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１．総 論

日本の歯科の現状についてこれから述べるに当
たって，歯科医療を行ってきた日本の先達に言葉を
捧げるのは場違いではないと思う。その起源をおよ
そ２世紀半前に遡ることができる日本の歯科は，当
時医学の一分野として口中科あるいは口腔科として
知られていた。当時の日本の医学はその論理と診療
では未発達であったが，以下の８分野に分類されて
いた。⑴成人内科，⑵小児科，⑶婦人科，⑷口中
科，⑸眼科，⑹外科，⑺鍼治療，⑻揉み治療。しか
し，口中医の手術は疾患のある歯の抜歯や，歯痛の
治療，原始的な方法による様々な口腔疾患に対する
やや簡単な治療に制限されていた。

当時の口中医が使用していた薬や歯科手術で行わ
れていた手技などについての情報を得るのは，今日
の日本人にとっても容易なことではない。記述され

た説明書がほとんどなく，また教科書もなかったた
めである。入念な調査の結果，筆者は当時使われて
いた２～３の歯科用具や薬について，さらに治療方
法についての情報をいくつか発見した。

その時代の他の国々と同様に，日本で一番多く行
われていた術はう歯の抜歯である。その最も簡単な
方法は歯科鉗子の代わりに通常親指と人差し指で行
われていた。この手軽で自然な方法が効果的でない
場合に，鉗子が使われた。時には鎌と造りが同じで
もっと小さな道具が歯茎から疾患のある歯をぐらつ
かせるために使われた。この鎌の様な道具がラン
セット（メス）に該当する。歯茎の端を切り，歯をぐ
らつかせた後に歯茎から歯根をはずすためにかなり
の量の塩化第２水銀を使用した。それからあとの仕
事はいついかなるときも準備されている道具，すな
わち親指と人差し指で通常行われた。

往々にして棒や木槌が歯を抜くのに使われた。棒
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は約６インチの長さの硬い木で，片方の端は胴部よ
りも細く仕上げられている。細い端を歯にしっかり
とつけ，１２インチの長さで，やはり硬い木でできた
木槌で太いほうの棒の端を打ち付けるために使用し
た。これらの道具は想像以上に独創的で疾患のある
歯を抜くためや，あるいはむしろそのような歯を打
ち壊すために使ったが，患者にとっては不快であっ
た。歯槽膿漏にはアヘン（コンロンサン“Mixed
drug”）が使われたといわれている。

人工義歯は佐藤文仲により考案され，彼は当時有
名な口中医で将軍の娘のふみ姫に拝謁の栄に浴し
た。この歯科医のパイオニアによって作られた義歯
は小刀とのみによって彫られた全体が木で出来てい
るもので，調べてみると可能な限り自然の歯に近い
ものであった。また自然な口の形になるように工夫
されているように思われる。一方，歯は雪花石膏，
白色大理石，象牙などで彫られ，金属のピンがつい
た硬い木のベースに強い糊でつけられていた。これ
らの義歯は特別な空気室を設けることなく，天然の
歯からは独立して，大気圧によって保持されてい
た。この方法は偶然発見された。その後義歯作成に
ついては大きな改良がなされた。ワックス印象，
ワックスモデル，手や道具で作った木彫りのものを
作ることや，色をつけることなどが始められた。こ
れらの義歯は現在のインドゴムの義歯と同じ使い勝
手ではなかったが，実際的に良く付き，咀嚼には相
当に良いものであった。以後義歯はもはや単なる飾
りとして考えられなくなった。不思議なことに当時
は義歯を作る権利は口中医が有し，彼の方法が発見
された以降，両親や兄弟に対してさえ秘密を保つと
誓わない限り，この職業以外の人には義歯を作るこ
とや，使用することさえ許可されなかった。

これらの義歯や作成の方法が実際に正確にどの位
前から始められたのかを究明するのは不可能であ
る。しかし前に述べたように，約２世紀半前の徳川
時代の初期以来，歯科は日本のあちこちで行われて
いた。行っていた人々のほとんどは男性もしくは侍

（騎士）で，この職業のために武士を放棄していた。
そのうちの何人かは尊敬に値する医師でその職業を
祖先より受け継いでいた。これらの中で義歯の発明
者である佐藤文仲と，かつてその弟子であった，
清水アンチュウが良く知られていて，彼は大垣藩主

戸田采女正に拝謁の栄を浴した。その結果この方た
ちは民衆から敬意を払われていた。しかしながらそ
の後低い階級の男達や浪人たち（不品行により武士
を追放された人）は歯の治療に関することには全く
無知であったが，歯科の職を得るようになった。彼
らは力ずくで歯を抜き，歯磨剤を街頭で売った。通
りすがりの人々が注意を引くような声をはりあげて
宣伝したり，４～５フィートの刀で立回りをした
り，独楽回しをして人々を惹きつけた。当然のこと
ながら彼らの行っている歯科というものは未熟で
あった。彼らの手技の危険なやり方は徐々にその職
の品位を下げる結果となり，もはや民衆からは自尊
心のある男の仕事とはみなされなくなったのであ
る。従って現在でも，居あい抜き（立回り）や独楽回
しが歯科の仕事であると思われている。そして彼ら
の仕事には歯科が含まれると思っている人もいる。
このような状況のため，歯科に関連する全ての研究
は日本人から無視されたのである。ただし松井源水

