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１８．東京歯科医学専門学校の認可
（明治４０年９月１２日）

東京歯科医学院は，既述のように１９０７（明治４０）年
５月２３日付けで，学則変更認可申請をした。その中
で第１章総則の第２条では，「修業期限ハ三ヶ年ト
ス」と明記されている。また第２章学科課程の第５
条には，第一，第二，第三学年級の学科目と毎週の
授業時数を示した後，「英語学ハ本科生ニハ必修科
目トシ別科生ニハ随意科目トス 授業時間ハ毎日午
前八時ニ始マリ午後五時ニ終ル」と定めている。こ
のようにあらかじめ，専門学校昇格に向けた準備を
怠りなく整えつつあったことが幸いした。

結局東京歯科医学院は，専門学校令とともに公立
私立歯科医学校指定規則の認可を，図１に示すよう
に同時に申請したこと，それが東京府知事を経由し
て文部大臣に達し，文部省と東京府の内部調整，通
牒を経て最終的に，文部大臣牧野伸顕が専門学校令

による認可を同年９月１２日付けで出したことは公文
書館資料によって明らかとなった（図２，３）。また
最大の案件である「無試験開業」については，１９１０

（明治４３）年２月１日付けで文部省専門学務局長福原
鐐二郎が東京府知事阿部浩に発した通牒（図４）に
よって指定されたことがわかる。これまた東京府を
介しての通牒であり，認可にあたっての付帯条件を
添えるのも，無条件ではないとするおきまりの形式
である。すなわち，この専門学校令と公立私立歯科
医学校指定規則の両者を最初に突破したのは，紛れ
もなく東京歯科医学院であった１）。

１９．歯科学報の雑報記事

「歯科学報」の雑報２）に，以下のような記事があ
る。

「（前略）法文上指定は各種學校たる一般齒科醫學
校たると又は専門學校たるとに論なきは勿論なれど
行政處分としては指定は重要なるものなれば先づ専
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門學校としての資格を得たる上追て（註：公立私立
齒科醫學校指定規則による指定を）出願せられては
との注意により六月五日附を以て専門學校設置の件
及徴兵猶豫の件を出願せられたり（後略）」

この記事には署名がないが，状況からして血脇本
人と見る説が有力である。

またこの内容は，当時の複雑な事情を映し出して
いる。つまり，血脇は「注意」（内示）に沿って一足
飛びに専門学校申請としたものの，すんなり歯科医
学専門学校が認可されるのか相当の不安があったろ
うし，制定されたばかりの「歯科医師法」第１条に
規定された関連の「指定規則」も，後回しになるの
は気がかりでもあった。しかし，この際文部省との

交渉で抵抗しても得策ではないと判断したものと思
われる。

さらに，「論なきは勿論なれど」の意味を含め
て，学院の関係者が，迷走する行政側の動向に困惑
しかけた気配がある。入澤３）によれば，医師法案の
とりまとめの主眼である医師の資格を規定するに当
たり，「医学教育に関して（政府に）何等定見の無
かったことは驚くべきである」と慨嘆している。医
師に関してさえこの有様であるから，まして歯科医
師の資格，特に教育制度のありかたなど，当時の文
系官僚にはかなり想像のむずかしい分野だったので
あろう。

このように，学院側が行政側の動揺を明確に把握
していたかどうかはともかく，役所の提案が学院に
とって不利なものではないと判断した段階で，素直
に対応したというのが実情ではなかろうか。

２０．勅令「専門学校令」と省令「歯科医学校指定
規則」の法制について

このころの法制上の脈絡を理解するうえで，公文
書「私立東京齒科醫學専門學校設立及指定認可申
請」（明治四十年六月五日）（前回図５）の記述は有用
である。すなわち，根拠となる法令の順番が最初に
「勅令第六十一號」（専門学校令，明治３６年３月２６
日），および「文部省令第十三號」（公立私立専門学
校規程，明治３６年３月３１日）があり，それらを「御
認可ノ上更ニ」とつづき「明治三十九年十月三十日
文部省令第十七號ニ依リ指定御認可被下度（以下
略）」と記述されている。この最後の「文部省令第
十七號」というのが，今回の主たる検討課題「公立
私立齒科醫學校指定規則」である。

専門学校令は上位の勅令（親規程）で，それに比較
すると公立私立歯科医学校指定規則は省令であり，
下位の存在となる。

２１．徴兵猶予に関連する公文書「徴兵猶豫之儀申
請」

「明治三十六年三月二十六日勅令第六十一號及文
部省令第十三號ニ依リ私立東京齒科醫學専門學校御
認可ノ上ハ明治三十二年六月文部省令第三十四號ニ
基キ本校本科生ヲ徴兵令第十三條ニ依リ官立府縣立
中學校ト同等以上トシテ御認定被下度此段申請候也
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明治四十年六月五日
私立東京齒科醫學専門學校設立者 血脇守之助

