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はじめに

大学の淘汰される時代が始まっている。わが国の
出生率が高く，経済成長の著しい時期に設立された
比較的新しい大学が，激しく競いながらひしめいて
いる反面，明治期における創立以来１００年を経過し
た老舗の伝統校も，決して稀な存在ではなくなった

（表１）。さらに，またかつての国立公立私立の区分
が事実上なくなった結果，各大学ともにそれぞれの
存続をかけた必死の努力が多方面に向けられてい
る。すなわち近年，複雑な法的規制の多くが緩和さ
れ，教育や医療部門でさえ入学や病院案内などの印
刷物やウェブサイトから，大学の創立時の精神，沿
革，伝統，特徴等を PR あるいは宣伝する傾向が著
しい。

東京歯科大学は，平成２２年に大還暦とされる創立
１２０周年を迎えた。そして７０周年，１００周年時に引き
続き１２０周年でも記念誌を編集，刊行した１－３）が，そ
こで痛感するのは古い大学にありがちな「歴史の空
白」である。この点に関して関東大震災，第二次世
界大戦を経て多くの貴重な資料が失われたことか
ら，一般に承認された明白な史実とは異なる誤解，
曲解や，時には意図的な隠蔽，歪曲，捏造，中傷等
を疑わせる記述まで現れる危険性も懸念される。

わが国における医療，中でも歯科の歴史には複雑
な背景のあることが知られるようになってきた４）。
創立１２０周年を経過したわれわれは，今日まで辛う
じて残された古い資料や新たに発掘された文献等を
もとに，困難な作業を積み重ね，歴史の空白を埋め
る仕事を続けている。今回は東京歯科大学の起源で

ある髙山歯科医学院を継承した東京歯科医学院が，
わが国初の歯科医学専門学校に昇格する経緯につい
て，詳細に検証したので報告する。

１．髙山�齋の帰国と歯科診療所の開設

明治期における歯科医学教育の開祖髙山�齋
は，１８７８（明治１１）年に留学先の米国から帰国した。
すでに米国カリフォルニア州歯科医術開業資格を取
得していたが，２７歳にしてわが国の「医術開業試
験」により内務省免状（内外科，第１２９５号）を授与さ
れた，と記されている５）。

当時の医師免許制度は未整備で，医制（明治７年）
の「第３７条ノ趣旨ニ基キ醫師開業ノ儀ニ付別紙ノ通
管下ヘ布達可致此旨相達候事 追テ試業ノ方法ハ其
府ニ於テ取調可伺出事」とある内容が１８７５（明治８）
年２月１０日に文部省から三府（東京，京都，大阪）に
達せられていた。また，特に「官立大学及び欧米諸
国の大学の卒業者は無試験で開業し得る」とした点
が指摘５，６）されるのも，欧米尊重の時代背景を物語る
意味で注目すべきであろう。

同年６月京橋区銀座３丁目に「髙山歯科診療所」
を開設した髙山は，歯科診療のかたわら，１８８１（明
治１４）年には早くも「保齒新論（上，下巻）」７）を出版
した。その冒頭を紹介する（註：句点は筆者によ
る）。
「緒言 明治中興伎術旁求ノ典ヲ開キ、厚生利用ノ
政ヲ布キ、萬機維新百工彬興、就中醫學ノ如キハ、
歐米諸國ト殆ント歩武ヲ同フスルニ至ル。衛生ノ道
行政ノ一部ニ属セシヨリ、人皆護身保壽ノ緊要タル
ヲ知ル盛矣ト謂フヘキナリ。我齒科醫ノ如キ其術外
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科ニ属シ、其學衛生ニ基ク。固ヨリ輕視スへキニ非
ス。然ルニ世ニ之ヲ講究スル者少キニ由リ、身體ノ
病苦ハ名伎國手ヲ擇テ醫治ヲ乞フト雖モ、口齒ノ疾
患ハ之ヲ尋常入齒師ト稱スル者ニ委子テ、其精粗利
害ヲ問ハス。特ニ齲齒ヲ抜取シテ一時ノ痛苦ヲ止ム
ルヲ以テ足レリトス。夫齒牙ハ生活ノ門ニシテ全身
榮養ノ係ル所、其疾患ハ全體ニ連累シテ貴重ノ生命
ヲ亡フニ至ル懼レサルヘケンャ。世人ノ之ヲ思ハサ
ルハ、蓋シ積年ノ風習以テ然ラシムル所ト云ト雖モ
誠ニ歎スへキニ非スヤ。予深ク此ニ感スルコトアリ

（以下略）」
この後もわが国初の本格的な歯科教科書や口腔衛

生の啓発書など，多くの歯科医学書の著作，刊行に
も努力した。その意図は，先進的な米国歯科医学の
導入普及への意欲とともに，歯科以外の医科では明
治維新以来，漢方に代わってオランダ医学，次いで

ドイツ医学が主流となったにもかかわらず，一方で
入歯師や口中医が依然幅を利かす時世に対する批
判，問題提起でもあった（図１）。

２．医師免許制度の変更と各種学校の乱立

１８８３（明治１６）年１０月２３日，国は従来の「医師試験
規則」（明治１２年２月２４日内務省達甲第３号）を廃
し，「医師免許規則」（太政官布告３５号）および「医
術開業試験規則」（太政官布達第３４号）を制定し
た６，８）。そして医師については時期的に前期（基礎），
後期（臨床）と２段階に分けられ，特に後期には臨床
実技（触診，打診など）を含むものとなった。

ところが，歯科試験科目は同開業試験規則の第７
条に定められているものの，医師から分離した専門
科目とされ，実地を含む全科を１日の日程で終了す
る方式に簡略化された。すなわち医師には課せられ

表１ 現存する大学の創設年と校数

西暦 大学数 累積数 本学および歯科医学校関係

１６００以前 ４
１６０１－１７００ ２ ６
１７０１－１８００ ５ １１
１８０１－１８６７ １０ ２１
１８６８－１８８０ ５３ ７４
１８８１－１８９０ ６０ １３４ １８８８年東京歯科専門医学校

（４月１１日設立，８月３１日廃校）
１８９１－１９００ ２６ １６０ １８８９年歯科学校開校，１８９１年大澤歯科学校と改称，廃校不詳

１８９０年髙山歯科医学院設立 （東京歯科大学の前身）
１９０１－１９１０ ５０ ２１０ １９００年髙山歯科医学院を東京歯科医学院と改称

１９０５年京都歯科医学校設立（廃校不詳）
１９０７年共立歯科医学校設立（日本歯科大学の前身）

１９１１－１９２０ ３２ ２４２ １９０７年東京歯科医学専門学校（昇格，本邦初の歯科医学専門学校）
１９１０年東京女子歯科医学校設立
（１９２２年東京女子歯科医学専門学校に昇格，１９４７年閉校）