（独楽回しの名士）や長井兵助（居あい抜きの達人）な
どの一族や門下生などはその名を使うことを許され
た。

このようなことが１８５４年にアメリカ合衆国のペ
リー提督の来日の結果，西洋の文明の波が訪れる前
の日本の歯科の状況であった。もちろん西洋文明の
波は日本の政治，社会，教育施設などに多面的な変
化をもたらしたのであった。従って歯科の古いシス
テムも影響を受けないわけはなかった。上海の（故）
Dr. イーストレイキやニューヨークの Dr. W. St.
ジョージ エリオットなど明治時代の初期に日本で
診療室を持っていたアメリカ人の歯科医の存在が，
本当の意味での我々の歯科を発達させた最初で直接
の源となった。前者は１８６８年初めに横浜を訪れ，１
年間診療を行った後に上海に戻った。Dr. イースト
レイキは長谷川 保（旧保兵衛）を上海に連れて行
き，長谷川は日本人最初の西洋歯科の門下生となっ
た。後に彼は東京で評判の歯科医となった。Dr. エ
リオットは１８７０年初期に横浜に来て，１８７５年末まで
留まった。１８７３年より東京で開業していた小幡英之
介は彼の最初の門下生であった。Dr. エリオットの
日本での５年間の滞在は旧態依然とした施術者に近
代歯科の本質を教え，歯科医に計り知れないほどの
恩恵を与えたのであった。彼は滞在中に歯科用エン
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ジン，道具類，いくつかの材料を輸入し，また木製
の初期の歯科用椅子を導入した。この椅子はその後
改良され，現在一般的に歯科医が使用しているもの
である。その当時から数年を経て新しい学校の学生
数が徐々に増えた。そのうちの何人かは診療を始
め，一般大衆からその完璧な仕事と技術で賞賛を得
るのに成功しただけではなく，歯科医を軽蔑して見
下していた先祖を持つ上流階級の患者からも歓迎さ
れた。人々は徐々に優秀な歯科医によって歯の手入
れをすることが必要だと理解するようになった。旧
態依然とした施術者はとても危険で信頼できないた
め人々から完全に見捨てられるようになった。

しかしながらこれらの古い施術者に治療を厳しく
禁じることは実際的ではなかったが，ついに政府に
よって彼らが忘れ去られるようにする方策が採られ
ることになった。その方策とは１８８３年に発令された
医師免許証と医師・歯科医師の醫術開業試験に関す
る法律である。全ての歯科医師は醫術開業試験に合
格しなければならず，従来家は抜歯と義歯を作るこ
とだけが許可されるという法が制定された。それは
各地方の状況に従って県が交付した法令によって監
督される（この論文の後半の法令を参照）。これは決
定的な打撃ではなかったが，これらの低レベルの施
術者の職業はこれ以降オセロのことば「消え失せ
ろ」のようになった。

このように制定された醫術開業試験は記述と口頭
の２つの部分から構成されていた。前者は解剖学，
病理学，薬剤学，生理学，補綴並びに修復歯科の６
つから，後者は歯科の手技ならびに実際的な知識に
ついて受験者をテストするものであった。

当時は日本語の歯科に関する書籍は皆無で，重要
な課題を教える組織だった機関もなかった。そのた
め歯科医になる希望を持った若者は必要な知識を得
るためには見習いになるしか方法がなかった。こう
した時代の中にあって，歯科の経験を積んできた
人々を別にして，教科書や学校がない状況で歯科医
としてのきちんとした資格や正確な知識を得ること
が困難であると感じる人などは誰もいなかった。今
までに述べた状況の結果として，幸運にも診療の特
権を得ることが出来た人はほとんどいない。最初の
国家試験の日から６～７年の間に免許を得た術者は
数少ない（P．１１の表を参照）。

歯科の研究や臨床がこのような貧しい状況にある
間に，日本の医学の発達は顕著であった。政府が発
行する医学官報ではかなりの数の資質の高い人々が
担当していて，日本帝国は医学生の為の教育機関を
主な地方都市に設立した。その際立った対照は言う
までもなかった。政府によって歯科教育の向上のた
めの効果的な計画が立てられない限り，歯科医学教
育を科学のレベルにまで引き上げるという望みは全
く叶わなかった。この件に関して政府は全く手を打
つことなく，もっと直接的で差し迫ったことに対処
するのみであった。

このように当時歯科医学の研究を進めるための機
関の必要性は痛感されていた。歯科医学校の創設に
期待を寄せる意見はそこここで聞かれたが，決定的
な一歩は踏み出されなかった。この役割は日本で
もっとも著名な歯科医，高山紀齋に任された。彼は
１８８９年１１月，東京に自費で歯科医学校を設立した。
その学校は高山歯科医学院と呼ばれ，日本で最初に
設立された歯科学校で，現在の東京歯科医学院の前
身である。この医学校は専門の学問である歯科医学
を教育する目的で設立された。カリキュラムは補綴
学と修復歯学，医学の基礎科目を含めたものであっ
た。講義は開始当初は資金と良い講師の不足から非
常に未熟なものであった。彼自身がいくつかの講義
を担当し，定期的にかなりの額の資金援助をしてい
た。彼の絶え間ない労力と奉仕によりついに学院は
現在の発展を成し遂げたのである（P.６参照）。この
歯科医学院が成しえた成果は明らかに重要である。
それは世間一般に歯科の重要性を広め，歯科医を以
前より高い地位の職業に引き上げたのである。その
創立より，学院は非常に多くの資質の高い歯科医を
輩出し，日本の歯科医療のために自ら望んでその資
格を得る人々のための唯一の歯科医学校として認め
られたといっても過言ではない。

１８９４年，渡邊敬三郎により名古屋にもう一つの歯
科学校が設立された。この学校は愛知歯科医学校と
呼ばれ，現在も存在し，高山紀齋のものと比べると
小さい規模であった。

高山歯科医学院が組織される前に，神翁金斉，吉
田仙正，鈴木玉斎等により久保田 豊の監修の下，
東京に歯科の予備学校（apprentice school）が設立さ
れたと言われているが，資金繰りの困難により１８８９
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年以降存在していない。
これらの教育機関のほかに，歯科衛生に光を当て