文部大臣牧野伸顕殿 」
ここで記される「文部省令第三十四號」というの

は，「公立私立學校ニ關スル規則」のことで，その
第１条は，公立私立学校が徴兵令に関する申請を文
部大臣に行う場合の詳細を述べたものである。

２２．私立共立歯科医学校の申請

１９０７（明治４０）年６月２４日，歯科医学校の設立を東
京府知事宛に出願していた私立共立歯科医学校は４
日後の６月２８日，東京府知事による認可を受けた。
しかしその認可に先立つ６日前，すなわち６月２２日
付けで「私立共立歯科医學専門學校設立願」という
文書が，設立者中原市五郎から東京府麹町区長古本
崇を経由（６月２４日）して，東京府知事男爵千家尊福
宛に申請されている。ところがこれについては，文
部省において受理認可された形跡がない。

歯科医学専門学校設立願の文面には，麹町区長が
６月２４日という奥印を押したものの，その日のうち
にあらためて共立歯科医学校の中原市五郎名で６月
２４日付けの公文書が提出されている。この経緯を詳
細に調べて考察すると，当時の共立歯科医学校の場
合，歯科医学専門学校の認可には無理と判定された
ものと考えられる。

一方，ちょうどこの年，東京歯科医学専門学校の
設立が１９０７（明治４０）年９月１２日に認可されている。
すなわち私立東京歯科医学専門学校設立者血脇守之
助に向けて，文部大臣牧野伸顕名で発せられたもの
である（図３）。

２３．日本歯科医学専門学校の申請

日本歯科医学校（明治４２年６月２日共立歯科医学
校から校名変更）は明治４２年６月２４日，ふたたび
「歯科醫學専門學校認可願」を提出した。

私立歯科醫學専門學校認可願
市五郎儀

明治四十年七月二日以来私立學校令第二條ノ認可
ヲ受ケ歯科醫學校ヲ設立經營致来候處本年六月一日
校舎ヲ現家屋へ變更スルト共ニ公立私立専門學校規
程ノ諸設備ヲ整へ申候条専門學校令第四條ニ依リ御
認可相成度左ノ事項ヲ具シ此段相願候也

東京市麴町區飯田町二丁目六十七番地
明治四十二年六月廿四日 設立者 中原市五郎

文部大臣 小松原英太郎殿
（以 下１．目 的，２．名 称，３．位 置，４．學

則，５．生徒定員三百名，６．敷地建物ノ図面其ノ
所有ノ區別 別冊第貳號ニ記ス，７．開校年月 明
治四十年七月二日共立歯科醫學校開校 明治四十二
年六月一日 日本歯科醫學校ト改称ス、以下略）

この申請は，東京府知事阿部浩を介し，１９０９（明
治４２）年８月１２日文部大臣によって認可のはこびと
なった（図５，６）。

上記公文書資料によれば，共立歯科医学校は「明
治４０年７月２日に私立学校令第２條によって認可さ
れた」と記されている。私立学校令（明治３２年８月
３日勅令第３５９号）は

「第２條 私立學校ノ設立廃止及設立者ノ変更ハ
監督官庁ノ認可ヲ受クヘシ」「第２條ノ二 私人ニ
シテ中學校又ハ専門學校ヲ設立セムトスルトキハ其
ノ學校ヲ維持スルニ足ルヘキ収入ヲ生スル資産及設
備又ハ之ニ要スル資金ヲ具へ民法ニ依リ財団法人ヲ
設立スヘシ」と定められている。

一方，公立私立歯科医学校指定規則（明治３９年１０
月３０日文部省令第１７號）は「醫學専門學校」とほぼ
同水準の厳しい基準が設定され，その第２条第３項
には「修業年限３箇年以上」（医専は４年以上），同
第６項には「開校以後２箇年以上ヲ経過シタルコ
ト」となっている。

このとき，すなわち１９０７（明治４０）年６月２２日付け
で東京府知事男爵千家尊福に宛てて提出された「私
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立共立歯科医學専門學校設立願（原文のまま）」に別
紙として添付されている同校「學則」の第四條で
は，

「本校ノ修業年限ヲ二ケ年トス」と明記され，さ
らに第九條では

「授業ハ毎日午後四時ニ始マリ午後八時ニ終ル」
と記載されており，専門学校の基準および「公立私
立歯科医学校指定規則」には適応しなかったものと
考えられる。すなわち「私立共立歯科醫學校」は当
初の修業年限が二年（夜間）であったこと，また１９０７

（明治４０）年６月２０日に「吉田齒科講義所」を吉田仙
正から中原市五郎に委譲されてわずか２日後の歯科

医学専門学校設立願であったことから，上記の専門
学校令，公立私立歯科医学校指定規則に依らない私
立学校令によって，各種学校としてのスタートを
切ったものと思われる。なお，吉田齒科講義所とい
う学校名は，既述東京府文書私立各種学校の簿册に
記録されていない。

