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本稿は去る平成２２年５月２２日，帝国ホテルにて行
われた東京歯科大学創立１２０周年記念講演の内容を
まとめたものである。

はじめに

昭和２１年当時，太平洋戦争で焦土と化した東京は
住む家も食べるものもなかった（図１）。そのような
中で東京歯科医学専門学校は昭和２１年７月１９日に大
学令によるいわゆる旧制大学に昇格し，東京歯科大
学となった。わが国で初めて歯科の大学が誕生した
のである。その後，わが国の歯科医学専門学校は
次々と旧制大学に昇格し，さらに新制大学に移行し
ていった。その経過を調査してみると，総司令部
GHQ（General Headquarters）におしつけられたも
のではなく，また戦後の教育改革の中ですんなりと
実現したものでもなかった。

全国の都市が焼け野原となったきびしい時に，歯
科界の先輩達は学閥をのりこえて大同団結して論議
し，その結論を国に要求し，希望した事のすべてを

勝ちとった。この様な例は，戦後の教育改革の中で
外の分野にはない。この戦後の歯科医学の教育改革
は戦前の努力がもとになっているので，戦前のこと
から話を進めていくこととする。

わが国における歯科医学教育機関の誕生

東京歯科大学は明治２３年高山歯科医学院として創
立され，東京歯科医学院，東京歯科医学専門学校，
さらに東京歯科大学として今日に至った。東京歯科
大学の前身高山歯科医学院が創立された明治２３年当
時の明治政府の医学に対する方針は，ドイツを手本
にすることと，ドイツ医学を教育する学校を整備し
て免許制度を確立することにあった。しかし，当時
ドイツでは歯科医学の分野はかるく見られていたの
で，歯科医学の分野がドイツからわが国に伝ってく
ることはなかった。

一方，明治の初めまでわが国の医学を支配してい
た漢方医学は，歯科疾患に全く無力であった。歯が
痛む時には神様佛様お地蔵様におすがりしており，
おすがりする神様佛様は全国いたる所にあった（図
２）。

歯科疾患の処置に困っているわが国に，ドイツと
異なり医業と歯科医業が分離して発達したアメリカ
から歯科医学がわが国に伝って来た。しかしこのア
メリカの歯科医学を教育する学校は設立されなかっ
た。

ドイツを手本としたのに伝って来たのはアメリカ
の歯科医学だったこと，この伝って来たアメリカの
歯科医学を教育する学校が設立されなかったという
国の方針と異なるこの問題を解決すべく立ち上った
のがアメリカ帰りの高山紀斎だった。高山は明治２３
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図１ 焦土と化した東京（三木洋撮影）
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年に私財を投げうって高山歯科医学院を設立した
（図３）。

高山はこの学校を官立医学部に移行させる考えを
持っていたと思われる。そのため，官立医学部と同
様に入学資格を尋常中学卒として４年制とし，学科
課程では基礎医学の部分を官立医学部と同じとし，
臨床の部分は歯科独特のものにしている（図４）。当
時高山の郷里岡山では，私立の岡山薬学校が官立医
学部薬学科に移行した例があり，官立移行の考えは

無謀なものではなかった１）。
こうして高山歯科医学院はスタートしたが，当時

尋常中学の卒業者は少なく，高山歯科医学院の入学
者は予想以上に少なかった。高山はカリキュラムを
国家試験の予備校的なものに切替えた。しかし官立
移行のチャンスはなかった。そこで，官立学校の設
立を国に請願したが，あと一歩で実現しなかった。
そこで高山は，近代的教養と学校経営にセンスがあ
る血脇守之助に学校をバトンタッチした。