１９１１年大阪歯科医学校（大阪歯科大学の前身）
１９１４年九州歯科医学校（九州歯科大学の前身）
１９１６年東洋歯科医学校（日本大学歯学部の前身）

１９２１－１９３０ ７７ ３１９ １９１７年明華女子歯科講習所設立（１９２１年専門学校昇格）
１９３１－１９４０ ４６ ３６５ �

�
�

１９２６年文部大臣指定並に東洋女子歯科医学専門学校と改称�
�
�１９４１－１９４５ ２７ ３９２ １９５０年閉校

１９２８年東京高等歯科医学校（東京医科歯科大学の前身）
１９４６－１９５０ ５７ ４４９ １９４６年東京歯科大学（旧７年制）
１９５１－１９６０ ４２ ４９１ １９５０年東京歯科大学（新６年制）
１９６１－１９７０ ８１ ５７２ １９５８年東京歯科大学大学院歯学研究科設置
１９７１－１９８０ ４３ ６１５
１９８１－１９９０ ３７ ６５２
１９９１－２０００ ７１ ７２３
２００１－２０１０ ４９ ７７２

計 ７７２ ７７２
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た基礎的科目である物理，化学，解剖，生理等が，
歯科試験科目からは除外されたのである。また上述
のように当時のわが国の歯科では，従来家である口
中科や入歯歯抜を業とする者が圧倒的に多い反面，
新しい欧米式の歯科医療を実施できる専門家はきわ
めて少数（１９０６（明治３９）年の貴族院における文部省
報告によれば７０４人）のため，開業試験突破の道はそ
れら開業医に弟子入りするしかなかった８，９）。その結
果，歯科関係でも医術開業試験規則公布後，受験準
備のための「講習会」が各地に誕生することにな
る１０）。

なお，明治期は教育制度がめまぐるしく変遷し，
いわゆる制度化された小学校，中学校，高等女学
校，実業学校にも該当しない「未熟な学校」，もし
くは「職業に密着した教育を行う学校」というイ
メージを持つものとして「各種学校」というカテゴ
リーが生まれた。この各種学校については，土方お
よびその研究グループによる広汎な業績があ
る１１－１３）。

今日の感覚からは軽いイメージの名称だが，明治
初，中期の各種学校には同志社神学校（１８７５（明治
８）年設立，神学），成医会講習所（明治１４年，医
学），専修学校（同１４年，理財学），物理学校（同１４
年，理学），明治法律学校（同１４年，法律，経済），
東京専門学校（同１５年，法，政経，文学→同３５年早
稲田大学＝特例→大正９年大学令に基づく早稲田大
学），慶應義塾（明治２３年慶應義塾大学部，文学，理
財，法律→大正９年大学令による慶應義塾大学）な
どといった後世の一流大学が名を連ねている８）。な
お，私立の医学校は済生学舎（明治９年設立，同３６

年廃校）と前記成医会講習所を改称した東京慈恵医
院医学校のみで，慶應義塾医学所は１８７３（明治６）年
に設立されたものの，１８８０（明治１３）年にいったん廃
校となっている。ちなみにふたたび慶応が医学部を
設置するのは北里柴三郎を迎えた１９１７（大正６）年だ
が，この時は医学専門学校扱いで，大学令による医
学部となるのは１９２０（大正９）年である。公立医学校
は後述の通り愛知（１８７７（明治１０）年設立），京都（明
治１２年），大阪（同１３年）の３校のみである。

このように多種多様な各種学校であったが，医業
を含めて公的試験の合格をめざす者のための予備校
乱立時代が到来し，中には初めから悪質な営業を意
図して開設したものも少くなかった１４）。医師の関係
では，既述の通り１８８１（明治１４）年に有名な「成医会
講習所」（東京慈恵会医科大学の源流）が発足してい
るが，その前の１８７６（明治９）年に長谷川泰が開業し
た規模の大きい私立医学校「済生学舎」は，野口英
世，吉岡弥生，須藤憲三，小口忠太等の逸材を輩出
していたものの，１９０３（明治３６）年に廃校となるま
で，後述するように数奇な運命をたどることにな
る１５－１７）。

３．最初の歯科医学校設立とその廃校

東京都公文書館に現存する学事関係文書のうち，
稲垣，鵜殿ら１１）が論文の巻末にまとめた「東京府文
書私立各種学校願・届等関係簿册に見られる学校の
表（明治１９－３７年）」を通覧すると，１，６００近い校名
がリストアップされている。その中で歯科関係では
１８８８（明治２１）年４月，石橋泉，久保田豊の両名が設
立した「東京歯科専門医学校」（校長石橋，幹事久
保田，修業年限１年半）の名がある。彼らは日本初
とされる歯科の学校を京橋区弥左衛門町に設立した
が，間もなく火災に遭ったため校舎を水天宮の空き
地に再建し，授業を継続した。しかしこの東京歯科
専門医学校は内部分裂して，わずか４か月後の同年
８月に東京府知事宛に廃校届を出している１０）。

一方，東京都の都史紀要１１「東京の理科系大
学」１８）によると，きわめて興味深い記述がある。以
下は髙山歯科医学院（東京歯科大学）という項の内容
であるが，髙山歯科医学院の前にあった歯科医学校
として冒頭の説明に，３頁を費やして「東京歯科専
門医学校」を紹介している。やや長くなるが，その

図１ 警鐘の書『保歯新論』（表紙および本扉）
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まま引用する。
『それ以前にあった歯科医学校 東京歯科大学は

現存する歯科の医科大学ではもっともふるいが，そ
の前身である高山歯科医学院が創業される前に，す
でに設立されていたものがあるので，その概略をし
るしておく。

東京歯科専門医学校については，その開学願書が
みられないが，つぎの廃校届をみると久保田豊と石
橋泉が連署で出願したものである。設置が認可さ
れ，開校のはこびになりながら，校長勤務の石橋が
登校しないので，自分ひとりでは維持できないから
廃校したいという，まことに奇々怪々な届け出であ
る（明治２１年各種学校六）。

廃校届
京橋区弥左衛門町寄留

私立東京歯科専門医学校設立主兼幹事
久保田 豊

右東京歯科専門医学校設立ノ義私及千葉県平民石
橋泉弐名ニテ出願本年四月十一日付御認可相成候ニ
付去ル五月五日開校爾来授業中右石橋泉ハ去ル六月
四日ヨリ無断昇校セス因テ同月二六日同人退校ノ旨
御届仕置爾来私一個ニテ維持罷在候処将来維持ノ目
的無之且ツ目下石橋泉ノ所在不分明ニ付同人ノ捺印
ダモ（ママ）スルコト不能候間今回廃校仕候因テ此段
奉御届候也

右 久保田 豊 印

明治廿一年八月丗一日
東京府知事 男爵 高 崎 五 六 殿

廃校届が出たあと間もなく，この二人からまった
く同じ名称の「東京歯科専門医学校」の設立願が提
出された（明治二十一年各種学校七）。

久保田豊は二十一年九月六日付で，「専ラ歯科医
学ヲ教授シ歯科医ヲ養成スル目的」で二年制，入学
資格満十五年以上，定員百名，教師当分二名という
規模のものを日本橋区蛎殻町三ノ一に設立を出願
し，十月一日開校した。久保田は嘉永四年生れ，山
梨県平民，設立主と校長を兼ねていたが，警察官出
身であったので授業は今井林二郎（帝国大学医科大
学全科卒業）と和賀暲次郎（個人につき修業）があ
たった。

