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はじめに

１９１８（大正７）年１２月６日に，「大学令」が勅令第
３８８号として公布された。わが国における「大学」
は，明治期早々に現在の東京大学として創設された
が，それ以降は１８８６（明治１９）年の帝国大学令に基づ
き，現在の京都大学を初め東北大学，北海道大学，
九州大学が設立されたにすぎなかった。明治政府が
官立を重視し公立私立の大学設置を認めなかった政
策が，年号の変わった大正になってようやく民間に
も，大学設立の機会を与えることになった。国策の
歴史的大転換である。その法律が「大学令」であっ
た。それは，日本が先進欧米諸国の社会構造を目指
して以来，約半世紀を経てやっと辿り着いた画期的
な教育改革であった。

第二次世界大戦後に大学が大衆化したのは，世界
の共通した現象である。しかも現代の日本では，国
公私立の大学数が７８０校を超え，その学生総数は約
２８０万人であり，そのうちの７５％の学生は約６００校の
私立大学に在籍している１）。１９３５（昭和１０）年の高等
教育機関に在籍する学生総数が１８万人余り２）であっ
たことを考えれば，隔世の感がある。従って，戦前
の官立また公私立大学が国家須要のエリート人材育
成機関であったという大学の役割は，今日とは大幅
に異なっていることも明らかである。近年になり文
部科学省は各大学に対して，自校が教育大学なのか
研究大学なのか，機能分化を明確にするよう発言し
ている３）。大学が今日のようにユニバーサル化した
状態からはあながち否定できないが，しかしかって
大学の必須の条件とされた教育・研究という，二大

機能を持っていなければならない大学群も，なお存
在する。その一群として，医歯薬系大学が指摘され
る。

特に医学・歯学では研究と診療は一体である要素
が強く，研究機能を持たない医科歯科系教育大学
が，生涯にわたって研究マインドを有した臨床医を
育成できるか，かなり疑問が残る。知識技術の継承
だけを使命とした教員，あるいは研究力のない教員
による人材育成は，進展する医歯学において適切な
医療水準を，国家として維持できるかという問題に
なる。また医療の国際的競争力が必要な今後におい
て，医療人としての総合力に劣る人材への期待は限
定的になる。また，研究には競争が必須であり，そ
の環境は広いことが重要で，教育研究の機能的仕切
りは歯学研究の質，量を低下させる。つまり，歯科
医療への研究フィードバックは減退し，医療の知識
技術等への新規開発・応用は劣化する危険性が高
い。

７５％の歯科医師を輩出する現在の私立歯科大学・
歯学部に，上述のような仕分けを要求するとすれ
ば，それは過去の歴史と同様に大学医学部と医学専
門学校，あるいは歯科医学専門学校の二重構造を作
ることになる。それは先祖帰りであり，進歩への逆
行である。

大学令は，当時私立学校をして，次の新しい時代
に向かって厳しいハードルを乗り越えさせ，あるい
はその目標を持たせるに至った。それはとりも直さ
ず質の向上をめざすものであった。ところが，歯科
医学専門学校は大正期以降，大学昇格の対象学部・
単科大学から除外されていた。歯科医学専門学校
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が，大学化への目標を定めることは叶わなくなった
のである。不思議なことに，当時の歯科医学専門学
校の校史を通覧しても，大学令についての記載はほ
とんど無いと言ってもよく，学生が主体になった昇
格運動の中に記録されている程度である。

では，その後各歯科医学専門学校は，いかなる運
営をしたのか。東京歯科医学専門学校では校長で
あった血脇守之助が，個人の所有であった学校を財
団法人に移行させることをはじめとして，同窓・校
友が一体となり，関東大震災で壊滅的に被災しても
なお着々と体制を整えていった。大学昇格という当
面の標的を失いながらも，将来に向かっての周到な
準備を継続的に蓄積した歴史は，今日の東京歯科大
学の理念にしっかりと刻まれなければならない。

