の活動や，依然有力な在来家，モグ
リの暗躍，患者数や医療収入の減少，同業者間の軋
轢など，医療社会全般の悪化等に影響された危機感
が強くなったためと思われる。その証拠に，終りに
以下のような決議をした，と記されている。この時
期，最も深刻な問題だったのであろう。
１．本會ハ齒科醫術開業試驗規則改正ノ實行ヲ期ス
（医師による歯科への侵害防止，医歯間格差の是
正）８７，８８）

１．本會ハ齒科醫育ノ完成ヲ期ス（低水準にあった
歯科医学教育の向上）

１．本會ハ非齒科醫取締ノ勵行ヲ期ス（偽医者，偽
歯科医の横行，在来家による歯科侵害の防止）
これに加えて，医師団体の動向を見ていた歯科の

団体は，明治医会の影響を強く受けた医師法からの
歯科排除，拒絶により合流を不可能と判断し，楽
観，傍観の危険性をようやく察知するようになっ
た。その結果，次善の策として自らも別途歯科医師
法の成立に向かわざるを得なくなる８９）（表３）。

１３．医師団体，特に明治医会の台頭

各医師団体の多くは，明治維新すなわち文明開化
の流れと時代の激しい変化を受けてしだいに強い政
治性を帯びるようになる。まず漢方医を排除し，次
いで薬舗や薬剤師の勢力を抑圧して「医薬分業」を
骨抜き９０）にした後に，標的となったのは歯科の団体
であった９１）。すなわち文部省・大学派の主導する明
治医会は各地域や他の団体の議論を押え，医師法案
を法制化する過程で歯科医を除外することを基本に
据えた。最終的に１９０６（明治３９）年５月２日に至り，
法律第４７号として医師法，第４８号として歯科医師法
が並立する形で成立することになる。

本稿の論点の中核は，わが国の歯科自体が混沌と
した段階から身分法上医科とは別の二元制に向かう
複雑な経緯を検証，解説するところにあるが，詳細
については次回以降に述べることとして，その前に
医薬分業を明記した医制の思想が骨抜きにされ，苦
難の道を歩むことになった薬剤師の歴史を通覧して
おきたい。その理由は，医科歯科一元二元論の歴史
を探索する際に検証の参考となるばかりでなく，医
療全体の中での歯科の状況を分析し先行きを考える
上で，異業種もしくは医歯薬間の軋轢にかなり関連
性のある曲折と課題があると推察したためである。
これまで述べたように，漢方医の勢力は１８９７（明

治３０）年代になって急速に衰退していく。反対に力
を増してきたのが洋方医師であるが，蘭方医主体の
層はすでに用済みの高齢者扱いにされていた。医師
の中でも明治になって新しい医学（ドイツ医学）の教
育を受けて育った医師たちの団体，すなわち明治医
会は，自らがトップに立ち主導権を握る階層構造
（ヒエラルキー）を形成していく。この背後には文部
省と，当時唯一のドイツ医学教育機関である帝国大
学医科大学（東京帝国大学）の存在があった。彼ら
は，森林太郎（森鷗外）という稀代のスポークスマン
を筆頭に，内には同じ洋方医とはいうものの蘭方医
主体で乙酉会会員のような古い世代の大家たちを
天保勢力，老害と断じ，「新しい明治」の立場から
早々の引退を陰に陽に勧告した３３，７４，８０）。乙酉会の世
代は彼らよりも年長で，比較的温厚であったため，
内務省・私学派は論客の長谷川泰内務省衛生局長な
ど一部を除くと，強く反発する動きは見せなかっ
た。特に，順天堂関係者は温順であった。
日本医師会の母体となる帝国連合医会は，１９０３