石橋泉は二十一年九月十八日付，まったく同じ設

立目的をかかげ，二年制，入学資格満十六年以上，
定員三十名，教師１名という規模のものを下谷区御
徒町一ノ六八に設立を出願した。石橋は当時三十二
歳十一カ月，千葉県平民，千葉県公立医学講習所出
身だけに設立者，校長，教師を兼ねていた。九月二
十一日に認可になったが，のち神田区錦町二ノ四へ
移り，十一月五日に開校している。課程はともに

一年 理学化学 解剖学 生理学 病理学
二年 薬物学 治療学 器械学 実地学

となっており，また，歯科関係書としては，これも
同じように

高山紀齋 歯科薬物摘要
伊沢信平 歯科問答
河田鎌也 歯科全書

があげられている。
石橋泉の東京歯科専門医学校は二十二年十一月六

日付で廃校を届け出ているが，久保田豊が主宰する
同名の学校は，三十二年十一月までは経営されてい
たことが統計書に示されている。

以上が，高山歯科医学院開設までの歯科医学教育
の実態である。』

上記の都史紀要でも述べられているように，久保
田の主な履歴は巡査（警察官）で，従来家という記
述１０，１９）はあるものの，東京都公文書館に保管されて
いる当人の履歴書には医術に関わった記述がない。
一方の石橋は，千葉県公立医学講習所出身で１８７７

（明治１０）年１２月医術開業免許を得た３２歳の男であっ
たが，この両名による学校の設立当初には神翁金
齊，吉田仙正，竹澤國三郎らや，入歯歯抜口中療治
の営業鑑札所有者が協力し，入学生徒は中村好正，
中原市五郎，小林正吉，小川莠氏をはじめ３６名だっ
たと述べられている２０，２１）。

久保田は，２度の失敗にもかかわらず，歯科の学
校経営への野望を諦め切れなかったと見えて，実子
の誠麿（１９０１（明治３４）年米国インヂアナポリス大学
歯科部卒業）を押し立てて自らは背後にまわり，
１９０３（明治３６）年再三の挑戦を開始したが，これも自
然消滅の道をたどる。すなわち東京歯科専門医学校
は，ここで実質的に断絶した。

この他，稲垣，吉田らの表では麻布歯科医学校
（設置者斎藤介助，明治２２），歯科学校（大沢弘毅，

歯科学報 Vol．１１３，No．１（２０１３） ２９

― ２９ ―



明治２７），髙山歯科医学院（髙山�齋，明治２２），東
京歯科医学院（血脇守之助，明治３３），東京歯科医学
校（久保田誠麿，明治３６）の名があるが，これ以外に
歯科関係の学校名は確認できない。すなわち，区を
通じて東京府に公式に届けられた学校は，上記のみ
ということになり，歯科医事衛生史１９）や川上２０）が記
している１８８９（明治２２）年の「歯科矯和会」（翌年歯
科講義会と改称，１９０５（明治３８）年１０月に吉田歯科講
義所に変更）なるものは，掲載されていない。

この頃１８８８（明治２１）年の時点で，無試験で医師に
なれる医学校（医師養成機関）は次の通りである２２）。

帝国大学医科大学：１校［東京］
官立の高等中学校医学部：５校

［千葉，仙台，岡山，金沢，長崎］
公立の医学校：３校

［京都，大阪，愛知（名古屋）］
官立の高等中学校医学部は、１８９４（明治２７）年６月

２５日の「高等学校令」（勅令７５号）によって高等学校
医学部となり，１９０３（明治３６）年の専門学校令につな
がる。

４．髙山歯科医学院の設立と内在する諸問題

１８８９（明治２２）年１月，髙山�齋は芝区伊皿子の自
宅に隣接するスペイン公使館跡地を買収した。そし
て同年１１月，銀座の診療所とは別地に「髙山歯科医
学院」設立願を東京府に提出，１２月に認可を受け，
翌１８９０（明治２３）年１月に開校した２３）。すなわち敷地
１，０１５坪５合，建坪１４１坪７合５夕，学院長髙山�
齋，教員６名，授業は日曜と大祭祝日を除く毎日午
前８時より午後３時までで授業料月額２円，尋常中
学卒以上の学力を条件とし，修業年限はなんと４年
であった。歯科医学教育を体系的に行う学校として
は，わが国で初めての本格的かつ高度の歯科医学校
をめざしたといってよいであろう。

それにしても髙山はなぜこの時期に，どういう意
図を持って歯科医学校設立に踏み切ったのかは重要
な論点であろう。詳細については髙山の人物像に迫
る今後の課題とするが，本論文の標題との関係上，
若干の来歴に触れておくことにする。明治１１年に帰
国し，銀座に開業した診療所は盛業となり，皇族華
族の御用達もあって名声はもちろん経済的にも恵ま
れた成功者だったはずである。にもかかわらず，あ

えてここで歯科医の養成に打って出た理由を推察す
るためには，まず当時の社会的背景を概観する必要
がある，と考える。

歯科医療の水準もさることながら，歯科医療を担
う人材育成の教育機関が著しく遅れていたことは，
当時の関係者も認める紛れもない事実である８）。し
かし官による支援はもちろん，厳しい規制もなかっ
たことから，安易にそれも無届けで設立，廃止した
り，私塾的性格に伴いがちな低水準の教育がなされ
ていた時代である。そうした時世に対する憂慮，義
憤が生じ，そして何よりも自らの米国留学で得た歯
科医療の技術をはじめとする学識に関する矜持が，
やや理想にすぎた困難な道に，髙山をして向かわせ
たのではなかろうか。後世の第三者から見れば危険
な事業ともいえようが，それは所詮後知恵の批評で
あり，明治に生きる男子の気概には通じない。

特に修業年限４年というのはアメリカの歯科医学
校を上回り，当時のわが国の高等中学校医学部（千
葉，仙台，岡山，金沢，長崎）の修業年限と同じで
あった４）。加えて明治１４年１月７日に発足した前述
の成医会（会長高木兼寛）に，髙山自身が会員として
参加していた２３，２４）こと，そして同年５月１日に開講
した成医会講習所は修業年限を４年制とし，翌１５年
にはすべての授業を昼間とするなど，私立医学校の
先頭を切っていたことも当時３０歳の髙山に少なから
ぬ影響を及ぼしたと考えられる。しかし，髙山のめ
ざした修業年限４年というのは，単なる模倣ではな
く，計画的授業の裏付けと実践的カリキュラムの萌
芽を伴った独自の思想と方略に基づくものであっ
た２５）。