大学令は，「人材養成の量的拡大」と「官民格差
の是正」という，明治以来の課題に対する解決策
を提供したものといわれている４）。その勅令の基に
なったのは，寺内正毅内閣の下で，岡田良平文部大
臣が設置した「臨時教育会議」（大正６～８年）の答
申に依っていて５），その会議の政府への答申は，歯
科医学専門学校にとっても希望の持てる内容であっ
た。しかし，その答申趣旨は生かされることなく，
何らかの理由で変更されて発布された。この変更が
何処でどの様な理由でなされたのか，歴史の上で解
明されなければならない。

大学令実施の約５年半後に，日本歯科聯合会（血
脇守之助会長）は，第３次歯科医師法改正案におい
て，大学令の文言を法令中に記載する案を国会に上
程した。その議案提出委員と政府委員における質問
と答弁の記録によって，われわれは当時の歯科医育
政策を知り，結果として不合理な大学令に至った理
由も明確になった。

本稿では，歯科医学専門学校にとって重大な法令
となった大正中期の「大学令」を中心に据え，その
制約にあってもなお先の時代を見つめながら，教育
と研究の充実に邁進した東京歯科医学専門学校の実
績を辿った。そして「大学令」は，明治以来の学校
教育制度の進展と，それに関連して生じた課題の延
長線上にあったことから，それまでの教育政策と歯
科医療制度の変遷をあわせて見直し，検証した。

１ 日本における近代高等教育制度の概要
（大正中期まで）

１）最初の「大学」と「学制」
日本における高度な教育機関は，旧幕府の国学・

漢学を教育する「昌平坂学問所」が主体となり，更
に洋学を教授する開成学校（洋書調所）と医学校とを
合せて，１８６９（明治２）年６月１５日に一つの学校を設
立したことに始まる。そして昌平坂学問所を本校と
し，その地理的関係から，開成学校を「大学南校」
医学校を「大学東校」と呼んだ６）。ところがこの学
校は，漢学派・皇学派・洋学派の間で抗争が起こ
り，収拾不能にまで陥る事態となり，遂に時の政府
は１８７１（明治４）年７月１２日教職員を免職，学生は退
学させて学校を閉鎖した。

しかし，大久保利通によって同年７月１８日文部省
が開設され，現在の東京大学の敷地（加賀百万石の
大名屋敷跡）を国有化し，１８７６（明治９）年１１月２７日
に東京医学校（大学東校）をこの地に移し，翌年４月
には東京医学校と東京開成学校を合併して「東京大
学」とした。そして，法学部・理学部・文学部・医
学部の４学部を置いた。これが日本で初めての大学
の誕生である７）。

１８７２（明治５）年８月３日には，フランス・オラン
ダ・ドイツ・アメリカ等の制度を参考にした本格的
な近代学校教育制度である「学制」が公布され，そ
こでは『必ス邑ニ不学ノ戸ナク，家ニ不学ノ人ナカ
ラシメン事ヲ期ス』と宣言された。これがわが国に
おける学校制度に関する最初の法律であるが，不備
や欠陥が少なくなかったとされている８）。

具体的には全国を８大学区（翌６年に７大学区に
改正）とし，それぞれに１大学を設置，１大学区を
３２中学区，１中学区を２１０小学区に分け，学校制度
をピラミッド型構造にすることを目指した。その教
育内容は欧米教育に範をとるものであり，小学校は
６歳入学と定め，上・下等各４年に分け８年制，中
学校は１４歳入学で上・下等各３年とし，これに大
学・師範学校・専門学校を加えた学校体系とした。
その結果１８７５（明治８）年には２５，０００程度の小学校，
各大学区・府県に９０の師範学校が設立された。しか
し，他の学校の建設は計画通りに進まなかった上
に，強制的な施行と国家財政の窮乏，経費の民間依
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存により，民衆の反発や抵抗に会って文部省は１８７７
（明治１０）年からその改正に着手し，１８７９（明治１２）年
９月，学制を廃して「教育令」を公布するに至っ
た９）。

