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９．第二次世界大戦後の学校教育法と学位規則の
登場

文部省は旧制大学を中心に，少数の大学にしか新
制大学院の設置を認めなかった。このように，新制
大学発足当初から，大学院を持った大学と大学院の
ない大学という区別が生じた１）。敗戦後の歯科大学
は，大学院のない大学として発足せざるを得なかっ
た。前者はまさに本来の大学であるが，後者は少し
前までは専門学校であったことから，その差別がそ
のまま引き継がれたかたちに固定されていたわけで
ある。
戦後に昇格した新制大学でも，総合あるいは複合

大学で財政的余力のあるものは，大学院設立をめざ
していく。しかし，わが国の歯科大学の多くは単科
で，しかも私立であったことから，財政的にも弱体
であった。

１）学校教育法の制定（表１）
学校教育法は１９４７（昭和２２）年３月３１日に公布さ

れ，翌４月１日の施行となっている。新憲法の施行
よりも前であったことは，注目に値する。その第１
章総則第４条で，公立又は私立の大学の学部，大学
院及び大学院研究科の場合，設置廃止等に関して文
部大臣の認可を受けなければならないとした。これ
は親規程で，この後に定められる政令（施行令）や，
法の趣旨の大半を盛り込む省令（施行規則）が重要で
あった。立案する文部省の動向が注目されることに
なったが，わが国の社会状勢は依然厳しく，学位規
則の発令は１９５３（昭和２８）年になった。

２）現行憲法の公布
現行憲法の公布は１９４６（昭和２１）年１１月３日で，そ

の後６か月を経て１９４７（昭和２２）年５月３日に施行さ
れた。したがって憲法は，前述のように学校教育法
よりも後の施行となっている。公布が敗戦の１年以
上経過した段階で，結果として施行も遅れた背景に
は諸説あるが，結局，天皇の統帥権を維持しようと
した松本烝治案などにこだわる日本側に愛想を尽か
したGHQが，草案の作成段階で間接的に日本政府
に横槍を入れてまとめさせたという説が有力になっ
ている。この後マッカーサーの「日本人は１２歳のこ
ども」説が流布されるが，日本人の資質がまもなく
再評価されることになるのは，周知の通りである。
３）昭和２８年の学位規則－修士の先行と博士の繰り
延べ
昭和２８年４月１日発行の官報第７８６９号には，文部

省令第９号として次のような記事がある。

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第六十
八条第一項の規定に基き，学位規則を次のように定
める。
昭和二十八年四月一日

文部大臣 岡野 清豪
学位規則
（趣 旨）

第一條 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）
第六十八条第１項の規定により大学院を置く大学
（以下単に「大学」という。）が授与する学位につ
いては，この省令の定めるところによる。
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（学 位）
第二条 学位は，博士及び修士とする。

二 博士の種類は，別に定める。
三 修士の種類は，別表の通りとする。
（博 士）

第三条 博士の学位は，独創的研究によって新領域

を開拓し，学術水準を高め文化の進展に寄与する
とともに，専攻の学問分野について研究を指導す
る能力を有する者に授与するものとする。
（修 士）

第四条 修士の学位は，広い視野に立って，専攻の
学問分野について，精深な学識と精深な研究をす

表１ 学位令から学位規則さらに大学院制度まで

１８９２（明治５）年 学制 太政官布告第２１４号
１８７９（明治１２）年 （学制廃止）

第１次教育令明治１２年９月２９日（太政官布告第４０号）文部大輔田中不二麻呂
第２次教育令明治１３年１２月２８日（太政官布告第５９号）文部卿河野敏鎌
第３次教育令明治１８年８月１２日（太政官布告第２３号）文部卿大木喬任

（官報第６３５号，１８８５（明治１８）年８月１２日）
１８８６（明治１９）年 帝国大学令 勅令第３号 （この法令の中に大学院の名称が明文化された）
１８８７（明治２０）年 学位令 勅令第１３号 内閣総理大臣 伯爵伊藤博文

（博士，大博士） 文部大臣 子爵森 有礼
（官報第１１６６号，明治２０年５月２１日）

（授与権者は文部大臣）
１８９８（明治３１）年 学位令改正 勅令第３４４号 文部大臣 伯爵樺山資紀

（大博士廃止） （官報第４６３５号 明治３１年１２月１０日）
１９１８（大正７）年 大学令 勅令第３８８号 文部大臣 中橋徳五郎
１９２０（大正９）年 （旧学位令廃止）

学位令 勅令第２００号 内閣総理大臣 原 敬
（博士，１４種） 文部大臣 中橋徳五郎

（官報第２３７８号１３８頁，大正９年７月６日）
（文部大臣の認可を経て大学が授与）

１９４７（昭和２２）年 学校教育法 法律第２６号 文部大臣 高橋誠一郎
（同法第９７条ほか，大学院設置基準）

１９５３（昭和２８）年 学位規則 文部省令第９号 文部大臣 岡野清豪
（博士の種類は別に定める＝昭和３１年）
（修士１８種） （官報第７８６９号 昭和２８年４月１日）

（授与権者は大学院を置く大学）
１９５６（昭和３１）年 学位規則の一部

を改正する省令
文部省令第１５号 文部大臣 清瀬一郎

（博士の種類１７＝歯学博士等を新設）
（官報第８８２３号 昭和３１年５月２９日）

（修士は国際学を加えて１９種）
１９７４（昭和４９）年 大学院設置基準の制定，昭和４９年６月２０日文部省令第２８号）

（学術博士） （授与権者は大学院を置く大学）
１９９１（平成３）年 学位規則の改正

（学位の専門種類の廃止＝歯学博士→博士（歯学），学士を学位に位置付け）
（学位授与機構の新設） （授与権者は大学）

２００３（平成１５）年 学位規則の改正 （博士，修士，学士に加えて専門職学位）
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る能力とを有する者に授与するものとする。
（博士の学位授与の要件）

