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はじめに

１９３９（昭和１４）年に開かれた「教育審議会」１）で東京
高等歯科医学校の島峰 徹校長は，歯科医学教育に
おいても大学教育が必要であることを訴えた２）。こ
の訴えは叶うことはなかったが該会議は政府に「専
門学校における歯科医学教育施設の充実」を促させ
ることを答申した３）。１９１８（大正７）年の大学令発令
以後に歯科界が外部に向かって歯科大学の設置要望
を公的な場で主張したのは著者らの資料渉猟の限り
では２回である。初回は，１９２５（大正１４）年に日本連
合歯科医師会（現日本歯科医師会）の血脇守之助会長
が衆議院に上程した歯科医師法中改正案に含めた歯
科医師資格と歯科大学の件４）であり，次回が該会議
における島峰 徹校長の主張であった。
教育審議会は，１９３７（昭和１２）年１２月１０日 勅令第

７１１号「教育審議会官制」により近衛内閣に設置さ
れた。該審議会は１９４１（昭和１６）年１０月１３日の第１４回
総会で７項目の答申を政府に出してその任務を完了
し，１９４２（昭和１７）年５月９日勅令第４８９号により廃
止された。１９１８（大正７）年の臨時教育会議答申によ
る学制改革以後２０年近くも経つと多方面に亘る根本
的な教育改革が求められていた。高等教育制度に関
しては大学・高等学校・専門学校・師範学校の改革
論議が常に継続されてきたが，改革論議は教育界だ
けでなく企業や民間においても激しくなり１９３５（昭

和１０）年前後になると頂点に達した５）。また同時に
１９３１（昭和６）年の満州事変に始まった６年後の日中
戦争によって日本は国際的に厳しい局面を作り出し
ていた。この世情から教育も影響を受け，戦時下
教育と云う考え方が強く示されるようになった６）。
従って該会議には国家総動員体制を全国民に徹底す
るための教育が初等から高等教育機関にまで要請さ
れていた。こうしたことからこの改革はもはや「学
校教育」の範疇を超えていたとされている７）。しか
もほぼ同時期に設置されていた経済的また教育的委
員会による答申にも縛られた該会議答申は，社会的
な課題であった教育制度の抜本的な改革構想を打ち
出すことができなかった。しかも該会議答申直後に
我が国が太平洋戦争の戦端を開いたことから答申は
戦力増強案以外は殆ど実行されなかった。
本稿でこうした教育審議会を詳述する理由は以下

の三つである。その第１は，該審議会は大正の自由
民権時代から軍国主義が顕著になった昭和初頭以後
に亘って，皇国思想を徹底する必要に迫られた戦時
下に設置された重要な教育会議であった。このため
に本会議の思想は，あらゆる教育分野を具体的に指
導することとなり，その範疇に歯科医学教育も当然
含まれていたこと。第２として，敗戦後にGHQ主
導で教育刷新が図られたことで誕生した新制大学と
云う高等教育大改革は，戦前期より繰り返されてき
た学制改革論議の連続性上に位置づけられる５）とさ
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れている。従って該審議会は戦後専門学校から大学
へと変革した歯科医学教育史には欠かせない内容を
含むこと。第３として，該審議会において医歯薬学
の専門学校教育が審議されたことである。当時各領
域の教育が抱えていた課題を知ることができ，また
歯科医学教育では島峰校長による大学案の背景，あ
るいは該案の討議は歯科医師養成に関わる課題を直
接間接に示していると考えるからである。
１９３９（昭和１４）年，教育審議会の部会は，歯科医学
教育に関する状況を上述したように東京高等歯科医
学校の島峰 徹校長から説明を受けた。校長として
の経験を１０年余有していた島峰は，歯科医学教育に
「大学」が必要であることを彼の「案」を提示して
強く訴えた。島峰の提案は，歯科学を履修内容で強
めた医師を輩出する医科大学を設置することであっ
た。その理由は大学令が改正されない限り，歯科大
学の設置は官公私立に拘らず叶わないからであっ
た。島峰の案は採択されることはなかったとは云
え，答申は歯科医学教育に一定の配慮を示す文言と
なった。この審議過程における有識者の発言は当時
の歯科医学教育を映した鏡とも考えられる。更に整
理委員会では医科に関して大学と専門学校との差
違，そして薬科に関する問題点が討議されているの
で専門学校における医学系教育の当時の一端が分か
り，その状況を観察するのは歯科の課題をより鮮
明にすると考えられた。このため表題を２編に分
けた。「第１編 高等教育審議と医歯薬専門学校」
とし，その内容である「１．教育審議会の概略，
２．医歯薬学の専門学校に関する審議についての検
討」を前後に分割して⑴，⑵とした。次の第２編で
「１．該審議会での島峰の説明と委員の発言等，
２．審議を通じた意見から今日的な意義」を内容と
した構成とした。
表題における教育審議会の一次資料は宣文堂書店

復刻版「教育審議会会議録」を用い，主な参考書を
清水康幸・前田一男・水野真知子・米田俊彦編集
「資料教育審議会（総説）」，米田俊彦「教育審議会
の研究 高等教育改革」，天野郁夫による高等教育
に関する多数の著書とした。これらは文中に文献と
して提示する。

Ⅰ．教育審議会：戦前最期の教育改革会議

１．教育審議会設置の背景８）

教育は時代への適応の必要性から常に改革を繰り
返す性格を持っているが，制度は骨格なので一度決
めると容易には変えられない。大学令を１９１８（大正
７）年に公布したことで我が国の初等から高等まで
の教育制度は定まったと云えるが，学校の大衆化と
学歴社会の進行，そして国際情勢が我が国の教育制
度改革を昭和初頭から社会的な課題とさせていた。
１）一般社会での教育改革意識の進展９）

教育問題では，義務教育年限の延長，高等小学校
の改革，師範学校の改革及び「昇格」問題，女子教
育の向上と改革，中等諸学校の統合等々，高等教育
では，大学と専門学校との一元化，それに伴う高等
学校の廃止などの制度改革が積年の大きな課題と
なっていた。特に高等教育における制度改革の要望
は教育界だけではなく社会的に大きく，そして政党
（民政党，政友会）や政府（経済審議会，内閣審議会）
あるいは経済界，新聞など多方面からもその案やア
ンケートなどが出ていた。背景には長引く経済不況
と就職難があった。
１９２７（昭和２）年に国民新聞社が「教育改革論」の
論文を一般募集した。１３２編が応募し一等当選論文
が選考されたが，全論文の８ないし９割の重要論点
は以下の事柄だった。
ａ．学校教育の複雑多辺な系統序列の整理による
単純化

ｂ．文部省は大体の標準を定めれば良いのであっ
て，煩瑣な官僚的規定の押し付けを止め形式的
画一主義を打破して，学校の設立・運営・教育
に可及的自由裁量を認める

ｃ．卒業者に対する各種の形式的特権を整理し，
なるべくこれを縮小廃止する。企業は学歴本位
の採用方針を放棄し，有能者には凡ての場合に
機会均等の権利と資格を得させる必要がある

ｄ．下級の学校を上級学校の予備教育機関たらし
めるような宿弊を根本的に一掃する

ｅ．財政の許す限り各種教育機関を拡充または新
設し，学生生徒の収容力を増加する

ｆ．小学から大学卒業までの修学年限を短縮する
ｇ．ただし，一身を学術の研鑽に捧げてその蘊奥
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を極めようとする純専門学徒については「大学
院を改善して各々の志業に精進」させる

ｈ．法律万能主義の制度及び法科偏重主義の教育
機関をなるべく減少し，教育の実務化，職業化
及び勤労主義化を計る

以上は世論の動向つまり時代の空気を伝えてく
れ，ここから伝わってくることは現代の我が国が抱
えている教育改革上の課題の殆どが，この時期に既
に出揃って社会的に広く認識されていたことが分か
ると天野郁夫は述べている９）。
２）政府文部省での課題８－１０）

⑴ 思想国難と経済国難への学生対策８）

第一次世界大戦直後の好景気は短期間に終わり，
その後は昭和に入っても日本の不況は続いていた。
初期には民主主義の擁護を眼目としていた組織（東
京帝国大学新人会）が全国的に拡大するに従ってそ
の思想は次第に社会主義運動に移って行ったように
第一次大戦後の学生思想運動は急激に拡大した１１）。
１９２７（昭和２）年の昭和金融不況によって学生は厳
しい就職難に遭遇していた。そこに１９２９（昭和４）年
のニューヨーク・ウオール街の金融破綻による世界
恐慌が，日本経済に追い討ちを掛けた。一方，１９２８
（昭和３）年には陸軍省の要求により学校教練（軍事
教練）が成績の合否判定にも加えられ，陸上競技の
スタート合図が英語から「位置について」「用意」
に改定され１２），学生の身近にも軍国主義やナショナ
リズムが強く感じられるようになり，それに従って
左傾化する学生も増えた。政府はこうした「思想国
難」と「経済国難」を抱え，これを乗り切らなけれ
ばならなかった。
経済国難対策の一つとして１９２８（昭和３）年に総理

大臣を長とした「経済審議会」が設置された。そし
て学生の就職問題に対応するための学制改革が答申
された。そこでは，教育年限の短縮，高等学校（旧
制）の廃止と教育の実用化，大学における教育と研
究の分離などが改革案となっていた１３）。
国民の思想問題への規制は１９２５（大正１４）年４月に

公布された治安維持法によって厳しくなっていた
が，文部省は学生思想困難への対策として１９３１（昭
和６）年６月２３日「学生思想問題調査委員会」を設
け，この委員会答申によって「国民精神文化研究
所」を同年８月２３日に創設した１１）。共産主義へは，

単に外来思想やマルクス主義を批判するだけでなく
「国体観念」「日本精神」を明確化することで対抗
しようとした。そして，この研究所を我が国の独自
性を自覚し，国体観念を理論的に展開し，固有文化
の研究を盛んにし，理想主義を高調すると云うイデ
オロギーの牙城とした。
文部省は１９３５（昭和１０）年１１月１８日に「教学刷新評