学制から始まった教育制度のその後の整備は，明
治政府による近代化のための国家のあり方でもあ
る。草原１０）は，明治期の教育を以下のようにまとめ
ている。明治の指導者は武士階級出身であり，西洋
列強の世界は国際法だけではなく「弱肉強食」の原
理が支配する世界であることを見抜いていた。明治
政府は，アヘン戦争に敗れて植民地化していった清
国の二の舞を恐れて，日本国の独立を維持強化し，
西洋列強と国際社会で早く肩を並べるよう「富国強
兵」と「殖産興業」を最大の目標に掲げた。そして
この国家理念を遂行していくための教育政策を，エ
リート養成コースと大衆教育コースに分離した。前
者は高等学校から帝大に進学する上級指導者養成
コースと共に，中学校を経て専門学校に進学する中
級指導者養成コースとを設けて二段構えのエリート
養成教育とした。後者は，小学校卒業後に実業学校
に進むコースであるとしている。
２）専門学校の登場

１８７３（明治６）年４月２８日には，〈文部省布達第５７
号 学制二編追加＝第１８９章以降〉により，大学に代
わる高等教育機関として「専門学校」が「学制」に
追加された。大学については第３８章に『「高尚ノ諸
学ヲ教ル専門科ノ学校ナリ 其学科大略左ノ如シ 理
科 化学 法学 医学 数理学」と定め，複数の専門科
を置く「総合高等教育機関」』としていた。それに
対して専門学校は「専門一科」で，「外国教師ニテ
教授スル高尚ナル学校 法学校理学校諸芸学校等ノ
類之ヲ汎称シテ専門学校ト云フ」と規定され，法学
校，外国語学校，獣医学校，商業学校，農学校，工
業学校，鉱山学校，諸芸学校，理学校，医学校，が
挙げられ，それらの修学年限，履修科目が記されて
いる１１）。

医学校は予科３年（いわゆる教養科目），本科４年
（専門基礎・臨床科目）とされている。そして「専門
学校ニ於イテソノ学科卒業スルモノハ大学科卒業ノ
モノト同シク学士ノ称号ヲ与フルモノトス」とし，
高等教育機関としての位置づけをしている１２）。しか
し，それが明治１０年代になると，色々なタイプやレ

ベルの「専門一科」の教育機関の設立ブームとな
り，玉石混交で相対的に地位は低落した。その後こ
れ等は各種学校・実業学校・実業専門学校やさらに
は大学となるものまで，様々に分化していく「揺籃
期」を迎えた１３）。
３）医制と医学校

明治初期の人口は約３５００万人（明治末期には約
５０００万人）であり，平均寿命は４０歳代といわれてい
るが，乳児死亡率が異常に高く，感染症は生涯を通
じてのリスクであった。

富国強兵・殖産興業政策を進めるために，医療の
充実は政府にとって喫緊の課題であった。漢方医学
や蘭学による江戸時代の医師には，系統的な教育制
度や資格試験は存在せず，勢い明治維新になっても
従来家が主体であり，近代化のためにはその医師の
質，量を早急に改善しなければならなかった。

１８７４（明治７）年に医制１４）が公布された。医制は，
１．文部省統括のもとで衛生行政機構の整備 ２．
西洋医学に基づく医学教育の確立 ３．医師開業免
許制度の樹立 ４．近代的薬剤師制度及び薬事制度
の確立を目的とした。医制立案者は，岩倉具視使節
団（明治４年）の随行員に加わった長輿専齋であっ
た。そして，１８７５（明治８）年６月２８日，医事衛生に
関する行政区分は，文部省から内務省に移管される
ことで教育と衛生行政とが分離された。このとき医
学教育に関する部分は医制から削除された。
⑴ 医術開業試験と医学校