第五条 左の各号に該当する者には，博士の学位を
授与することができる。
一 大学院に４年以上在学して所定の単位を修
得したこと。

二 当該大学院の行う博士論文の審査及び試験
に合格したこと。

２ 博士の学位は，大学院の行う博士論文の審査及
び試験に合格し，且つ，前項第一号に該当する者
と同等以上の学力があると認められた者にも授与
することができる。
（修士の学位授与の要件）

第六条 左の各号に該当する者には，修士の学位を
授与することができる。
一 大学院に２年以上在学して所定の単位を修
得したこと。

二 当該大学院の行う修士論文の審査及び試験
に合格したこと。

（論文要旨の公表）
第七条 大学は，博士の学位を授与したときは，当
該博士の学位を授与した日から三月以内に，その
論文の内容の要旨を公表するものとする。

第八条 博士の学位の授与を受けた者は，当該博士
の学位の授与を受けた日から一年以内に，その論
文を印刷公表するものとする。但し，学位の授与
を受ける前にすでに印刷公表したときは，この限
りでない。
（学位の名称）

第九条 学位の授与を受けた者は，学位の名称を用
いるときは，当該学位を授与した大学名を附記す
るものとする。
（報 告）

第十条 大学は，博士の学位を授与したときは，当
該博士の学位を授与した日から一月以内に，左に
掲げる事項を記載した書類に，当該博士論文及び
授与を受けた者の氏名，本籍，現住所，生年月
日，最終卒業学校名その他の必要事項を記載した
履歴書を添えて，文部大臣に報告するものとす
る。
一 授与した博士の学位の種類
二 授与した年月日

三 第五条第一項又は第二項のいずれの規定に
よるかの別

四 論文審査及び試験の結果の要旨
五 論文審査及び試験を担当した機関に関する
事項

第十一条 大学は，学位に関する事項を処理するた
め，当該大学において授与する学位の種類，論文
審査及び試験の方法その他学位に関し必要な事項
を定めて文部大臣に報告しなければならない。
附 則

この省令は公布の日から施行する。
別表（註：１８種類）

文 学 修 士 教育学修士 社会学修士
法 学 修 士 政治学修士 経済学修士
商 学 修 士 経営学修士 神 学 修 士
芸術学修士 理 学 修 士 薬 学 修 士
工 学 修 士 農 学 修 士 獣医学修士
水産学修士 家政学修士 体育学修士

学位として，新たに「修士」が登場した。しか
し，上記修士の表に相当する「博士」の表はない。
もちろん，水面下での調整は激しく行われていたに
ちがいないが，難関のひとつに「歯学博士」があっ
たことは関係者によって伝えられている。歯科医学
博士の外，いくつかの候補があったとも伝えられて
いるが，これについては，今ただちに本論文で紹介
できる程には検証が進んでいない。
４）歯学博士の登場（学位規則の一部を改正する文
部省令）
昭和２８年に発令された学位規則第２条の中で，

「別に定める」として繰延べられていた博士の種類
がようやく明らかにされた。

１９５６（昭和３１）年５月２９日火曜日 官報第８８２３号
◉文部省令第十五号
学位規則の一部を改正する省令を次のように定

める。
昭和三十一年五月二十九日

文部大臣 清瀬 一郎
学位規則の一部を改正する省令

学位規則（昭和二十八年文部省令第九号）の一部を
次のように改正する。
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第二条第二項を次のように改める。
２ 博士及び修士の種類は，それぞれ別表第一及

び別表第二のとおりとする。
第二条第三項を削る。
第五条第一項第一号を次のように改める。
一 大学院に五年以上（医学又は歯学の研究科
にあっては四年以上）在学して所定の単位を
修得したこと。

別表を次のように改める。
別表第一（註：１７種類）

文 学 博 士 教育学博士 神 学 博 士
社会学博士 法 学 博 士 政治学博士
経済学博士 商 学 博 士 経営学博士
理 学 博 士 医 学 博 士 歯 学 博 士
薬 学 博 士 工 学 博 士 農 学 博 士
獣医学博士 水産学博士

別表第二（註：１９種類）
文 学 修 士 教育学修士 神 学 修 士
社会学修士 法 学 修 士 政治学修士
国際学修士 経済学修士 商 学 修 士
経営学修士 理 学 修 士 薬 学 修 士
工 学 修 士 農 学 修 士 獣医学修士
水産学修士 家政学修士 芸術学修士
体育学修士
附 則

この省令は，公布の日から施行する。

２００４（平成１６）年４月の東北大学を最初に，２年制
の「歯科学修士」課程を持つ大学院が登場した。こ
れは歯学部に歯科医師の養成（歯学科６年制）以外の
学科（４年制）を設置するようになったことによる影
響が大きい。そして東京医科歯科大学，新潟大学，
岡山大学，広島大学，徳島大学，九州歯科大学等の
大学院で募集が行われているが，これらの課程修了
後に特別の資格，職業上の特典が付与されるわけで
はない。

１０．新制歯科大学と大学院の発足

新制歯科大学の大学院創設でトップを切ったの
は，法により私立よりも１年先行を指導されていた
国立の東京医科歯科大学歯学部で，１９５５（昭和３０）年
４月のことであった。翌１９５６（昭和３１）年４月には日

本大学歯学部が大学院研究科を発足させている。両
者とも，医学部を持つ大学の強みがあった。一方，
歯科の単科大学には私立という財政的弱点も加わ
り，有形無形の重圧が加わっていたのである。

