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１．事件の発端

１９３６（昭和１１）年９月５日，東京府の八王子区裁判
所の検事局（八木新治検事）から，同区裁判所宛に略
式命令請求書が出された。その２日後の９月７日，
東京府歯科医師会西南多摩郡支部会員鈴木誠一氏
が，顎骨骨膜炎，歯槽膿瘍の治療上「静脈注射」を
行ったことが医師法違反に問われ，八王子区裁判所
から，略式命令により罰金２０円に処せられたことが
明らかとなった。ちなみに区裁判所は当時の第１審
で，軽微な民事・刑事事件を扱い，裁判官は１人，

検事局が併設されている。現在の簡裁もしくは支部
とも異なるが，いずれにせよ刑事告発に他ならな
い。
これに対して同氏は９月１６日，略式命令を不服と

し，同裁判所に対して正式裁判を仰いだ。さらに鈴
木氏は９月１９日東京府歯科医師会（酒井揆一会長，
東京市神田区淡路町２－８東京医師会館）を訪ね，
資料１－１に示すような略式命令書を八王子区裁判
所より送達されたが，このような不当な命令に服す
ることはできないとして，正式裁判を求めた旨，報
告した。そして，われわれ歯科医の業権擁護のため

はじめに

今日の我が国における歯科医療は，種々の面で混
迷を深めている。関係者の心情はもちろん，国民が
直接関わる施設の現場においても危うさが感じられ
る。すなわち医療福祉全般の不安，不信がはびこる
中で，歯科領域がことさらにこのような風潮の強い
影響を受けているのは，座視するに忍びない。
そうした危機感から，本論文は出発した。賢者は

歴史に学び愚者は体験に学ぶという先人の教訓から
も，貴重な過去の事例をこれまでと異なった切り口
で精査考察し，今後の歯科医療のための示唆を得た
いと思う。
例えば，かつて歯科医師による静脈注射が歯科医

療の範囲であるか否かが問われた裁判について，判
決が被告である歯科医を無罪とした歴史的結果を
知っている歯科関係者は少なくないと思う。しかし
１審は有罪で，２審の判決に至るまでの壮絶な経過

を知っている人は，今日どの程度居られるであろう
か。また，第２次世界大戦に敗れた日本が，連合国
軍という名の米軍による占領下において，歯科医師
の死亡診断書作成交付を禁止されるという，屈辱的
に改悪された歯科医師法に対し，ひとりの参議院議
員が文字通り身を賭して改正を勝ち取った直後，わ
ずか８か月の議員活動で急逝するまでの経緯など
は，歯科医療のための政治を考える上で，今後もき
わめて示唆に富むものと考える。
本論文作成の目的は，まさにこれらのエピソード

の経過にこそ将来の歯科医療を発展させるヒントと
エネルギーが潜在していると見るところにある。そ
して若い歯科医療従事者に自信を与え，勇気を喚起
し，将来への展望を開く力を鼓舞するためのみちす
じを示すと同時に，その次代を担う力がすべての医
療福祉関係者のみならず一般国民からの歯科医療に
向けた理解と信頼を獲得すべく，地道な努力を積み
重ねることを願っている。
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断然抗争する覚悟であるから，会の後援を願うとの
要請をした。

上記のような略式命令に添えて，被告人鈴木氏は
東京府歯科医師会酒井揆一会長宛に９月１９日づけで
歎願書を提出した。それは「歯科口腔施術領域擁護
に関する件」と題するもので，鈴木誠一，鈴木 進
（誠一氏の弟），鈴木かく，の三者連名になってい

たまたま よ

る。その中には「偶々外部よりの中傷に因り」とい
う記載があるが，歯科医師会側でも日本歯科医師会
会報第１７号（昭和１２年７月発行）の報告記事の中で，
後日ふたたび検事局へ投書した者があったことか
ら，翌昭和１２年４月８日時点の記録に，（同業者な
らんか）と危惧している。
略式命令直後の昭和１１年９月２５日，府歯科医師会

は臨時役員会を開催して協議の結果，本件に関して
は全幅的に鈴木氏を援助することに議決した。そし
て１０月２日弁護士を中井川吉次氏（歯科医，鈴木氏
兄弟）に依頼することとし，会長はじめ役員が出席
して種々協議した。

２．第１審（八王子区裁判所）始まる

１２月９日，被告の鈴木氏のもとに通達があり，１２
月１５日八王子区裁判所において公判が開廷されるこ
とになった。そこで１２月１１日，府歯役員会は証人と
して大澤勝人副会長，青木貞亮日本歯科医学専門学
校教授，遠藤至六郎東京歯科医学専門学校教授をた
てることに決定した。ところが，１２月１５日の公判は
八王子区管内に殺人事件が突発したため，延期と
なったことが記録されている。
結局，初公判は翌１９３７（昭和１２）年１月１２日開廷さ

れた。ここでは判事からの質問に対し，被告は公訴
事実を認定したものの，医師法違反にはならぬと思
い，略式起訴を受け入れずに正式裁判の要求をした
と発言した。検事は，略式命令請求等記載の公訴事
実を陳述した。鈴木被告は判事の訊問に対し，１９１９
（大正８）年７月２５日日本歯科医学専門学校を出て免
許を受け，同年８月１４日から歯科医をしているが，
現在地での開業は１９３４（昭和９）年５月頃からであ
る，と述べた。
第２回公判は２月１２日に開廷され，証人として遠

藤至六郎氏（５３歳），大澤勝人氏（４６歳歯科医師，淀

橋区柏木で開業，東京府歯科医師会副会長），次い
で検事側証人の加藤寛二郎氏（５３歳，警視庁医務課
長，東京市日本橋区浜町）の３氏がそれぞれの立場
から証言した。なお，この際予定されていた青木証
人の証言記録は見当たらず，後日の控訴審での証言
（要旨）が残っている。
第３回公判は３月１６日に開廷され，資料１－２の