図２ 歯痛に効くとされた神仏に関する書籍

図３ 高山紀斎と高山歯科医学院
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歯科医学専門学校の誕生

明治３３年血脇守之助は学院を継承し，校名を東京
歯科医学院と変えるが，その前途には越えねばなら
ぬ高い３つの壁があった。

第１の壁は，アメリカから伝って来た歯科医学を
国に認めさせることであった。第２の壁は，東京歯
科医学院をわが国の高等教育機関に位置付けること
であった。そして第３の壁は，歯科医学教育機関の
卒業生を，官立医学部卒業生と同様に，無試験開業
認可にすることであった。血脇は第１の壁に対して
は歯科二元論をとり歯科医師法を成立させることに
より突破した。次いで，東京歯科医学院を歯科医師
法公布によって成立した「公私立歯科医学校指定規
則」による学校に一旦すべきか，明治３６年公布の
「専門学校令」による学校にすべきかの問題があっ
た。公私立歯科医学校指定規則による学校も設立後
２年以上を経過していることのほか，入学資格は中
学校卒，修業年限は３年以上であることなどいろい
ろな厳しい条件が定められていた。しかし，これ等
は余裕をもってクリアできるので，血脇は最終目的
である専門学校を一気に目指し，明治４０年９月１２日
に認可され，わが国最初の歯科医学専門学校である
東京歯科医学専門学校（以下東京歯科医専という）を
誕生させることに成功し，第２の壁を突破した。そ
して，第３の壁は上述の東京歯科医専が，明治４３年
２月に文部省の指定校となることで突破した。

この３つの壁を突破したことで，当時の歯科界に

あった願望はすべて実現し，歯科界も血脇も一息つ
くことができた。しかしそれは束の間の休息に過ぎ
なかった。大正７年に大学令が公布されたからであ
る。大学は帝国大学のみとする国の方針が変わり，
帝国大学以外，官立でも，公立でも，私立でも，そ
してたとえ単科であってもこれを大学として認める
というものであったが，法令の中に歯学部の文字は
なく，歯科医学専門学校の大学昇格は閉ざされてい
た。歯科界に大きな衝撃が走った。

大学昇格の願望は強いものがあり，東京歯科医専
の学生会による大学昇格の大演説会等が行われた

（図５）。しかし，やがて歯科医専の昇格は厳しいと
いうことがしだいに明らかになって来た。

国は教員資格，設備，資金，要するに人，物，金
の条件であるが，これに高いハードルを設けてい
た。設備と資金はさておき，学位を持ち，大学出の
教員を，一定の人数だけ兼任でなく常勤で雇用しな
ければならないという大学令の条件は当時の歯科界
では大問題であった。何しろ歯科医師として最初に
学位を取得した花沢鼎もまだ学位を取っていない時
代で，歯科医師で学位を持っている人は一人もいな
かった。

血脇はこの大学令で要求する教員を自前で養成す
ることに生涯をかけて格闘することになる。

大正１１年，血脇はこの問題解決の糸口を得る目的
で欧米への旅に出た。血脇の旅は新校舎建設を目前
にしていたからとか，進歩したわが国の歯科医学を
先進諸国に PR するためとか色々言われているが，

図５ 大学昇格大演説会（大正８年１２月１６日神田青年会館）

図４ 高山紀斎直筆の学科課程表
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真の目的はここにあった。血脇はヨーロッパ各国を
歴訪して最後にアメリカを訪れた。

アメリカでは，当時アメリカの宝と言われた野口
英世が３８日間も血脇と行動を共にしたので，血脇は
貴重な資料を多く収集することが出来た（図６）。血
脇が旅をした１９２０年代はアメリカで歯科医学の教育
改革の嵐が吹いた時で，この改革によりアメリカの
歯科医学は一新したので大学昇格を目指す日本の歯
科医専にとって参考になる資料が多く含まれていた

（図７）。

血脇が外遊から帰国した直後に関東大震災があ
り，血脇はその復興に多忙となるが，大学昇格の努
力に手綱をゆるめなかった。大正１５年に歯科医育調
査会いわゆる教育調査会を母校に設置した。委員長
は奥村鶴吉で全教授が参加している。

当時専門学校は大学と異なり，アカデミックフ
リーダムもオートノミーもなかった。国が教授会の
存在を認めなかったからである。しかし，この会に
は教授全員が集っているので，事実上の教授会で
あった。

図６ 血脇のアメリカでの旅

水川：歯科大学の誕生５７６
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この会では，血脇が収集した欧米の資料，とりわ
けアメリカの資料をもとにして，大学昇格に向けて
何をなすべきかを論議した。この会は，教授全員が
大学昇格にはどうしたらよいのかという事に関して
共通の認識を持ったということで大変重要なもので
あった。

この会が発足する少し前の大正１２年６月に花沢鼎
が歯科医師として初めて医学博士の学位を取得して
いる（図８）。この調査会以後，母校東京歯科医専の
教員は花沢先生に続けと続々と学位を取得し，教育
陣が大変充実したものになった。