明治政府は１８８５（明治１８）年１２月になって，遂に太
政官を廃して内閣制を採用した。しかし教育行政は
混迷と停滞をつづけており，第一次伊藤博文内閣の
森有礼文部大臣によって，ようやく積極的な教育政
策が開始される。ところが，明治１０年代末から２０年
代にかけての日本は，特に地方の農村において「飢
渇（けかち）」が日常となる凶作と不況がつづいた。
そのため町村の教育費は枯渇して，３～４年の義務
教育とされた小学校でさえ至る所で瓦解に瀕してい
た。以後，教育の諸制度は激しく変遷をつづけなが
らも，１８９３（明治２６）年に登場した第６代井上毅文部
大臣に至ってようやく全面的補強が加えられた，と
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されている２６）。
明治から第二次世界大戦までつづいた尋常中学校

（旧制中学校）は，就学年齢としては現在の高等学校
よりもやや低い。しかし，その質，量からすると第
二次大戦後「駅弁大学」と揶揄された新制大学な
ど，はるかに及ばないエリートコースであった。
１８９９（明治３２）年２月６日，勅令第２８号をもって公布
された改正中学校令の第１０条によれば「中學校ニ入
學スルコトヲ得ル者ハ年齢１２年以上ニシテ高等小學
校第２學年ノ課程ヲ卒リタル者又ハ之ト同等ノ學力
ヲ有スル者タルヘシ」となっている。髙山歯科医学
院の入学資格は，尋常小学校（１９４１年に国民学校に
移行）のさらに上の尋常中学校を卒業していること
であり，入学資格自体が厳しかったことがわかる。
これは一般の各種学校，まして当時の歯科の私塾的
学校とは，到底比較にならない。

旧制中学校は各府県立であったものの，校長等の
人事権は文部省にあって，教員免許や辞令は文部大
臣名であった。中学校令（明治１９年勅令第１５号およ
び明治３２年勅令第２８号）に基づいて，尋常中学校の
場合当初は各府県に少なくとも１校以上の規定で設
立されたが，以後漸次増加していわゆるナンバース
クールを形成するようになる。旧制中学校は１８９９

（明治３２）年の中学校令改正（勅令第２８号）で，その第
１条に「中學校ハ男子ニ須要ナル高等普通教育ヲ為
スヲ以テ目的トス」と位置づけられた通りエリート
の登竜門としての役割があり，進学率は久しく１０－
２０％未満であった。すなわち現代の感覚からする
と，募集定員がきわめて少なかったのである。

理由として，男子は農業・工業などの産業従事
や，兵役といった事態に際しての即戦力になる者が
多く求められていて，旧制中学進学というエリート
コースを厳しく制限する必要があったとされてい
る。旧制中学校を卒業すると（１９４３（昭和１８）年の中
等学校令制定前は４年修了後に）旧制高等学校，大
学予科，大学専門部，高等師範学校（東京高師，広
島高師が有名），旧制専門学校，陸軍士官学校，海
軍兵学校に進学することが可能となり，また旧制中
学校２年生を修了すると師範学校への進学も可能で
あった。

このような時代背景をふまえて後世の視点から考
察すると，髙山歯科医学院の「４年制」は時流を先

取りした理想ではあったろうが，自らの名を冠した
歯科医学院でもあったことから，財政基盤を髙山個
人の犠牲に依存するなど過重な負担と弱点を抱えて
いたにちがいない。加えて天野２７）によると１８８７（明
治２０）年代のわが国では，日本語で専門教育を行う
官立の高等中学校の専門学部が，意外なほどの不振
を続けた。すなわち入学志望者が少なく，定員に満
たないものが出るほどであった。医学部について見
れば「入学志願者寡クシテ満員ニ至ラ」ないという
状態がつづいたという。髙山歯科医学院も最初の応
募者がわずか９名に止まったことから，間もなく医
術開業試験（歯科）の予備校的カリキュラムに切り換
えて，受験に必要な科目に絞ったところ８５名が入学
した。そして単級制とし，随時入学を許した。この
ようにして学院は，現実に妥協したかたちに落着い
ていった２８，２９）。

教育界の歴史を概観すると，髙山の高邁な理想は
決して否定されるべきものではなく，まして基本的
に社会の理解を得られない内容ではないことは，そ
の後の歴史を見れば明らかである。学歴の時代を迎
えるのは１８９７（明治３０）年代からで，要するに髙山は
早すぎたのである。換言すれば，残念ながら当時の
遅れた歯科界の一般的水準と，それに対する社会の
評価が低すぎたともいえよう。この時代の歯科医学
校は官立の帝大や高等中学校とは異なり，各種学校
のため徴兵令による徴兵猶予はなかった。当然，医
師免許規則第３条による文部大臣の指定によって，
卒業証書即内務大臣の開業試験を要せず開業免状を
授与（国家試験免除）される対象ではない。また私立
の場合，専門学校でさえごく一部を除き公的な経済
支援などありえず，苦しい経営状態におかれてお
り８，１２，２７），今日とは比べるべくもない。

髙山は，アメリカでの経験を上回る高度の教育水
準を維持しようとしたものの，当時のわが国の風土
では容易に受け入れられず，１０年もの間終始経営上
の困難に遭遇することになる。

５．髙山歯科医学院の講義録

しかし，髙山の理想は失われていなかった。教科
目と教授陣の充実に対しては，その後も間断なく意
を注いでいった。そして教育の質への絶え間ない向
上意欲は，以後の伝統となる。
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髙山は米国の歯科医学書を原典として，講義録を
開学以来２年間で毎月１冊計２４冊を出版した。この
ころの翻訳は，苦難の連続であった。やや遡って杉
田玄白，前野良沢らの解体新書翻訳でも知られるよ
うに，医学用語特に歯科関係の専門用語は，独自に
開発しなければならなかった。この仕事は単に米国
歯科医学の導入に止まらず，歯科医学の蘊奥を極め
た者でないと到底及ばない宿命を抱えていた。した
がって，この困難な事業はまさに空前絶後であり，
短時日のうちにわが国の用語に翻訳した成果はきわ
めて大きい。これらの講義録は当時の本格的な歯科
医学教科書として今日でも高く評価されており，髙
山一門の歯科界に対する最大の功績といっても過言
ではない。

こうした体系的な歯科医学講義録の出版は，その
ころのわが国の教育界における標準的授業すなわち
講師が原本を翻訳しながら口述し，それを生徒が筆
記するという苦労の多い授業を緩和したこともさる
ことながら，出版事業によって学院が本来持ってい
る知識を，広く多数の人々に開放，伝達，普及した
という点で，さらに大きな意義があったといえよう

（図２）。
また，その後の東京歯科医学専門学校において

も，髙山歯科医学院時代からの出版事業を活発に
行っていたのは、上述のように授業方式を改善し教
育効果を底上げする目的に加えて，院外生など在校
生以外の読者の需要を見据えながら，わずかでも経
営に寄与する期待が込められていたのは事実であろ