議会官制」を公布して「教育ノ刷新振興ニ関スル重
要ナル事項ヲ調査審議ス」として会長他６０人以内を
以ってこの評議会を組織した。そして１９３７（昭和１２）
年５月２６日に「文教審議会官制」を公布した。この
審議会はその約半年後に公布された「教育審議会官
制」によって廃止された。
このようなことから第一次大戦後の臨時教育会議

による教育改革に次ぐ，ないしはそれを上回る規模
の全面的な教育制度の再編成が提起されていた。同
時に内閣の委員会では人口問題・国土計画・産業計
画等々の総合国策の一環として教育改革を策定しよ
うとする動きがあった。こうした情勢にあって教育
改革の諸課題が戦前期日本の学制改革・教育改革の
集大成・総決算とされ，それらを総合国策の樹立と
云う新しい次元に位置づけることが「教育審議会」
に要請されていた１４）。
⑵ 教学刷新：「学問・教育の一元化」と「公民から
皇民」へ
上述した教学刷新評議会は，「ファッシズム教育

理念の確立」を目的としていて１４）教学刷新評議会の
理念を教育内容と制度に全面的に具体化するために
教育審議会が設置された１５）。１９３５（昭和１０）年の天皇
機関説事件に端を発する国体明徴運動とその結果と
しての「教学刷新評議会」答申（１９３６（昭和１１）年１０
月２９日）が教育審議会に強く影響を与えた。教学刷
新評議会答申による国家理念は，高等教育の原則と
していた「学問と教育の分離」を修正し新たに一元
化をすること，人間像における「公民から皇民へ」
の転換，学校観における「教授学校から訓育学校
（学校の修練道場化）へ」の転換等であった。なお，
１９３７（昭和１２）年２月には殆どの駅名からローマ字表
記が消えた１２）。
３）科学技術振興１６）

昭和６年の満州事変を契機とした武力紛争・戦争
は長期化し，我が国の国際的立場は孤立化して行っ
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たことから戦力強化のための科学技術の振興が愁眉
の急となっていた。明治以降学術上の政府の施策
は，海外諸国の科学・技術の輸入移植に急務であり
学術自身の発展のための系統的・総合的な科学行政
は遅れていた。１９１８（大正７）年に文部省による研究
助成（自然科学奨励金）が低予算でようやく始まった
と云う乏しさであった。そして１９３２（昭和７）年の日
本学術振興会の誕生は国家的な科学技術振興にとっ
て画期的なことだったとされているほどである。科
学技術が国力の基盤を作ることを国家が認識したの
は既述のように国防の必要性によったとされてい
て，文部省内の学術行政を所轄する部局も無く，専
門学務局の一課（学芸課）が僅かに取り扱っていた状
態であった。
文部省は１９３８（昭和１３）年５月に「科学振興調査

会」を発足させた。該調査会の答申は，科学振興策
を迅速に行うこと，このためには研究者養成が重要
であり，その方策として高等学校理科の学級数と定
員増，実業専門学校充実計画，研究機関の指令塔設
置と研究機関の充実を謳った。大学及び大学院の整
備拡充と研究者の待遇改善，研究費の増額等の具体
的な答申を行った。このような背景から高等教育に
おける科学技術振興は重要な審議事項であった。
４）戦時体制意識の徹底
第一次近衛内閣の登場（１９３７（昭和１２）年６月４日

～１９３９（昭和１４）年１月５日）と日中戦争を契機に国
家総動員体制の確立に向けた動き（国民精神総動員
要綱を１９３７（昭和１２）年８月２４日に決定・国民精神国
家総動員法を１９３９（昭和１４）年４月４日に公布）が急
ピッチで進んでいた。学校教育は国民精神総動員運
動と一体になり「時局教育」の名のもとに神社参拝
や勤労奉仕など非日常的な教育形態が常態化すると
共に，軍部や産業界による「人的資源」への要求が
より直截的な形で「教育」に向けられてきた。「教
育」改革には，国家総動員体制に相応しく学校のみ
ならず，職場や地域社会をも含む全国民を射程に構
想されることが要請された１４）。なお，余談になるが
この近衛内閣に池田成彬が大蔵大臣兼商工大臣とし
て入閣した（１９３８（昭和１３）年５月２６日～１９３９（昭和
１４）年１月５日）。池田は血脇守之助の少年時代から
の友人で東京歯科医学専門学校が財団法人となった
大正９年４月１日以降昭和１１年６月１１日まで血脇を

理事長とした法人理事会において監事を務めた。池
田は本学の基礎を血脇と共に築いた恩人であると記
されている１７）。

２．組織と運営１８）

教育審議会発足当初（１９３７（昭和１２）年１２月１０日）に
は，総裁（初代 荒井賢太郎，二代 原 嘉道，三代
鈴木貫太郎），委員６５名，臨時委員８名で構成され
た。最終段階の１９４１（昭和１６）年１０月１３日では委員・
臨時委員が７９名となり，これは戦前の教育関係審議
会では最大の規模であった。
委員会は，内閣書記官長，各省事務次官，衆議

院・貴族院議員，枢密顧問官，文相経験者，私立学
校長，大学教授，教化団体，財界関係，軍関係，教
育団体，言論界，その他などから構成された。
教育審議会は，総会・特別委員会（延３９名，内途

中辞任５名，途中新任７名）・整理委員会と云う三
種類の会議から構成された。総会には内閣総理大
臣，教育審議会総裁，文部大臣が出席して最終決定
機関となる。特別委員会は答申原案となる審議対象
を決定し，特別委員会により審議対象をテーマ別に
分けて各整理委員会で検討する。その結果を特別委
員会に戻して総会にかける答申案を特別委員会が決
定する手順であった。こうした審議の積み重ねの結
果が総会に提出されることから，総会は特別委員会
の原案を修正する余地は殆どなくなり，承認機関に
止まることとなった。教育審議会の意思決定の大部
分は，こうした審議の実質から特別委員会委員３０余
名の手中にあったと言っても過言でないと清水康幸
らは述べている１８）。特別委員会委員のうち１３名が教
育刷新評議会委員であった。特別委員会委員長の
田所美治（よしはる）は，東京帝国大学法科大学校卒
業の文部官僚で，普通学務局長や文部次官を歴任し
た。委員を務めた臨時教育会議以来の教育行政の経
緯を熟知した該審議会の最重要人物とされている。
整理委員会は５部門に分けられ，高等教育は

「３．高等教育及び各種学校その他に関する整理委
員会」に属し，整理委員の人数は１６名（筆頭番号は
後藤文夫）１９）であった。なお，このうち４名は教育
刷新評議会委員に就任していた。そして，高等教育
に関する議題を，大学・文理大及び高等師範・専門
学校などと８分類して議事を進行させた。委員長は
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林 博太郎が選出された。林 博太郎は，東京帝国
大学文科大学卒業，学習院，東京高等商業学校，東
京帝大の教授を歴任して南満州鉄道総裁（昭和７年
～１０年）となった文学博士の伯爵である２０）。林 博
太郎は世界の教育事情や教育改革の動向に通じてい
る人物であった１８）。
特別委員，整理委員として松浦鎮次郎（しげじろ

う）が席を有していた。松浦は，この時貴族院議員
（勅選）で枢密顧問官であり既述した教学刷新評議会
委員も務めた。彼は，大学令の制定に強く関わった
ことと２１），東京高等歯科医学校の設立には専門学務
局長として島峰 徹を支援したこと２２）などから歯科
医学教育史に欠かせない人物である。松浦は整理委
員として５グループに分けられた整理委員会のうち
初等教育を除いた中等教育・高等教育・社会教育・
教育行財政の４グループの委員であった。しかし，
教育整理委員会における専門学校に関する審議期間
中に松浦は文部大臣に就任したことから任期外と
なって島峰の説明を聞いていない。整理委員会・特
別委員会を通じて実質的に教育審議会を動かした中
心人物として清水康幸らは８名を挙げていて１８），こ
の内７名，すなわち田所美治は特別委員長，林 博
太郎は整理委員長として，松浦鎮次郎，下村壽一，
田中穂積，森岡常藏そして後藤文夫など委員５名は
高等教育整理委員会委員であった。

３．教育審議会への諮問と趣旨説明
１９３７（昭和１２）年１２月２０日付で内閣総理大臣公爵
近衞文麿から教育審議会総裁 荒井賢太郎に以下の
ように一つの諮問が出された（内閣閣甲第三百四十
三号）２３）。

諮問 第一号
「我ガ国教育ノ内容及制度ノ刷新振興ニ関シ実施
スベキ方策如何右貴会ニ諮問ス」
この諮問は次のように説明された。「近時ノ学

術・文化ノ発展ト内外情勢ノ推移トニ稽ヘ，教育ノ
各方面ニ亘リ，刷新振興ヲ図ル事ハ刻下緊接ノ要務
ナリトス。依ッテ教育ノ内容及制度ノ全般ニ関スル
事項，各種ノ学校教育及社会教育ニ関スル事項，教
育行政ニ関スル事項等ニ就キ，一層我ガ国教育ノ本
義ヲ徹底シ，国運ノ伸暢ヲ図ルニ必要ナル方策ヲ求
ム。」

以上の諮問に関する趣旨説明が，同年同月２４日に
開催された第１回総会において近衛総理挨拶の後で
伊東文部次官によって行われた２４）。文字数で３，２００
余なので約１０分の説明になろうか。以下に主要な箇
所を抜粋し，現代文に変換した。鍵となる語をゴ
シック体で筆者が示した。
『最近の学術文化の発達と内外の情勢の著しい推
移から，これと密接な関係のある教育は，元来から
の我が国の精神や我が国の特徴を根本とした方針
に，その内容や制度施設に関して新規あるいは改変
廃棄をして国運の隆興を図る必要があります。
次に最近の時勢の推移に関しては我が国の最近の