またこの頃母校教員によって著述された刊行物を
見ると，明治・大正期と明らかに異なり模倣からオ
リジナルへの変化があり，母校教育陣によってわが
国独自の歯科医学が大戦の前に確立したことがわか
る。

校舎も，備品も，そして標本も，震災ですべてを
失ったが，昭和４年に同窓の熱い支援によって新校
舎が完成し，備品や標本も各教室の努力で充実した
ものとなった（図９）。

太平洋戦争前に，学校と同窓が一体となって努力
し，大学昇格の基盤ができたのであった。

図７ 血脇帰国後の調査報告書 図９ 旧水道橋校舎

図８ 花沢鼎と学位記
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すべてが順調に進んでいたが，昭和１６年太平洋戦
争が始まった。血脇も老齢となり昭和１８年４月に校
長職を奥村鶴吉にバトンタッチした。しかし，この
頃より戦局は苛烈となり，奥村は大学昇格への努力
のすべてを凍結せざるを得なかった。

旧制大学への昇格

昭和２０年に戦争は終わった。わが国は GHQ の支
配下におかれ，各分野でドラスチックな改革が断行
されることとなる。

GHQ の医療行政の改革の担当は公衆衛生福祉局
PHW（Public Health and Welfare Section）で，チー
フはワシントン大学医学部出身のサムス（C. F. Sa-
mes）大佐，歯科の担当はセントルイス大学歯学部
出身のリッヂレー（Dale B. Lidgely）であった。な
お，リッヂレーはペンシルバニア大学歯学部出身と
言われていたが，最近の調査でセントルイス大学歯
学部出身であることが判明した。また，教育改革の
担当は民間情報教育局 CIE（Civil Information and
Education Section）であった（図１０）。

歯科界が直接接したのはサムスとリッヂレー，と
りわけリッヂレーであった。前述のとおりこの二人
は医療行政改革の担当で教育改革の担当ではなかっ
たが，医療行政の根源には教育があるということで
歯科医学の教育改革の分野にも言及してきた。

サムスは CIE による日本全体の教育改革をのん
びりと待ってはおれない，大学昇格可能な歯科医専
はすみやかに大学にすべきだ，という考えであっ
た。GHQ 渉外局はこのサムスの考えを受けて，昭
和２０年１０月２８日に歯科医専を大学に昇格させる方針

を発表した。当時は GHQ に逆らう事が出来ない時
代だったので，文部省は歯科医専が大学昇格を願い
出る場合は好意を持ってこれを処理すると発表せざ
るを得なかった。

永年の悲願であった大学昇格のチャンスがやって
来たという事で，昭和２０年１２月２４日母校の理事会が
開催された。しかし，その時血脇は意外にも慎重論
を展開した。

人，物，そして金に高いハードルを設けている大
学令を甘くみてはいけない，という理由であった。
その上，予科の校舎は未だ出来ていなかった。多く
の同窓が空襲で焼け出されているこの時期，同窓に
基金を求める事は出来ない，というのも理由の一つ
であった。

しかしこのチャンスを逃せば大学昇格は遠くなる
事も事実であった。全員が団結し慎重の上にも慎重
を期するならば，という条件でようやく GO サイン
を出したと伝えられている。

その後，市川市にある日本パイプの青年学校を工
場長渋谷氏の協力で予科の校舎として購入すること
ができた。そこで昭和２１年４月２０日，大学令による
大学設立認可申請書を文部省に提出，同年７月１９日
付で認可となり，わが国最初の歯科大学が誕生した

（図１１）。
また，東京歯科大学に続いて５校の旧制歯科大学

図１０ GHQ 組織図 図１１ 当時の朝日新聞記事
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が誕生した（図１２）。

歯科教育審議会の発足

昭和２１年４月１５日に前述のサムスの指示により，
歯科医学の教育改革およびこれと直接つながる歯科
医療の改善を計るという目的で歯科教育審議会が発
足した。

この会の特徴は歯科界のあらゆる分野から委員が
選出されたことであった。勿論開業医も重要メン
バーとして参加しており，委員長には奥村鶴吉が選
出された。

この時のサムスの基本方針はアメリカの歴史に学
ぶということであった。アメリカの歴史とは，血脇
がアメリカの旅をした１９２０年代にアメリカで歯科医
学の教育改革の嵐が吹いてアメリカの歯科医学が一
新した事を先に述べたが，サムスの方針はその時の
アメリカの歯科医学教育改革の方法に倣うというも
のであった２）。したがって，奥村は戦前母校に設置
された歯科医育調査会で血脇に命ぜられた事と同じ
事を戦後に GHQ から指示されたことになる。その
上歯科のあらゆる分野から選出された委員達が大学
になるという希望のもと，戦前に官僚にしいたげら