１１．東京歯科大学の対応

１）東京歯科大学の大学院建設計画
東京歯科大学７０周年記念誌２）によると，次のよう

な記述がある。
「（前略）昭和２１年７月１９日，大学令による財団法
人東京歯科大学の設置が認可され（中略），かくて同
９月１１日予科校舎において第１回予科生の入学式
を，次で１１月２日（水道橋）三崎町の本校で大学設立
記念式を挙げた。この日血脇（守之助）理事長は終戦
後最初にして，しかも最後の登校をした。」
このときは戦後の混乱期で，新旧制度の入り交じ

る時期であるため，ここで若干の補足を加える。
１９４６（昭和２１）年９月１１日に入学式を挙げた予科生
は，その後１９５３（昭和２８）年３月２５日に卒業した第１
期生（８３名）のことである。予科は３年制で，専門課
程４年と合算すると７年になる。いわゆる旧制大学
で，１９４８（昭和２３）年の入学生すなわち第３期生（９８
名）まで続いた。この時期の学生は格段にプライド
が高く，また元軍人，引揚者，他校卒業生など前歴
が多彩で，何よりも年齢的に高齢者が多かったた
め，大学の教員の方がかなり若いという逆転した状
況が続いた。なお１９４６（昭和２１）年１１月２日，悲願の
大学設立記念式に，病躯を押して登校した血脇理事
長は翌年の２月２４日，他界する。享年７３であった。
このときのエピソードは，血脇守之助傅３）等，別の
史料を参照されたい。
７０周年記念誌のつづきを紹介する。
「昭和２５年４月から新制大学生が予科生として入
学することになった。この間における大学建設事業
は，予科校舎の獲得並びに，隣接医学教育の場とし
ての市川病院の建設であった（中略）。昭和２１年春，
戦時補償打切りに伴う預金封鎖が，大学建設基金募
集の一大障害になるであろうと予想されたにもかか
わらず，募金開始１カ月にして集った１００万円の資
金が，当座必要とした予科校舎（日本パイプ会社所
有工員寮４棟９３０坪，金１００万円）購入に役立った。
昭和２６年３月５日財団法人東京歯科大学は学校法
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人東京歯科大学に組織変更した。また，昭和２７年に
は，学校教育法による新制大学となった。
ところが，ここであらたに直面することになった

のが大学院建設である。
大学建設の努力は，次いで大学院建設運動へと移

行して行った。
学位審査権を持たない大学は，真に大学としての

価値がないと考えられる反面，文部省の定める大学
院設置審査基準要項に従えば厖大な資金を要する一
方，経済的には直接プラスを生じないという矛盾が
あって，種々議論が斗わされた結果，学校法人東京
歯科大学理事会及び教授会は遂に大学院建設を決意
し，さらに，この決意は昭和２９年１０月３０日の第７６回
学校法人東京歯科大学評議員会で承認，可決され
た。１２月１５日，第１回大学院建設委員会が母校内で
開催され，常務委員，実行委員の委嘱が行われた。
昭和３０年６月１９日，本学第１講義室において大学

院建設委員会の第１回実行委員会が盛大に開催さ
れ，各地から１８５名の委員が参集し，大学院建設資
金募集方法が検討された。そして，それに従って母
校教授及び助教授が全員夏期休暇を利用して，全国
遊説を開始した４）。昭和３１年７月１０日，大学建設委
員会総務部長に福島（秀策）教授が選任され，７月１７
日の理事会では，開設予定を昭和３３年４月とした。
７月１８日，学内建築委員会が組織され，福島教授が
委員長に，斉藤（久）教授以下１２名の各教授が委員に
任命された。」

ここで登場する福島教授というのは，１９３９（昭和
１４）年以来満州國立哈爾濱醫科大學齒科医學部長を
つとめ，敗戦後も強制留用のため長期に残留し，
１９５３（昭和２８）年８月１１日にようやく帰国，１９５６（昭
和３１）年教授として復職，後に第２代学長となる
福島秀策のことであるが，その説明については後述
する。
東京歯科大学大学院の具体的な建設工事に関する

記事が，さらにつづく。
「工事の第１着手として旧館三階及び解剖別館の
解体工事が始められることとなり昭和３２年１月８日
着工式が，また２月１２日，地鎮祭が挙行された。以
来，工を急ぐこと１年２か月で新館竣工の運びと
なった。昭和３３年３月２５日大学院設置認可書が下

り，３月２９日午後２時から新館地階クラブ室で修跋
式が厳かに行われた。同６月１４日新館落成，大学院
開設記念式典が１，０００余の来賓，同窓，教職員，学
生参加の下に繰展げられた。
今回の建設事業においては，新館，旧館の新築改

築と共に本館内部にも改良工事が施され，ここに水
道橋本校は面目を一新するに至った（その詳細は記
念誌附図参照）。本事業に対しては同窓から大学院
建設基金として１億６，０００万円の寄附申込を受け，
開設当時約９，３００万円の払込を受けたが総支出は４
億３，０００万円に達し残額は主として借入金によって
賄なわれた。なお，この借入金は，昭和３７年３月ま
でには，大学建設基金その他によって，完済される
予定である。」
２）奥村理事長兼学長の健康問題
昭和２０年代末，かねてから体調の不良に見舞われ

ていた奥村鶴吉理事長兼学長は入退院を繰り返すよ
うになり，やがて長期の療養に入った。憂慮した法
人理事会は１９５６（昭和３１）年１月，榎本美彦理事を奥
村の入院先である慶応病院に派遣し，本人の見舞い
とともに主治医の三浦岱栄教授から意見聴取を行っ
ている５）。
榎本が帰学して同年２月５日の理事会に報告する