ることと同様に近代歯科医学の発展に向けての重要
なステップは，１８９０年にわれわれの歯科医師たちに
よって，東京に歯科医学会（odontological society）
が設立されたことである。当時ほとんどの歯科見習
い生（apprentices）は，その師の診療所で朝から晩
まで働かなくてはならず，日中に歯科医学校に出席
することは不可能であったので，歯科医学会は非常
に好評であった。この種の最初に設立された学会は
「歯科研究会」（Shikwa-Kenkyu Kwai）として知ら
れている。最初の会は１８９０年１１月に開かれた。この
組織が出来た当初から月に一度会が開かれ，多くの
若い歯科医や見習い生でいつも会は盛況であった。
彼らは自身の論文を読んだり討論したり，また月刊
誌「歯科研究会月報」を発刊した。榎本積一が会長
をしていたこの学会は，歯科界にアメリカの近代歯
科システムについての多くのことを紹介し，またそ
れは信頼できる教科書を持たない見習い生の勉強の
助けにもなった。この会は１９００年後半まで続いた
が，榎本会長は会長就任中，休みなく働き，この学
会を最高地点まで引き上げたが，残念なことに辞任
したため衰退し，とうとう１９００年に解散した。

上記の学会が組織されたのと同時期に「歯科講義
会」が養成所の歯科医である神翁金斉，吉田仙正，
鈴木玉斎等により設立された。この会の目的は会員
の見習い生に近代歯科の講義を始めることであっ
た。この見習い生は前に述べた従来家のことであ
る。この講義は印刷され，会員に配布された。従来
家は新しいシステムを習得した歯科医との学術的な
交友を拒否したが，当然ながら見習い生は資格取得
の試験に合格するために必要な歯科医学の新しい知
識を勉強することを望んだ。アメリカの歯科の本を
翻訳した伊澤信平と小島原泰民が講師で，彼らはこ
の会の発展のために常に働いていた。一方，高山紀
齋は勉強したいと望む歯科医学生にはいつでも学校
を開け，その学校での教育に成功していた。

１８８３年に公布された規則により従来家の診療制限
が失敗したことは新しい歯科医師にとって常に頭痛
の種であった。前者の免許所有の問題については何
人かの歯科医で熱心に討議されたが，何も結果はで
なかった。禁止されていたにもかかわらず，従来家

はしばしば患者に毒性の薬を処方し，あちこちで死
者が出ていた。この悲惨な状況のため，ついに１８９３
年有資格者の歯科医の協会が組織された。この協会
の目的は会員によって従前の社会的地位の改善のた
めに効果的な計画を進めることであった。折に触れ
て規則を破る従来家に反対して自分たちの職業を守
ることもこの協会の目的の一つであった。この種の
専門職の協会としてはパイオニアであるこの組織は
「歯科医会」と名づけられ最初の会は１８９４年６月に
東京で開催された。それ以降，同じ目的を持って多
くの地方協会が日本国中で組織された。しかしお互
いに何のつながりもなく成長していったこれらの協
会は，徐々に合併する必要性を感じていた。このよ
うに全国的な特徴を持った組織は１９０３年に「日本歯
科医会」（the National Dental Association of Ja-
pan）の名の下に誕生した。そしてひとつになった
各地方医会は現在緊密な連携のもと歯科医師の職業
地位の向上のために努力している。

これらの協会の統一の前に，「歯科医学会」
（Shikwa-Igaku-Kwai）と呼ばれる歯科医学会が存在
し，昨年末までに「歯科医会」に帰属された。しか
し母体の解散のため独立した組織として歯科医学の
研究に貢献するために再組織された。現在学会は月
例会を開き，小論文を読んだり，利点について討議
したり，その時々に活動録を発行したりしている。

１８９８年政府は，われわれ有資格者が熱心に説いて
きたにもかかわらず長い間無視してきた歯科医学教
育を，科学の一分野として必要であると認めた。そ
して歯科医学教育システムの調査のために東京帝国
大学 医学部助教授 石原 久をヨーロッパとアメリ
カに派遣した。彼は１９０３年帰国したが，大学で歯科
の課程を立ち上げるという野心は，政府の補助金が
なかったことにより成功させることはできなかっ
た。後に大学病院に歯科診察室を開くことで自身を
納得させることとなった。したがって，著者は，政
府が歯科医学教育の促進に確固たる一歩を踏み出す
ことについてはまったく望みが無いと感じている。
また東京，京都，福岡の帝国大学には歯科の課程や
学部がないことは非常に残念であると思っている。

さてこの職の実際的な面については，歯科医師の
技術や手術の向上において，前述した組織よりも
もっと直接的ではあるが，もうひとつの隠された力
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があった。それはアメリカの歯科大学の卒業生によ
るアメリカの歯科の新しい方法や発見の導入であ
る。彼らは１８８９年以来，次々に帰国した。最初の卒
業生は片山敦彦 DDS で以前に高山先生の見習い生
であった。帰国後すぐに高山歯科医学院で講義を
行った。この中のクラウンブリッジについての講義
は歯科医たちにとても役に立った。しかしこの技術
については一井正典 DDS によって更に正確に教授
されたと思われる。次に記憶されている局面は伊澤
信平 DDS の帰国で，歯根管手術の改良法につい
て，特に学術的な分野においてわれわれは彼に恩恵
を受けている。これらの人々の他に，曽根龍蔵
DDS，山村楳次郎，松原 廣も帰国後修復歯科

（Operative Dentistry）の最新の知識を導入した。
最近では多くの卒業生がアメリカから帰国し，彼ら
の職業上の友人たちに歯科補綴の最新のシステムを
教授するために奮闘している。これらの卒業生は２０
人近くおり，東京でその技術を持って大きな成功を
収めている。

資格を得るために海外に行ったこれらの歯科医た
ちに関連して，筆者はこの論文の中で特に二人につ
いて述べる義務があると考えている。その二人とは
サンフランシスコの Dr. Van Denburg と Dr. L. L.
Dunbar である。二人とも日本を訪れたことはない
が，高山紀齋，片山敦彦，一井正典，曽根龍蔵，山
村楳次郎，松原 廣などの第一級の歯科医を指導す
ることにより日本の歯科の向上に大きく貢献したの
である。前者が最初の３人を，後者が他の人たちを
それぞれの診療所で指導した。