う３０，３１）。しかし，読者の好評とはうらはらに期待し
たほどの経済効果が得られなかったことは，今日で
は充分首肯できることである。ただ，この出版事業
は何よりも学院関係者の教育研究活動を刺激，促進
し，今日的視点から見ると対社会的 PR として有効
な戦略であり，「歯科医学院」の評価を質的に高め
る成果を挙げるうえで，歴史に残る大きな実績に
なったことは間違いない。そしてこれらの講義録を
はじめとする出版活動は，後年の教科書，歯科医学
書の出版，さらに從来の機関雑誌「齒科醫學叢談」
を改題して，１９００（明治３３）年３月からの歯科学報の
発刊へとつながっていく。

このようにして，困難な時代に歯科医学院を１０年
も持ちこたえた努力と忍耐は並大抵のことではな
く，後世の一部歴史家が経営の失敗であるとして否
定的評価を浴びせるのは，見当違いというものであ
ろう。この時代，各種学校というのも名ばかりで，
束脩（入門，入学するときに持参する謝礼の類）や授
業料を詐取する私塾も出没し，わずか数か月で廃校
となったり，自然消滅となる運命をたどった事例も
あったのである。

６．髙山歯科医学院の継承

１８９６（明治２９）年，髙山歯科医学院は修業年限を２
年とした。しかしその経営状態は，依然として芳し
いものではなかった。１８９５（明治２８）年４月１７日日清
講和条約が調印され，以後わが国は殖産興業，富国
強兵策をはじめとする積極的国家運営を加速させ
た。その結果，財政と公共投資が膨張して，経済の
混乱が到来する。

髙山歯科医学院も厳しい時代の影響を受けて経済
的危機にみまわれ，その経営は悪化していた。学院
長の髙山は，かねてから経営的才覚を高く評価
し，１８９９（明治３２）年清国から帰国したばかりの血脇
守之助に対し，窮状を訴えて学院を継承させるべく
強く懇請した。当時血脇は新天地の台湾への渡航を
志していたが，日本唯一の歯科医学校を絶対に存続
させなければならないとの思いで，自身の意志を抑
え学院の継承を決断した。血脇，時に２９歳であっ
た３１）。

髙山はこのとき５０歳，川上２０）によれば髙山歯科医
学院開校後１０年を経た１８９９（明治３２）年までの実績が

図２ 『髙山歯科医学院講義録』
左より和綴本１２巻もの，問答及解答集，洋装本６巻，

和綴本７巻もの。手前は和綴本１２巻ものより左から歯科
生理及外科学，歯科一斑，歯科学術沿革史
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記されている。入学者５４３名，その内卒業者５３名，
出身者にて歯科医術開業試験に合格した者１７３名の
多数に達した，とある。これもいうまでもなく，今
日の状況とは比較できない。つまり卒業よりも開業
試験の方が大切であった時代である。約３年前に髙
山は官立の歯科医学校設立の請願書を国会に提出し
たが実現せず，学院は財政的に厳しい状況にあっ
た。しかし，血脇が渡清前から敷いていた経営路線
で卒業生は漸次増加し，教育成果は順調に進展して
いた。近代的教養と学校経営にセンスのある血脇に
バトンタッチできたことで，髙山はようやく安堵で
きる状態を手にする。髙山も血脇も，日本における
この歯科医学院の重責をよく理解していたに相違な
い。また，この血脇という人物の能力と人柄に，早
くから目を付けていた髙山の眼力もなかなかのもの
であったと思われる。この間の事情は，血脇守之助
傅３１）に詳しい。

１９００（明治３３）年に髙山から学院を委譲されたばか
りの血脇は，校名を東京歯科医学院と改称し，開校
直後に髙山と同様，東京顕微鏡院の遠山椿吉を迎え
て黴菌学（細菌学）を導入する３２）。これには校舎借用
という経営上の苦肉の選択があったものの，歯科お
よび歯科医学院を一層充実させるために，医学を含
む科学全般を取り込もうとする意欲が感じられる。
同時に血脇という人間が，より幅広い人脈の構築と
交流によって歯科の社会的発展をめざそうとする，
新しい時代感覚を持っていた表れでもあろう。当時
の歯科関係者には協調性に乏しく孤高の立場に安住
し，ややもすると独善に陥りがちな人物が少なくな
かったとされている。

７．幕末から明治初期にかけての医療医育制度

この時代，すなわち幕末から明治維新を経てきた
わが国では種々の混乱を伴いながらも，あらゆる面
での制度改革が急速に進んでいた。しかし，保健医
療制度については政府の努力にもかかわらず，決し
て順調とはいえない多くの混迷と行政の試行錯誤
が，１８９７（明治３０）年代後半まで続くことになる。

旧来の漢方医をはじめとする従来家は，単に既得
権を有するのみならず依然圧倒的な多数を占めてい
た９，１７，３３）。しかも廃藩置県で大量の武士が失職し，
不安な世情を背景にした明治政府としては，これ以

上の混乱を避け，できるだけ社会の治安を維持した
い立場である。既得権のからむ制度の変更は，行政
上可及的緩徐に進めたい。そのような事情から１８７４

（明治７）年の「医制」第３７条でも，
「（前略）當分從来開業ノ醫師ハ學術ノ試業ヲ要セ

ス唯其履歴ト治績トヲ較量シ姑（しばら）ク之ヲ二等
ニ分テ假免状ヲ授ク（後略）」

と定められ，越えて１８７５（明治８）年２月１０日の
「医制第三十七條ノ施行ニツキ三府ヘ達」でも次の
ように再確認している。

「（前略）但從來開業ノ医師ハ試業ヲ要セス府廳ニ
於テ住所氏名年齢等詳細取調其員数ヲ記シ新ニ免状
ヲ受ケ開業スルモノト混雑セサル様處分致シ文部省
へ開申スヘシ」

既得権の保護は，医師ばかりではなかった。１８８３
（明治１６）年１０月内務省は，新規開業は医術開業試験
に合格しなければこれを認めない旨を達したが，次
いで１８８５（明治１８）年３月２３日「入歯歯抜口中療治接
骨営業者取締方」（内務省達甲１０）を定め，從来の営
業者に対しては各地方庁において鑑札を付与し，各
地方庁ごとにしかるべき取締りを講ずべきこととし
た。ところがその結果，歯科医師以外で単なる入
歯，歯抜，口中療治のみを行う営業者がかなりの期
間存在することを認められることになったのみなら
ず，その業務範囲を逸脱して歯科医師類似の行為を
為す者が現われたため，歯科医師がその取締を求め
る全国的運動を起すなどの軋轢を生じている３４）。

他方，西洋医学教育を受けた医師の数はまことに
微々たる状態のため，その影響力には漢方医等従来
家との間に大差があった。徒弟制度が温存される
中，医師としての免許は上述の通りであり，公的な
資格制度の確立には依然遠い段階であった。