れた不満をバネに学閥をのりこえて一致団結したの
で，会議は一気に深く進行し，教授要項や国家試験
等々，今日の歯科大学教育の原点がすみやかに決定
された（図１３）。

新制歯科大学の誕生

GHQ の支援によって歯科医専は旧制大学に昇格
したが，CIE の進めている新しい教育改革の流れに
合流して新制大学に移行せねばならなかった。

新制歯科大学発足を前にして，前述の歯科教育審
議会では新しい歯科大学の教育年限を６年，すなわ
ちリベラルアーツ２年，専門教育４年と結論づけて
いたので，この事を文部省に申請した。そして文部
省はこの要望を新制大学のあり方を審議している内
閣直属の教育刷新委員会に送った（図１４）。

この委員会では歯科にリベラルアーツは不要とい
う意見が支配的であった。従来の教育審議会ならば
これで決定されるところだったが，この委員会では
戦後民主主義の思想のもとに各界の意見を聴く事が
民主的だということで，各界から臨時委員が任命さ
れていた。歯科界からは東京歯科大学の奥村鶴吉，
医科歯科大学の長尾優，日本歯科大学の加藤清治が
選れていた（図１５）。

奥村は歯科臨時委員を代表して特別委員会だけで
なく，総会にも出席して委員達と激しい論戦を展開
した。わが国を代表する論客達が束になって厳しい
質問の矢を奥村に向けて放ったが，奥村は歯科界の

図１２ 旧制歯科大学

図１３ 歯科教育審議会報告書

図１４ 新制大学移行の流れ
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期待を背に一歩も引かなかった。
リベラルアーツが必要なのは，法科や哲学科で歯

科には必要ないとか，全身を診る医師に対し歯だけ
診る歯科は差別されて当然とか，新しい制度にみな
協力して従おうとしている時に，歯科だけが突び
上ってとりたい放題の時間をとることをどう思って
いるのだ，という質問に対しても実に冷静に丁寧に
答えている。

数々の激論の末に昭和２２年６月２０日の総会で採決
となり，１４対１４で賛否同数となったが，議長安倍能
成委員長の賛成によりわずか一票差で歯科の教育年
限６年が決定した。安倍委員長の賛成で決定したの
であるが，なぜか歯科界では当日議長を務めたのは
実は南原繁副委員長で南原の賛成で決定されたとい
う資料が多く存在している。しかし近年公開された
速記録を中心とする資料によると，その様な事実は
なく，安倍委員長によって決定された事が明らかで
ある３）。またこれ等の資料により奥村の活躍があら
ためて明らかになった。戦後の歯科医学教育改革の
立役者は奥村鶴吉だったのである（図１６）。

もしもこの時６年制になっていなければ，その後
新制大学のあり方が論議され，前半の２年に一般教
養が義務づけられた。そうなると，病院実習も含め
て２年間で専門教育を終了せねばならず，歯科教育
審議会での論議もすべて水の泡となり，現在の歯科

衛生士教育の水準以下となり大変な事になっていた
であろう。

新制の歯科大学に移行するには教育刷新委員会だ
けでなく，さらに大学基準協会の審議も通過しなけ
ればならなかった。

大学基準協会には歯科教育審議会での決定事項を
提出し，これが認められた。歯科教育審議会で各委
員が情熱を注いだ事がやっとここで活かされたので
ある。

しかし大学基準協会では，歯科大学と医学部の予
科が問題となった。昭和２２年３月成立した学校教育
法５５条で大学は原則４年制となっており，予科の部
分は他の大学で修めるべきであるとして，その存在
は認めないとされた。医学部と官立の医科歯科大学
はこれに従ったが，私立の歯科大学は同窓の浄財で
設立したばかりの予科を廃校にするにしのびず，そ
のような法律の解釈に反対した。その後文部省の示
唆により短大転換を目指す等色々なことがあった
が，結局昭和２９年までに法の一部改正が実現しなけ
れば予科の存続は認めないということになった。私
立歯科大学だけの力で法の改正は無理だったかもし
れない。しかし学校教育法５５条は医学部進学をめ
ぐって多くの大学で問題となり，法の一部改正が実
現し，進学課程が出現することになった。そこで東
京歯科大学では新校舎建設にふみ切り市川にデンタ