（明治３６）年に種々の組織が大同合併して成立した
が，最も強硬な論者は明治医会の会員たちであっ
た。

１４．薬剤師の悲願，医薬分業の難航

１８７４（明治７）年の医制は，端的にいうと長年にわ
たり医師から問題視され，現代にも課題を残す「医
薬分業」を明確に示していた。その第４１条に「醫師
タル者ハ自ラ藥ヲ鬻ク（ひさぐ）コトヲ禁ズ醫師ハ處
方書ヲ病家ニ附與シ相當ノ診察料ヲ受クヘシ」とあ
り，さらに第４３条には「醫師私（ひそ）カニ藥剤ヲ鬻
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表３ 歯科医師数の推移（免許取得資格の種類）（明治３６年～昭和２８年）

年 次 総 数
官公私立（指
定）歯科医学
専門学校卒業

外国学校卒業
（試験を含む） 試 験 及 第 従 来 開 業 国家試験合格

昭和２１年勅令
第４２号による
もの

不 詳

１９０３ 明治３６ ７００ ・ ９ ６８２ ９ ・ ・ ・
４ ３７ ７８０ ・ １２ ７５９ ９ ・ ・ ・
５ ３８ ８１５ ・ １４ ７９３ ８ ・ ・ ・
６ ３９ ８６４ ・ １３ ８４３ ８ ・ ・ ・
７ ４０ ９１３ ・ １４ ８９２ ７ ・ ・ ・
８ ４１ ９８７ ・ ２２ ９５８ ７ ・ ・ ・
９ ４２ １，０６８ ・ ２２ １，０４０ ６ ・ ・ ・

１９１０ ４３ １，１２５ ・ ２９ １，０９０ ６ ・ ・ ・
１１ ４４ １，２４１ ５６ ２３ １，１５６ ６ ・ ・ ・
１２ 大正 １ １，５３１ １５８ ２６ １，３３３ １４ ・ ・ ・
１３ ２ １，９１６ ３５１ ２９ １，５１９ １７ ・ ・ ・
１４ ３ ２，３６３ ５７２ ３０ １，７４９ １２ ・ ・ ・
１５ ４ ２，９４５ ８４４ ４０ ２，０４５ １６ ・ ・ ・
１６ ５ ３，４８２ １，０５９ ４９ ２，３５９ １５ ・ ・ ・
１７ ６ ４，１２４ １，２７７ ６３ ２，７５０ ３４ ・ ・ ・
１８ ７ ４，７３２ １，５０３ ４８ ３，１６３ １８ ・ ・ ・
１９ ８ ５，３３６ １，６７８ ５３ ３，５９０ １４ ・ ・ ・

１９２０ ９ ６，１６４ １，８９２ ５７ ４，２０１ １４ ・ ・ ・
２１ １０ ６，６５４ ２，０８５ ６０ ４，４９２ １７ ・ ・ ・
２２ １１ ７，７３８ ２，３５２ ５３ ５，３２３ １０ ・ ・ ・
２３ １２ ８，７７３ ２，６４２ ５９ ６，０４２ ３０ ・ ・ ・
２４ １３ ９，９８３ ２，９９３ ６４ ６，９１０ １６ ・ ・ ・
２５ １４ １１，３９２ ３，５４４ ７７ ７，７５５ １６ ・ ・ ・
２６ 昭和 １ １２，５４８ ４，０８４ ８４ ８，３６５ １５ ・ ・ ・
２７ ２ １３，７３１ ４，６９３ ８１ ８，９４５ １２ ・ ・ ・
２８ ３ １４，８８２ ５，３１０ ８４ ９，４７７ １１ ・ ・ ・
２９ ４ １５，５７３ ６，６６９ ８２ ９，４１４ ８ ・ ・ ・

１９３０ ５ １６，０６５ ６，７５０ ８２ ９，２２４ ９ ・ ・ ・
３１ ６ １５，９８８ ７，１２６ ７２ ８，７８３ ７ ・ ・ ・
３２ ７ １７，１６４ ８，２６２ ７２ ８，８２４ ６ ・ ・ ・
３３ ８ １７，９８４ ９，１３９ ７８ ８，７６１ ６ ・ ・ ・
３４ ９ １８，９９８ １０，１８７ ７８ ８，７３０ ３ ・ ・ ・
３５ １０ ２０，０１０ １１，２０６ ７９ ８，７２２ ３ ・ ・ ・
３６ １１ ２１，０６７ １２，２１２ ７４ ８，７７８ ３ ・ ・ ・
３７ １２ ２２，０７２ １３，２３１ ７９ ８，７６０ ２ ・ ・ ・
３８ １３ ２２，７３５ １３，９１１ ７９ ８，７４１ ４ ・ ・ ・
３９ １４ ２３，３１１ １４，５５６ ７４ ８，６８０ １ ・ ・ ・