１８７４（明治７）年８月１８日，医制（７６条）を３府に達
し，医術開業は国の試験によって許可される旨が布
達された。そこには「醫師ハ醫學卒業ノ證書及ヒ内
科外科眼科産科等専門ノ科目二箇年以上實験ノ證書
ヲ所持スル者ヲ検シ免状ヲ與ヘテ開業ヲ許ス」（醫
制第三十七條）と記されていた。この医術開業試験
は２年の猶予をもって１８７６（明治９）年に全国に及ぼ
され，各県毎の県規則によって行われた。

１８７９（明治１２）年になると，全国統一の試験が実施
された。この全国統一医術開業試験で，「口中科」
という専門科名は「歯科」に変更された。外科・内
科以外の眼科・産婦人科・整骨科・歯科などは専門
科であったので，試験問題は専門科によって別々の
問題で行われた。

１８７９（明治１２）年における医学校は官立２校（１，４７２
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名），公 立２１校（２，０５８名），私 立２５校（８７５名），計４８
校１５）であった。

帝国大学（大正７年大学令以前の大学医学部は帝
国大学のみ）は指導者を育成し，官立公立専門学校
は開業医あるいは病院臨床医を養成するという基本
方針を，政府は明治から大正中期まで継続した。そ
して医術開業試験施行の初期から大正中期まで，学
校での医学教育を受けない人々にも医術開業試験の
受験資格が与えられた。そのため私塾，講習会そし
て後に各種学校とされた（届出）認可制の医学校が多
数設立され，高級なものは外国人教師を擁した官公
立学校（大阪専門学校・東京大学医学部・長崎医学
校・新潟医学校・愛知県医学校・金沢医学校）から，
下等のものはたった一名の教員しか常勤していない
ような「塾類似校」まで，その教育程度はばらばら
で，医学教育の混乱はまだ続いていた１６）。

１８７９（明治１２）年から全国統一の試験問題で医術開
業試験（長谷川 泰委員長）が実施されたため，予備
校的な医学校が急増した。済生学舎，成医会講習
所，慶応義塾医学所，明治医学社，府県立医学校，
それに私塾で学んだ人々が受験した。

公立医学校の数は１８８０（明治１３）年当時３０校でその
後も維持されたが，私立は明治１２年２５校であったも
のが翌年には急減した。私立は私塾的な小規模学校
が多かったため，医術開業試験に基づく水準の高い
教育に対応できなかったのであろう１７）。

学校種別は１８７９（明治１２）年の「教育令」によって
正式に明示されたのであり，「各種学校」という用
語は，その中で「学校ハ小学校中学校大学校専門学
校其他各種ノ学校トス」と規定されたことに由来し
ている。従ってそれ以前に私立医学校といわれてい
る学校は，後年「各種学校」というカテゴリーに分
類されることになる。さらには「各種学校」から高
度化して１９０３（明治３６）年専門学校令発令以降の「医
学専門学校」あるいは「歯科医学専門学校」などに
進展していく，あらゆる雑多な学校を含めたものを
意味していると考える。
「其他各種ノ学校」と記されている学校の成立は，

江戸時代から継続する漢学校・洋学校・寺子屋など
が近代学校制度以前から存在し，学制制定以後には
近代化に必要な法律・経済・工学・医学・外国語
等々実学的学問のみならず，宗教・芸術・文学など

多様な方面の学校が，主に民間によって陸続と設立
経営された。東京市の調査においてその数は２０００校
弱とされている。「教育令」発令時には「各種学校」
の設立は開申義務だけであったが，翌年の教育令改
正によって知事の認可が必要となった１８）。