とともに，円満解決に向けての提案とその理由説明
が行われた。理事会で決定した方針をもとに理事の
榎本はこの前後奥村家との調整に動き，さらに顧問
弁護士の意見を踏まえながら法人の寄付行為の扱い
について，文部省との交渉も行っている。
このように，理事会は理事長学長兼任の奥村を，

過去に経験しなかった解任という手順を踏んだ上で
名誉学長に推挙するとともに，同年３月８日には理
事長に石河幹武，学長には福島秀策を就任させるこ
とにした。
このとき，福島学長の誕生には，理事会から白紙

委任をされた全体教授会が無記名投票によって第１
回の投票により過半数の得票を確認し，福島を学長
として理事会へ推薦することに決した。法人は以
来，理事長と学長の兼任は学校法人としてリスクが
あり，運営上にも問題が多いことから，これを分離
している。
なお，東京歯科大学の初代学長奥村鶴吉は，昭和

３４年２月４日に逝去した。
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３）福島秀策の帰国と復学
ここで福島秀策の略歴を，東京歯科大学百年史

２８８頁から引用して簡単に記しておく。なお，福島
については，伝記はおろか簡略な小伝のようなもの
さえ残されていないので，次号の歯科学報に掲載す
る予定である。
１９１６（大正５）年１０月 東京歯科医学専門学校卒業
１９１７（大正６）年８月 東京歯科医学専門学校助手
１９２４（大正１３）年４月 同 助教授
１９２５（大正１４）年１１月 歯科医籍登録（第１１９４２号）
１９３８（昭和１３）年４月 東京歯科医学専門学校教授
１９３９（昭和１４）年１月 満州国ハルビン医科大学付

設歯科医学院主任教授（同
年１１月東京歯科医学専門学
校教授辞任）

１９４０（昭和１５）年１１月 満州国立医科大学教授，
同歯科医学部主任教授

１９４５（昭和２０）年８月 終戦とともに現職解消
１９４６（昭和２１）年９月 ハルビン市政府より日本人

民会残務整理のため留用
１９５３（昭和２８）年８月１１日，帰国
１９５４（昭和２９）年９月 大阪厚生年金病院 歯科医

員嘱託
１９５６（昭和３１）年６月 同病院辞任

このようにして１９５６（昭和３１）年６月１日，東京歯
科大学教授会は福島を教授として迎えることを決定
した。
１９５６（昭和３１）年７月１日，福島は単身で着任した

（このとき担当は歯科学概論であったが，学長にな
るのは半年以上後である）。着任直後，大学院建設
委員会の中核である総務部長となり，学内に起居し
て大学院建設の実務に尽力した。
１９５７（昭和３２）年１月には，東京歯科大学本館の南
隣に建設する新館の起工式が行われた。
このころ，福島が東京歯科大学新聞（註：昭和３２

年２月１２日発行。ブランケット版，編集の実務は学
生が担当）に寄せた「大学院設置に思う」という３
段見出しの記事がある。これは一面トップに大学院
の構造の説明や想像図が掲載された記事につづくも
ので，紙面の中央に割り付けられている。福島の署
名はあるが，大学としての方針を物語る内容といっ

てよいであろう。
『本学が歯科教育機関として斯界にどんな立場に
あり，どんな過去を持っているかという事は既に諸
君は諒知されている事と思う。
明治二十二年高山紀齋先生が芝伊皿子に各種学校

の一つとして高山歯科医学院を設立せられてから其
の後十年を経て血脇守之助先生が同学院を継承せら
れ東京歯科医学院と改称，同四十二年専門学校とし
て本邦最初の認可を受け，無試験開業の指定を受け
てから常に歯科教育界の先端をあるいて来た事は今
更言を要しない処である。
日本の歴史に於いて，未曾有の変革をもたらした

とも云うべき大東亜戦争の終結を期として，昭和二
十二年の新大学令に準拠する大学としての発足も亦
本学を以て嚆矢とする。現学長奥村鶴吉先生は，明
治３２年以来血脇先生の片腕としてこの長い間，しか
も苦難の道を歩るいてこられたのである。而し（て）
その明敏透徹なる頭脳と情高（ママ）なる意欲とに
よってその時代々々日本の歯科教育の在り方に常に
指向と奮起とを与えられたのである。
日進の社会殊に戦後の日本の社会には，大きな変

革がもたらされた事は云うを俟たないが，教育界に
あってもあらゆる角度からその変革が要請せられ，
我学園が当面している大学院問題も正にそのウチの
一つという事が出来よう。
本学に於て大学院設置に真向から取りくむ事に

なったのは去る三十年で，爾来学内外を挙げて一意
驀進の態勢に入ったのである。当初の予定としては
三十五年開設を目標としたのであるが，諸種の客観
的情勢から予定繰上げ，三十三年四月に開設という
事に変更され，目下着々工事を進めている次第であ
る。
此の際なぜ莫大な経費をかけて大学院を設けなけ

ればならぬかと云う事について蛇足と思うが，一応
ここで触れて置きたいと思う。
新大学令による現行教育で既に歯科教育の目的は

達成されているのであるが，大学院設置はその設置
要項にも示されている通り「学術理論及び応用を教
授研究しその深奥を究め文化の進展に寄与する事を
以て目的とする」という事に於て苟も教育機関とし
てその第一線を行くものとしては是非大学院を有す
る大学でなければならないのである。而しその設置
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に当たっては幾多困難な条件が伴うのであって講座
の充実は勿論，設備に当っては夫々精細な要求が挙
げられている。
殊に医科又は歯科の大学には博士課程のみを以て

構成する特別なる基準が示され，それによると「博
士課程は独創的研究によって従来の学術水準に新し
い知見を加え，文化の進展に寄与すると共に専攻分
野に関し研究を指導する能力を養うものとする」と
あり，更に大学院の課程は研究者養成のたてまえか
ら大学学部修業年限を延長したようなものであって
はならないとされ，更に在学年限は博士課程に於て
全日制四年を規定されている。
従来学位論文の審査はその審査権を与えられた大