ような判決の言い渡しがあった。中井川弁護士から
府歯科医師会への通知によれば，「遺憾ながら敗
訴」すなわち略式命令通りの結果となった。

３．控訴審への応援体制と訴訟の時代背景

この後，鈴木氏はさらに控訴したので，東京府歯
科医師会においてはひきつづき同氏の応援をするこ
とにした。主任弁護士で歯科医師でもある中井川吉
次氏に加え，応援弁護士として法学士で医学博士の
山崎 佐氏（略歴後述）を依頼した。あわせて日本歯
科医師会にも援助方を依頼し，歯科界挙げての本格
的な応援体制を敷くことになったことがわかる。
このころの時代的背景としては，歯科疾患の場合

重症感染症が多く，時には致命的な転帰を取る例も
あった。それに対し，第２次世界大戦をはさんで革
命的な治療法となったペニシリンをはじめとする抗
菌薬はもちろん，サルファ剤でさえ，少くも臨床の
現場には登場していない。軍事的要請から始まった
社会保険の普及も国民のごく一部にかぎられ，多く
は自費診療であったため，疾病が重症化した段階で
の受診も少なくなかった。
なお，この時代の歯科医師については４年制（第

２次大戦末期は３年半）の歯科医学専門学校が７，
８校程度存在したが，併行して歯科医師法施行前の
歯科医術開業試験制度も大正１３年まで存続していた
ため，その検定によって免許を取得した歯科医もか
なり従事していた。さらにその歯科医術開業試験制
度が廃止となったことを受けて，３年制の夜間で教
育する歯科医学校が創設された。この制度で卒業
後，国の歯科医師試験に合格した歯科医師も活躍し
ていたという実態がある。歯科医専卒業者はそのま
ま歯科医師免許を取得できたが，歯科医学校の卒業
生には前述の国家試験が科せられたので，これを突
破する者の数は比較的少ないだけに，合格者には刻
苦勉励型のきわめて優秀な者がいたとされる。
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このことは医師も同様で，明治以来の国立の帝国
大学，大正以降の医科大学，私立医専（慶應，日大
を除く）と歯科よりも多様であり，医術開業試験で
資格を取得した者もかなり存在していた。さらに地
方によっては無免許で医療や歯科診療，とりわけ義
歯を作成装着するものが絶えず，前処置として簡単
な抜歯までやってしまう者もあったとされるが，辺
鄙な無医村では住民も暗黙の了解をして行われてい
たふしがある。
昭和１０年代はいよいよ軍事色が濃厚となり，１９３７

（昭和１２）年７月には盧溝橋事件を発端として日中開
戦となった。第二次世界大戦突入後は特に軍医不足
を補うため，旧帝大（東京，京都，東北，九州，北
海道，大阪，名古屋）や旧制六医科大学（新潟，千
葉，金沢，岡山，長崎，熊本）に臨時附属医学専門
部が設置された。一方で歯科から医師養成コースに
転入するなど，戦時下とはいいながら弾力的な例も
あった。特に１９４０（昭和１５）年から新潟医科大学と熊
本医科大学は，歯科医専卒業者を学士試験の上で受
け入れていたので，このころは歯科医師と医師の両
方の資格を有する者がかなり生じた。
現在の高校（１６～１８歳）に相当する旧制中学（１３～

１７歳，飛び級制度あり）から旧制高校などを経ずに
直接進学するコースもつくられ，１０年代の終わりす
なわち敗色濃厚となってからは，４年制の専門学校
を半年繰り上げの３年半で卒業させるようになっ
た。

４．弁護士，証人に大物を動員

控訴審の準備は，大変なエネルギーを要したもの
と推察される。なにしろ裁判官，検事に対して被
告，弁護士が立ち向かう図式は，現代とは全く異な
る社会的背景を前提とするからである。前者は
「官」それも大日本帝国憲法下の国家権力そのもの
である。それに対していわば平民たる被告，弁護士
がお上に苦情を述べるなどということは，制度上認
められていても不埒千万という社会通念が支配的で
あったことを考慮すると，控訴審までの経過はまさ
に背水の陣を敷くに等しい苦労が関係者にあったに
違いない。そこで，主任弁護士は第１審にも登場し
た中井川吉次氏，さらに応援弁護士としては前述の
ように，法学士で医学博士の山崎 佐氏が依頼され

た。
この山崎氏は日本人名大辞典によると，１８８８（明

治２１）年千葉県生まれで東京帝大卒業後判事とな
り，原 敬首相暗殺事件などを担当した後，弁護士
となった。また母校東京帝大では医事法制を教えた
が，順天堂大学でも教鞭をとった。蔵書は順天堂大
に寄贈され，山崎文庫として残っている。著書のひ
とつ，「各藩医学教育の展望」（国士社，昭和３０年４
月１日発行，定価１３０円，絶版）は，現代からすれば
薄い小さなパンフレットのような形状であるが，内
容を見るとその厖大さに圧倒される。綿密な調査は
ほとんど自力で行ったものと思われ，１００近い各藩
における江戸後期からの医学教育を調べあげてい
る。昭和１７年から昭和２８年にかけて日本医史学会第
５代理事長，さらに日本弁護士連合会会長などを歴
任した人物である。１９６７（昭和４２）年，７９歳で没し
た。
一方，証人としては検事側から第１審にも登場し

た警視庁医務課長加藤寛二郎氏，内務省衛生局防疫
官加藤源三氏，弁護側から東京歯科医学専門学校教
授医学博士奥村鶴吉氏，日本歯科医学専門学校教授
医学博士青木貞亮氏，九段坂病院長医学博士福岡五
郎氏，日本歯科医師会理事田村一吉氏，の各氏で
あった。まず，第３回公判では福岡，青木氏の証言
が行われているが，当人からの答弁要旨が得られな
かったため，資料の中では傍聴者による要旨に止
まっている。
青木氏（１８９３～１９７６）については，榊原悠紀田郎教