当時多くの歯科医は，歯科医学の新しい傾向の勉
強のために診療所を休診のままにすることはできな
かった。著者は電気泳動法に関しては榎本積一先生
を，そして口腔細菌学では小川勝一先生と富安 晋
先生を思い出す。後者二人の先生は１８８８年から継続
的に口腔細菌学を研究している。

この論文を締めくくる前に，開業医の診療方法に
ついていくつかの考えを簡単に述べる。われわれは
彼らに心から敬意を表する。２０年前，歯の充填に主
に使われていた材料はアマルガムとガッタパーチャ
で，歯根は消毒した綿花をクレオソートか石炭酸に
浸したもので詰めた。しかし現在では，根管治療の
改良方法で一時的な充填としてこれらの材料が使わ

れることはほとんどない。日本製の金箔の品質は非
常に高いので，その密着度は熱やアンモニアで容易
に変化させることができる。１８８９年からクラウンブ
リッジの技術が導入された。わが国の第１級の歯科
医はこの技術に非常に精通している。然し加硫処理
した義歯はクラスプがあるなしに係らず，以前の治
療法で請求された代金を支払うことが出来なかった
患者のほとんどから歓迎された。同じ理由から，連
続陶材義歯（continuous gum work）は診療中にめっ
たに見ることはなかった。患者が苦痛から逃れるこ
とを求めなかったという理由で，全身麻酔はまだ日
本の歯科医の間では良く知られていなかった。１８８８
年から１８９０年の間は，何人かの歯科医によって電気
泳動法が高く推奨されたが，満足できる結果でない
ことから，現在どの診療所でもこの装置は見られな
い。今流行している局所麻酔薬はコカインとアドレ
ナリンの混合投与で，何人かはこのシュライヒ局所
麻酔法を勧めている。最近では磁器製のインレーが
関心を集めている。消毒薬については，われわれ歯
科医は常に細心の注意を払っている。これはわが国
の医師が消毒の重要性を認めていることによる。つ
まり歯科医だけが取り残されるわけにはいかないか
らであった。一般的に殺菌薬は石炭酸とホルムアル
デヒドが使われた。多くの便利な殺菌装置が開発さ
れ，そのうち少なくとも一つは歯科診療所に欠かせ
ないものと思われている。

歯科関連品については，その多くが輸入された
り，歯科医が自分で作ったりしているが，近年では
日本の製造業者も急速な進展を遂げ，販売業者もか
なり良い販路を持つようになった。しかしまだ，い
くつかの例外を除いてほとんどの診療室には格好の
悪い，古い木の診療椅子がみられる。少し前にアメ
リカの歯科と同じ形の椅子がいくつか作られたが，
これらは故障しやすいということで，第１級の歯科
医たちはウィルカーソンの椅子を好んでいる。現在
までにおよそ１００台近いこの椅子が輸入された。電
力あるいは水力の歯科エンジンはまだ輸入されてい
ない。通常足踏み式のエンジンが使われている。そ
のほとんどは国内で製作されているもので，シース
を除いて実用的で使いやすい。ドリル，タービン，
抜髄針，鉗子などほとんど全ての道具は日本製であ
る。かつて良くみられた故障は，もう見られなくな
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り，これら道具の使用は日に日に増えている。日本
製の全ての電気器具は非常によく，アメリカやヨー
ロッパ製と同等である。形はあまりよくないが，そ
の性能に違いはない。人工歯の製造は未だ初期の段
階で発展途上である。ゴム製の歯のほとんどは留金
がなく－プラチナは高価すぎる－ゴムの維持のため
にアンダーカットとなっている。最近，渡辺良齋
先生が金属の留金（pins）のある歯を作成した。この
留金はプラチナの留金のように溶けにくく，どんな
金属の土台にも対応できる。しかしこの歯は渡辺
良齋先生だけが使うために作られた。

全体としてみると，日本の製造は未熟で発展途上
である。巨大なアメリカの企業が現在の歯科用具，
特に最新のものを日本に供給しているといっても過
言ではない。

ここまで著者は日本の歯科の過去と現在について
簡単に述べた。読者は疑いもなくこの過去３０年間で
かなりはやい速度で発展したことがお分かりだろう
と思う。しかし著者が，歯科医学は未だ発展の初期
段階にいると思っていることに誰も反対する人はい
ないであろう。わが日本帝国には合計７６６名の歯科
医がおり，そのうちの何人かは見習いのときの怪し
げな知識でかろうじて免許を取得したものである。
仮にすべての歯科医師が国民の歯を診ることができ
ると仮定すると，日本には５千万人も人口があるこ
とを念頭に置かねばならない。即ち，６５，２７４人に対
して歯科医が一人ということである。多くの日本人
がむし歯に侵され，その結果として消化不良になっ
ていることは疑いない。現在の遅い速度での進展で
は理想的な状態からはかなり遠い状況にある。全て
の状況を勘案すると現在の歯科臨床家に託された使
命が大きいことをわれわれは自覚しなければならな
い。そして免許のある歯科医師の数が整う日が早く
来ることを切に希望する。それによって歯科医師
は，眼の前の手付かずになって広がる分野の需要に
さらに十分に応えることができるであろう。