学に於て之を行っていたのであるが，現行の此の制
度は三十五年を以て改変を予定され，以後は大学院
研究科を終了したものでなければ受審資格がないと
いう事になる。
博士を出すという事が本学の目的ではないとして

も，博士を出し得る大学であるという事は，本学の
使命から絶体（ママ）不可欠の問題と考えたい。
即大学院設置という事によって本学飛躍の根本的

解決が行はれ，光輝ある仏（伝の誤植）統を永遠づけ
る事を銘記すべきである。（大学院建設委員会総務
部長）』
４）大学院の実現
１９５７（昭和３２）年４月５日の第８５回教授会で，大学
院の体制づくりの検討が行われた。その中で，学部
の組織とは別に大学院研究科長という役職が発足と
ともに置かれることになった。
同年３月末まで大阪大学歯学部教授で，病院長の

経験もある渡辺 悌が招聘され，翌昭和３３年４月３０
日付けで大学院研究科長となった。
渡辺は１９１７（大正６）年東京歯科医学専門学校卒

で，大正５年卒の福島とは旧知の間柄である。１９２０
（大正９）年から１９２３（大正１２）年まで母校の補綴学講
師として勤務し，後に１９１８（大正７）年創設の賛育会
病院（本所区）の歯科部長を勤めた。賛育会には元来
東京帝国大学の関係者が多く，その人脈からか，渡
辺の医学博士授与校は同大学となっている６）。１９３７
（昭和１２）年１１月８日付けで学位授与された直後の同
年末，満州に渡り，新京（現吉林省長春市）の国立新
京医科大学教授に就任した経歴を持つ。福島とは大

陸で苦労を共にした同士であった。

１２．学位制度が戦後の歯科大学にもたらした影響

１）増大した歯科医療の需要
第２次大戦後，砂糖の消費量が増加するにつれ

て，わが国のう蝕発生率は爆発的に上昇した。保健
的に口腔衛生，予防の重要性が強調されたが，それ
以上に歯科的治療体制の整備が求められた経緯があ
る。歯科医療がまず量的供給の拡大を求められたの
は，１９６１（昭和３６）年から実施された国民皆保険制度
の影響が大きい。
診療報酬の評価として歯科の場合，う蝕も歯周病

も現物給付という方式になじみやすかったのであろ
う。しかも自費診療とのからみで，当初保険適用外
であった歯科補綴による差額徴収という便法は，歯
科診療所の経営を潤沢にした。予防に対する評価
は，当初の社会保険体制では困難視されたが，その
意義が広く認められるようになり，社会保険にも導
入されたのは２１世紀になってからである。
現在は歯科医師過剰とされ，単純に各大学の入学

定員削減や国家試験合格率を下げることが「正論」
の如くまかり通る時代である。はたしてこのような
方針や施策が後世の歴史の評価に耐えうるかどう
か，微妙といわざるを得ない。
２）国立大学歯学部の新設と研究活動
終戦前においては長らく私立主体で低水準と見ら

れていた歯科医学教育が，敗戦とGHQの影響下に
大転換への荒波を受ける。歯科医学専門学校の大学
昇格，加えて国立大学医学部歯科または歯科口腔外
科の歯学部昇格である。まず１９５１（昭和２６）年，大阪
大学に歯学部が新設された。
以後しばらく間を置くが，多発するう蝕と小児の

歯科医療を中心に社会的要請が高まり，１９６５（昭和
４０）年に東北，新潟，広島の３校，１９６７（昭和４２）年
には北海道，九州の２校，１９７６（昭和５１）には徳島，
１９７７（昭和５２）年には鹿児島の各１校，最後に１９７９
（昭和５４）年の岡山，長崎の２校に歯学部が誕生し
た。既設の東京医科歯科大学を合わせて，国立は１１
校になる。
上記の歯学部には多額の国費が投入され，診療，

研究に向けた人材養成，歯科の底上げ方針により，
また経済成長とともに拡張，充実した。ところが，
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歯科医師の過剰問題をきっかけに，１９８５（昭和６０）年
以降，歯学部学生の定員削減政策が始まった。経済
情勢の悪化や少子高齢化に直面した政府は，８０大学
まで増加した医学部学生を含む国立大学生の定員
や，公務員定員削減に舵を切ったのである。国立大
学の歯学部は私立歯科大学よりも，後れてようやく
発展してきたのに，先に「規模の縮小」を余儀なく
されたことになる。これら歯学部の学生定員や教官
の数は削減され，さらに附属病院まで，最近になっ
て医学部附属病院と再統合されるところも生じた
が，学部数には変わりがない。
しかし，曲がりなりに１１校の国立大学に歯学部が

創設され，活動した数十年間の総合的な評価がなさ
れないまま，単に歯科医師過剰に対する供給減のた
めの姑息な政策は，またしても朝令暮改であるとの
そしりを免れることはできないであろう。人口問題
よりも，将来予測の難しい教育制度に関する安易な
政策変更は，国の将来を危うくするに相違ない。
３）医学部歯科口腔外科の新設と講座昇格
歯学部を持たない大学の医学部歯科口腔外科で

は，医学部の学生が卒業しても歯科への入局を期待
できない。そのため，若手の医員も大学院生も，歯
科大学から広く募集せざるを得なかった。講座のな
い診療科のみの状態は，いわば栄養失調の兵隊が，
前線で他科との競争を余儀なくされるような実情で
ある。診療第一であるが，講座昇格をめざして必死
に研究活動をつづける教室が多く，中年の教授の中
には，急性心不全で死去する者がたてつづけに２人
も出た。１人は関西の学会からの帰途，北陸本線の
車中で急逝するという壮絶さであった。
医学部歯科口腔外科学講座は，主に歯学部の卒業