授の「続歯記列伝」（クインテッセンス出版）にくわ
しい。榊原評によれば，青木氏のことを歯科レント
ゲン，歯科補綴，学校歯科，国鉄嘱託医など多彩な
道を歩んだ人となっている。日本歯科医学専門学校
の創立者中原市五郎氏を同郷の先輩と仰いで長野県
から上京，１９１４（大正３）年９月に同校を卒業した。
同年１２月に渡米，サンフランシスコの縁故者の医師
に寄寓して語学を勉強したのち，日歯専の２期先輩
である北村二郎氏のいたシカゴのロヨラ大学歯学部
で補綴学，レントゲン学を学んでいる。１９１６年７月
に帰国後は母校で補綴学の教授となり，附属病院の
副院長を兼ねながら新設されたレントゲン科の指導
も開始している。後年第１回日本歯科医学会総会
（１９４９（昭和２４）年１１月１２～１３日）が開催されるに先
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だって，時の社団法人日本歯科医師会会長であった
佐藤運雄氏から同会学術会議議長を指名，委嘱され
ている。この人事は佐藤会長の熟慮の結果とされ，
青木氏の人柄から当時の難しい歯科の学界を束ねる
調整役として期待されたものと思われる。

５．いよいよ控訴審へ（資料１－３）

第１回公判は１９３７（昭和１２）年６月４日に開廷さ
れ，型通りに検事による控訴事実の陳述，被告の事
実審理，中井川，山崎両弁護士の補充訊問のあと，
次回公判の日程を決め，わずか１時間で閉廷してい
る。第２回は検事側，弁護側双方の証人申請にもと
づき，それぞれ決定した。

６．第３回公判，証人訊問開始

９月３日の第３回公判で，最初に福岡五郎証人は
率直に，自分が内科専門なので「クロール，カルシ
ウム」の消炎鎮痛効果についてはあまりよく知らな
いと述べ，その一方「クロール，カルシウム」の静
脈注射に危険はない。また操作もたいしてむずかし
いものではないと断定している。ただし，歯科医師
がこれを行ってよいか悪いかは知らないとの発言
に，山崎弁護士は補充訊問でダメ押しをした。
「知らないというのは歯科医がやってはいけない
という意味か，あるいは歯科のことを全く知らない
という意味か。」
「歯科のことは全く知らない。」
このダメ押しは重要である，と筆者は考える。
このあと，裁判長は青木貞亮証人に対し，福岡氏

と同様の訊問をした。すなわち「クロール，カルシ
ウム」の消炎鎮痛的効果，静脈注射の危険の有無，
副作用の有無，静脈注射操作上の難易等について，
青木氏はつぎのように答えている。
『「クロール，カルシウム」の静脈注射は当然為す
べき歯科医師の診療範囲であって，歯科医学校にお
いてもこれらを教授し臨床上に応用をみとめてい
る。本注射は副作用を起して全身に危険を生ぜしむ
ることは絶対にない。歯科医師は歯牙に起因する疾
病に限り，口腔外といえども治療し得るものであっ
て，「クロール，カルシウム」の静脈注射は消炎鎮
痛の目的をもって一般に行われている治療法であ
る。』

７．日本歯科医師会長の上申書（資料１－４）

９月２５日付けで日本歯科医師会は，血脇守之助会
長名で東京刑事地方裁判所宛に上申書を提出した。
このことは本件に対する日本歯科界の著しい危機感
を示すもので，もちろん各専門家による共同作業に
ちがいないが，内容として塩化カルシウムの日本薬
局方における取扱などの文献や，東京歯科医学専門
学校における学科課程の資料を添えて，多角的に静
脈注射の必要性，安全性，教育方法などを述べてい
る。なみなみならぬ全力投球の気魄を感じるのは，
先人達の「明治」の空気であろうか。

８．第５回公判

第４回の証人加藤源三氏は病気入院のため，代理
として内務省衛生局防疫官阿部敏雄氏が，延期され
た第５回公判の証人台に立った。阿部証人は検事側
の立場で発言したものとみなされるが，資料によれ
ばあまり有効な内容になっていない。最後には「自
分は，歯科の方面は余りよく知らない」と答え，結
果として間接的ながら被告，弁護側を利するものと
なっている。

９．第６回公判

この公判では，爾後の証人喚問の予定が話し合わ
れている。すなわち検事側から希望のあった加藤寛
二郎氏は第１審の証人をつとめ，その判決に大きな
影響を与えた。中井川弁護士によれば，加藤証言を
偏重した結果，被告側証人（遠藤至六郎，大澤勝人
両氏）の証言や弁護士の弁論がほとんど無視された
判決であったと，後の控訴審における弁論でも批判
している。その加藤氏の再登場である。これに対し
山崎弁護士は奥村鶴吉氏を申請，両氏とも証人とし
て喚問することに決定した。

１０．第７回公判（資料１－５）

この公判は１２月８日に開廷され，本件における重
大な節目となった。奥村氏並びに加藤氏の証言と弁
護士からの証人に対する補充訊問に加え，双方から
多数の証拠書類が提出された。日本歯科医師会から
提出されたのは「道府県歯科医師会歯科診療報酬料
金表」で，この中には静脈注射に関する規定もあ
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り，地方長官（知事）において認可されたものである
ため，静脈注射を合法とする被告側にとって最も有
力な証拠書類と期待された。
しかし，先行する奥村氏の証言は本人も結果的に

不満足であったらしく，直後に証言を補足するため
の上申書（次号資料１－７）を提出している。最も懸
念されたのは「クロール，カルシウム」の副作用に
関する件であるが，中井川弁護士の補充訊問で，
『「腎臓炎の場合にはクロール，カルシウム」の静
脈注射は悪い影響があるといふことを聞いて居りま
すが』との質問に対し，
「かえって利尿剤として役立ちますから」と回答
している。
このころすでに専門家の間では，薬物による副作

用とかショックという現象が知られるようになって
いたが，“薬信仰”は一般庶民のみならず医療関係
者にもかなり浸透していた。したがって現代の常識
である「薬は毒に等しい」とする感覚には，及ばな
かったと思われる。
これに対し，検事側および医師側の考え方や切り