２．歯科医学校

１）東京歯科医学院
東京歯科医学院は日本最古の歯科教育機関で，

１８８９年１１月に高山紀齋によって創立された。創立当
時は高山歯科医学院と称した。目的は歯科医を輩出

することである。そしてこれら歯科医が学術を基本
とした臨床教育を習得するあらゆる機会を捉えて歯
科に携わることを強く望んでいる。

学院の第１学期には教員は７人で，そのほとんど
が以前に創立者のもとで修行した者であって，その
当時皆評判の良い歯科医であった。校長には創立者
が就いた。第１学期の初めには学生は８人のみで
あったが，翌年の６月には４５人に増えた。学院の開
校当時から経済的には非常に困難な状況で，赤字を
補填するために創立者がかなりの額を寄付した。当
時の講義課程は資金不足のため非常に単純で，学生
は皆一つの教室で講義を受けた。講義は物理学，化
学，解剖学，病理学，生理学，薬剤学，歯科修復学
と歯科補綴学，そして臨床講義で，それらが１週間
に２回行われた。教科書はなく，これは学生に勉学
を容易にさせるためにも緊急で重要な問題であっ
た。１８９１年から１８９５年までの４年間の絶え間ない努
力により，歯科金属学，歯科修復学，歯科補綴学，
歯科外科学，薬剤学，そして第５神経の解剖の教科
書が教授たちによって書かれ，学院から毎年のよう
に発行された。これ等の他に，教室で配布された講
義録が，きちんと授業に出席することが出来ない院
外生のために月に１回発行された。１９００年１月，高
山先生は診療に忙殺され，学院の経営をみることが
出来なくなり，学院を教員の一人である血脇守之助
の管理下に置くことを余儀なくされた。血脇守之助
は学院の責任を一人で担うこととなった。血脇は学
院を現在の地，神田三崎町に移した。この土地は彼
自身が購入したものである。学期の初めに高山先生
が辞任し，彼の後継者として血脇が校長職を引き継
いだ。学院の移転後，現在の学校名に変わり，近代
歯科医学が必要とするレベルに，また現在の日本の
状況を引き上げるためカリキュラムや講義のシステ
ムが改良された。このように講義課程は３学制に拡
大され，有能な教授も職員に加えられた。これらの
改革により，学院の隆盛は驚くほど増大し，学院は
堅実に更なる改革を進めた。その目的は学生の学術
的な研修をさらに完璧にすることであった。これに
加え，今まで使われていたものに代わり，アメリカ
の最新歯科医学の新しい教科書の出版が必要とされ
ているので，さらに最新の内容に充実させ，学院が
最後の学期中に出版した。教科書は歯科解剖学と組
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出版年 著者または翻訳者 タイトル
１８８５ 大月亀太郎 訳 歯科全書
１８８７ 伊澤 信平 歯科問答
１８８９ 小島原泰民 歯科提要
１８９０ 小島原泰民 歯科小技
１８９０ 高山 紀齋 衛生保歯問答
１８９０ 高山 紀齋 保歯新論
１８９０ 渡辺 良齋 歯科学 第１巻
１８９１ 小島原泰民 訳 歯科病理各論
１８９１ 高山 紀齋 第五対神経解剖編
１８９２ 高山 紀齋 歯科手術論
１８９２ 高山 紀齋 歯科器械学
１８９２ 高山 紀齋 歯科汎論
１８９２ 小島原泰民 歯科生理学
１８９３ 高山 紀齋 歯科薬物
１８９４ 小泉栄次郎 歯科材料学
１８９５ 高山 紀齋 歯科薬物学
１８９７ 高橋直太郎 歯科病理学 第１，２巻
１８９７ 荒木 盛英 編訳 簡明歯科手術学
１８９７ 荒木 盛英 編訳 抜歯術
１８９７ 荒木 盛英 印象採得法

１９０１－２ 高橋直太郎 歯科病理新論 第１，２巻

織学，歯科病理学，歯科矯正学，修復歯学，歯科補
綴学，薬物学，クラウンブリッジ術，そして口腔細
菌学である。

東京歯科医学院創立以来，学院は１３８名の卒業生
を輩出し，４００名近い学生が免許試験に合格した。
これらの有資格歯科医師は日本の有資格歯科医の半
分を占めている。これにより学院は免許試験合格を
目指す人々にとって唯一の拠りどころとして認識さ
れている。

学院の講義課程は年間１０ヵ月で３年間に亘る。授
業は講師から指定された教科書に沿って，講義，口
述，臨床講義，臨床実習の形式で行われる。
授業：１学年―化学，物理，生理学，

解剖学（一般，歯科），薬剤学
２学年―歯科冶金学，治療学，一般病理学，

細菌学，修復歯学，歯科補綴学，
技工作業，診療実習

３学年―外科，細菌学，修復歯学，
歯科補綴学，クラウンブリッジ術，
技工作業，診療実習

入学志望者は道徳的な人格であることの十分な証
明を提出し，予備試験に合格するかまたは中学校の
卒業証明書，あるいは以下に挙げる科目を履修した
初等教育卒業証明書を提出することが求められる。

⑴世界史，日本史 ⑵初等物理，化学
⑶修辞学，英語 ⑷算数 ⑸代数学 ⑹幾何学
上級クラスへの入学には以下の条件が適用され

る。
⑴ ２学年入学には医学校１年修了の証明書ある

いは学院１学年の最終試験合格証明書の提出
⑵ ３学年入学には上記証明書の提出と信頼でき

る歯科医による正式な証明書あるいは第２学年
最終試験の合格証明書が必要

卒業には全ての志願者は３年間学院の授業，ある
いは学院内で行われる単年の歯科の授業を別々に３
年間受講することが必須である。３年目の最後の最
終試験に合格すると修了証が授与される。現在，学
院では学位は授与していない。

２）愛知歯科医学校
現在２校あるうちの１校である愛知歯科医学校は

１８９４年８月に渡邊敬三郎が自費で名古屋に創立し

た。その目的は歯科の学理と実習の完璧な講義課程
を提供することである。初代校長は伊藤順二であ
る。校舎はその目的のために特別に設計され，１８９８
年に名古屋の笹島町に移転した。その時から校長は
創立者の渡邊敬三郎となった。現在の学生数は１４
名。１２名の卒業生を出し，創立以来１２名の免許取得
者がいる。

この学校の講義課程は初等コース（２年間）と歯科
コース（２年半）で構成されている。授業内容は以下
の通りである。

初等コース―物理，化学，解剖学，組織学，
生理学，発生学

歯科コース―歯科解剖学，歯科組織学，
歯科病理学，薬物学，
歯科補綴・修復学，実習

入学志願者は道徳的な人格である証明の提出とそ
れぞれのコースへの入学試験に合格することが求め
られている。

現在のこの学校の状況について著者は何も情報を
得ていない。

３．歯科出版物

１）書 籍
１８８５年以来免許取得者によって数多くの歯科書籍

が執筆され，多くの翻訳がなされた。以下にその著
者を記す。
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これら以外に，高山歯科医学院は１８９０年から１８９２
年まで雑誌の形式で教授の授業内容を毎月発行して
いた。この雑誌，「高山歯科医学院講義録」は毎日
授業を受けることが出来ない学生たちの間で回覧さ
れた。これは２４巻からなり歯科の項目別に各巻少な
くとも１００ページあったが，現在では少なくなって
いる。