１９４０ １５ ２３，２１４ １４，９７４ ７２ ８，１６７ １ ・ ・ ・
４１ １６ ２４，６１４ １５，９９６ ７３ ８，５４１ ４ ・ ・ ・
４２ １７ １７，５９９ １１，５８６ ４２ ５，９５７ １４ ・ ・ ・
４３ １８ １２，３６４ ７，９９３ ３０ ４，３２４ １７ ・ ・ ・
４４ １９ ４，５２１ ２，８９０ ５ １，６１７ ９ ・ ・ ・
４５ ２０ ４，８９６ ３，３０２ １１ １，５３１ ５２ ・ ・ ・
４６ ２１ ２４，２７３ １７，２０４ １５３ ６，６７０ ２４６ ・ ・ ・
４７ ２２ ２７，２０５ １９，０４６ １６９ ６，６６２ ２９３ ６７２ ３６３ ・
４８ ２３ ２７，７１５ １９，０７３ １５７ ６，４６８ １１８ １，５７１ ３２８ ・
４９ ２４ ２８，１０８ １９，３３０ １９７ ５，８７３ ９１ ２，２７１ ３４６ ・

１９５０ ２５ ２７，４２９ １７，１８０ １０７ ６，３５８ １３ ３，１７７ ４６８ １２６
５１ ２６ ２８，９０８ １７，２８４ ６７ ６，４７３ ６６ ４，３４１ ６６５ １２
５２ ２７ ２８，９４１ １６，８２５ ５６ ６，２５６ ６６ ４，９２７ ６７０ １４１
５３ ２８ ３０，０８６ １６，９０３ ４２２ ６，６００ ３３ ５，４３４ ６４０ ５４

（注）昭和１７年は３府県，同１８年は１６都県，同１９年は３１都道府県，同２０年は３２都道府県で数値不明のため計上されていない。
（資料）内務省「衛生局年報」（明治３６年～昭和１２年） 厚生省「衛生年報」（昭和１３年～昭和２８年）

厚生省「医師，歯科医師，薬剤師調査」（昭和２９年～昭和４８年）
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キ或ハ藥舗ニ通シテ奸利ヲ謀ルモノハ開業ヲ禁シ文
部省及ヒ地方廰ニテ其事由ヲ報告スヘシ」と厳しい
罰則まで規定されている。さらに１８７８（明治１１）年６
月２９日，東京府に「医師の薬舗の兼業の禁止」が布
達されている。
当初，開業医の立場には関心の薄かった明治医会

としても，しだいに医師本来の分限を侵害される危
険を感じたのであろう。また全国の医師会設立に向
けて主導権をとる戦略があったとすれば，多数を占
める開業医の関心を引き付けなければならず，医薬
分業の骨抜きは重要な戦略であったと思われる（表
４）。
国家建設の視座に立つ場合，近代的医師制度の確

立と並んで薬事制度の近代化が重要な目標の一つで
あったことは，「医制」の中に詳細な規程が多数設
けられていたことや，１８７０（明治３）年１２月２３日の

「売薬取締規則」，１８７４（明治７）年９月１９日の「毒
薬劇薬取締方」，さらに同年１２月２５日に「贋薬敗薬
取締方」（罰則）を，太政官が三府に達していたこと
などからも明らかである。しかし当時の薬舗という
のは遺憾ながら単に薬を売るだけで，今日のように
薬物に関する豊富な専門知識を有し，病人に必要十
分な情報を提供できる専門職などのいない薬店のこ
とであった９２，９３）。つまり「医制」の掲げる理想の薬
事制度を支える今日の薬剤師のような存在が，質的
にも量的にも極めて不足していたことは確かであ
る。
例えば１８７９（明治１２）年１０月１８日，東京大学医学部