１９０５（明治３８）年１０月の時点における医学校は以下
の通りである。

帝国大学医科大学：３校
［東京，京都，九州（福岡）］

官立医学専門学校：５校
［千葉，仙台，岡山，金沢，長崎］

公立医学専門学校：３校
［京都，大阪，愛知（名古屋）］

ここで注目されるのは１８８７（明治２０）年代まで帝国
大学が従来の１校（東京）だけであったものが，日清
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戦争後の１８９９（明治３２）年に京都帝国大学医科大
学，１９０３（明治３６）年に京都帝国大学福岡医科大学設
立と３校に増えていることである。ただし，官立

（国立），公立の医学専門学校は１５年前と同様で，
まったく増えていない。

これ以外に，医術開業試験を突破して医師免許を
得るための私立医学校としては，「東京慈恵医院医
学校」（前身は明治１４年設立の成医会講習所，明治
２４年９月７日東京慈恵医院医学校設立，明治３６年３
月医学専門学校昇格，明治３８年１０月文部大臣の無試
験開業資格指定校），「済生学舎」（明治９年設立，
同３６年廃校），「私立熊本医学校」（明治２９年設立）程
度であったが，明治３６年以降には医育制度や医師資
格制度に大変革がやってくる。

８．東京歯科医学院の出発

髙山から歯科医学院を委譲された血脇が，東京歯
科医学院として継承した後の解説に戻る。

１９００（明治３３）年２月１２日午後３時から，神田美土
代町の神田青年会館大講堂で，東京歯科医学院の開
校式が挙行された。血脇守之助傅３５）によると，

「定刻，医博北里柴三郎，男爵石黒直悳，軍医官
足立寛，医博三宅秀，医博宇野朗，医博入沢達吉，
医博大西克知，ドクトル金杉英五郎，ドクトル川上
昌保，ドクトル田代義徳，ドクトル三島通良，ドク
トル丸茂文良その他医界の権威を網羅し，歯科界，
政界，財界から当代一流の紳士二百余名が来賓とし
て参列した。」
と記されている。

この式典における血脇院長の式辞演説は５，３００文
字を超える熱弁で，当時の血脇の歯科教育に対する
抱負を語ったものとして伝えられている。当初は多
くの困難を抱えた出発であったが，１９０２（明治３５）年
頃に至って東京歯科医学院は，ようやく順調な軌道
に乗り出した。しかし時代の趨勢は，一瞬たりとも
風雲の止む状態ではなかった。

９．専門学校令と私立医学専門学校指定規則の発
布

１９０３（明治３６）年になると，医育制度や医師資格制
度に激震の予兆が始まる。

その第１は，「専門学校令」（明治３６年勅令第６１

号）（図３）である。この時点での専門学校は，維新
後に乱立したものや現代のそれとは大きく異なり，
帝国大学に次ぐ高度の教育機関で，後年続々と「大
学」に昇格する存在であった。

専門学校令が発令された時点で，直ちに認可を得
た医学校は公立で京都府立，大阪府立、愛知県立の
３校，私立では東京慈恵医院医学校のわずか１校に
止まった。明治法律学校，専修学校，哲学館等の法
律，経済，理財，文学を学ぶ文系の学校が認可され
た反面，医学をはじめとする理系については，まだ
確たる方向が定まらないためか認可を得られなかっ
た８）。この理由について明確な説明は見当たらない
が，民間に対してはとりあえず厳しく処する国の姿
勢が垣間見える。医学で唯一昇格した東京慈恵医院
医学校についてもすんなり認可されたわけではな
く，内示から正式決定に至るまで，相当な紆余曲折
のあったことが伝えられている。

ただ，東京歯科医学院の場合はこの時点で，専門
学校の認可申請をしていない。血脇をはじめ学院関
係者が慎重に時勢の成り行きを見守っていたこと
は，後述の医師法と歯科医師法の成立に至る経緯か
ら判ることであるが，専門学校というのは当時の歯
科医学校にとって将来の理想ではあっても，当面は
高嶺の花の存在であった。しかし，血脇にとって，
また東京歯科医学院にとってきわめて具体的な近未
来の目標が見えてきたことは間違いない。

この専門学校令は，それまで混乱と動揺を繰り返
してきた国家の側の学校体系観がようやく固まる最
後の部分３６，３７）とされており，これには近代化に必要
な人材育成に関して，私立学校の寄与なくしては成
し得ないという社会の現実でもあった。ただ，その
直後に発令された「公立私立専門学校規程」（文部
省令第１３号）（図４）では第７条に規定されたよう
に，教員資格を厳しく制限するなど，高いハードル
があった。これは，私立学校のヒト，モノ，カネに
関する国の疑心，不信感に他ならない３８）。

専門学校令が発令された時，歴史に残る事件が起
こった。それは私立医学校の雄として，医術開業試
験に多数の合格者を輩出（当時の開業医の半数）して
きた済生学舎で，設立者であり校長でもあった長谷
川泰が，時の文部省や帝大派の医師と激しく対立
し，結局１９０３（明治３６）年８月３１日をもって廃校にし
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専門學校令 明治３６年３月２６日 文部大臣理学博士男爵菊池大麓

勅令第６１号（官報 ３月２７日） （註：専門學校令は昭和２２年３月３１日廃止）

第１條 高等ノ學術技芸ヲ教授スル學校ハ専門學校トス
２ 専門學校ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外本令ノ規定ニ依ルヘシ

第２條 北海道府縣又ハ市ハ土地ノ情況ニ依リ必要アル場合ニ限リ専門學校ヲ設置スルコトヲ得
但シ沖縄縣は此ノ限リニ在ラス

第３條 私人ハ専門學校ヲ設置スルコトヲ得
第４條 公立又ハ私立ノ専門學校ノ設置廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第５條 専門學校ノ入學資格ハ中學校若ハ修業年限四箇年以上ノ高等女學校ヲ卒業シタル者又ハ

之ト同等ノ學力ヲ有スルモノト検定セラレタル者以上ノ程度ニ於テ之ヲ定ムヘシ
但シ美術、音楽ニ関スル學術技藝ヲ教授スル専門學校ニ就テハ文部大臣ハ別ニ其ノ入學
資格ヲ定ムルコトヲ得
２ 前項検定ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム

第６條 専門學校ノ修業年限ハ三箇年以上トス
第７條 専門學校ニ於テハ豫科、研究科及別科ヲ置クコトヲ得
第８條 官立専門學校ノ修業年限、學科、學科目及其ノ程度竝豫科、研究科及別科ニ関スル規程

ハ文部大臣之ヲ定ム
２ 公立又ハ私立ノ専門學校ノ修業年限、學科、學科目及其ノ程度竝豫科、研究科及別科ニ
関スル規程ハ公立學校ニ在リテハ管理者、私立學校ニ在リテハ設立者文部大臣ノ認可ヲ経
テ之ヲ定ム

第９條 公立又ハ私立ノ専門學校ノ教員ノ資格ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第１０條 公立専門學校ノ職員ノ旅費及給与ニ関スル規程ハ文部大臣ノ認可ヲ経テ地方長官之ヲ定