口は，非常に参考となる。まず関心を引くのは，加
藤寛二郎証人の発言内容である。歯科に対する攻撃
材料のエッセンスが込められているといってよいで
あろう。現代でも，歯科のイメージは外部から見る
とこのようなものかと，妙に納得する箇所が少なく
ない。例えば，加藤氏はつぎのように述べている。
「（前略）従って歯科医師の教育は口腔の疾患，歯
齦（ぎん）の疾患，技工といふ範囲の診療能力が附与
されて居ると考へます。……そこで国家試験でも歯
科医師法に基いて科目が定められて居て，薬物学で
も病理学，口腔外科学等も歯科医師に必要な程度に
止められて居る。」つまり教育も国家試験も，狭く
限定的な範囲になっている，と説明している。
一方，上膊部にクロールカルシウムの静脈注射を

行ったことについて危険性を強調する際，加藤氏は
薬剤の問題点と静脈注射自体の手技とをおそらく意
図的に混同している。すなわちクロイドギン，サル
バルサン，トリパフラビンを例示しているが，ク
ロールカルシウムの話とは直接関係がない。サルバ
ルサンは躯黴（梅）剤であったが，その危険性から今
日では排除されている。あえて危険性の高い薬剤を
取りあげて，静脈注射自体の問題から離れて，すり

かえた論理に引き込もうとしていることに，注意し
なければならない。
こういった意味で今後の歯科関係者には，理論武

装上でもこの資料（次号資料１－６）が大いに利用さ
れることを期待したい。同時に歯科の問題点を克服
するための反面教師，教材と考えて，体質改善に向
けた目標構築の手段とすべきであろう。

（参考文献等は最終回に一括して掲載）

資料１－１ 八王子区裁判所からの略式命令

昭和１１年衛第２９４号
略式命令

西多摩郡青梅町青梅１６８番地
歯科医師 鈴木誠一 當３９年

右（上記）医師法違反被告事件に付，略式命令を為すこ
と次の如し
主文
被告人を罰金貳拾圓に処す。右完納すること能はざる
場合は貳拾日間労役場に留置す
事実
被告人は歯科医師なるところ，医師の免許なくして昭
和１０年４月下旬頃より昭和１１年６月１５日頃に至る迄の
間，西多摩郡青梅町青梅１６８番地自宅医院に於いて川口
キヨ外３名の下顎骨膜炎及び歯槽膿瘍等を診断し，之を

それぞれ
治癒する為め夫々歯科医術の範囲外なる上膊部クロール
カルシューム静脈注射を為し料金を徴し，以て医業を為
したるものなり
適條
医師法第１１條，刑法第１８條

昭和１１年９月７日
八王子区裁判所
判事 栗山 哲

被告人はこの命令送達の日より７日内に正式裁判の請
求をなすことを得
右謄本也

月 日
同裁判所書記 森田京治 印

資料１－２ 静脈注射事件の第１審判決文（要旨）

歯科医師 鈴木誠一 當四十年
右者に対する医師法違反被告事件に付當裁判所は検事
唐津志津麿関与審理を遂げ判決すること左の如し
主文
被告人を罰金二十圓に処す
右罰金を完納すること能はざるときは金二圓を１日に
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換算したる期間，被告人を労役場に留置す。訴訟費用は
全部被告人の負担とす
理由
被告人は歯科医師なるところ，医師の免許なくして昭
和十年四月下旬頃より昭和十一年六月十五日頃に至る迄

おい
の間，自宅医院に於て川口キヨ外三名の下顎骨膜炎及び
歯槽膿瘍等を診断し之を治癒する為め夫々歯科医師の範
囲外なる上膊部クロールカルシウム静脈注射をなし料金
を徴し以て医業を為したるものなり。
証拠を按するに判示事実は（一）被告人の當公廷に於け
る自分には医師の免許なし。判示場所に於て判示患者の
歯牙を診断治療するに當り，判示注射を施し料金を徴し
たること相違なき旨の供述，（一）証人加藤寛二郎の當公
廷に於ける歯科医師が口腔内の疾患治療を直接の目的と

たとえ
して口腔以外の上膊部等に静脈注射を為すは仮令その目
的は口腔以外の他の疾病治療にあらざるものとするも歯
科医師の範囲を超越したる所為と認むる旨の供述を綜合
考覈し之を認む。
法律に照すに被告人の所為は医師法第十一条第一項に
該當するを以て所定刑中罰金刑を選択しその金額範囲内
に於て被告人を罰金二十圓に処し（以下略）

資料１－３ 控訴審

第１回公判
第１回公判は昭和１２年６月４日午前１０時より東京刑事
地方裁判所第２部第３号法廷に於て大野裁判長の係で開
廷され，検事の控訴事実の陳述ありたる後，被告鈴木誠
一の事実審理，中井川，山崎両弁護士の補充訊問があっ
た。
次回は７月２日と決定して午前１１時閉廷した。
第２回公判
第２回公判は７月２日開廷され，証人として申請中の
警視庁医務課長加藤寛二郎氏，内務省衛生局防疫官加藤
源三氏，東京歯科医学専門学校教授医学博士奥村鶴吉
氏，日本（歯科）医学専門学校教授医学博士青木貞亮氏，
九段坂病院長医学博士福岡五郎氏，日本歯科医師会理事
田村一吉氏，の中加藤源三氏，青木貞亮氏，福岡五郎氏
が証人として決定され，次回は９月３日に開廷すること
となった。
第３回公判
第３回公判は９月３日午前１０時開廷せられ，証人とし
て先ず第１に九段坂病院長福岡五郎氏，次に日本歯科医
学専門学校教授医学博士青木貞亮氏の証言があり，引続
き中井川，山崎両弁護士から補充訊問があり，中井川弁
護士は現行健康保険の歯科診療範囲及（び）東京府歯科医