生とその大学院が育てた人材によって維持発展し，
診療のみならず研究の水準も高度なものに取り組
み，若手の歯科医師の医学博士を多く輩出した。そ
れは，教官定員が眼科や耳鼻咽喉科の半分というハ
ンディを負いながらの苦闘の成果であった。
しかし，１９８０（昭和５５）年代に入っても，医学部歯

科口腔外科の存在感はきわめて希薄であった。文部
省（当時）は別として，旧厚生省，日本歯科医師会，
一部を除く歯科大学では，大学といえば歯科大学の
ことであり，医学部に歯科があるとは知らなかった
と明言する日本歯科医師会の幹部も少なくなかっ

た。また，歯科のない病院をかかえる私立大学医学
部もかなり存在したのである。
彼等は，全国医学部歯科口腔外科科長会議なる団

体を組織しながら，医学部学生にも歯科口腔外科の
卒前教育が必要であると文部省に訴えつづけ，少し
ずつ不完全ながら講座昇格をかちとっていった７）。
このような努力が脚光を浴びるようになるのは，

１９９０（平成２）年からの歯科医師臨床研修制度であ
る。いずれ必修化した場合，歯科大学附属病院だけ
では受け皿不足となることが火を見るより明らかに
なったのである。実はすでに１９８７（昭和６２）年，同制
度は国の補助事業として発足していたが，やがて平
成８年の法制化（１年以上の努力義務），そして平成
１８年４月からの必修化が決まった平成１２年１２月ごろ
から，歯科界に変化が訪れたのである。ちなみに，
歯科医師国家試験の委員に信州大学の小谷教授が選
任されたのも，１９９０（平成２）年のことであった。
ところが医学部学生への歯科口腔外科学教育を担

当してきた大学でも，最近に至り国家試験最重視の
思想のため，医学生の卒前教育における歯科口腔外
科の教育時間が減少しているのは，由々しき問題で
ある。この実態がもし医歯一元二元論の犠牲だとし
たら，問題である。また，医学部附属病院で，何故
に歯科医師の臨床研修をやらなければならないの
か，予算を消費するではないか，などと医学部内部
から陰に陽に非難される事実は，バックヤードの医
育医療行政官，歯科大学教員，そして歯科医師会や
医師会の関係者にも他人事とせず熟考を求めたい。
ただ，医学教育学会自体は非常に開放的で理解が

あり，歯学，薬学，看護学等にも事ある毎に具体的
な提案を行って，学会への参加を呼びかけた。医学
部歯科口腔外科はもちろん，歯学部の関係者にも広
く門戸を開いていた。しかし，それに比較すると歯
科医学教育学会の方には，歯学部だけの集団という
性格が強かったように感じられた。
４）新設歯科大学の誕生
わが国で第２次大戦後に新設された歯学部は，国

立の大阪大学を筆頭に２３校に及んでいる（表２）。
５）旺盛な競争
歯学部の数が増えると，いろいろな面で競争も激

しくなった。その結果，まず外部評価の対象となり
やすいのは，研究発表やインパクトファクターの高
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い論文の数，研究のための外部資金の導入等であ
る。これらは，研究活動を刺激する原因とも結果と
もなる。事実，歯学部による研究活動は今世紀に入
る前から質，量ともに大きく飛躍した。
ところが，歯科医師過剰が叫ばれるにつれて，入

学定員が削減されたり国家試験の合格率が以前に比
べて低くなった。各大学は定員を満たす学生を，多
くの受験生から選抜された心身ともに優秀な合格者
に絞りたいと考えているが，少子化とともに全体的
に応募者，受験者の減少傾向が進む中，定員に対す
る入学者そして国家試験合格率等に関しても大学間
格差が拡大している。中でも歯科全体の低落の傾向
が止まらないのは，単に歯科だけの問題ではなく，
日本の保健医療関係者がこぞって対応しなければな
らない喫緊の課題である。
６）各種学会の発足
日本歯科医学会に登録されている専門分科会は，

２１学会である。このうち第二次大戦前から存在して

いたのは矯正歯科（１９２６年），口腔外科（１９３３年），補
綴歯科（１９３３年）の３学会で，これらはそれぞれ独自
の歴史を持ち，戦後に改組された日本歯科医師会
や，その下部組織である日本歯科医学会が設立され
た１９４９年よりも古い。現在，矯正歯科は６，４００人，
口腔外科は１万人，補綴歯科は６，６００人を超える会
員数を誇っている。
戦後になると口腔衛生（１９５２年），歯科保存（１９５５

年），歯科医療管理（１９５８年），歯周病［旧歯槽膿漏］
（１９５８年），歯科基礎医学（１９５９年），歯科放射線（１９６０
年），小児歯科（１９６３年），歯科医史（１９６７年）と，臨
床ばかりでなく多様な性格の学会が登場するように
なる。
以後，障害者歯科，歯科麻酔，顎関節，歯科理

工，歯科薬物，歯科医学教育，接着歯学，老年歯
科，口腔インプラント，臨床口腔病理などが「専門
分科会」として認められた。このような分科会には
経済的な支援もあるため，毎年申請はするものの１