上記に挙げた本を書くにあたって参考とした最も
重要な海外の書物は，「Garretson’s Oral Surgery」
「Parreidt’s Compendium of Dentistry」「Abbott’s
Dental Pathology」「Fillebrown’s Operative Den-
tistry」「Webb’s Operative Dentistry」「Metallugy
and Dental Jurisprudence from American System
of Dentistry」「Essig’s Dental Metallurgy」「Rich-
ardson’s Mechanical Dentistry」「Gorgas’ Materia
Medica」「Rymer’s Dental Anatomy」「Harris’ Prin-
ciples and Practice of Oral Surgery」などである。

上記の書物は歯科に必要な科目のほとんど全てを
含んでいるが，米国での最近の歯科医学の発展には
今まで使われていたものに代わって必然的に新しい
教科書が出版されている。以下の完全で最新の書は
東京歯科医学院の教授によって５年間継続して，特
に内容や論理に矛盾がないように執筆された。
（血脇守之助・奥村鶴吉編 歯科の教科書）

⑴ 歯科解剖学と組織学 奥村鶴吉
⑵ 歯科病理学 奥村鶴吉
⑶ 歯科矯正学 血脇守之助・佐藤運雄
⑷ 歯科修復学 血脇守之助
⑸ 歯科補綴学 瓜生春太郎・奥村鶴吉
⑹ 歯科薬物学 早川可美良
⑺ クラウンブリッジ術 藤島太麻夫・奥村鶴吉
⑻ 口腔微生物学 中木清秀・小川勝一
これらの書籍は歯科医学の標準の教科書と認めら

れている。これらの教科書を執筆するに当たり，現
在アメリカの歯科大学で使われている以下の本の内
容を主に参考にし，著者は理論と方法を重視した。
「Kirk’s Operative Dentistry」「Essig’s Prosthetic
Dentistry」「Eckley’s Anatomy of the Head and
Neck」「Gray’s Anatomy」「Miller’s Micro-Organ-
ism of Human Mouth」「Sewill’s Dental Surgery」
「Black’s Descriptive Anatomy of the Human Tee-
th」「Bodecker’s Anatomy and Pathology of the

Teeth」「Hopewell-Smith’s Dental Microscopy」「Bur-
chard’s Dental Pathology and Therepeutics」「Ge-
orge Evans’ Artificial Crown-and Bridge-Work」
「Guilford’s Orthodontia」「Angle’s Malocclusion of
the Teeth and Fracture of the Maxillae」「File-
brown’s Operative Dentistry」「Gorgas’ Dental Medi-
cine」「Broomell’s Anatomy and Histology of Hu-
man Mouth and Teeth」「Harris’ Principles and
Practice of Dentistry」「Johnson’s Principles and
Practice of Filling Teeth」「Talbot’s Interstitial Gin-
givitis」「Cryer’s Internal Anatomy of the Face」，
Dental Cosmos，Dental Reviews など。
２）定期刊行物（雑誌）

日本語の歯科雑誌で今までに発刊されたものは
⑴ 「歯科研究会月報」 榎本積一会長が会長を務

める歯科医学会「歯科研究会」の月間記録。
１８９１年１月発刊 １９００年 １３２巻で廃刊

⑵ 「歯科雑誌」 瑞穂屋歯科所の広告媒体として
の歯科雑誌。外国の歯科雑誌の翻訳も含む。
１８９１年９月発刊 不定期

⑶ 「歯学研鑚」 富安 晋編集による歯科雑誌
で，彼は口腔微生物の研究に主に貢献した。
１９８９年１月発刊 不定期 １９０４年６月 ２３巻で
廃刊

⑷ 「歯科研究彙報」 伊澤信平の歯科医学研究レ
ポート 不定期 全１０巻

⑸ 「歯科学報」前（「歯科医学叢談」）血脇守之助
編集による歯科医学，口腔外科，医学等の月刊
誌
１８８５年１０月発刊 １９０４年７月９巻７号 現在

これらの出版物で最後のものが現在定期的に発行
されている。発刊以来２，０００部という他に類を見な
い発行部数を誇り，東京歯科医学院の同窓に毎月配
布され，その購読者数は日本中の歯科医，医師数と
同じくらいで東洋での有数な歯科雑誌と認められて
いる。

４．大日本歯科医会

この論文の最初の部分で述べたように，「歯科医
会」と呼ばれる歯科医師の先駆的な組織で，１８９３年
に東京で発足した。それ以来，各地で次々と同じ目
的の組織が立ち上がったが，相互のつながりはな
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かった。しかしこれらの組織は一つになることによ
り目的を達成できるという機運により１９０３年に全国
的な組織として一つになった。「日本歯科医会」と
称していた大日本歯科医会（The National Dental
Association）はこのように組織され，日本国中の歯
科医師の統一を強く推し進めるために最善の努力を
している。

この会の目的は歯科医師の職を守ることと同様に
歯科医師のステイタスを改善することである。会は
日本政府の歯科医師免許を取得している歯科医師で
構成されている。委員会は会長，副会長，３人の理
事からなり，これら役員は各地域の代表メンバーの
投票によって選出される。「各役員の任期は１年で
ある」。大日本歯科医会の計画を遂行するために全
会員の総会が３年に１度開催され，会長が議長とな
り１年に一回代表会議が開催される。理事会は歯科
に関連する必要事項と同様に規定や規約を通知さ
れ，その役務は会の全会員にその情報を知らせるこ
とである。現在の理事会は会長：高山紀齋，副会
長：榎本積一，理事：血脇守之助，佐藤運雄，曽根
龍蔵である。