ゆえん
師会会則等を引例して，本件は違法ならざる所以を附加
し，次回は９月２７日と定めて閉廷した。
福岡五郎氏，青木貞亮氏に対する裁判長の訊問並（び）

に両氏の証言は次の通りである。
福岡五郎氏証言
裁判長 「クロール，カルシウム」の消炎鎮痛的効果，
静脈注射の危険の有無，副作用の有無，静脈注射操作
上の難易等に付き訊問
福岡氏 「クロール，カルシウム」の消炎鎮痛的効果に
つい
付ては自分は内科を教へて居るので余り良く知らない
が，歯科に於て之を為す場合もあるかも知れない。
「クロール，カルシウム」の静脈注射は，危険は無
い。又之に伴う操作の難易に付ては，たいして六ケ敷
い（むずかしい）ものでは無い。医師としての教養ある

しか
ものならばできるが，併し歯科医師が之を行って良い
か悪いかは自分は知らない。
山崎弁護士より補充訊問として
山崎弁護士 知らないと云ふのは歯科医がやってはいけ
ないと云ふ意味か，或は歯科のことを全く知らないと
云ふ意味か。
福岡氏 歯科のことは全く知らない。
青木貞亮氏証言
裁判長 福岡氏と同様の訊問を為したるに対し
青木氏 「クロール，カルシウム」の静脈注射は当然な
すべき歯科医師の診療範囲であって，歯科医学校に於
ても之等を教授し臨床上に応用を認めている。
本注射は副作用を起して全身に危険を生ぜしむるこ
とは絶対にない。歯科医師は歯牙に起因する疾病に限
り，口腔外といえども治療し得るものであって「ク
ロール，カルシウム」の静脈注射は消炎鎮痛の目的を
もって一般に行はれている治療法である。
（福岡，青木両氏の答弁に付いては両氏に答弁要旨の
送付方を依頼したるも，回答に接しなかった為め當時傍
聴せる要点を掲げて置くに止める）

資料１－４ 日本歯科医師会血脇守之助会長の上申書

日本歯科医師会に於いては静脈注射事件の判決の如何
は将来斯界伸展の為め重大なる影響あるを憂慮し，全歯
科界の声として次の如き上申書を昭和１２年９月２５日附を
以て東京刑事地方裁判所宛提出した。
上申書
今回東京府西多摩郡青梅町歯科医師鈴木誠一に関する

ところ
医師法違反被告事件御審理の趣，拝承仕り候処，右事件
に関連して問題と相成候歯科医師が，歯科疾患治療の為
に行ふ塩化「カルシウム」溶液静脈注射可否の件は，そ
の成行き如何は斯業の将来に及ぼす影響極めて大なるも
のあるを以て業界の大問題として歯科医事衛生関係者の
ひと
齊しく之が成行きを憂慮し速やかにその公正妥当なる解
決に到達せむことを熱望致し居る次第に有之候。就いて
は本会は歯科医業将来の健全なる発達を専念する立場よ
り左に本件塩化「カルシウム」溶液静脈注射可否に関す
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る卑見の一端を上申し聊（いささ）か御参考の資に供し度
く候條本会の意見篤と御諒察を賜わり可然（しかるべく）
御高配相煩度此段特に及悃（懇）願候。
昭和１２年９月２５日

日本歯科医師会
会長 血脇 守之助

東京刑事地方裁判所御中
記

近時歯科医事衛生の発達に伴ひ，歯科医師の行ふ医療
も長足の進歩を遂げ，歯科医業の範囲も漸次拡大の趨勢

まこと
にあることは，洵に当然のことと謂うべく，従て歯科医
業の範囲は歯牙，口腔粘膜及顎骨の疾患並に症候の治療
にあること固よりなりといえども，其の治療の方法種類
に至りては，法規上に於ても何らの制限を加ふることな
きを以て，其の方法は，単に之を口腔内局所に対する処
置にのみ止まらず，更に必要ある場合は，口腔内疾患の
治療を直接の目的とし，口腔以外の局所より，之に対し
治療を加ふることあるも，之れ又歯科医師に対し許容せ
らるべき治療処置なりと謂わざるべからず。而して，以
上の見地より，歯科医の行ふ塩化「カルシウム」溶液静
脈注射の可否に付て考察するに，
㈠ 歯科医業に於ける塩化「カルシウム」溶液静脈注射
の目的
歯科医師が歯科疾患に対し，塩化「カルシウム」溶液
の静脈注射を行うは，主として歯性顎骨炎症其の他口腔
内局所炎症病巣（並）に其の附近に現れたる症候を軽快或
は消失せしめ，又は応に現れんとする炎症々候を予防す
るを目的とす。
㈡ 塩化「カルシウム」溶液静脈注射の歯牙疾患に対す
る作用及効果
塩化「カルシウム」溶液の静脈内注射は，之を施用方
法より観察せば，所謂全身的施用法に属するも，本薬の
消炎機転に関する薬理は，全く炎症病巣に対する「カル
シウム・イオン」の局所選択的の直接作用，換言せば血
管透過性軽減に基く局所的消炎作用なり。即ち本薬が多

しばしば
くの場合に消炎の功を現し，屢々又著功を奏する所以は
更に「カルシウム・イオン」のこの炎症巣局所血管透過
性軽減に基く管内液状成分並に固形成分の管外脱出制止
による一種の収斂機転に基因する消極的局所消炎機転に
因るものと認められ居れり。従て，この点に関しては，
内服による解熱，催眠，鎮痛薬の作用理論とは其の趣を
全く異にす。即ち是等は全身施用法にして全身作用な
り。
而して，種々なる型及種類の歯性顎骨炎症其の他に基
く発炎局所に対し，現在一般に行はれつつある消極的消
炎療法は，大多数の場合に，患者の激烈なる苦痛を短時
間に軽減せしめ得ざるのみならず，積極的消炎療法，観
血的消炎療法は屢々却って症候を急速に増悪せしめ，時