思想が大きな問題になります。我が国体の精華（著
者註：真髄）をはっきりと体認し，これを基として
全ての思想・学術・文化・生活の刷新発展を図るこ
とが極めて重要であります。特に最近の支那事変
は，我が国の社会思想に大きな刺激を与え，我が国
の立場，文化並びに教育の方向・内容などについて
大きな国家的自覚とこれに関連する多くの問題を提
供したのであります。しかしてこれに伴って事変後
の教育経営のことについて考えてみますと，そこに
教育上の大なる刷新振興の方策が必要であると痛感
しています。こう考えますと我が国の教育そのもの
に関する全般的問題が横たわっていると感じま
す。』として該会議の設立趣旨を述べた後に具体的
な説明に移った。すなわち『我が国体の本義が教育
の全ての方面に顕現し，これがその内容・方法など
の基本となり生命となるよう一層の徹底を図ること
が根本となります。最近外来文化の影響によって主
治的（感情面よりも知的な面を主とすること：著者
註大辞林による）・個人的に傾いた教育を日本国民
としての人物養成の教育，国家的訓練の教育に醇化
するよう転換し，また画一的形式的なことを矯正
し，真の溌剌たる教育，国民として活きた教育とす
るように注入的，模倣的に傾いた教育を智・徳・体
を一体にした実践的・独創的な教育に改めると云う
重要な問題があります。』と本会議の基本的な理念
を示すと共に体育・自然科学の教育重視を述べた。
更に最近の教育に関する調査会とその目的を以下の
ように紹介した。『「学生思想問題調査委員会」は，
最近の左傾思想が盛んになりつつあることから思想
上の指導を主体に決議され，「実業教育振興教育委
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員会」は我が国の産業の趨勢に鑑みて，その制度に
は触れないで内容から検討しました。また「教学刷
新評議会」は，国体明徴のため主として学問及び教
育に関する根本的な方針・方向について決議しまし
た。体育運動審議会は体育の見地からその振興刷新
に関する答申を得ました。以上の委員会の決議は本
教育審議会の審議の基礎となり有力有益な参考とな
るのですが，今回の教育審議会は更に広く教育の全
般に亘って，統合的に集大成的に，刷新振興の精
神，方向を考え，またそれぞれの内容・制度・施設
について具体的方策を立てて，またこの時代に即し
て我が国教育の本義に関する十分なる自覚の上に，
真に我が国の教育を刷新し振興するに努力すべきで
ありますから，従来のものよりも一層広く又深く，
更に具体的なる点において大いにその歩を進めたも
のでなければならぬと考えるのであります。』と結
んだ。

Ⅱ．高等教育に関する審議２５，２６）

諮問第１号に対して整理委員会は５つの部門に分
類された。高等教育はその一つであり，高等教育整
理委員会は「大学」「専門学校」「中等学校教員，高
等学校教員及師範学校教員の養成及検定」と分けて
各々の要綱を作成するために審議した。

１．影響した他の委員会
教育審議会は，首相直属の機関であり人的構成か

らもこれまでない程の大掛かりな会議であった。そ
して学校教育のあらゆる方面における改革への諮問
となっていたことから政府の意気込みを感じるのだ
が，既述したように既に設置された「教学刷新評議
会」「科学調査評議会」，また上述の伊東文部次官の
趣旨説明に上がっている各種の委員会などの答申に
該審議会は制約されていた。また，該審議会の最中
に東京帝国大学内に設置された「大学制度（臨時）審
査委員会」の意見によっても影響され，該審議会は
高等教育に関する制度改革にまで及ぶ余地はなかっ
た。また，該審議会での運営上の問題から以下に記
述する重要課題がいわば骨抜きにされたとも指摘さ
れている２５）。すなわち高等教育制度では，大学と専
門学校と高等学校を統合して単一の制度の「大学」
とし，大学が持っている研究機能を大学院に移し，

学校制度全体を小学校，中学校，大学の三段階する
という考え方であり，多くの委員から表明されてい
た。この現行制度の統合を決着することこそが教育
審議会を設置した意義だったと言っても過言でない
と米田俊彦は記している２５）。しかし，「高等学校」
問題は審議会の「中等教育」に関する特別委員会で
議論され，「高等学校存続」の結論が既に出された
ことから「高等教育」の特別委員会で大学・専門学
校・高等学校統合への制度改革の論議はできず，現
状維持の方向で決着した。つまり，ここでも歯科医
学専門学校が大学に移行する機会が検討以前に消滅
したとも云える。こうした現行維持方針は文部省と
帝国大学の意向が強く働いていたことが推測される
と天野郁夫９）は記している。

２．高等教育に関する審議過程２５，２７）

教育審議会の審議の過程は以下のようになる。教
育審議会が設置（１９３７（昭和１２）年１２月１０日）された
後，総会の第１回に既述の該委員会の趣旨説明がな
され，第２回以後各委員から教育改革に関する見解
が開陳された。ここでは高等教育に言及した委員は
多くなかったと記されている２７）。第８回総会で特別
委員が指名された。
高等教育に関する特別委員として指名者は３０名で

後に２名が追加された。初等教育，中等教育（高等
学校を含める）の審議が約１年半掛けて順次行われ
た後に高等教育に関する特別委員会での審議が１９３９
（昭和１４）年９月下旬から１１月中旬迄計１１回開催され
た。各委員の意見の開陳で一般討論が一段落したと
ころで同年１１月１０日に整理委員として１５名が指名さ
れた（表１）。整理委員会の役目は，既述したように
答申の具体案の作成である。高等教育整理委員は
「大学」「専門学校」そして「中高等学校と師範学
校の教員養成・検定」とに分けて昭和１４年１１月１０日
から翌１５年６月２８日迄計４１回の審議が持たれた。そ
して纏められた要綱は同２８日直ちに田所特別委員長
に報告された。そこで，同年７月５日に要綱案を審
議するための特別委員会（第４８回）が開催され，３回
の審議を経て同月１０日（第５０回）に総会に提出するた
めの案が決定した。整理委員会案の特別委員会によ
る修正は主に表現の字句に止まった２７）。特別委員会
で決定された高等教育に関する要綱は，同年９月１９
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表１ 高等教育特別委員会整理委員会名簿（教育審議会）

委員名（議席番号） 卒 業 就任資格 主な経歴 備 考

特別委員会委員長
田所 美治（２４） 東京帝大法 従四位勲二等 内務省，文部省：普通学務局長，文

部次官，貴族院議員
文政審議会委員
教育刷新評議会委員

整理委員会委員長
林 博太郎（６８） 東京帝大文 正三位勲一等，伯爵

学習院教授，東京高商教授，貴族院
議員，東京商大教授，南満州鉄道総
裁

文政審議会委員

後藤 文夫（１） 東京帝大法 正三位勲一等
内務省，台湾総督府総務長官，貴族
院議員，農林大臣，大政翼賛会副総
長，国務大臣

平賀 譲（２） 東京帝大工 東京帝大総長 海軍勤務造船中将，東京帝大総長，
帝国学士院会員，大政翼賛会総務

西田博太郎（１２） 東京帝大工 桐生高等工業校長
名古屋高等工業教授，日本セルロイ
ド人絹株式会社専務取締役，桐生高
等染色学校教授

松浦鎮次郎（１５） 東京帝大法 従二位勲一等
内務省，文部省：専門学務局長，京
城帝大総長，九州帝大総長，貴族院
議員，文部大臣，枢密院顧問官

教育刷新評議会委員

穂積 重遠（２２） 東京帝大法 従三位勲二等 東京帝国大学法学部教授・部長

小泉 信三（２５） 慶応義塾大政治 （慶応義塾大学塾長） 経済学博士，慶大教授，塾長兼総
長，藤原工業大学長 教育刷新評議会委員

田尻 常雄（２７） 東京高等商業学校 横浜高等商業学校長 長崎高商校長，横浜高商校長，東京
経済大学長・理事長

下村 壽一（３０） 東京帝大法 東京女子師範学校長 内務省・文部省：宗教局長，社会教
育局長，東京女子師範校長 文政審議会委員

田中 穂積（３６） 東京専門学校政治 （貴族院議員） 読売・東京日日新聞記者，早大商科
科長，早大総長，貴族院議員

文政審議会委員
教育刷新評議会委員
日本学術振興会理事

森岡 常蔵（５３） 東京高等師範 東京文理科大学長 文部省教育調査部長，東京文理大学
長兼東京高等師範校長

上原 種美（６０） 東京帝大農 三重高等農林学校長
文部省勤務兼東京高等師範学校教
授，三重高農校長，東京農業教育専
門学校長

添田敬一郎（６２） 東京帝大法 衆議院議員 内務省勤務，衆議院議員，文部政務
次官，住宅営団理事長

佐々井信太郎（６３） 教員検定試験合格 従七位
小田原中学校教諭，神奈川県社会事
業主事，東洋大教授，二宮尊徳研究
家

安藤 正純（６６） 哲学館哲学・
東京専門学校哲学 衆議院議員

日本新聞・大阪日日新聞記者，大阪
日日新聞取締役，衆議院議員，文部
政務次官，大日本仏教青年会連盟理
事長

文政審議会委員

佐藤 寛次（７０） 東京帝大農 東京農業教育専門学
校長

東京帝大農学部教授同農学部長，東
京農大学長 文政審議会委員

本表は，清水康幸，前田一男，水野真知子，米田俊彦（編）：職員経歴，資料 教育審議会（総説），PP．７４－１２７．野間教育研
究所，東京，１９９１．から引用した。「就任資格」の括弧は引用文献には「記載なし」とされているので当時の代表的な役職を筆
者らが記した。「主な経歴」「備考」は引用文献から著者らが任意に抽出した。
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日の第１２回総会で審議され最終的に決定された。

３．高等教育に関する審議
１）特別委員会における専門学校教育の審議
大学と専門学校との二重構造が職業人養成の面で

は機能的に重複し，競合関係にあるという認識は有
力専門学校の大学昇格によって弱まるどころかむし
ろ強まっていて９），一元論の主張も強く生じていた。
両者の制度上の位置付けについては該審議会での重
要な課題であった。
専門学校教育の問題は第４３回（１９３９年１０月２５日）と