１８８３（明治１６）年には，「醫師免許規則」（１０月２３日
太政官布告第３５号）と「醫術開業試験規則」（１０月２３
日大政官達第３４号）が制定された。試験は前期と後
期とに分けられ，受験資格は１年半以上の「修学」
履歴が必要とされた。この布達では，それまで年１
回であった試験を前期（物理・生理など４基礎科
目），後期（外科，内科，産科など６科目）とした。
そして従前，眼科，産婦人科，歯科などとなってい
た専門科を廃止して，全てを医科として括った。つ
まり，全ての受験生は同一の問題を解くこととなっ
た。このとき歯科は，普通の外科術ともやや異なる
ということで，歯科を希望する者は医科受験生とは
別の問題となった（第１回歯科医術開業試験）。この
ときの背景には，１８７５（明治８）年１０月２日付けで免
許（医籍第４号）を下附された小幡英之助が，歯科で
の受験を要請したこと，以後洋方歯科医の存在がし
だいに大きくなったこと，などが考えられる。そし
て彼らの合格後の医籍は，この試験をもって別途に
歯科医籍として登録された。つまり，医師・歯科医
師は明治１６年のときに行政上分離した。なお全国統
一医術開業試験開始（明治１２年）から，同試験が医師
と歯科医師に分離するまでの医師数の推移を表に示
す（表１）。

さて，医術開業試験の合格率は１０～２０％と厳し
く，前期試験３年，後期試験７年が合格に必要とい
われたほどの難関であった。高山歯科医学院で血脇
守之助のもとにあって学僕をしていた野口英世は，
その合格によって一夜にして学生の講義を受け持つ
事になって学生を驚かせたという逸話が生じる由縁
である。中でも荻野吟子（明治１８年合格，女性医師
１号），吉岡弥生（明治２５年合格，東京女子医科大学
創設者），野口英世（明治３０年合格，世界的細菌学
者）などが医術開業試験合格者としてよく知られて
いる。

私立医学校における学生は，在学中でも医術開業
試験に合格すれば卒業の必要はない。従って，医学
校の性格は予備校色が強くなるのは自然であった。
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一方東京大学医学部卒業生には医術開業試験合格の
必要はなく，試験は免除されるという特権が医制公
布当初から与えられていた。

１８８２（明治１５）年２月１７日には，一定の認定条件を
備えた医学校卒業生の場合無試験で「医術開業免状
下付」され，医籍の取得が可能となり，同年５月２７
日文部省は「医学校通則（太政官達第４号）」で，既
述した修業年限４年の「甲種医学校」を定めた。甲
種医学校の認定条件は教員の資格を最も重視し，そ
の第１０条で『教員中少クトモ三名ハ東京大学ニ於テ
医学士ノ学位ヲ得タル者ヲ以テ之ニ充テ』とあり，
認可の必要条件とされた。「甲種」と認定された医
学校は明治１６年１５校，１８年２１校，１９年２３校と少しず
つ増えていったが，全て公立（府県立）であった。こ
うした公立医学校は，「医制」後に相次いで建てら
れた病院が，医師試験制度の整備とともに病院から
独立して医学校に発展した経緯をもつものが多い。
なお，乙種は修業年限３年であるが，入学資格は甲
種と同様に初等中等科以上の学力を有する者とし
た。

こうした特権的な制度は，学歴ではなく資格試験
社会にあって質の高い医師をなるべく多数を育成す
る対策ではあったが，同時に学生にとっては学術と
診療に大学では７年間，専門学校では４年間を，医
術開業試験に煩わせられることなく修学できたシス
テムであった。

⑵ 専門学校令と医学校
１９０３（明治３６）年３月２６日に，「専門学校令」が文

部大臣菊池大麗から勅令として公布された１９）。これ
は大学への昇格願望の強い私立の学校に対して，実
質的な「低級大学」としての法的根拠を与えると同
時に，私学を政府の監督下に置こうとするもので
あった２０）。

医学・歯科医学・外国語などを教授する一般の専
門学校と，農業・工業・商業などの学科を教授する
実業専門学校とに大別される。ちなみに，大学令が
発令された１９１８（大正８）年以後は，大学に付設され
た専門部（夜間部，修業年限の短縮など）も専門学校
として扱われた２１）。