は第１回卒業生１８名を医学士として送り出した。一
方製薬士は１９名で，うち９名は前年の卒業であった
と記録されている。なお１８７８（明治１１）年３月，東京
大学医学部薬学科本科の第１回卒業生には下山順一

表４ 医師数の推移（免許取得資格の種類）（明治１７年～４３年）

年 次 総 計 大学卒業

官公私立
（指定）
医学専門
学校卒業

外国学校
卒 業
（試験を
含む）

試験及第 奉職履歴
従来開業
（子弟を
含む）

限地開業 国家試験
及 第

昭和２１年
勅令第４２
号による
もの

不 詳

１８８４ 明治１７ ４０，８８０ ４９４ ８６ ８ ３，３１３ １，６４０ ３５，３１９ ２１ ・ ・ ・
８５ １８ ４０，７８４ ６６１ ２２０ ７ ３，４６６ １，６４０ ３４，７５５ ３４ ・ ・ ・
８６ １９ ４０，６６９ ８６５ ４６７ ９ ３，７４５ １，６１８ ３３，９２９ ３６ ・ ・ ・
８７ ２０ ４０，３４３ １，０４１ ７４４ ９ ４，０７２ １，５９５ ３２，８３９ ４３ ・ ・ ・
８８ ２１ ４０，５８４ １，１５５ １，１２１ １３ ４，６８０ １，５７６ ３１，９８２ ５７ ・ ・ ・
８９ ２２ ４０，３２１ １，２８７ １，２９５ １５ ５，２１５ １，５５６ ３０，８７７ ７６ ・ ・ ・

１８９０ ２３ ４０，２１５ １，３４０ １，６０２ １９ ５，５９５ １，５３６ ３０，００３ １２０ ・ ・ ・
９１ ２４ ４０，１２３ １，３６７ １，９０３ ２５ ６，０４６ １，５０８ ２９，１０５ １６９ ・ ・ ・
９２ ２５ ４０，０９３ １，４２２ ２，２７９ ２８ ６，３７３ １，４８２ ２８，２９６ ２１３ ・ ・ ・
９３ ２６ ３９，６０１ １，４２８ ２，４７１ ３３ ６，６２１ １，４４９ ２７，３１２ ２８７ ・ ・ ・
９４ ２７ ３９，６３４ １，４３３ ２，７６５ ３５ ７，０６５ １，４２１ ２６，５６０ ３５５ ・ ・ ・
９５ ２８ ３９，４８７ １，４３７ ３，０２８ ４０ ７，４７８ １，３９４ ２５，７１１ ３９９ ・ ・ ・
９６ ２９ ３９，２１４ １，４６２ ３，３０１ ４２ ７，８７４ １，３７７ ２４，７２０ ４３８ ・ ・ ・
９７ ３０ ３９，３９２ １，４７０ ３，６２０ ４６ ８，４６７ １，３５９ ２３，９５６ ４７４ ・ ・ ・
９８ ３１ ３９，８５９ １，４８２ ４，０２９ ５３ ９，２３２ １，３４０ ２３，２３８ ４８５ ・ ・ ・
９９ ３２ ４０，２８７ １，５０３ ４，４３８ ８７ ９，８８４ １，３１１ ２２，５８１ ４８３ ・ ・ ・