第４４回（同月２７日）の特別委員会で審議された。専門
学校の年限，美術学校・音楽学校・師範学校の目
的，専門学校と大学を教育過程として分ける必要性
の有無（専門学校と大学との一元化），大学に付属し
た専門学校（専門部），実業専門学校と（一般）専門学
校との差違，農学関係専門学校，大学と専門学校と
の差違，専門学校の大学化等がフリートーキングの
形で展開された２８）。こうした論議の中から答申課題
が決められ整理委員会に下ろされ，そこで作成され
た答申案が特別委員会での審議のために戻ってくる
という手順は他の部門と同様である。
以下に大学と専門学校との差異と一元化に関する

意見の一部を米田俊彦の著書２７，２８）に掲載されている
記録から抜粋してみる。
「外国に日本の専門学校に相当する制度はない。
外国の模倣をする必要もない，兎に角国家に一番必
要なものは専門教育だろう。大学と統合する案もあ
る（田所美治）」。
三重高等農林学校長の上原種美は以下のように大

学と専門学校との間の僅かな差によった人材養成法
が国家にとって適切なのかと大学一元化を述べてい
る。『大学でも社会の要求に応じて，応用的実際的
な技術を教えるようになっている。また専門学校で
も学理が重視されるようになっていて僅か一年か二
年の差で大学と専門学校という制度上の区別を設定
するのはおかしい。大学の学部での教育は職業教育
と見て良い。卒業生の殆どは実業に就く。学生の方
も職業に就くために学問をしている。社会も大学に
対して実務に就く人材を養成することを期待してい
る。専門学校は職工を直接育てるという考えもある
が実際には中等程度の工業学生が担っている。指導

的人材を育てるという点では大学と同じであり，甦
生会や日本工学会の学制改革案でも指導者養成を大
学や専門学校に期待している。ただ，現在の高等工
業の教育では基礎が足りない。大学は将来伸びる人
物を育て，専門学校は直ぐ役立つ人物を育てるとい
う考えがあるが，これは本質論ではなく結果から見
た理論である。学校制度に「正系」「傍系」の区別
が設けられていることによる「入学者の素質」の違
いと大学卒業生が優遇されるという「社会の罪」の
結果である。大学と専門学校の間に僅かな差をつけ
て置くことが，国家が人材を養成する上で適当なこ
となのか。自分としては「帯に短し襷に長し」の専
門学校制度は廃止して，専門学校の年限を延長して
大学制度一本にしたら良いと考えている。年限を延
長する必要のない専門学校は中等程度の実業学校の
専修科あるいは第２部にすれば良い。』上原の意見
に対して『専門学校を大学にしたものは入学者を中
学校から直接入れるのか。そうすると「下等大学」
と「高等大学」の二種になるのか。』と田所の質問
に上原は「その通り」と答えている。
大学と専門学校との差違に関して，一方では，

羽田 享（京都帝大総長・東京帝大文卒）は「両者の
目的は明確に異なっていて専門学校の年限を延ばし
ても大学と同じにはならない」と述べ，また大学と
専門学校の教育経験のある上田貞次郎（東京商科大
学長・高商卒）は，「専門学校で研究的態度を持って
叩き上げて行くのは相当年限が必要で，そう云う
ことをするのは困難」とし，また田中穂積（早大総
長・東京専門学校政治科卒）は，「教育効果は受ける
側の態度によって異なる。学生自身に大学と専門学
校とでその態度に差別がある。基礎の土台によって
咀嚼の程度が違い，研究の程度が違う。明白なこと
である」として「余リニ分リ切ッタ話デ，細カナ説
明ヲスルニ及バナイ」と切って捨てている。
新聞記者の経歴を持つ衆議院議員の安藤正純（哲

学館卒・東京専門学校哲学科卒）は，実業専門学校
の大学化，大学院の充実，帝大を中心にして私立大
学への助成などと共に官尊民卑の社会風潮の弊害に
も以下のように言及した。『大学関係者は現状を望
み，専門学校関係者は変革を望んでいる。社会は現
状教育制度に満足していない。今後の人材育成方針
を示さないのは文部大臣の職務不忠実である。日本
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の現在は大変なことになっている。思想だけでなく
経済面でも「向上進歩開拓創造シテイカナケレバナ
ラナイ」時代である。そこで，これから必要になる
のは「相当ニ頭ノアル実際的人物」である。しか
し，そう云う人ばかりになってしまうと文化が後退
するので「本質的研究ヲヤッテル居ル指導階級，優
秀ナル指導階級者」も少数で良いが必要である。現
在帝大に進学してくる学生の９割が就職を望み，実
際に官庁，会社，学校などに就職している。大学の
教員は学問を教えようとしているが，学生の方はそ
れを期待していない。「大学院コソガ学問研究ノ
場」である。大学に対する要求が職業への準備とい
うことであれば，教育制度の改革もそのことに留意
しなければならない。
大学の水準を下げる必要はない。むしろ専門学校

の水準を高めて「国家ノ要求ニ対応スル実際的人物
ヲ拵ヘル必要」がある。大学関係者が「大学ガ最高
権威ダ，大学教授ト云フモノハ日本ノ最高権威ダ」
と述べているが「サウ云フ観念ハ承服出来ナイ」。
私立大学をもっと優遇すべきである。帝大だけが権
威を集めてしまっては私立大学にも専門学校にも人
材が集まらなくなる。「専門学校卒業者ヲヤハリ大
学ト同ジヤウニシテ社会ニ送出スト云フコトガ，国
運開拓大陸進出ニモ現状及ビ将来カラ見テ大変必要
ダト考ヘル。」社会には「官尊民卑」，あるいは同じ
帝大でも東京帝大を最も評価するという意識が広
がっていて，教育機関もそのような意識を作り出し
ている。自分は「学校機関単一化」を根本意見とし
ているが教育審議会では賛同を得ず高等学校が温存
されるようになった。そこで現在の実業専門学校を
単科大学にすることを提案する。学問の発展には大
学院が必要で，帝大を中心とし，更には私立大学に
助成して育成すべきである。』
東京帝大工学部長の丹羽重光（東京帝大工卒）はこ

の発言に対して『確かに工学部卒業者の九割が技師
という職業に就くが，技師は考えて判断する職業で
あり，そのためにどう云う素養が必要か考えて欲し
い。工学では学閥がないので官立と私立の出身者の
関係はうまく行っている。僅か二，三年の年限の違
いで専門学校卒業者が大学卒業者と差別されるのは
不合理であるがそれは「社会の罪」であり，そのた
めに大学の使命を変更しないで欲しい。』とし，ま

た艦艇設計に関与してきた東京帝大総長の平賀 譲
（東京帝大工卒）は，「学術の捉え方が狭い。学術の
蘊奥を究めているのは大学に残った者だけではな
い。特に自然科学では民間の会社などで研究が盛ん
に行われている。高等学校はあくまでも完成教育機
関であり大学予備機関ではない」として現状制度を
維持する意向を示している。
そして，内務官僚で農林大臣と内務大臣を歴任し

た貴族院議員の後藤文夫（東京帝大法卒）は，大学と
実業学校との中間的な人材は必要であるという認識
から，実業専門学校の大学への変更を主張し，総合
大学の特徴となるはずの研究と教育の機能の強化が
必要で，それは，安藤委員が述べた大学院と一致す
ると述べた。この大学院は総合大学だけの独占では
なく単科大学との繋がりも付けたいとした。
安藤正純と後藤文夫は教育改革同志会の中心メン

バーで，大学と専門学校の一元化は専門学校の単科
大学化という発言になっている。しかし，専門学校
といっても実業専門学校の話が主となっていた。教
育改革同志会の学制改革案と実業専門学校との要求
の合体は，大学と専門学校との機能の違いを明確に
残しておきたい大学関係者との対立図式をはっきり
させたと記している２８）。この特別委員会では全体を
通して，実業専門学校の立場からの利害が強調され
過ぎて，専門学校一般，あるいは数からはかなりの
部分を占めていた女子の専門学校のことが殆ど考慮
されなかったとも米田俊彦は述べている２８）。
２）整理委員会における医歯薬専門学校に関する審議
高等教育に関する整理委員会は１９３９（昭和１４）年１１

月１０日から１９４０（昭和１５）年１０月１６日までの間に計５４
回開催された。この内第２３回から２７回までが医歯薬
専門学校に関する整理委員会であった。
⑴ 薬学専門学校に関して２９）

薬学専門学校に関する審議が１９４０（昭和１５）年４月
１９日の第２３回整理委員会で行われた。田所美治特別
委員長，林 博太郎整理委員長，後藤文夫委員他９
名が出席し林 博太郎整理委員長によって午前１０時
１０分開会され午後零時２０分に閉じられた。本会では
文部省視学委員慶松勝左衛門（番外）が説明し整理委
員の質疑に応じた。なお文部大臣松浦鎮次郎が出席
した。
慶松勝左衛門は東京帝国大学医科大学薬学科を卒
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業（１９０１（明治３４）年）した薬学者である。東京衛生試
験所技師，関東都督府中央試験所長，南満州鉄道中
央試験所長を経て同大薬学科薬品製造学の教授に就
任したがその期間は１年弱で定年退官を迎えた。日
本薬学会会頭，日本薬剤師協会会長を務め，該審議
会に出席した時には京都帝大講師であった。後に貴
族院議員，参議院議員も務めた政治家でもあった３０）。
まず慶松勝左衛門は薬学教育の現状を説明しその

改善を要望した。なお，本稿では内容を分類しその
項目名を付したが速記録は文部省視学委員慶松勝左
衛門君となっていて連続した文章である（図１）。理
解しやすいように文章を内容別として分類したが，
分類した項目が発言の順序として前後を変えた箇所
もある。「慶松の要望」の項は，原文２９）では「私立
薬学専門学校」と「薬剤師の就職と需給関係」より
先に位置している。また，内容の意味を変えないで
文章の短縮と削除を行ったが，なるべく文意のニュ