ム
第１１條 公立ノ専門學校ニ於テハ授業料ヲ徴収スヘシ但シ特別ノ場合ニハ之ヲ減免シ又ハ徴収セ

サルコトヲ得
第１２條 第一條ニ該當セサル學校ハ専門學校ト称スルコトヲ得ス

附 則
第１３條 本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第１４條 明治二十年勅令第四十八號（註：府県立醫學校費用は地方税での支弁禁）ハ之ヲ廃止ス
第１５條 既設ノ公立又ハ私立ノ學校ニシテ本令ニ依ルヘキモノハ本令施行ノ日ヨリ一箇年以内ニ

第四條ニ準シ認可ヲ申請スヘシ
２ 前項ノ手續ヲ為ササルモノハ前項ノ期間ノ満了ト共ニ廃校シタルモノト看做ス
３ 第一項ノ手續ヲ為スモ不認可ノ命令ヲ受ケタルモノハ其ノ命令ヲ受ケタル日ニ於テ廃校
シタルモノト看做ス

第１６條 千葉醫學専門學校、仙䑓醫學専門學校、岡山醫學専門學校、金澤醫學専門學校、長崎醫
學専門學校、東京外國語學校、東京美術學校及東京音樂學校ハ本令施行ノ日ヨリ専門學校
トス

図３
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公立私立専門學校規程 明治３６年３月３１日文部省令第１３號

（沿革） 明治３６年３月３１日文部省令第１３號
明治３８年９月 文部省令第１３號
明治４２年１月 文部省令第２號改正

公立私立専門學校規程ヲ定ムルコト左ノ如シ

公立私立専門學校規程
第１條 専門學校令第四條ニ依リ専門學校ノ設置ノ認可ヲ受ケントスルモノハ公立學校ニ在リテハ

管理者、私立學校ニ在リテハ設立者ニ於テ左ノ事項ヲ具シ文部大臣ニ申請スヘシ
１ 目 的
２ 名 称
３ 位 置
４ 學 則
５ 生徒定員
６ 敷地建物ノ圖面及其ノ所有ノ區別
７ 開校年月
８ 経費及維持ノ方法
９ 設立者ノ履歴
醫學専門學校ニ就キテハ臨床實習用病院ノ位置、敷地建物ノ圖面、臨床實習用患者ノ定員
及解剖用屍體ノ豫定数ヲ具スヘシ
第１項第２項ノ敷地ニ関スル圖面ニハ面積、地質、及附近ノ状況ヲ記シ且ツ飲料水質ノ調査書ヲ添付
スヘシ
第１項第１號乃至第７號及第２項ニ掲ケタル事項ノ變更ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第１項第８號ニ掲ケタル事項ノ變更ハ遅滞ナク文部大臣ニ届出ヘシ
第２條 専門學校ハ校地、校舎、校具其ノ他必要ノ設備ヲ為スヘシ
第３條 校地ハ學校ノ規模ニ適應セル面積ヲ有シ且道徳上及衛生上害ナキ所タルへシ
第４條 校舎ニハ左ノ諸室ヲ備フへシ
１ 教室
２ 事務室
３ 其ノ他必要ナル實験室、實習室、研究室、圖書室、器械室、標本室、藥品室、製煉室等ノ諸室
校舎ハ教授上管理上竝衛生上適當ニシテ堅牢ナルコトヲ要ス

第５條 校具ハ教授上必要ナル圖書、器械、器具、標本、模型等トス
第６條 専門學校ニ於テハ左ノ表簿ヲ備フヘシ
１ 學則、日課、教科用圖書配當表
２ 職員ノ名簿及履歴書、出勤簿、擔任學科目及時間数
３ 生徒學籍簿、出席簿、徴兵猶豫ニ関スル書類
４ 試験ノ問題答案及成績表
５ 資産原簿、出納簿、経費ノ豫算ニ関スル帳簿
生徒學籍簿ニハ生徒ノ氏名、族籍、居所、生年月日、入學前ノ學歴、入學轉学退學ノ年月日及學年、
卒業ノ年月日、入學試験ノ有無、轉學退學ノ事由、徴兵事故、保證人ノ氏名及居所等ヲ記載スヘシ
別科ノ生徒ニ関シテハ出席簿、徴兵猶豫ニ関スル書類ヲ省略シ及學籍簿ノ記入事項ヲ便宜省略スルコ
トヲ得
第７條 専門學校ノ教員タルコトヲ得ヘキ者左ノ如シ
１ 學位ヲ有スル者
２ 帝國大學分科大學（元東京大學各部、元札幌農學校ヲ含ム）卒業者又ハ東京高等商業學校（元
高等商業學校ヲ含ム）卒業者ニシテ學士ト称スルコトヲ得ル者
３ 文部大臣ノ指定シタル者
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４ 文部大臣ノ認定シタル者
前項第１號乃至第４號ニ該當スル者ヲ得難キ場合ニ於テハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ一時他ノ者ヲ以テ教
員ニ代用スルコトヲ得
前２項ニ依リ認可ヲ受ケントスル場合ニハ公立學校ニ在リテハ管理者、私立學校ニ在リテハ設立者ニ
於テ本人ノ履歴書ヲ具シ文部大臣ニ申請スヘシ但シ奏薦ニ依リ任命セラルル者ニ就テハ別ニ認可ノ手
續ヲ経ルコトヲ要セス
文部大臣ハ必要ト認ムルトキハ前項ノ場合ニ於テ學術ノ検定ヲ行フコトアルへシ
本條ニ依ル文部大臣ノ認可ハ當該學校在職中ニ限リ有效トス
第８條 専門學校ニ於テ本科生徒ヲ入學セシムルハ毎年一回トス 其ノ期間ハ三十日以内トス 但シ學

科課程相同シキ専門學校間ニ於ケル生徒ノ轉學ニハ本文ヲ適用セス
専門學校ノ本科第二學年以上ニ入學ヲ許スへキ者ハ本科第一學年ニ入學スルコトヲ得ル資格ヲ
有シ且前各學年ノ學科課程ヲ卒リタル者ト同等ノ學力ヲ有スル者タルへシ
學年級ヲ設ケサル専門學校ニ就キテモ亦之ニ準ズ
前項入學者ノ學力ハ總テ試験ニ依リ之ヲ検定スヘシ

第９條 美術學校音樂學校ノ入學資格ハ中學校若ハ高等女學校第三學年修了ノ程度以上ニ於テ之ヲ定ム
ヘシ

第１０條 學校長ハ左ノ各號ノ一、ニ該當スル者ニハ退學ヲ命スヘシ
１ 性行不良ニシテ改善ノ見込ナシト認メタル者
２ 學力劣等ニシテ成業ノ見込ナシト認メタル者
３ 引續キ一箇年以上缺席シタル者
４ 正當ノ事由ナクシテ引續キ一箇月以上缺席シタル者