しかしながら，ちょうど２年後の１９０９（明治４２）年
６月２４日に再提出された「私立歯科醫學専門學校認
可願」は，図５，６の公文書に示されるように同年
の８月１２日に認可された。

２４．東京歯科医学専門学校の無試験開業認可（明
治４３年２月１日）

歯科医師法第１条により，「文部大臣ノ指定シタ
ル齒科醫學校ヲ卒業シタル者」には，卒業試験合格
即国家試験免除（無試験開業）を許されることになっ
た。以上の経過について，官報に掲載された記事を
抽出すると，専門学校令による認可と歯科医師法第
１条第１号（公立私立歯科医学校指定規則）による指
定との間には，時間的にばらつきがある。先頭を行
く東京歯科医学専門学校は昇格後２年３か月を経て
指定されたが，日本歯科医学専門学校の場合は１０か
月余りである。ちなみに大阪歯科医学専門学校は２
年７か月を要している。この間にも複雑な水面下の
事情が存在したものと思われるが，今回は割愛する

（表１）。後の大正５年になるとようやく第１条の
「齒科醫學校」が「齒科醫學専門學校」に改められ
る。このように，東京歯科医学専門学校は後年の歯

表１ 官報に掲載された認可と指定の経過

齒科醫學校 申請者 専門學校令による認可
齒科醫師法第１條第１號
（公立私立齒科醫學校
指定規則）による指定

文部大臣

東京齒科醫學院 血 脇 守之助 １９０７（明治４０）年９月１３日
（官報７２６４号）

１９１０（明治４３）年２月１日
（官報７９８０号）

小笠原 英太郎
（告示１６号）

日本齒科醫學校 中 原 市五郎 １９０９（明治４２）年８月１４日
（官報７８４２号）

１９１０（明治４３）年６月１日
（官報８０８１号）

小笠原 英太郎
（告示１６４号）

大阪齒科醫學校 古 川 賢 治 １９１７（大正６）年９月８日
（官報１５３２号）

１９２０（大正９）年３月１２日
（官報２２８０号）

中 橋 徳五郎
（告示１１７号）

東洋齒科醫學校 佐 藤 運 雄 １９２０（大正９）年３月３１日
（官報２２９６号）

１９２４（大正１３）年８月１９日
（官報３５９７号）

註：（日本大學専門部齒科）
岡 田 良 平
（告示３５５号）

九州齒科醫學校 國 永 正 臣 １９２１（大正１０）年７月１９日
（官報３５９７号）

１９２５（大正１４）年８月１１日
（官報３８９０号）

岡 田 良 平
（告示３１８号）
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科医師法の改正に先んじて専門学校として認可さ
れ，その約２年後に無試験開業の資格も取得した結
果，他校も追随することが行政によって期待された
のであろう（図４）。

２５．日本歯科医学専門学校の無試験開業認可（明
治４３年６月１日）

日本歯科医学専門学校の無試験開業の指定は，出
願後１０か月という異例の早さである。公立私立歯科
医学校指定規則（文部省令第１７号）第２条第６項によ
れば「開校以後２箇年以上ヲ経過シタルコト」と規
定されているが，これも行政側の裁量と主導によ
り，超法規的に２校目の歯科医学専門学校を誕生さ
せたことで，歯科全体の底上げを図ろうという思惑
があったものと推察される。

おわりに

明治の末期に近くなっても歯科医育機関は各種学
校に過ぎず，国家社会に高く評価される存在ではな
かった。しかし教育制度の整備が進み，殖産興業と
富国強兵を急ぐ政府は，１校だけだった帝国大学医
科大学を次々と増やす方向に転換する。中でも医学
専門学校を拡充し，やがては医科大学へ昇格させる
ことで医療の質的量的充実が図られるようになっ

た。このように，１校独占から複数校による競争に
舵を切った政策の転換は，明治の後期になりようや
く歯科の分野にも及ぶことになったものといえよ
う。

１９０６（明治３９）年５月２日，医師法とともに歯科医
師法が制定され，施行も同年１０月１日からとなっ
た。それぞれの身分と業務に関する規制が集大成さ
れたが，医師に対して歯科側の体制整備は大幅に遅
れていた。最重要課題の教育機関については，唯一
高度の歯科医学校として評価されていた東京歯科医
学院が専門学校令，さらには公立私立歯科医学校指
定規則をともに乗り越えた日本初の歯科医学専門学
校となり，徴兵令による徴兵猶予と国家試験免除の
成果を獲得し，以後の歯科教育機関の先達となっ
た。

掲載した公文書の写しは，東京都公文書館の所蔵資料であ
る。
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