アンスは残すようにした。原文は会議の応答に相応
しい言葉使いであったが短縮のため「である」調に
し，原文のママの文章は「カタカナ」である。

ⅰ）慶松勝左衛門文部省視学委員の説明
ⅰ 薬学とは何か
『人体を対象にした応用化学であり，人間の健康
保健に直接関係のある物質を「ケミカリー」に研究
し応用を究める学問を薬学とする。人間の体に直接
関係のある物質は第一に病気に使う薬の他に飲食物
の調味料，砂糖，味噌，醤油などの嗜好品もあり，
また化粧品や香料もある。薬剤師が「ケミカリー」
に研究して揃えた物を生理的な面から「フィジカ
リー」に調べるのが医師である。従って学問の性質
としては理学系等に属する。日本では医学の中に薬
学を入れているが，これは単に習慣に過ぎない。明
治のご一新の時に医学が西洋医学になり，西洋の薬

図１ 整理委員会会議録の１頁
教育審議会特別委員会第２３回整理委員会（高等教育）会議録速記録（文献３０）の最初の頁である。論文中では発言者（慶松

勝左衛門氏）の速記録を内容別に項目をつけ要点となる箇所を可及的発言のニュアンスを損なわないように記載した。
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で病気を治すことに段々となってきて，薬学を作っ
た時に医学と一緒に作った。この時の方は長與専齋
先生で先生は医者です。最初に大学（東京大学：著
者註）の医学部に薬学を付けて，それで発展させ
た。こうしたことから医薬は同一のように思われる
ようになったが，同時に薬学の独立性が殆どなく医
学に付属した物としてずっと歴史に甘んじて来てい
る。』
ⅱ 官立専門学校の薬学科の現状
『文部省は最初に医学専門学校を設置しそこに薬
学科を対等に揃えて医学科と薬学科の２科とした。
医学科が４年制で卒業生は医学得業士，薬学科は３
年制で薬学得業士となった。ところが仙台と岡山と
の医学専門学校は途中で薬学科を廃止した。私は薬
学科を止めたことを校長の英断と考えています。そ
のまま２科で継続したのが千葉，金沢，長崎であ
り，こうして官立医学専門学校は２種類が存在する
こととなった。ところが医学専門学校が昇格して単
科医科大学になった。この際に薬学科を廃止してい
た仙台と岡山は医学科１本の純粋な単科医科大学に
なったが，２科を並置していた上記３校は「医学科
ダケハ上ニ昇格シテシマツテ，薬学科ダケハ取残サ
レタ」。その名前は千葉医科大学付属薬学専門部と
云い他の専門部も同じである。』そして慶松は付属
薬学科の問題点を挙げた。「単科医科大学付属薬学
科の教授は医科大学の教授会に出席する資格がな
い。このことは単科医科大学１本で来る文部省の予
算の配分が全て大学の教授会の決議で自由に（薬学
科は：著者註）削減されてしまう。一言も発言権は
ない。
薬科は生徒の数が少ないし，中学を出た専門部な

ので大学生に比して程度が低い。生徒の訓育にして
も一方では大学生として取り扱い，一方では専門学
校程度で，手と口で十分教えなければならない。大
学生と生徒とを混同して教えるのは非常に困難であ
る。従って研究も実験も十分できない，運動場にし
ても医科大学の運動場に付属の専門部の生徒が入る
と，学生に叱り飛ばされると云うような惨めな目に
遭っていて，同じ学生でも差別待遇が酷い。『此ノ
為ニ付属ノ専門部ト云フモノハ非常ニ萎縮シテ，私
共ノ弟子ノ若者モヤリマシテモ，最初ハ何カヤル積
リデモ周囲ノ圧迫ト，少シモ快活ニ働ケナイ為ニ

段々腐ツテ参リマス，ドウモ萎靡振ハナイ（元気が
なくなり，活動できなくなること：広辞苑）形ニ於
テ，現今千葉ト長崎ト金沢ノ専門部ガアルト云フコ
トハ，是ハモウ私ハ公言シテ憚リマセヌ，サウ云フ
状態ニアリマス』。医学部と単科医科大学に臨時医
学専門部が設置されたが，その関係については以下
のように話した。『昨年から生まれた臨時医学専門
部での問題は，大学の先生も同じであるし学問の方
向が同じであるので医学専門学校とは兄弟のような
良い関係になっていて薬科との関係のようではな
い。』
ⅲ 私立薬学専門学校
『男子の薬学専門学校は，私立が東京２，名古屋
１，京都１，大阪１と公立の岐阜の計６校が大きい
ところであり，定員は１学年約１５０名で生徒総数は
１校約４５０名となる。最近東北振興に因み願いが多
く仙台の１校（東北薬科専門学校）は内容不十分でし
たが昨年止むを得ず認可したが，指定になるまで完
全なものにしたい。女子校は，驚くほどで東京５
（うち３校は東京薬専と明治薬専の男子校併設，蒲
田の医専校併合の女子薬学院），大阪１，神戸１校
でありで濫設気味である。今後薬学専門学校の設置
は認めないように文部省の赤間次官と相談して，訓
令を各府県に出して戴いた。ところが各種学校であ
る薬学校を各府県知事に認可して貰い，１・２年し
たら昇格させて薬学専門学校にする方法を取られ
て，文部省は止むを得ず認可したと云うのが神戸と
名古屋の女子薬専である。今後は文部省に云って戴
いてそのようなことが起こらないようになっていま
す。つまり計男子の７校，女子の７校が国内であり
ます。国内外で官公私立全部合わせて年に約２，０００
人の卒業生が出ます。この人数がいわゆる無試験
（指定規則による：著者註）の薬剤師になり世の中で
働きます。』
ⅳ 薬剤師の就職と需給関係
『事変前には過剰で職を争うようでした。それで
も何故そんなに薬学専門学校が繁盛するのか。その
理由は薬剤師という医学専門学校と同じに国家の特
権を与えたことによる。子供が食うのに困らないだ
ろうからと云う親の最低限の安心です。昔はそんな
ことが無かったのですが事変後は状況が変わりまし
て志願者が５・６倍になっています。また女子は昔
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は生徒の宿引きをやったと云う形ですが今日では
１００人のところ１５０人とか２００人とかの試験になって
いる。
各工科方面の卒業生は現在例の統制に引っ掛かり

まして，例えば応用化学を出たものが自分の希望の
所には行けないで政府の命令で行かなければならな
い。しかし，薬学はこの点において「フリー」で
す。そこで応用化学の方面の会社が，この薬学専門
学校の卒業生を男子だけでなく女子もどんどん取り
に参ります。これは薬学専門学校卒業生が「ケミス
トリー」の方面にも一通り心得ているからです。ま
た，応用化学会社の薬品分析，製品分析などの「ア
ナリシス」には特に女子の需要が非常に増えまし
て，そこに政府が統制するようになれば別ですが，
只今のところは卒業生が繁盛して心配した需給関係
の困難はありません。では，薬学専門学校の数は現
状で宜しいのかもっと増やして良いのかは私には分
かりません。純薬学の方面だけならば余りがある
が，今の非常時における応用化学の方面まで発展す
ると云うならば，それでも現在の薬学校の生徒数で
十分ではないか，このように考えます。』

ⅱ）慶松勝左衛門文部省視学委員の要望
ⅰ 官立薬学科の独立
「単科医科大学の付属専門部薬学科は医学と薬学
との学問の性質が違うので，いかに医科大学学長が
聡明であっても付属専門部の薬学を指導すべき人で
はない。千葉，金沢，長崎の官立３校を独立させて
貰いたい。それができないならば３校を１校にまと
めて２０万円ぐらいの経費をもってすれば完全な一つ
の専門学校ができる。官立の独立した薬科専門学校
は歴史のある富山と熊本にある。富山県は売薬が盛
んな所でここの薬屋が不備な薬の学校を建てそれが
濫觴（起源：著者註）となって市立となり県立となり
到頭国庫に委託して今日官立となった。富山は売薬
の産地ですからその方面の特色を帯びた専門学校と
して完全にやっている。熊本も私立の小さな薬学校
が，ある人の尽力でできまして段々大きくなり遂に
文部省がこれを認めて官立としてやっている。この
二つの完全なものと同等もしくはそれ以上にして三
つの官立専門学校を揃える。地域を考えて富山と熊
本にあるので東京周辺に新しい一校を作る。」

ⅱ 単科薬科大学昇格には不賛成
『現在のところ薬学を医学のように昇格して単科
薬科大学にする考えは余り賛成しません。単科の医
科大学にして良かったのか悪かったのか批評のある
ところだからです。
「私ハ単科薬科大学ニ将来昇格スルト云フヨウナ
考デナシニ純粋ノ実際世ノ中ニ使ヘル人間トシテ，
完全ナ薬学専門学校ノ卒業生ヲ作ル，今ノヤウニサ
ウ云フ非常ニ弊害ノアル組織ノ下ニ置イテ置クニ忍
ビナイト思フノデ，此ノ事ヲ先ヅ第一ニ御願シテ，
サウ云フ官立ハ全国ノ分布ノ上デ三ツノ専門学校ヲ
先ヅ置クト云フコトヲ理想ニシタイト思フノデアリ
マス」』。
以上で慶松視学委員は，何かご質問があればお答

え申し上げるとして説明を終えた。

ⅲ）質疑応答
質疑は田尻常雄，後藤文夫が主に質問と自身の考

えを述べて，最後に田所美治委員長が慶松視学委員
の主張を再確認して自身の結論を述べた形で終わっ
た。この間西田博太郎，上原種美，下村壽一が１問
づつ質問をした。以下は質問者に纏めた質問内容
と，それに対する慶松視学委員の答えを纏めて記載
する。
ⅰ 田尻常雄の質問と慶松勝左衛門文部省視学委員
の答弁

ア．専門学校の３年と４年制及び入学者の能力
「薬学専門学校の現在の３年制を４年に延ばすこ
とに関して，私立学校が濫立しているので入学者の
能力的な程度が低い可能性があり薬学の立場から危
険ではないか，もしそうであればその一つの理由と
して４年制も必要ではないか。」
これに対して慶松視学委員は以下のように答えて