表２ 第二次大戦後における歯科大学の設置

１９５１（昭和２６）年 （国）大阪大学歯学部
１９６１（昭和３６）年 愛知学院大学歯学部
１９６４（昭和３９）年 神奈川歯科大学歯学部
１９６５（昭和４０）年 岩手医科大学歯学部
１９６５（昭和４０）年 （国）東北大学歯学部
１９６５（昭和４０）年 （国）新潟大学歯学部
１９６５（昭和４０）年 （国）広島大学歯学部
１９６７（昭和４２）年 （国）北海道大学歯学部
１９６７（昭和４２）年 （国）九州大学歯学部
１９７０（昭和４５）年 鶴見女子大学歯学部（現鶴見大学歯学部）
１９７０（昭和４５）年 城西歯科大学歯学部（現明海大学歯学部）
１９７１（昭和４６）年 日本大学松戸歯学部
１９７１（昭和４６）年 岐阜歯科大学歯学部（現朝日大学歯学部）
１９７２（昭和４７）年 東北歯科大学歯学部（現奥羽大学歯学部）
１９７２（昭和４７）年 松本歯科大学歯学部
１９７２（昭和４７）年 日本歯科大学新潟歯学部（現新潟生命歯学部）
１９７３（昭和４８）年 福岡歯科大学歯学部（現口腔歯学部）
１９７６（昭和５１）年 （国）徳島大学歯学部
１９７７（昭和５２）年 昭和大学歯学部
１９７７（昭和５２）年 （国）鹿児島大学歯学部
１９７８（昭和５３）年 東日本学園大学歯学部（現北海道医療大学歯学部）
１９７９（昭和５４）年 （国）岡山大学歯学部
１９７９（昭和５４）年 （国）長崎大学歯学部

（参考）最後の医科大学
私立 東海大学医学部（１９７４＝昭和４９＝年）
私立 近畿大学医学部（１９７４＝昭和４９＝年）
国立 琉球大学医学部（１９７９＝昭和５４＝年）

註：上記の学部には，それぞれ大学院もしくは研究院がある。
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ランク下の「認定分科会」に留められている学会も
２０団体近い。これらの中には有病者歯科，歯科心身
医学，東洋医学，顎変形症，口腔腫瘍などのよう
に，新しいものほど横断的あるいは学際的になって
きていることがわかる（表３）。
これらの学会の会員数が増えたのは，歯学部の新

設に伴い，講座数とそこに所属する教室員や同門会
員，さらに認定医や専門医の取得をめざす者が増え
た影響が大きい。臨床研修の必修化で，研究心を
持った診療が強調されているためでもあろう。また
研究活動には発表の機会が必要であり，古い学会が
マンモス化した結果でもある。現在，それらの学会
に関しては細分化に対する批判もあるが，多くは活
気ある研究活動が続けられている。そして学内の競
争から学外，学際さらに国際的競争へ向っている。
東京歯科大学の課程博士の論文が，すべて英文で刊
行され，インパクトファクターの獲得をめざしてい
るのは，まさに隔世の感がある８，９）。
ただ，ここに，歯科としての古くて新しい問題が

いくつか残されている。たとえば，日本口腔科学会
（１９１８年，日本医学会第３１分科会）がかつての多様性
と活性を失い，会員数も４千人に満たない。口蓋裂
学会（１９７７年）も３千人前後に止まっている。これら
は顎変形症や形成外科領域との競合や，専門医制度
との関連が影響しているかもしれない。
しかし，歯科領域がその診療域を拡大するために

は，超高齢化社会に対応する思い切った思想の転換
が求められよう。摂食・嚥下・構音障害，睡眠時無
呼吸，口腔乾燥，障害児・者における歯科診療を通
じた行動変容と身体的精神的効果の検証などはすで
に着手されており，口腔機能のリハビリを専門に担
当する職種も生まれている。今後は高齢者や障害者
の訪問医療を通じた「臨死歯科医療」などにも，積
極的に進むべきである。
過去に隣接医学と称して付かず離れずの関係で

あった生活習慣病，特に糖尿病はすでに「他科疾
患」ではなくなっている。口腔がんばかりでなくす
べての担がん患者，骨粗鬆症，種々の感染症，脳卒
中，血液疾患，循環器疾患，そして精神神経疾患に
も，歯科医療者自体に研ぎすまされた感覚と広汎な
知識が必要になっている。当然，横断的に対応する
研究や学会活動への展開を，歯科全体としてめざし

ていく必要があろう。そのためには，旧来既存の組
織を検証し，果敢にスクラップアンドビルドの方式
を実施する決意が求められる。
７）臨床研修制度，専門医制度との関係
臨床重視の視点から，基礎医学に従事する研究者

が少なくなったことは，医学部歯学部共通の悩みで
ある。ただ基礎系の教員が医師，歯科医師でなけれ
ばならないという制約はない。この件はさておき，
臨床に進む医師，歯科医師が大学院に進んで学位を

表３ 歯科医学系学会（２０１３年現在）

設立年（西暦） 学会（専門分科会）名

１９２６ 日本矯正歯科医学会
１９３３ 日本口腔外科学会

日本補綴歯科学会
１９５２ 日本口腔衛生学会
１９５５ 日本歯科保存学会
１９５８ 日本歯科医療管理学会

日本歯周病学会
１９５９ 歯科基礎医学会

（日本歯科医学会設立，以下加入時）

１９６０ 日本歯科放射線学会
１９６３ 日本小児歯科学会
１９６７ 日本歯科医史学会
１９７３ 日本歯科麻酔学会

日本障害者歯科学会
１９８０ 日本顎関節学会
１９８２ 日本歯科理工学会

日本歯科薬物療法学会
日本歯科医学教育学会

１９８３ 日本接着歯学会
１９８６ 日本老年歯科医学会

日本口腔インプラント学会
１９９０ 日本口腔臨床病理学会

その他の主な学会（認定分科会）名

１９７６ 日本顎顔面補綴学会
１９８０ 日本歯内療法学会
１９８３ 日本口腔腫瘍学会

日本臨床歯周病学会
１９８６ 日本歯科心身医学会
１９８７ 日本顎顔面インプラント学会
１９８８ 日本小児口腔外科学会

日本歯科審美学会
１９９０ 日本スポーツ歯科医学会
１９９１ 日本有病者歯科医療学会

日本顎変形症学会
１９９８ 日本口腔診断学会

日本外傷歯学会
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取得するコースを選択せず，国家試験合格直後か
ら，臨床に絞って専門医をめざす者が増えている。
これは医学部に多い傾向で，大学に残らず臨床研修
制度の充実した都市部の研修病院に入る研修医が多
い。地方特に東北，北海道の状況はきびしく，その
ため医学部を新設しようとする運動がつづいてい
る。
８）戦後の歯科における学位の意義
学位の取得は，今日はたしてどのような意義を