１９９０ ３３ ４０，９２４ １，５１４ ４，８３５ ９４ １０，７７９ １，２９３ ２１，９４０ ４６９ ・ ・ ・
１ ３４ ３３，５０８ １，２９７ ４，３６２ ７４ ９，７３３ ８８３ １６，７５８ ４０１ ・ ・ ・
２ ３５ ３４，１８５ １，４３７ ５，０４８ ８３ １０，８６０ ８４４ １５，９１３ ３９２ ・ ・ ・
３ ３６ ３４，６１１ １，５０５ ５，５４０ ８３ １０，９４２ ８３５ １５，３１９ ３８７ ・ ・ ・
４ ３７ ３５，２８９ １，５８８ ６，２９２ ９１ １１，５３９ ８０３ １４，６３４ ３８２ ・ ・ ・
５ ３８ ３５，５１１ １，６９１ ６，８６４ １０２ １１，９８１ ７６１ １３，７８６ ３７５ ・ ・ ・
６ ３９ ３５，８５０ １，７９６ ７，４０１ １０９ １２，３１４ ７３９ １３，１７７ ３７０ ・ ・ ・
７ ４０ ３６，１６９ １，９７５ ８，１７６ １１４ １２，５１４ ７０７ １２，３８０ ３６３ ・ ・ ・
８ ４１ ３６，６７３ ２，１８８ ８，９８９ １１８ １２，６６４ ６７９ １１，６８２ ３５３ ・ ・ ・
９ ４２ ３７，０７１ ２，４１６ ９，８４０ １１７ １２，８２８ ６４９ １０，９３６ ３４５ ・ ・ ・

１９１０ ４３ ３８，０５５ ２，６７４ １０，８１４ １１７ １３，１２６ ６２８ １０，３５７ ３３９ ・ ・ ・

（資料）厚生省医務局：医制百年史（資料編）
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郎，高橋三郎，丹波敬三，丹羽藤吉郎らの名が記さ
れている９４）。いずれにせよ，極めてわずかの人材し
か養成されていない。
しかし，現代医療の価値観と異なり「薬代」が大

きな収入源であった当時の医師としては，医薬分業
に対して重大な危機感を抱き，激しく反発すること
になった。その結果，長与の医制に掲げられた理想
的条文も，ミュルレルらの提言９５，９６）も結局骨抜き，
あるいは無視されることになる。その状態は歴史的
に延々と，昭和５０年代後半までつづくことになる。
東京大学の場合は医学部に附設された組織で，し

かもあくまで製薬学科であり，化学技術の修練な
ど，いわば新薬開発に重点を置いた教育を目指して
いた。これが長く実験系でなければ薬学にあらずと
いった，薬学アカデミズムの閉鎖性につながること
になる。結局のところ，平成の今日の薬学部（科）の
ように，臨床に即した患者に身近な職種ではなかっ
たことが，医薬分業の実現を妨げた原因の一つであ
る。同様に，わが国がドイツ医学を受容した時，ド
イツ本国では医学とともに有機化学がめざましく発
達していた反面，薬学と薬局薬剤師は沈滞していた
時代にあった９６）。
１８８９（明治２２）年３月１５日に制定された画期的な
「藥品營業並藥品取扱規則」（法律第１０号，略称薬
律）には，ようやく薬剤師，薬局の名称が見えるが，
その反面第４３条に「醫師ハ自ラ診療スル患者ノ處方
ニ限リ（中略）自宅ニ於テ藥剤を調合シ販賣授與スル
コトヲ得」という抜け道がつくられ，“骨抜き”を期
待する開業医師に配慮した形になっている。そして
その第４６条に「醫科大學藥學科ノ卒業證書（註：製
薬士）ヲ有シ年齢満２０年以上ノ者ハ其證書ヲ以テ此
規則第３條ニ據リ藥剤師免状ノ下付ヲ願出ルコトヲ
得 此場合ニ於テハ内務大臣ハ試験ヲ要セスシテ免
状ヲ授與スルコトアルヘシ」とされている。
以上のような経過から，わが国における医薬分業

問題と薬剤師養成教育問題は，医療制度整備の中で
は二の次にされた。ドイツへの留学生は，ドイツ医
学と有機化学を修得して帰国したものの，臨床に関
わる薬剤師としての活動は，日の目を見なかったこ
とになる。そのため日本では長らく，病院薬局の薬
剤師は医薬品の調剤，製剤などによる医薬品の供給
業務に，そして市中の開局薬剤師は医薬品や化粧