いる。
『個人的には３年でできると考えているが，薬学
の学問分類が「ホルモン」化学とか「ヴィタミン」
化学などに増えているので専門学校校長会議では４
年制の要望が出されて，私もその方が完全だと認め
ている。しかし制度は他の専門学校と全て関連した
問題であり，他の学問も恐らく同じであることから
関連した高等工業などと同一に考えてくれれば良
い。女子は今でも４年制で，高等女学校卒は男子の
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中学卒よりも専門的な知識が欠けていることから，
初年度物理化学数学を教えて力をつけてから後の３
年をしている。』なお修学年限については西田博太
郎が最初に質問をした。
「生徒の能力と仕事の危険性とのことでは，全国
の薬専の入学志願者は少ない所でも３倍はある。多
い所で１０倍となっている。であるので私はお話のよ
うに薬学専門学校の卒業生が左様に劣等な者とは思
いません。しかし，お説は誠に御尤もで特に女子
（女子薬科：著者註）ですが東京に５つもできること
は心配しまして３校ぐらいと合併の骨も折ったので
すが建てる時にはそれぞれ複雑な事情がありまし
て，建てる時には反対しますが何時までも睨まれ役
になっては已むを得ず建ててしまう，そう云う風な
状態で，一時入学者の少ない時には余り優秀でない
者も入ったと思う，一例を挙げれば今の官立単科医
科大学の如きは今までの状況を見ればすこぶる憂慮
に堪えない。しかし，一時は弊害もあったけれど大
分良くなっているようです」
イ．単科医科大学専門部薬学科の独立
「慶松視学委員が主張する単科医科大学の専門部
薬学科を独立させることは，単科医科大学の中に
入っていた方が学問研究上薬剤師を作る上で良いの
ではないか。独立した場合には経営に困難を来すこ
とはないか。」
これに対して慶松視学委員は以下のように答えて

いる。
「今の状態で付属専門部を置くならば，寧ろ廃し
た方が良いと簡単に申し上げる。生徒と教員での医
科との格差によって教育においても懇親会でも運動
会でも萎縮をしている状態である。予算配分も学長
の顔色を伺って僅かな金を貰っているような状態
は，教員生徒ともに腐らせてしまっている。もしこ
れを存続させると云うことであれば薬学科は医学科
と同等に昇格させ，薬学士や医学士が同等に出すこ
とであれば結構と思う。しかしこれまでの習慣と歴
史があってこのようなことは一朝には行かない。千
葉，金沢，長崎の専門部薬学科３校を廃止して新設
にすることにはこれまでも文部省では理解してくれ
ていたが実行が伴い得なかったことから１０数年引っ
張ってこられた。唯歴史が古いからその儘に置いて
おく，そうすれば誰も何とも言わないから無難だと

云う説を私は取りません。」と述べ，「地方ノ小サナ
苦情ナンカハ一蹴シテモ，教育ノ本當ノ精神ニ適シ
タコトヲヤッテ戴クコトガ結構デ，私ハ此ノ教育審
議会モサウ云フコトヲヤッテ戴クコトガ必要デハナ
イカ」と慶松視学委員は揺ぐことがなかったが，
田尻常雄は自分の聞きたいことは「薬学校ヲ研究ス
ル上ニ於テ，医科ノ下ニ付属セシメテ置ク方ガ，学
問上又薬剤師ヲ作るル上にニ於テ，其ノ方ガ宜シイ
カドウカ」と云うことだと問い直した。慶松視学委
員は「度々申し上げているように，もし同じように
医学と薬学が相対立しないで，学問の研究ができる
ようになっているならば宜しいが，大学と専門学校
とは自ずから別があるので単科医科大学に付属させ
ない方が教育上良いのではないかと考えている」と
答えた。
ⅱ 後藤文夫の質問と慶松勝左衛門文部省視学委員
の答弁

ア．医薬分業
「医薬分業を徹底させることが薬学の発展に繋が
ると思うが，医薬分業で薬剤師と医師とが互いに
争っている。解決のための両者の基本的な考えを一
致させて置くことが重要であり，それは薬学専門学
校の立場は医学認識の全般の畠の中でどのような位
置にあるのかはっきりして整理させることが必要で
はないか。医学医術の中で内容が違う立場の人でも
上層部では争うことなく理論的に良い方向に向かっ
て行く見地で医薬分業も解決する趨勢になるのが望
ましい。」
これに対して慶松視学委員は以下のように答えて

いる。
『厚生省に「医薬制度調査会」が設置されていま
す。この問題（の解決：著者註）は切りがなく委員の
一人として私は何も言わないことにしているが，勿
論（薬学の発展に：著者註）関係があります。』
イ．総合大学医学部の薬学
「総合大学医学部の薬学はどうなっているのか」
という質問に慶松視学委員は以下のように答えてい
る。
『最初の大学である東京大学に明治８・９年に医
学に薬学を併置して，その後の変遷を経て今日では
東京帝国大学の医学部に医学科と薬学科が併置され
ている。（薬学科は先生と生徒数が少ないが：著者
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註）流石に（医学科が：著者註）圧迫も支配すること
もなく医学科と薬学科は非常に融和して巧く行って
いる。（両者は：著者註）各「インスティチュート」
で殆ど独立している状態であるので研究でも教授を
するについても東京の大学（東京帝国大学：著者註）
では頗る巧く行っている。
それが他の総合大学ではどうしてできなかった

か。総合大学ができる時に医学部はできたけれど薬
学校が置かれなかったのかの理由は，創立に当たる
に際し全部医者が当たる。随って薬学なんて物は問
題にしていない。これは実に不思議です，不思議で
はなく勢いそうだと私は思う。例えば理学部を経営
する，あるいは工学部を総合大学に設立すると云う
時には，仮令人数や教授の数が少なくても，理学部
ならば全部の学問を並べ立て揃える，入学する学生
がなくても並べ立てている。然るに医学部を総合大
学で揃える場合には，揃える者が医者でありますか
ら，薬学のヤの字も分からないので揃えません。だ
から今日まで総合大学が至る所にできて医学部があ
るのに薬学科のある所はない。唯単に歴史的に一番
最初にできた東京帝国大学の医学部に医学科と薬学
科を併置したに過ぎないという状態です。
ところが４年ほど前に京都の帝国大学に薬物学の

森島名誉教授という方がおられて，東京帝大のよう
に医学部に薬学科を持っているのが医学研究に良い
援けを得て，学問の研究が相俟って行くのに非常に
良いので，京都帝大にも薬学科を揃えたいというこ
とでしたので助力をしましょうと云うことになりま
した。予算が貰えないので先ず寄付を集めて，それ
を基礎にして大蔵省にお願いして漸く京都帝国大学
に医学科と併置して薬学科を置くようになりまし
た。今年２年目の生徒となっています。この二つの
大学以外には何処の医学部にも薬学科は無いのであ
ります。』
ウ．製薬研究と将来
「薬ハ一体何処デ研究シテ揃エテ呉レルノカ」と
の問いに慶末視学委員は以下のように答えている。
「東京帝大の薬学科の研究は，化学界で認められ
ている業績を出しています。また，大学を出た人間
が製薬会社に行きまして，そこの相当の機関となっ
ている研究部で輸入品に負けないような薬を大分拵
えています。大学教育の薬学が不振であるにも拘わ

らず日本の医者の使う薬に関する進歩が相当にでき
ていることは，一つは私立の製薬会社の研究にその
功績があると思っている。」そして次のように将来
について続けた。「此ノ審議会ニ於テハ，将来大学
教育ニ於テモ此ノ薬学ト云フモノヲヤルヨウニシテ
戴キタイ」として医学科と対等の立場で薬学を併置
することを望んだ。「ただし，大学教授になる優秀
な人物を育てる時間を掛けながらと云うことでご審
議をお願いしたい。」とした。また，後藤文夫の別
の質問の時に「もしも大学の話であれば京都大学の
ように理解あれば九州大学にも薬学科ができること
は大いに賛成で，何処までも骨を折って立派にした
い。唯千葉，長崎，金沢の昇格に対するお説には疑
問があります。昇格させても巧く行かないと思うの
で，今は取り止めにして一つの専門学校にして新し
い意味において京都大学と同じように総合大学に因
縁のない歴史のない薬学科を備えたほうが，高尚な
学理の研究とか発明には非常に具合が良いと実際論
として考えています。」とも答え，さらに「今ノ所
ハ実際問題トシテ此ノ不完全ナル付属専門部ヲ三ツ
合ハセテシマッテデモ宜シイカラ，一ツノ独立シタ
モノニシテ，将来大学トシテ研究スベキ事項ガ多イ
ヤウナ場合ハ，此ノ独立シタ専門部ノ中デ優秀ナモ
ノヲ選ンデ昇格サセテ，単科薬科大学ト云フヨウ
ニ」することが実際的な効果があると思うとも主張
した。
エ．薬学専門学校の使命
この質問に対して慶松視学委員は以下のように答