上記大日本歯科医会の組織と同時に歯科医学の向
上に貢献する学会が「歯科医学会」のメンバーに
よって組織された。このメンバーはこの学会の前身
である「歯科医会」に昨年まで所属していた人たち
で，「歯科医会」はその母体である歯科医師会の統
合によって解散した。新しい学会，すなわち「日本
歯科医学会」（日本の歯科学会）は毎月会合を開い
た。会員は歯科医師免許取得者で，役員は会長１
名，副会長１名，理事５名で構成されている。役員
は会員の選挙により選出され，任期は１年である。
これら役員のほかに会長から３０人の評議員が推薦さ
れ，その任期は１年である。役員は以下の通りであ
る。会長：伊澤信平，副会長：富安 晋，理事：藤
島太麻夫，塚原 傳，高橋直太郎，小川勝一，奥村
鶴吉

５．歯科医師法

１）「医師免許規則」
１８８３年１０月２３日第３５号布達，「医師免許規則」及び

「医師開業試験規則」１８８４年１月より実施される。
第一条 医師ハ医術開業試験ヲ受ケ内務卿ヨリ開業

免状ヲ得タル者トス
但此規則施行以前ニ於テ受ケタル医術開業
ノ證ハ仍ホ其効アリトス

第二条 開業免状ヲ得ントスル者ハ試験及第證書ヲ
以テ地方廳ヲ経由シテ内務省ニ願出ツヘシ

第三条 官立及府県立医学校ノ卒業證書ヲ得タル者
其證書ヲ以テ開業免状ヲ得シコトヲ願出ツ
ルトキハ内務卿ハ試験ヲ要セスシテ免状ヲ
授与スルコトアルヘシ

第四条 外国ノ大学医学部若クハ医学校ニ於テ卒業
シタル者或ハ外国ニ於テ医術開業免許ヲ得
タル者其卒業證書又ハ開業證書ヲ以テ開業
免状ヲ得ンコトヲ願出ツルトキハ内務卿ハ
其證書ヲ審査シ試験ヲ要セスシテ免状ヲ授
与スルコトアルヘシ

第五条 医師ニ乏キ地ニ於テハ府知事県令ノ具状ニ
ヨリ内務卿ハ医術開業試験ヲ経サル者ト雖
トモ其履歴ニヨリ仮開業免状ヲ授与スルコ
トアルヘシ

第六条 開業医免状ヲ得ル者ハ免状下付ノ節手数料
金三円（本文では２０円）ヲ納ムヘシ

第七条 医師免状ヲ得タル者ノ氏名本籍ハ内務省ノ
医籍ニ登録シ時々之ヲ公告スヘシ

第八条 開業免状ヲ毀損亡失シ又ハ氏名本籍ノ変換
ニ由リ免状ノ書換ヲ願フ者ハ其事由ヲ記シ
地方廳ヲ経由シテ内務省ニ願出ツヘシ

第九条 開業免状ノ書換ヲ願フ者ハ免状下付ノ節手
数料金壹円ヲ納ムヘシ

第十条 医師廃業又ハ死亡シタルトキハ地方廳ヲ経
由シテ其開業免状ヲ内務省ニ返納スヘシ

第十一条 医師其業ニ関シ犯罪若クハ不正ノ行為ア
ルトキハ中央衛生会ノ審議ヲ経内務卿ニ
於テ其業ヲ停止若クハ禁止スルコトアル
ヘシ

第十二条 前条ニ撚り医業禁止ノ処分ヲ受ケタル者
アルトキハ地方廳ニ於テ直チニ其開業免
状を取上ケ之ヲ内務省ニ返納スヘシ其停
止ノ処分ニ係ルモノハ幾年月日間停業シ
タル旨ヲ開業免状ニ裏書シ廳印ヲ捺シテ
之ヲ本人ニ下付スヘシ

第十三条 内務卿ハ医業禁止ノ処分ヲ為シタル後ト
雖トモ本人ノ行状ヲ勘査シ中央衛生会ノ
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審議ヲ経特ニ其禁止ヲ解クコトアルヘシ
（注：上記法令中の“医師”という言葉には歯科医
師も含まれる）

上記の法令が施行されたとき，歯科と同様に医師
の試験に関する法令は以下のように公布され，１８８４
年１月に施行された。
２）「医師開業試験規則」
第１条 医術ヲ開業セントスル者ハ此規則ニ拠リ試

験ヲ受クヘシ
第２条 内務卿ハ毎年２回医術開業試験ヲ挙行スル

ヘシ但試験ヲ挙行スヘキ地方及ヒ試験期日
ハ六箇月前之ヲ内務卿ヨリ告示スヘシ

第３条 第３条，第４条無効
第５条 医術開業試験ハ之ヲ二期ニ分テ前期試験後

期試験トス前後二期ノ試験ヲ同時ニ受クル
コトヲ得ス
但歯科医術開業試験ハ全科一時ニ受クルモ
ノトス

第６条 試験科目ヲ定ムルコト以下ノ如シ
前期試験科目―第一 物理学 第二 化 学

第三 解剖学 第四 生理学
後期試験科目―第一 外科学 第二 内科学

第三 薬物学 第四 眼科学
第五 産科学 第六 臨床実験

第７条 歯科試験科目ヲ定ムルコト以下ノ如シ
第一 歯科解剖及び生理
第二 歯科病理及び治術
第三 歯科用薬品
第四 歯科用器具
第五 実地試験

第８条 前期試験ハ一箇年半以上後期試験ハ更ニ一
箇年半以上修学セシ者ニ非サレハ之ヲ受ク
ルコトヲ得ス

（追加）但歯科医術開業試験ハ二箇年以上修
学セシ者ニ非サレハ之ヲ受クルコトヲ得ス

第９条 前期試験ヲ受ケントスル者ハ其願書ニ修学
ノ履歴書ヲ副ヘ後期試験ヲ受ケントスル者
ハ其願書ニ履歴書及前期試験及第ノ證書ヲ
副ヘ年毎六月十二月中地方廰ニ差出スヘシ
地方廰ハ翌月五日迄ニ其書類ヲ取纏メ内務
省ニ進達スルモノトス
但履歴書ニハ其師若クハ他ノ開業医師二名