品，衛生用品などの販売者で甘んじなければならな
かった９６－９９）。
第二次世界大戦後１０年を経て発行された医制八十

年史１００）によると，以下のように記述されている。
『（第二次世界大戦後GHQの指導により）医事制
度の改革と併行して薬事制度も全面的に改革される
こととなった。すなわち戦時中の立法である旧薬事
法を終戦後の社会事情に即応せしめるように改正す
べく，医療制度調査会への諮問を経た新たな薬事法
案が，各種の医事関係法案（註：医療法，医師法，
歯科医師法，保助看法，歯科衛生士法など）ととも
に第二回国会（１９４８＝昭和２３年）において通過，成立
した。
その後薬事法は数次にわたって改正されたが，そ

の最も重要な改正は１９５０（昭和２５）年，医師法並びに
歯科医師法と同時に改正された医薬分業に関するも
のである。これは１９４９（昭和２４）年７月来日したアメ
リカ薬剤師協会使節団の勧告（同年９月１３日）を契機
として医薬分業問題が再燃し，１９５０（昭和２５）年厚生
省に臨時診療報酬調査会および臨時医薬制度調査会
が設けられた。前者に対しては分業問題と密接な関
係のある「医師，歯科医師及び薬剤師の適正なる技
術料及び薬価の基準」について，また後者に対して
は分業の可否，具体的方法等についてそれぞれ諮問
されたが，その答申に基づいて，１９５５（昭和３０）年１
月から一定区域において法的に分業を実施する建前
の改正案が第十回国会（１９５１＝昭和２６年）に提出さ
れ，その修正可決をみた。その間における関係者間
の論争は激烈を極めて政治問題化したが，その後そ
の実施を間近に控えた１９５４（昭和２９）年の末，医師会
側の運動もあって分業実施の期日はさらに１年３月
延期されることになった。』
医制八十年史では以上のように，一見淡々と客観

的記述に終始しているが，それでも終わりの部分で
「関係者間の論争は激烈を極めて政治問題化した」
こと，その後の実施についても医師会側の政治的運
動もあって「分業実施の期日はさらに１年３月延期
されることになった」不条理に対し，めずらしく釈
然としない心情を吐露した記述になっている。
一方，この時の激しい争いを日本医師会が自ら発

行した「日本医師会創立記念誌－戦後五十年のあゆ
み」１０１）の中に，以下のような記録がある。これは医
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薬分業法が１９５５（昭和３０）年７月の国会で再修正され
たものの，依然社会保険をめぐる混乱がつづいてい
ることを，客観的に示した内容である。
「しかし，社会保険診療問題では，政府が健康保
険の恒久的な財政対策を検討するとのふれこみで７
人委員会を設置した。７人委員会は１０月，保険医と
保険医療機関の二重指定制度などを提言する報告書
を提出した。また，財政赤字対策のための健保法改
正案が国会に提出されたが，審議未了となった。だ
が，結核治療薬のストレプトマイシンなど抗生物質
の薬価が市場実勢価格の下落を理由に再び引き下げ
られたことから，会員の不満が高まり，９月の臨時
代議員会で黒沢（第９代会長黒澤潤三）執行部が総辞
職した。１０月の臨時代議員会で谷口弥三郎会長（マ
マ）以下の新執行部が選出された。１２月には，医薬
分業法施行に向けての第２次新医療費体系案が厚生
省から発表された。」
戦後の日本は食料不足と栄養失調，そして肺結核

が流行していた。療養所の病床が不足し，自宅療養
を余儀なくされる患者も少なくなかった。そのた
め，開業医が往診しながらストレプトマイシンを投
与するという，現代では考えられない状態がつづい
ていたのである。医師会会員の数では圧倒的に開業
医が多く，病院などの勤務医会員の少ない時代で
あった。薬価の引き下げは，即医院の経済的損失に
つながるとみられていた。このように，分業実現を
目指す薬剤師会と，自らの処方と調剤の業権確保を
死守しようとする医師会とが，それぞれ激しい政治
活動を時代の節目ごとに展開し，明治以来平成に至
るまで延々と続けられてきた１０２）。以下の記述は，あ
る匿名医師会員の述懐である。
『現在，時を経て再び，「薬漬け」や「薬価差」を
口実に，医薬分業の火の手が激しさを増している。
「物と技術の分離」という理屈の前に医師会の声も
トーンダウンしがちであるが，医薬分業が実現する
と一番迷惑を蒙るのは患者である。患者にとって
「くすり」は，命をあずけた主治医との間の心と心
とを繋ぐ繋け橋であって，単なる品物ではない筈
である。日本医師会坪井（栄孝）会長（註：第１５代，
１９９６年－２００４年）が敢然と「院内薬局を調剤薬局に」
する法改正を提案していることは，医療の現場を代
表する者の見識であり，明治以来，医薬分業に反対