もたら

としては生命の危険をさへ齎すことあり。然るに本薬の
静脈内注射に依る消炎療法は炎症を激増せしむること絶
対になし。
㈢ 塩化「カルシウム」溶液静脈注射の他の組織臓器又
は疾病に及ぼす影響
⑴ 一般の慣用量たる塩化「カルシウム」の１～２％
液５．０，１０．０或は２０．０C, C, Mを静脈内に注射する場合
には，予期し得べき危険症候は，発生せざるを原則と
す。
⑵ 薬物学の教ふる所を綜合するに，歯科臨床に於け
る塩化「カルシウム」の１回慣用量並に一患者に対する
回数範囲（１～３回）にありては，他の臓器組織に対し悪
影響を与ふることなし。
⑶ 塩化「カルシウム」は，結核治療，強心薬，止血
薬，鎮痛薬，利尿薬乃至は鎮痛薬として各科の医師によ

ひろ
りて日常汎く賞用せられつつあり。従て，例へば結核患
者，心臓機能衰弱患者乃至腎臓炎患者等なることを知ら
ずして，本薬を注射したりと仮定するも，其の故に直ち
に以て危険なる症候発するの理なく，臨床の事実亦之を
立証せり。
㈣ 日本薬局方に於ける塩化「カルシウム」の取扱
第五改正日本薬局方（昭和７年実施）は本薬を普通薬と
して収載し，別に又塩化「カルシウム」の２５％溶液を塩
化「カルシウム」液として認め，本邦薬物学の権威京都
帝大名誉教授森島庫太博士は其の著，薬物学（昭和１１年
版）に於て，後者を痙攣或は喀血に対し，静脈内に注射
すべきことを記述せり。
日本薬局方は，普通薬に対しては，１回極量並に１日
極量を規定命令せず。而して本薬を普通薬として収載処
理す。それ本薬が其の慣用使用量を超過して用ひ，或は
慣用濃度を超える濃厚液たる３％溶液以上を使用する
も，大なる危険を惹起することなき事実を立証するもの
と謂うを得べし。
㈤ 塩化「カルシウム」溶液の施用方法
本薬は皮下に注射し得ず，静脈内に注射するを原則と
する薬品なり。
㈥ 静脈内注射を歯科治療上必要不可欠とする主なる理
由
解剖学上の関係より，歯牙疾患は顎骨骨膜炎，歯齦炎
口内炎等を頻々と続発す。之を臨床上の事実に徴する
に，歯痛を主訴として歯科医の診療を乞ふ患者の約２５％
内外，熱を伴ふ歯痛患者或は頬部の腫脹を伴ふ歯痛患者
の約６５％内外は種々なる型の急性骨膜炎又は急性骨髄炎
なり。
而して顎骨の炎症の場合には，炎症中心巣は概して骨
の内部に存するが故に口腔内より局所的に薬品を歯齦面
に塗布する方法，皮膚面より行ふ罨法其の他の局所消炎
療法は，多くの場合に鎮痛の功を発せざるは周知の事実
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なり。故に若し歯科医が広義の意味に於ける消炎薬（塩
化「カルシウム」，中性「トリパフラヴィン」，葡萄糖液
等）を皮下或は静脈内に注射すること能わざれば歯科医
は有効無害なる薬品を炎症巣に到達せしむるに由なく，
従って歯科医は有効適切なる鎮痛消炎処置を患者に施し
得ざるにより，患者は永く無意味なる苦痛に呻吟するの
結果を生ずるに至るべし。
世間或は「歯科医は歯牙のみを処置し，鎮痛其の他の
処置たる静脈内注射は医師之を行へば足る」と謂うが如
き消極的意見なきを保し難きも，斯の如きは畢竟机上の
空論に等しく，社会の実情に反するものなり。凡そ一疾
患を二医師にて協同診療を行ふ利点は両医師共に当該疾
患に通ずることを前提条件として初めて成立するものな
り。
然るに本邦医師の大多数は歯牙疾患の症候を判定しつ
つ注射を行ふが如き方面に於てはその経験乏しきを通例
とす。従て，単純なる一疾患を治療するが為に一日に二
医師の治療を受くることは，徒らに患者の負担を重から
しめ，苦痛を大ならしめ，其の繁に耐えざらしむるのみ
ならず又合理的療法を行ふ所以に非ず。
㈦ 静脈内注射に関する直接の理論，基礎知識並に技術
的操作に関する歯科医師の教養と其の程度
上述の如く，現代に於ては，歯科医療を完全に遂行す
る上に於て，消炎，鎮痛を主目的とする静脈内注射療法
は，日常臨床上緊急不可欠なるのみならず，其の応用は
既に一般的事実に属す。而して歯科医学専門学校に於て
は現に学生に対し，歯牙並に口腔粘膜，顎骨の炎症性疾
患に対する治療法の一法として，静脈内注射に関する諸
般の理論並に其の技術的操作を患者につき教授し，且つ
一方には実習をなさしめつつあるものにして，之は全く
将来卒業後，歯科医業として之を治療上に応用せしめん
が為の目的に外ならず。而して
⑴ 静脈注射に関する技術的操作は原則として，極め
て簡単なるが故に，従って其の操作を習得すること決し
て困難にあらず。歯科医師として，普通の教養と注意と
を有するものとせば，毫も危険を伴ふことなく之を実施
し得べき処置なりと信ず
⑵ 静脈内注射に関する基礎的知識，理論は主として
全身解剖学，薬物学，内科学及内科的診断学，外科学総
論，病理総論等の概念を学習することに依って，之を修
得し得べし
今，現在各歯科医学専門学校教授課目，授業時間数，
担任教授等を検討するに，何れも是等の知識，理論を修
得するに必要なる課目は総て之を網羅し，必須課目とし
て実際に授けつつあり。
別表は東京歯科医学専門学校学科課程なるが，課目，
時数等は文部省の認可によるものにして，各歯科医学校
に於ても之と大同小異なり。歯科医師試験にありては，