以上ノ保證アルヲ要ス
第１０条 地方廰ニ於テ試験出願者中医事ニ関シ犯罪

若クハ不正ノ行為アリト認ムル者アルトキ
ハ之ヲ内務省ニ具状スヘシ内務省ニ於テハ
中央衛生会ノ審議ヲ経其情状ニ因リ期限ヲ
定メ試験ヲ許サヽルコトアルヘシ

第１１条 試験問題ハ試験主事者試験委員協議ノ上之
ヲ選定シ試験場ニ臨ミ受取人ヲシテ筆答セ
シムヘシ
但時宜ニヨリ口答セシムルコトアルヘシ

第１２条 無 効
第１３条 試験ニ落第シタル者ハ半年ヲ終ルニ非レハ

再試験ヲ請ウコトヲ得ス
第１４条 医術開業試験ヲ受クル者ハ試験開場ノ前日

迄ニ下記ノ手数料ヲ納ムヘシ
前期試験手数料：金三円（本文では５．５円）
後期試験手数料：金五円（本文では９円）
歯科試験手数料：金五円（本文では９円）

第１５条 無 効
１８９８年に以下の省令が発令され，施行された。

３）１８９８年（明治３１年）２月５日（土），内務省令第２
項
医術開業試験後期ノ学説試験及歯科ノ学説試験ニ

合格シタル者ハ学説合格承認證ヲ交付ス
前項ニ撚リ学説合格承認證ヲ得タル者ハ時下以後

ノ試験ニ於テ実地試験ノミヲ受クルコトヲ得実地試
験ヲ受ケントスル者ハ其願書ニ試験委員長ノ学説合
格承認證ヲ添ヘ願出ヘシ但試験手数料金五円（本文
では６円）ヲ納ムヘシ

これらの法令の施行に合わせて，抜歯と入れ歯の
作製のみを許可されている旧体制の歯科医の行為を
監督する措置はそのまま残されていた。これ以降，
地方自治体はそれぞれその地方の状況に合わせてこ
の件に関していくつかの条例を制定した。１８８４年か
ら東京では以下の代表的な条例が制定された。１８８４
年，第５８号は東京議会により発令された。
４）従来入歯歯抜口中療治接骨営業者取締規則（明

治２４年７月東京府令第５８号）
第一条 従来入歯歯抜口中療治接骨営業者ハ其店頭

ニ東京府免許何何営業及住所氏名ヲ記シタ
ル標札ヲ掲クヘシ
但歯科口中科接骨科等医師ニ紛ハシキ標札
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年 免許取得者数 年 免許取得者数

１８８４ ２ １８９４ ４２

１８８５ １２ １８９５ ３９

１８８６ ２２ １８９６ ３８

１８８７ １４ １８９７ ４８

１８８８ ２３ １８９８ ９８

１８８９ ３０ １８９９ ５４

１８９０ ２７ １９００ ４２

１８９１ ２７ １９０１ ５１

１８９２ ２８ １９０２ ７３

１８９３ ３１ １９０３ ７４

ヲ掲グヘカラス
第二条 出張所ヲ設ケントスル者ハ其出張時間ヲ記

載シ予メ警視廳ヘ届出スヘシ
第三条 明治３２年内務省令第二号ニ掲載セル毒劇薬

ハ使用スルヲ得ズ
第四条 営業ノ為メ外出スルトキハ免許鑑札ヲ携帯

スベシ但シ免許鑑札ハ他人ニ貸与スルヲ許
サス

第五条 廃業死亡若クハ他管下ニ転居シタル時ハ十
日以内ニ其旨警視廳へ届出免許鑑札ヲ返納
スヘシ
但シ管内ノ転居ハ五日以内ニ届出ヘシ

第六条 免許鑑札ヲ毀損亡失シ又ハ族籍氏名ヲ変換
シタルトキハ其事由ヲ具シ五日以内ニ警視
廳ヘ鑑札ノ書換又ハ下付ヲ請フヘシ

第七条 本則ヲ犯シタルモノハ刑法第四百二十六条
第四項ニ依リ二日以上五日以下ノ拘留又ハ
五十銭以上一円五十銭以上ノ科料ニ処ス

５）歯科医術開業試験
現在わが国では歯科医術開業試験の特別な委員会

はないが，その能力を一般に広く認められた臨床医
の中から文部省から特別に指名された医師試験委員
会の委員により歯科免許の受験者の試験を行ってい
る。試験委員のほとんどは医師試験委員で，医師試
験委員会の委員長により統括されていた。これら委
員の資格については良く分かっていない。事務局は
決まっておらず，委員の人数の制限も無かった。試
験問題はこれら委員により選択され，委員それぞれ
がある課題について責任を持って２～３問提出し
た。臨床実施は東京で少なくとも２人の委員の前で
行われ，それぞれが患者の前で２～３の修復や補綴

についての質問をした。現在では地方の各都市で論
理あるいは筆記試験が同時に行われ，試験問題は全
国同じものである。現在の歯科医師試験委員会は医
師試験委員長の足立文太郎先生の下，一井正典，伊
澤信平，石原 久の３名の委員からなる。

６．歯科医師免許取得者数

１８８３年に医師，歯科医師両方のための医師免許な
らびに免許取得試験に関する規程が発布される以前
に，１９人の歯科医師が外国での長年の診療と経験を
理由に承認されていた。当時，これらの免許取得者
は医師と同じ認定証を所持し，内務省の医師官報に
掲載されていた。この方々の中に，現在では専門家
として著名な小幡英之介先生，高山紀齋先生，西村
輔三先生の名前を見つけることが出来る。

表は規程の発令以後の免許取得者数である。
１８８３年以前の上記の取得者を含む，１９０３年末まで

の免許取得者総数は７６６名である。
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