を貫いてきた医師会人の気骨というべきであろう。』
しかし上述のような歩みは医師も薬剤師について

も，それぞれの時代での生き残りをかけた必死の活
動であったと理解すべき経緯であろう。何しろ“賤
業”の歴史１，３２）を持つ医療に対して，わが国では特に
薬剤投与以外の診療に対する経済的評価は低く抑え
られてきた。技術料すなわち診察や手術等について
は，今日とは到底比較できない。したがってその生
活は厳しかった。支払いは盆と暮れの２度で，保険
に加入していない患者によっては支払いを分割され
たり野菜など農産物で受け取らされるのはいい方
で，保険の自己負担分さえ回収不能となる例もめず
らしくなかった。第二次大戦後も国民一般に窮乏生
活が続いたが，日常の衣食住に直接的関わりの薄い
職業である医療関係者の多くは，決して豊かな生活
に恵まれているとはいえなかった。
戦後の復興で経済成長が加速されるのと並行し普

及してきた医療保険制度は，１９６１（昭和３６）年の国民
健康保険法の改正により，ついに国民皆保険が実現
する。当初，社会保険診療報酬はかなり抑制されて
いたが，それでも基金や連合会からの確実な振込に
よる方式に，患者の自己負担分を除けば“こげつき”
はなく，しかも多数の患者が医療機関に押し寄せる
ようになり，歯科医師も医師もようやく潤うように
なった。

１５．医師法から除外される歯科

さきに漢方医が排除され，薬剤師も医薬分業の道
を断たれた明治の医界では，他方において医師自身
の身分を社会的に確立する法律の必要性がいよいよ
迫ってきたことを，各会派ともに認めざるを得なく
なった。強硬派の明治医会は，最初「醫士法案」を
廃案として葬ったものの，対案を作成する責任を社
会から問われる時代が到来したのである。
医師法立案の過程で最終的に課題となったのは，

帝国聯合医会案では在野の開業医の利益を，他方明
治医会案では正規の医学校を卒業した医師の特権を
守ることに主眼が置かれていたことである。第１に
開業医に関心の深い医師開業試験を認める旧来の制
度を継続する期間の長短，第２に医師会設置の任
意，強制，そして第３に免許取消・医業停止の処分
を行政，司法のいずれにするかであった８０）。これら
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に比較すると歯科医の加入問題は，帝国聯合医会側
としても論点として明治医会側と激しく争うほどの
意欲を持てなかったと思われる。世界各国の状況を
調査するうちに，歯科は医科とは別組織にすべきと
いう結論になった。すなわち医師側の思想として歯
科医を除外した醫師法，あえていえば医科歯科二元
制にすべきであるというものである。ここで当然の
ように，医師側と歯科医側の論争がそれぞれの側の
内部でも生じることになる１０３）。
次回からは，先行した医師法の立案段階で明治医

会が中心となり，旺盛な政治力を発揮しながら遂に
明治３９年５月，法律第４７号として成立させる一方，
歯科側の内外にわたる論争が血脇守之助，川上元治
郎，奥村鶴吉，佐藤運雄ら歴史的人物を中心に展開
される経緯を解説する予定である。

本論文に掲載した図（写真），並びに予定するインタネット
上の論文（東京歯科大学学術機関リポジトリ：IRUCAA@
TDC）内の図（写真）の利用を希望される場合は，それぞれの
原図を所蔵されている学術機関の許可をあらかじめ得る手続
きをお取りください。
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