ここ
科目の名称並に科目数の点に於ては茲に掲ぐる表とは多
少の差あるも，提出せらるる問題に就て比較検討せば是
亦前者と大同小異なるを知るべし
㈧ 歯科医師の行ふ口腔内局所以外の部に対する治療行
為
歯科医師は口腔内疾患に対し口腔内局所に対し処置を
講ずると共に必要ある場合は解熱剤，鎮静剤，催眠剤を
投薬し，或は超短波電気治療等を口腔内局所以外の部よ
り口腔内疾患の治癒を目的として行ふことは既に許容せ
られ居るものなり。
即ち上述の諸点を綜合するに歯科医が歯科疾患に因る
顎骨の炎症に対し，消炎鎮痛誘導等の目的を以て行ふ塩
化「カルシウム」溶液の静脈内注射は其の治療的効果に
於て多くの場合に著功あることは学者並に臨床家の一般
に認むる所なり。而も他の臓器組織の機能に何らの悪影
響を及ぼさざる性能に鑑み歯科疾患に対し極めて有効適
切なる治療方法なりと確信するものなり。従て又之を歯
科医師が行ふも行政取締上何らの支障を来さざるものと
信ず。
故に右静脈内注射は歯科医師に於て当然之を為し得べ
き正当なる治療行為なりと認むるを相当とし，従て歯科
医業の範囲に属する業務なりと思料する次第なり。

資料１－５ 奥村鶴吉氏証言

第７回公判
第７回公判は１２月８日午前１０時開廷せられ，証人とし
てまづ第１に東京歯科医学専門学校教授医学博士奥村鶴
吉氏次に警視庁医務課長加藤寛二郎氏の証言があった。
尚中井川，山崎両弁護士より補充訊問があり，奥村鶴
吉氏並に中井川弁護士より多数の証拠書類の提出があっ
たが，本会（日本歯科医師会）より提出せる道府県歯科医
師会歯科診療報酬料金表規定中には静脈注射に関する規
定あり，地方長官（知事）に於て認可せられたるものなる
を以て最も有力なる証拠書類と思料せられた。
次回は１２月２０日開廷と定めて閉廷。
両氏に対する裁判長の訊問及答弁は次の通りである。
奥村鶴吉氏証言
裁判長 歯医者が歯の痛みを止める為に，静脈注射をす
る場合，歯医者としてやり得るかどうかといふことが
主たる問題になって居るが，第一に治療の為に静脈注
射を行ふことがあるかどうか。
奥村氏 あります。
裁判長 どういふ場合に注射を行ふか。
奥村氏 それには三つの場合があります。
第一は鎮痛，二は消炎，三は消毒であります。

裁判長 その場合に用ふべき薬品は。
奥村氏 塩化「カルシウム」「トリパフラビン」葡萄糖
液の三つが現在使用されて居ます。
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裁判長 静脈注射をするにはむづかしいか，また危険を
伴ふか。
奥村氏 他の歯科手術に比して特にむづかしいとは考へ
られません。危険があるのは，消毒の不完全，或は薬
液の問題であります。消毒の問題は歯科の方では特に
慎重に注意して居ります。
裁判長 歯科医師として普通の教養があれば，此の静脈
注射は為し得る処置かどうか。
奥村氏 為し得る処置であります。学校に於てもそれに
関する色々な教授をして居ります。臨床上実習も行っ
て居ります。
裁判長 其の教へるのは単に参考として教へて居るの
か，或は実際に使用し得る程度に教へて居るのか。
奥村氏 使用し得る程度に教へております。或る種類の
疾病に依っては静脈注射をすることが必要であるの
で，単に参考といふのではなく教へて居ります。
裁判長 或る症状に依っては欠くべからざるものとして
教へて居るといふのかね。
奥村氏 左様でございます。
裁判長 歯科的治療は只口腔内の疾患とか歯の治療だけ
に制限されるのかどうか。
奥村氏 歯の神経に対する処置丈けでは身体の外の部分
に関係なく出来る訳であります。一度深部に波及し疼
痛が激しい時には直ぐ手を着けることは危険でありま
すから，それを一度鎮静してそれから治療する必要が
起って来ます。ずっと前には只歯の治療をして居れば
宜かったのでありますが到底局所だけの治療では間に
合ひません。充分効果を上げることが出来ないので，
此の静脈注射などがその一手段として採用して居りま
す。
裁判長 治療しやうと思ふと，その局所だけでなく，外
の部分からも行ふ必要があると云ふのだね。
奥村氏 歯の病が歯根膜に及び，歯根膜から骨髄骨膜等

ひろ
に炎症が拡がりますが，是等各組織は劃然境界をつけ
られないもので病の進行も自然境界がありません。歯
根膜に於きましても外部から薬をつけますことは困難
です。組織の奥深く隠れて居るのに遠方から薬をつけ
ることは非常に苦心を致しますが，殊に歯の周囲には
鋭敏な神経がございますから，患者も非常に疼痛を感
じます。これに外面から薬をつけて鎮静させやうと
思っても，中々効果がない。もう一つ消毒薬も余り強
い薬をつけますと，歯齦粘膜などは却って障害を蒙む
ります。時には骨に穿孔して薬を入れる事があります
が，之も却て痛みを激しくする恐れがあります。どう
しても静脈注射をして遠方から薬を入れてやると云ふ
必要が起って来ます。
裁判長 さふ云ふものを治療するには局所から治療する
ことは不適当だーー出来ない場合にはどうしても離れ