図１５ 教育刷新委員会第５特別委
員会（歯科臨時委員出席）の速
記録が掲載されている。

図１６ 教育刷委員会総会（安倍委
員長の賛成で決定された歴史
的瞬間）の速記録が掲載され
ている。
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ルカラーである鳩羽紫色の新校舎が完成した。昭和
２１年から千葉校舎移転まで多くの若人が市川の地で
青春を謳歌した。

「歯科医師である前に人間であれ」を建学の精神
とする東京歯科大学にあって，市川の空間は貴重な
ものであった。予科は３期生までが３年だった。学
生達は個性ある教授達と教室の中だけでなくお宅を
訪問したり，旅行をしたり，まさに個人指導による
人間教育を受けた。予科・進学課程は３年または２
年であったが，ここで学んだ人達の人生に於ける不
滅の一章となっている。

さて，戦後大学教育としてスタートした歯科医学
だが，奥村は「予想せざりし動機と成果」とこれを
総括している。母校においてその成果をより発展さ
すために奥村のとった道は慶応義塾大学との連携
だった。これにより，教育陣の強化，石河幹武の理
事就任による経営の近代化，市川病院の総合病院へ
の道が開かれることになった。歯科二元論をとる場
合，歯科大学でどこまで医学教育を行うべきかが常
に問題となるが，その意味で東京歯科大学市川総合
病院の存在は大きい（図１７）。こうして将来の大学院
設置の基礎ができることになった。

大学院の設置

昭和２９年７月に歯科大学の大学院設置基準が決定
された。東京歯科大学では昭和３２年１１月２５日大学院
設置認可申請書を文部省に提出，昭和３３年３月２５日

付で認可となった。単科歯科大学に併設された最初
の大学院であった。

昭和２０年１２月２４日，大学昇格を目指すと理事会で
決定されてからこの日まで，学校教職員の昼夜を分

図１７ 発足時と現在の市川病院

図１８ 戦後高等教育の再編
戦後の教育改革により A，B は再編されて C と

なった。医科と歯科は D となった。
注１．旧制高校には中学４年修了でも進学できた。
注２．旧制度の医科と歯科（大学と専門学校）の教育期

間は４年であった。
出典：文部省編，「日本における高等教育の再編

成」，１９４８．
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たぬ努力と，同窓の熱い母校愛によって，学校と同
窓が一体となり幾多の危機をのりこえて大学院がス
タートしたのであった。

戦後の大学改革は一般に専門学校が大学という名
称になっただけ，旧制大学は格下げになったとよく
言われるが，医科と歯科は高等学校卒業後６年間の
教育があり，その上に大学院がある本当の大学と
なった（図１８）。

医学部は高卒後７年間の教育を主張したが，先に
述べた教育刷新委員会で認められず，６年となった。
歯科は最初から６年を希望していたので，戦後の教
育改革で希望通り実現したのは歯科だけであった。
これは私達の先輩が命懸けで獲得したものだと言う
事を忘れてはならない。

おわりに

母校は高山紀斎によって設立され，それを継承し
発展させて校風を確立したのが血脇守之助であっ
た。血脇が生涯をかけて格闘した事は母校を本当の
大学にすることであった。血脇の夢はその存任中に
は実現しなかったが，奥村鶴吉学長の時代に大学に
昇格してリベラルアーツを獲得し，福島秀策学長の
時代に大学院が設置され，血脇の夢は実現した。

東京歯科大学の学風と伝統は，未来に高い目標を
かかげ，それに向って，学校と同窓が一体となって
前進することにある。過去の歴史はそれを物語って
いる。

私達は機会あるごとに過去と対話し，本当の大学
とは何か，母校はどうあるべきか，を考えて大学と
同窓が一致団結して未来を切り開くことが必要だと
思う。

母校創立１２０周年記念のタイトルが継承と発展と
なっている所以であろう。

終わりに臨み，東京歯科大学創立１２０周年記念事
業の一つとして作製された DVD「近代歯科医学教
育を拓く」をご参照いただければ幸いである。
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