もっているのであろうか。かつての開業医のよう
に，足の裏に付いた米粒というような，実態の伴わ
ない形式的なものでよいと考える者は，さすがに少
なくなっているとされる。
個人の能力開発という点からみると，まず指導者

等から提起された課題について自発的に調査，研究
（実験を含む）を行って一定の結論を導き出し，考察
を加えて学会等に発表し第三者からの批判，評価を
得る実体験は，どの分野であれ，青年時代にぜひと
も望ましい early exposure である。その上，文献
渉猟を加えて論文にまとめていく経過はきわめて貴
重な経験であり，その後の活動にも役立つことに疑
いはない。いわば，多くの情報を処理するととも
に，自らの仕事上で得られた業績内容をまとめて発
信するハウツウを体得できる能力が向上すると思わ
れる。
保健医療福祉は社会的活動であり，異業種を含め

た多様な人々との連携を必要とする。その際のよい
協力関係を構築するために，実質的に論文作成まで
まとめあげる能力を持つ人の知恵とセンスは，格段
に有用である。
このようにして育成された人材は，２９の歯科大

学，そして医学部歯科口腔外科学講座の充実する時
代になって学術研究の量的拡大のみならず，質的向
上に多大な貢献をした。歯科以外の領域，すなわち
医学界はいうまでもなく自然科学界全体からの評価
も高くなったことは確かである。
しかし，社会的評価となると時代とともに変化す

る場合もある。たとえば，第２次大戦後のある時
期，日本学術会議会員を選出するにあたって７つの
部門ごとに定員枠があり，有権者の資格のひとつと
して学位の取得者があげられていた。また，学術会
議は科学研究費補助金の配分に有力だとする噂が流

れるに及び，古い大学ほど有権者名簿を整備して，
いわゆる票固めの運動を同窓とともに行うのが毎度
の例となった。単なる名誉職ではないと噂されたと
きから，各大学が熱心に選挙活動をするようになっ
たが，現代では全く様相を異にしている。また，自
分の努力よりも，指導の枠を越えて多分に他人の支
援のみに依存してつくりあげられた論文では，将来
のためにあまり有効でないことは論をまたない。
このように学位の取得は，個人の能力開発に有用

なシステムであると同時に，そうした研究者が参集
し，あるときは協力，あるときは刺戟，競争するこ
とによって，成果の蓄積が進むことが望まれる。そ
れは個人の業績であるとともに，組織としての高い
評価につながる。

１３．将来的課題

わが国では，他の先進国に比べて研究活動が遅れ
ていると指摘されている。行政が大学院に力を入れ
はじめたのは，かなり以前のことになるが，大学院
に入る学生の少ないことが問題視され，某国立大学
当局が院生の数を水増しして国に報告した事件が発
生したこともあった。
弁護士が不足していた時代が長く，法学博士とは

別に専門職大学院（法科大学院）のコースをつくっ
て，「法務博士（専門職）」を授与したところ，やさ
しくした司法試験でも合格率が低かったり，合格し
ても質の悪い検事や弁護士になったり，社会の期待
との齟齬も生じている。司法修習を終えた後に，就
職口がないといった悲惨な事態も発生している。あ
げくに，廃止に追い込まれる法科大学院も出始め
た。このように行政は，大学院設置基準ばかりでな
く，省令などで法を頻繁に「改正」するという歴史
の事実に，われわれは注視する覚悟が求められる。
大学院大学とか，独立専攻などの用語が先行し，

概念はともかく実態の乏しい有名無実の危険性も混
在することを，責任ある指導者は念頭におかなけれ
ばならない。

１４．おわりに

わが国の歯科大学が専門学校から大学に昇格する
のは，敗戦という代償を払い，GHQやその下部組
織（CIE）による指導下に，他国の教育制度を受け入
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れる形でようやく成就するという，ある種の奇遇も
介入した結果であった。
そのようにして成立した大学が，大学院を併設し

て，より高度の人材育成と研究活動を拡充する責務
を負う時代に到達するまで，多くの先人の血と汗が
流されたことを，われわれ現代に生きる者はよく咀
嚼し，後進に伝承しなければならないと考える。
歯科医学教育機関である大学に，大学院がなぜ存

在するのかを明確に意識することは，特にこれから
学位を取得しようとする人達に強く望まれる前提で
ある。何のために研究し，論文を作り，学位を申請
するかを深く考えずに大学院に入学するのは，危険
でさえある。
研究は楽しいという境地になれる，いかにも学者

らしい人もいるが，一般に研究は厳しく，心身とも
に辛いことの連続であるといわなければならない。
それは指導者が熟知していることではあるが，新人
に最初からあまり悲観的なことばかり強調すると，
尻込みされる逆効果になることも知っている。確か
に，入浴する際の手順としていきなり熱い湯に入る
のは危険で，温湯から徐々に，必要な段階まで進ん
でいくのが高踏な手法であろう。
にもかからず，研究者はもちろん指導者にも今一

度，歯科大学の大学院について，その歴史を知って
もらい，将来への道に歩を進めてほしいとわれわれ
は願っている。
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