た場所から治療しなければならぬ，それには静脈注射
をしなければならぬ，さふすると斯う云ふ場合の治療
方法としては，どうしても静脈注射に依らなければな
らぬといふのだね。
奥村氏 痛みが激しい場合には，炎症が進行して居りま
すから，痛みが益々激しい。其の場合には外面から直
接に薬を貼けまして罨法を致しますが，罨法では充分
に痛みが去りません。内服薬によって疼痛が去るとい
ふこともありますが，それで以て病が癒ったと患者は
思ひますが，病の方は無関係に進みまして，一時患者
に慰安を与へたのに過ぎません。炎症がありますと，
小さい血管が大変に拡張して居ります。そこから血管
の内容が漏れて居て，大変に痛みがあります。そこに
注射をすると，血管が収縮して，腫れがなくなり痛み
が去ります。
さうして「クロール，カルシウム」は細菌を殺す力が
強い。炎症の場合には白血球が出て細菌を殺すといふ
妙味がありますが，其の働きが「クロール，カルシウ
ム」に依て大変に強くなる。それで血管の方を縮める
作用と此の働きの二つがあります。此の二つの力があ
りますから「クロール，カルシウム」の注射を致しま
すと，一二回で良くなる。内服薬を与へたよりも非常
に利益があります。是が「クロール，カルシウム」が
唱導される大きな原因であります。「トリパフラビ
ン」も是も注射であります。矢張炎症を去り，痛みを
去る消毒の効果があります。もうひとつは葡萄糖の液
は同じやうに消炎作用を持って居りますが，是は殊に
体力を保有し，栄養を高めて全身の抵抗力を強くする
ので，全身の抵抗力を養ふといふ為に葡萄糖液を使ひ
ます。
裁判長 普通の場合には「クロール，カルシウム」は歯
根膜炎に対して最も適当な方法だといふのだね。
奥村氏 外にも方法がありますが，非常に有効なもので
あります。
裁判長 現在でも一般に行はれて居るのだね。
奥村氏 さうでございます。「クロール，カルシウム」
出血の時には偉効があります。歯齦の出血の時に使ひ
ます。昭和五年と思ひましたが，ドイツのフランクフ
ルトの大学で五百例に亘って研究して歯科雑誌に発表
して居ります。大変に有効なものであると歯科医界も
認識を深めたのであります。本年の一月にあった事だ
さうですが，京大の内科で蕁麻疹に対して「クロー
ル，カルシウム」を注射した結果，一時不快な現象を
起したといふ事が報告されて居ります。然し此場合に
も直ちに良くなったといふ。こんな事は例外で「ク
ロール，カルシウム」は臨床上極めめて安易に使はれ
ると思ひます。
裁判長 其れが為に病気になった事はないか。
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奥村氏 聞きません。
裁判長 此の事件では，女の人に注射をして脳貧血を起
こして居るが。
奥村氏 脳貧血を起こすのは「クロール，カルシウム」
の為だとは分かりません。只器械を見ただけで引繰返
へるといふのがございますから。
裁判長 結局「クロール，カルシウム」を注射するのは
今の所危険な治療方法ではないといふ訳だね。
奥村氏 外国の文献を見ましても。
裁判長 次に歯科医師会の健康保険に於ける歯科治療に
於て，静脈注射をした場合の報酬金額「クロール，カ
ルシウム」の注射料金にいて規定して居るかどうか。
奥村氏 各道府県歯科医師会に於て一般の料金規定は
まちまち
区々で，中には「クロール，カルシウム」と項目を
分けて料金を規定して居る所もありますし，料金規定
中に別に薬品の名前を書かないでやって居る所もあり
ます。注射する薬に依って違ひますから，歯科医師会
では地方長官に対して料金は幾ら幾らと其の承諾を得
て，標準報酬規定を設け其の中で静脈注射を普通やっ
て居ります。健康保険に於ける静脈注射に関してはお
尋ねがあるかと存じまして此処に持って来ましたが，
保険歯科医は昭和六年から本年まで数回静脈注射に
依って料金を受取って居ります。東京に於ても警視総
監に静脈注射料金を請求し，之を受領しています。
裁判長 健康保険に於て静脈注射をして支払を受けて居
る例があるといふのだね。
奥村氏 左様でございます。
山崎弁護士 警視総監が此の療法に対して料金を許可し
て支払って居るといふことも今の御説明で能く分りま
したが，若し歯科医師会に於きましてさういふやるべ
きものをやれないといふやうな場合になったならば
奥村氏 治療法は医者自身が選択に依ってやることであ
りますから，この方法を用ひることもあれば，外の方
法でやって居る方もありますから。
山崎弁護士 若し歯科医が「クロール，カルシウム」を
やってはならぬといふことになりますと医師にやって
貰ふことになりますが，医師で歯科医を兼ねて居る者
は何人ありますか。

奥村氏 唯今四十一名です。
中井川弁護士 只注射と抽象的に書いた所もあります
が，府県に依りましては注射の内容を明瞭に出しまし
て，当局の許可を受けてやって居るといふ所もありま
すが，これについて証人に御説明をして戴きたいと思
ひます。
奥村氏 各府県でそれぞれ規定を造りますから精細なも
のもあれば，簡略にしたものもあります。
裁判長 その中に「クロール，カルシウム」の注射とい
ふことを書いた所もあるのですね。
奥村氏 それも府県知事の認可を得て発表致して居ると
ころがあります。（規定表を提出，参考に供す）
山崎弁護士 歯科医師が死亡診断書を作製する場合，こ
れは東京に於ては警視庁の諒解を得て居りますか。
奥村氏 其の病名等に付当局の諒解に依ってやって居り
ます。全国はそれに準じて居ります。
山崎弁護士 死んだ時には斯う云ふ診断書を書く。
奥村氏 医者に求めますが，さうでなければ歯科医が単
独で致しますから。
検 事 塩化「カルシウム」の注射は歯科医のなし得る
所で，危険はないと言はれたが，危険がないといふこ
とは，その静脈注射を行ふ前に全身に対して診察をな
さなくて危険がないと言はれるのか，診察して危険が
ないといふ意味か。
奥村氏 全体の検査を致します。殊に血液の検査です
が，それが必要条件で，白血球の数とか，血液の検査
を致しまして，その病がどう云ふものであるかと云ふ
ことを判定致しまして。
中井川弁護士 歯科医師が全身の診査をしなければなら
ぬといふことは原則ですね。歯科医師の教養水準を
もって診察した後に，静脈注射をしても危険はない，
斯ういふことになりますね。
奥村氏 さうです。
中井川弁護士 腎臓炎の場合には「クロール，カルシウ
ム」の静脈注射は悪い影響があるといふことを聞いて
居りますが。
奥村氏 却って利尿剤として役立ちますから。
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