えた。『薬学専門学校卒業生は約２千人と毎年多数
出ますが，人命に関係の深い薬と云う物を取り扱う
のに専門知識が必要であり，それには薬剤師と云う
資格を国家が作って，その需要を満たすための薬剤
師を揃えるのが専門学校の教育で，研究や深い学理
をやって発明や創薬をするまでには向かない。今日
本で薬学の知識がなくて薬を取り扱っている「薬種
商」が４万人ぐらいいます。それを将来段々薬剤師
が代わって行く。そう云う教育のために国家が薬剤
師を置いているのだと思います。ですから専門学校
の使命は，余り深刻な学問をやらず薬を取り扱うの
が使命で，それを間違いなく取り扱って行くのだと
云う風にお考え下さっても大過はないだろうと思い
ます。』
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オ．薬学の独立に関する後藤文夫の意見
「今日薬剤師がたくさん排出していることは，世
間がそのような素養を持っている人間の需要がある
からだろう。薬剤を扱う技術者が要求されている訳
で，その技術者は十分に関連した医学の知識を持っ
ていなければならない。そこで単科大学なり総合大
学の医学部の中に有力な薬学研究所及び教育部門が
存在していなければならない。それとは別の専門学
校としての薬学校はそう云う技術的方面を担当する
人を作る学校と思われる。」そこで薬学校は医薬が
密接に結びつけられる組織になっていることが重要
であるという意味を後藤文夫は述べ「飽マデモ狭イ
意味ノ薬ノ学校トシテ，医学ノ方ノ学校ト分レテ対
立シテ居ルノダト云フ形ヲ，此ノ上無闇ニ激シクシ
テ行クト云フコトデナイ方ガ宜シイ」のではないか
という考えを申し上げたとした。この後上述した
「単科医科大学専門部薬学科の独立」の項で記した
田尻常雄と慶松視学委員との質疑応答に繋がる速記
録となっている。
ⅲ 上原種美（ア）・下村壽一（イ）の質問と慶松視学
委員の返答

ア．専門学校薬学教育と人体の知識
「薬学は人体を対象とした化学的研究なので専門
学校における薬学教育ではある程度の人体に関する
知識が必要だと思うのだがこの点如何か。」という
上原種美委員の質問に慶松視学委員は次のように答
えた。
「尤もなご意見です。それが年限延長議論の材料
になっている。現状では薬学で修めなければならな
いことが多いのでそこまで手が廻らない。また生理
や解剖を殆ど知らなくても専門学校程度の薬学教育
であれば十分である。特殊な研究をすると云う大学
の課程であればそこまで行かなければならないかも
知れない。今は薬物学と細菌を幾らかやる程度に止
めている。しかし，どうにかしてそこまで行けない
かと考えている。」
イ．高等工業製薬化学科の性質
下村委員は高等工業製薬化学科の性質と立場につ

いて尋ね，慶松視学委員は以下のように答えた。
「徳島にあります。そこは薬学専門学校とは種類
を異にしていて，普通の薬剤師（教育：著者註）とい
うよりは製薬工業を主体にしている。製薬工業は日

本では未発達なので機械の知識を十分に持った薬学
をやった者を揃えようとしている。将来の薬学は生
理病理解剖に精通した医学系統の薬学と機械電気を
十分に学んだ製薬事業の方の薬学者との二つの方面
に分かれても良いと云う議論がある。その一端とし
て徳島の高等工業で製薬工業を主にした薬学を揃え
たいとのことで応用化学の一部門として三年やって
その卒業生は通常の薬剤師とは別の特殊な性質を帯
びたものになっている。」
そして「卒業生は薬剤師になるのか」と言う下村

の質問に，「厚生省の薬剤師試験となっている調剤
と衛生試験も修学してその上に機械工業の製造面に
重きを置いていて文部省から見ると特殊な薬学教育
である。」
ⅳ 田所特別委員長の質問と慶松視学委員の返答
ア．強調された医科大学専門部薬科の新生
田所特別委員長は「専門学校の役割としては医者

の処方箋で調剤する薬剤師と製薬工場に行って薬を
揃える者との二つに分けて宜しいか，薬学は４年が
必要だと思うが」との質問や「千葉，金沢，長崎の
医科大学専門部薬科を廃止して合同して新規案に賛
成する。場所は文部省が決めることだ」という意志
表示も行い「この審議会は金の要ることも要求する
ので案を提供して良いと考える」と積極的な意見も
述べて，「総合した専門学校は作らなければならな
いか」と尋ねた。慶松視学委員は以下のように答え
た。
「総合した専門学校は作らなければならない。私
立学校を視察すると実に酷い。もし薬学専門学校を
私立に任せる，私立学校を発達させるとのことであ
れば，もっと腰を入れて，その代わりもっと監督を
厳重にして補助金でも出して，先生は自分が勉強し
て，雑誌でも本でも読み実際の研究も少しはできる
位の余裕があるようにしなければならない。１年に
１５０人採って，実際１５０人に分析実習をやらせるのに
一遍に１５０人入れてまるで体操でもやらすようなこ
とをして，実際は行われていない。先生と生徒の割
合，机の数など５０人実習で先生が１人，助手が２人
位つかないと完全ではない。私立学校を本当の学校
にするのであればせめて１クラス１００人以内にして
貰いたいと文部省に申し上げている。そうして実習
は５０人を基礎にして貰いたい。収容人数の減数は収
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入の減少になるが，月謝を２００円から３００円とうんと
上げる。私立薬学専門学校長会議でもそのことを申
し上げたことがあるが，中々行われない。私立学校
の教育は甚だ雑駁に流れていないかと常に憂いてい
ます。その点の官立専門学校は経費を掛けている上
からも莫大な相違がある。官立の方が完全にやって
いることは間違いない。それだから私立にやらすの
だ官立はそんなものは廃めるのだと云うことであれ
ば私立の改善をどうかお考えください。私立で基本
金をもって潤沢にやっているのは一・二校算えるだ
けです。文部省から相当補助金をやって官立と同等
になれば非常に幸せです。それができないならば，
千葉，金沢，長崎を潰さないで三つ集めて一つにす
れば単科医科大学が少なくとも１５・６万円は吐き出
して戴いて，それを経常費として富山，熊本と同じ
ように行けば，施設は建てて貰えば設備も三つ合わ
せて完全にして行くことができる。そのようなこと
のお骨折りを願いたい。」
イ．大学４年制
田所美治特別委員長は「大学４年制はどうか」と

尋ね，慶松視学委員は以下を答えた。
『大学は研究をするところで専門学校とは違う。
例えば草根木皮の薬効を研究するのには純粋の抽出
物の化学構造を決めて医師に試験をして貰う。これ
が発明ということになるのだがこうした高尚な研究
は大学の領分であり専門学校には望んでいない。薬
品の調剤，飲食物の試験などの基礎になることと製
薬科で製薬の基礎を学んで工業家みたいになること
に向かうことでは専門学校の制度は十分と思う。
「但シ専門学校ノ教授ニナル人ハ少ナクトモ研究心
ヲ以テ，ソレ位ノ研究ヲシテ居ツテ貰ハヌト，生徒
ヲ教ヘルコトニ於テ非常ニ退歩ガアル，」「専門学校
ノ先生マデモ本ニ書イテアル，ドウセ自分ガ学校デ
ヤッタコトダケヲ受売リシテ居レバ宜シイト云フノ
デハ学問ノ進歩ガナイ，ダカラセメテ薬学専門学校
或ハ薬学専門部ニ於ケル先生ノ研究ハ十分ニサセ
テ，少クトモ構成研究ハ十分ニヤルヤウニシテ戴キ
タイ」しかし今の制度ではそれすら行われていな
い。』
最後に田所特別委員長などから外国の事情が尋ね

られ，慶松視学委員がドイツにおける「インスティ
チュート」，米国の「ファーマシューティカル・カ

レッジ」を簡単に述べて林整理委員長の慶松視学委
員への挨拶で本会は閉じられた。

ⅳ）慶応義塾大学医学部長北島多一教授の薬学に関
する考え方３１）

１９４０（昭和１５）年５月３日に開催された第２７回整理
委員会（後述）で慶応義塾大学医学部長の北島多一教
授が歯科及び薬学と医学との関係について意見を求
められた。本稿では薬学についての発言を記す。
北島多一３０）は明治２７年東京帝国大学医科大学卒

業，北里柴三郎所長の伝染病研究所に入所し内務省
で細菌学に従事していたが北里研究所の設立で北里
と行動を共にした。慶応義塾大学医学部創設では主
事として北里を助けた。そして北里の医学部長辞任
後，後継者として同大医学部長を務めた。この整理
委員会に出席した時には日本医師会第２代会長（昭
和６年７月～１８年１月）でもあった。なお，北島多一
は，財団法人東京歯科医学専門学校（血脇守之助理
事長）の監事（昭和１８年１１月１４日～２１年５月２６日）を
務めた。また，三男興三は同校４年在学中に病死し
た（昭和６年８月）３２）。その在学記念として図書費，
歯科診療函，書籍が同校に寄贈された３３）。
以下に北島多一慶応義塾大学医学部長の意見の大

略を記す。
林整理委員長が「千葉，金沢，長崎の単科医科大

学専門部薬学科が医学部から虐待を受けていること
から独立の薬学専門学校設立の希望がある」と云う
ことを紹介して北島医学部長に意見を求めた。北島
医学部長は，「よく研究はしていないが，薬学の方
が言われるのは無理ない。虐待というか不遇な立場
にあることは事実である。できるならば専門学校と
してやるのが良いと思う。医学部の薬学は，虐待と
云うことはないのではないか。教授会への列席も寛
大に考えれば内部の工作でできるのではないか。医
学と薬学は親密にしなければならないのだから継子
扱いにしないで，寛大にやって宜しかろう」と発言
している。「医薬分業の関係もあるが，医者と薬（マ
マ）はしっくり行かない。今日段々と発達した薬学
は，医者の方面のことをやっていないし，その実験
もしていないので，応用化学として大学に置くのが
適切だという議論もあるのだが，やはり病気を治す
薬なので医学と結びつけておくのが良いと思うが」
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との林整理委員長の問いかけに北島医学部長は以下
のように答えた。「純粋に化学の面から研究してい
る薬の研究者もいるし，一方では医学部関係者も研
究していて両方からされている。どちらも必要と考
える。医者の方の関係者が研究者として多いと思う
し，その面からの研究が利益は大きいとみるのが至
当だと思う。しかし，学問は妙な所から端緒を得る
場合があるので医者からばかりが良い仕事になると
云うことでもない。突飛もない一寸関係ないと思う
所から良い考えが出てくるのでそれを止める必要は
ない。医者からもそうでない研究者からも研究が重
複しても構わないからどちらからも研究ができる組
織にしておくのが宜しいと思う。本筋としては兄弟
の関係が良い」と細菌学者として研究に対するフラ
ンクな考えを示した。