第１１條 學校長ハ教育上必要ト認メタルトキハ生徒ニ懲戒ヲ加フルコトヲ得
第１２条 専門學校ノ學則中ニ規定スへキ事項凡ソ左ノ如シ
１ 入學資格、修學年限、學科、學科目、學科程度ニ関スル事項
２ 學年、學期、休業日ニ関スル事項
３ 入學、退學、進級、卒業等ニ関スル事項
４ 懲戒ニ関スル事項
５ 入學料、授業料等ニ関スル事項
６ 豫科、研究科、別科ニ関スル事項
７ 寄宿舎ニ関スル事項

第１３條 専門學校令第４條ニ依リ専門學校ノ廃止ノ認可ヲ受ケントスルモノハ其ノ理由及生徒ノ處分方
法ヲ具シ文部大臣ニ申請スヘシ

第１４條 専門學校令第１５條ニ依リ文部大臣ノ認可ヲ受ケントスルモノニ付テハ本令第１條ヲ準用ス
第１５條 實業専門學校ニ関シテハ特別ノ規定アル場合ニハ本令ヲ適用セス

附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ施行ス
明治十五年文部省達第四號同第五號及同第六號中甲種藥學校ニ関スル規定ハ之ヲ廃止ス

図４
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○文部省令第十二號
私立醫學専門學校指定規則ヲ定ムルコト左ノ如シ

明治三十八年七月一日 文部大臣久保田譲

私立醫學専門學校指定規則
第１條 私立醫學専門學校ニシテ醫師免許規則第３条ニ依リ文部大臣ノ指定ヲ受ケントスルトキハ

其ノ設立者ニ於テ左ノ事項ヲ具シ申請スヘシ但シ特別ノ規定ニ依リ既ニ文部大臣ニ開申シタル
事項ハ之ヲ省略スルコトヲ得
１ 現在生徒ノ學年及學級別人員
２ 卒業生ノ員数及卒業後ノ情況
３ 教員ノ氏名、資格、擔當學科目及専任兼任ノ區別
４ 教授用竝実験及実習用ノ器具、器械、標本及模型目録
５ 実習用患者ノ入院外来別現在人員竝最近１箇年間各月ニ於ケル入院外来新来再来別日々平均人員
６ 実習用解剖屍體ノ最近１箇年間実数

第２條 指定ヲ為スベキ學校ハ左ノ各號に該當シ文部大臣ニ於テ其ノ管理及維持ノ方法確実ニシテ其ノ成
績佳良ト認ムルモノニ限ル
１ 生徒ノ定員ニ對シ相當ナル校地、校舎、校具、病院其ノ他ノ設備アルコト
２ 必修學科目トシテ少クトモ解剖學実習共、生理學、病理學、薬物學、内科學臨床講義共、外科學
臨床講義共、眼科学臨床講義共、産科學婦人科學臨床講義共、衛生學細菌學、法醫學ヲ教授シ修業
年限四箇年以上ナルコト
３ 前號各學科目毎ニ少クトモ公立私立専門學校規程第７條第１項ノ資格ヲ有スル教員１人ヲ採用セ
ルコト
４ 専門學校トシテ認可ヲ受ケタル學則ヲ実施シタル後２箇年ヲ経過シタルコト
５ 実習用患者ノ数ハ毎學年ノ平均生徒数（本科生別科生共）百人以内ノ學校ニ於テハ入院患者２５人以
上外来患者３０人以上トシ以上生徒１０人ヲ増ス毎ニ入院患者外来患者各２人ヲ増スコト
６ 実習用解剖屍體ノ数ハ毎學年ノ平均生徒数（本科生別科生共）百人以内ノ學校に於テハ毎年２０體以
上トシ以上生徒１０人ヲ増ス毎ニ１體ヲ増スコト

第３條 指定學校ニ於テ別科生等ヲ入學セシムルトキハ其ノ學籍簿ヲ別冊トナスへシ指定ノ效力ハ前項ノ
生徒ニ及ハス

第４條 指定學校ニ於テハ學則所定ノ授業時数中授業ヲ受ケザルコト３分ノ１以上ニ及フ生徒ハ進級若ハ
卒業セシムルコトヲ得ス

第５條 指定學校ニ於テ學年試験若ハ卒業試験ヲ施行セントスルトキハ３０日前ニ文部大臣ニ開申スヘシ
第６條 文部大臣ハ醫術開業試験委員若ハ其ノ他の吏員ヲシテ試験ニ立會ハシムルコトアルへシ前項委員

若ハ其ノ他ノ吏員ニ於テ試験問題若ハ試験ノ方法不適當ト認ムルトキハ之ヲ變更シ若ハ變更セシム
ルコトアルへシ

第７條 指定學校ハ毎年６月３０日ノ調査に依リ翌月中ニ第１條第１號第３號第５号第６號竝左ニ掲クル事
項ヲ具シ文部大臣ニ申報スヘシ但シ特別ノ規定ニ依リ文部大臣ニ申報スへキ事項ハ之ヲ省略スルコ
トヲ得
１ 當該年度経費豫算ノ細目
２ 前年中卒業者員数竝卒業後ノ情況

第８條 指定學校ニシテ本令ニ違背シ若ハ第２條ノ要件ノ１ヲ失ヒ其ノ他成績不良ナリト認タルトキハ文
部大臣ハ其ノ指定ヲ取消スコトアルへシ

第９條 此ノ規則ニ依リ文部大臣ニ提出スへキ書類ハ地方長官ヲ経由スルコトヲ要ス地方長官ニ於テ前項
ノ書類ヲ受理シタルトキハ其ノ書類及及実況ヲ精査シ意見ヲ付シテ進達スヘシ

図５
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たのである。しかもこの通知はわずか２日前に突
然，郵便報知の広告欄に掲載されるという，異色づ
くめの顛末であった１５，１７，３９）。この内幕に関しては諸
説あるが，本論の筋からかなり離れるので，割愛す
る。

結局，この年に私立医学専門学校へ昇格したの
は，１８９１（明治２４）年設立の東京慈恵医院医学校（後
の東京慈恵会医科大学）だけであった。

さらに遺憾ながら，歯科の場合は依然例外であっ
た。大正時代になると，大学令によって私立の医学
専門学校でさえ陸続と大学に転換するのに，歯科だ
けは長期にわたって差別され，旧制大学に昇格する
のには日本が第二次世界大戦に敗れて連合軍に占領
された後，GHQ の指導を受けるまで待たねばなら
なかったのは周知の通りである。この歯科大学昇格
の歴史は，別の稿で述べる予定である。

第２に，１９０５（明治３８）年７月１日になると「私立
医学専門学校指定規則」（文部省令第１２号）（図５）が
発令された。これより先に，専門学校令によって従
来官立の高等学校医学部とされていた千葉，仙台，
岡山，金沢，長崎の５校は，それぞれ官立医学専門
学校に昇格していたが，この５校を基準とするかた
ちで私立にも道を開くよう文部省令第１２号が出され
たことになる。くどいようだが，この指定規則はあ
くまで医学校向けであって，歯科医学校は対象と
なっていない。

最後に歯科の運命を決定的にしたのが，１９０６（明
治３９）年５月２日制定の医師法（法律第４７号），歯科
医師法（法律第４８号）である４０）。
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