ⅴ）橋田邦彦第一高等学校長の薬学専門学校に関す
る意見３４）

１９４０（昭和１５）年５月８日に開かれた第２８回整理委
員会で第一高等学校長の橋田邦彦が出席して歯科と
薬科の専門学校について意見を述べた。林整理委員
長の開会では「大体専門学校ノコトハ済ンダヤウデ
アリマスガ，今度ハ一高ノ橋田君ガ来テ居ラレマシ
テ，大学ニ於ケル歯科ノ問題並ビニ薬専ノ問題ニ付
テ御意見ガアルヤウデスカラ伺ヒタイト思ヒマス」
と橋田を紹介している。
橋田邦彦は１９０８（明治４１）年東京帝国大学医科大学

卒業で１９２２（大正１１）年に同大の教授（生理学）に就任
し，１９３７（昭和１２）年から第一高等学校長を兼任し
た。本整理員会の直後の１９４０（昭和１５）年７月２２日か
ら１９４３（昭和１８）年４月２０日まで第５６代文部大臣を務
めた３１）。本稿では薬科に関して記述する。
『私の見るところでは薬学部と医学部との連絡は，
この数年の間で漸く付いたに過ぎない。有名な医科
単科ができた頃には医学と薬学は離れられないこと
が漸く認識されたのではないか。化学者が「イデオ
ロギー」あるいは薬理学的な結果だけから判断して
薬を市場に出すことがある。しかし，何も意味がな
いものがあったり，意外なことが醸し出されること
が相当あると思う。薬学が薬の性質を調べるだけで
なく製薬や新薬製造になるならば必ず医学部と連絡
が取れる仕組みにならないと，これは相当意外なこ

とが起こり得る可能性があると強く感じている。薬
学を純粋な性質から考えれば応用化学と云うことに
なるが，それだけではなくて製薬化学からは植物
学，木草学から出てこなければならない。従って応
用化学だけではない。化学的な力量，才能，技術を
備えていなければ薬学をやれないことは確かだが別
個の立場（製薬化学：著者註）もないと本当の薬学と
はならない。このような意味において，もし専門学
校ができても何処かの医科大学と緊密な連絡が取れ
る方式でできるのではないか。ところが別個なもの
として存在すると緊密な連絡は日本の学会の事情を
見ても中々取りにくい。医学部にあった医学科と薬
学科が長い間緊密な連絡が取れないと云うことなの
で，その系統を引いている人が新しく別個の学校を
作るとなれば緊密な連絡は取れないだろう。医学部
に付属している薬学科を適切な方法で改善し盛り上
げることをすれば，別に専門学校を作らなくても結
構やって行けるのではないか。
医学部から制約されないで独立したいと希望する

一部の薬学者がいるのは「恐ラク或ル種ノ伝統的ナ
少シ横道ニ入ツタ考トシテ何カ色々事情ガアッテ以
前ニハ東大ノ医学部デ，薬学科ノ方ガ人ガ少クテ終
始医学科ノ方ノ人カラ何カ知ラヌ圧迫ヲ蒙ツテ居ツ
タト云フヤウナ気分ヲ持ツテ居ツタ人ガ場合ニ依ツ
テハナイデハナカラウカト思フヤウナ節モアリマス
ガ，サウ云フヤウナ事柄ガ本ニ（ママ）ナッテ専門部
ト云フモノガ独立シナケレバナラヌト云フヤウナコ
トニナッテ居ルノダト，甚ダ面白クナイ事柄デアリ
マシテ，ドウシテモ是ハ緊密ナ連絡ヲ持ツタモノヲ
作上ゲルヤウニシナケレバナラヌト思フノデアリマ
ス」として次に歯科医学専門学校の話に移った。

ⅵ）整理委員会における薬学答申要綱案検討
第２８回整理委員会３４）では橋田校長の話の後に答申

要綱案の検討が始まった。薬学に関しては以下の如
くである。林整理委員長は「一つぐらい官立の専門
学校を作るのはどうか。三つの専門部薬学科を一つ
に纏めると云う話がある。」として慶松視学委員の
希望に沿う意見を出した。これに対して後藤文夫は
「単科医科大学の付属薬学科が悪いと云うが，それ
はやり方が悪いのであるから，薬学は医学の大きな
カテゴリーの中でやると云う建前は崩したくな
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い。」従って，林整理委員長の意見には不賛成だと
した。林整理委員長は「付属薬学科の問題は，ここ
を強化して医学と連絡をつけてやる方策が良いと思
う。専門学校の（設立：著者註）方はどうしますか。」
と更に尋ねた。慶松視学委員が願っていた専門学校
新設への積極説には発言した田所特別委員長，上原
種美，佐藤寛次からの言及はなく，医科との連携を
円滑にすることに話は向いていた。また，後藤文夫
は「単科医科大学に医科と薬学を同等にして，その
下に付属の専門部を従属させるのはどうか」と云う
新しい意見を出した。これに対して平賀 譲は薬学
の生徒をそれほど多く必要かと疑念を述べたが，後
藤文夫は生徒は何人でも良いとした。後藤文夫の説
は単科医科大学で一番上の機構に医科と肩を並べた
薬学科があり，そうした所に薬学の学生が居てさら
にその下に付属薬学科が存在する形であれば，今よ
りは良くなるのではないかという薬学教育の同一学
内二重構造（医科大学薬学部と専門部薬学科）を提案
している。平賀 譲はなお，単科医科大学，帝国大
学にそうした形を作るのは大変でしょうと納得しな
い。後藤文夫は今ある学校で（薬学部を：著者註）上
にくっつけて行く方が廃止新設よりも良いと云う考
えであった。
その後話は歯科医学専門学校に暫く移り，再び薬

学に戻った。林整理委員長が慶松視学委員による三
つの専門部薬学科廃止と一つの新設はどうかと尋ね
たところ，後藤文夫が即座に「ソレハ反対ダ」と述
べたことから林整理委員長は「それが通らなければ
単科医科大学の中の薬学科は今のままでは置けな
い。虐待されっぱなしで置けないと云うことは分か
り切っている。どう云う風にこれを理想化して具体
化して行くかと云うことが問題だ」と述べたとこ
ろ，橋田邦彦は「大学程度に準じべし」と言い，
平賀 譲は「薬科は単科大学の中で虐待されている
ような心細い訳だが，そう云う薬学科を単科医科大
学に設けることが国家のために必要かどうか。他に
も必要とされている物が沢山あると思われるので教
育審議会ではもう少し研究の余地があるのではない
か」と林整理委員長の意見に賛同をしなかった。後
藤文夫が再度自説を説明すると，下村壽一は「専門
家の間での学問的あるいは国家的理由が強ければ後
藤案も結構だろうが，慶松君の話には後藤委員の案

は出てこなかった。虐待の話は人と運用の問題であ
り，予算問題も文部省の干渉である程度公平に行け
るのだから，ここで決議を要するような問題ではな
い」とした。その後「大学の中の薬学科を強化すべ
し（佐藤寛次）」「虐待だと云うことなので改善せよ
ということを審議会だから書くことが大事（林整理
委員長）」「大学の予科を強化して薬学専門部も改善
せよぐらいに止めてはどうか（田尻常雄）」「医学と
薬学との連絡を強化すべしは大賛成（平賀 譲）」
「慶松君の言う単科大学での付属薬学科の虐待問題
にこちらに名案がなければ書く必要はない。（後藤
文夫）」「あまり細かなことは言わない方が良い。専
門外で分からない事をあれこれ云うと見当違いの素
人だと笑われるようなことになりはしないか（田中
穂積）」「大学の医学部における薬学科と医学部の緊
密な連絡を保つようにしろ，これだけですね（林整
理委員長）」「あまり簡単すぎるだけのことならば書
く必要はないのではないか（佐藤寛次）」「ちょっと
も触れないのはどうですか，これだけ研究したのだ
から。三つの単科医科大学には強化する，改善する
とかを加えてやるのが途ではないか（田尻常雄）」
「そう云う漠然としたものを一つ書いておいたらど
うか。この一項を書いて貰って，後に皆さんに読ん
で貰い又止めるとか加えるとかお考え願ったらどう
ですか（田所特別委員長）」「この問題はこの辺で止
めておきましょう」という林整理委員長の言で決定
しないまま次の事案に移った。

おわりに

明治政府は近代社会構築のため教育行政では明治
５年の「学制」発布以後に種々の勅令を発布し高等
教育制度が完成したのは，１９１８（大正７）年の「大学
令」によってであった。それ以後医歯薬系教育機関
は，医学が「大学」と「専門学校」，歯科医学と獣
医学は「専門学校」，そして薬学は，「専門学校」と
医科大学専門部薬学科と例外的とも思える東京帝国
大学医学部薬学科という形態になっていた。そし
て，こうした形態で２０余年を経た時に戦前の教育大
改革を企図した「教育審議会」において医歯薬教育
が審議（１９３９（昭和１４）年）された。該審議会で医歯薬
系の教育に関する見直しが当該者からの事情聴取に
よって論議されたが，結果的には大学令によった制
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度の根本的な改革には至らなかった。しかし，大学
と専門学校との存在理由は再確認され，医歯薬系専
門学校の抱える課題を説明者によって明らかにされ
た。説明者の課題を巡って専門外だが高度な有識者
である委員との質疑応答は，その課題をより解説す
る役目をし，また当時の社会的な背景を類推させ
た。
１９４１（昭和１６）年１２月に日本は太平洋戦争に突入し
たので戦争中の教育はもはや以前とは別路線となっ
た。従って，該審議会は長引く日中戦争の戦時下と
いう大きなバイアスに影響されてもなお正常な教育
理念を語れる最後の場であった。ここで審議された
課題は，大戦という奈落を飛び越えて敗戦後の教育
制度に結合した。本稿では政府政策として決定され
る前段階の審議会答申（要綱）までの過程と審議で最
初に対象となった薬学について詳述した。医療を担
う教育機関への当時の政府機関委員会の意見を把握
することが，後述する歯科医学教育論議の理解に欠
かせないと考えたからである。
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