医学校に対しては「私立医学専門学校指定規則」
が，明治３８年７月１日に文部大臣久保田 譲から発
令された。専門学校認可となれば「公立私立専門学
校規程」によって学生は徴兵猶予となり，上記指定
規則によって文部大臣指定校となれば，学生は卒業
と同時に医師試験が免除される。私立医学校にとっ
てこの２つの特典を取得することは，教育・病院の
質を国から保証されたことを示すことになるので，
私立医学校の運営と発展にとって極めて重要な目標
となった。私立の医学校は，将来性が不透明な各種
学校として存続するか，時代とともに進展していけ
る最高の高等教育機関となるか，選択する事態に
なった。「専門学校」と「文部大臣指定校」とのキー
ワードは，当時まだ整備の遅れていた私立歯科医学

表１ 医師数の推移（明治１３～１６年） 〈資料：明治１３～１６年・内務省衛生局年報〉

年 次 総 数
内務省免許医

⑷府県
免許医

専 門 医

⑴試験 ⑵卒業 ⑶試験
不須者 歯 科 眼 科 産 科 整骨科

１８８０（明治）１３年 ３８，３２２ １，３９６ ９７５ ３５，９５１

１８８１（明治）１４年 ３７，１２７ １，７６２ ８３７ ３２，９５２ １３９ ５８６ ５２５ ３２６

１８８２（明治）１５年 ４１，６１２ ２，２８１ ２０２ ９１２ ３６，３７３ １９１ ７０１ ５６５ ３８７

１８８３（明治）１６年 ３９，６６９ ２，８３３ ３９３ ９１９ ３３，７６１ １７０ ６８５ ５５６ ３５２

註１）試 験：１８７６（明治９）年１月１２日の「医師開業試験に関し府県に達法」（内務省達乙第５号）に
より，新たに医師になろうとする者に試験が課され，この試験の合格者に内務省免許が与えら
れた。

２）卒 業：官立大学や欧米の大学（医学）を卒業した者は無試験で内務省免許が与えられた。
３）試験不須者：１８７７（明治１０）年８月１６日の内務省達乙第７６号により，府県免許医で諸官庁および

地方公立病院に奉職する者などに試験を要せずに内務省免許が与えられた。
４）府県免許医：この時点で医師の大部分を占めていた「従来開業医」には，試験を要せずに府県

限りの鑑札が与えられた。
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校，また私立薬学校にとっても同様であった。
当時，文部省年報30（明治３５年度分）で専門学校と

分類されていた私立医学校は全国で８校，うち２校
は歯科医学校と記載（著者註：東京歯科医学院と愛
知歯科医学校と思われる），公立はわずかに３校で
ある。ただしこの８校の私立医学校は学校の性格か
ら便宜的に分類されたもので，この「専門学校令」
によって初めて法令上で正規の「医学専門学校」に
なる。公立は，高等学校医学部の場合甲種医学校に
規定されていたことから，すでに１９０１（明治３４）年か
ら仙台，千葉，金沢，岡山，長崎の地名を冠した官
立医学専門学校となっている。

明治３５年の時点で正規の医学教育機関として無試
験免許取得校は，帝国大学医科大学２（東京，京
都），官立医学専門学校５，公立専門学校３となっ
ていて，医師数は約３４，０００名，このうち医科大学卒
４％，官公立医学専門学校卒１５％，試験及第３２％で
あり，残りの約５０％が従来家の開業医であった２２）。
４）医師としての歯科専門医の誕生

明治初頭には医師（医業）・歯科医師（歯科医業）の
区別はなく，１８７４（明治７）年８月１８日発令の「医
制」では全て医師であり，内科・外科等の中で「産
科・眼科・整骨科・口中科」は専門医とする扱いに
なっていた。最初に施行された１８７５（明治８）年の医
術開業試験に合格し，医籍４号であり，また「歯科
専門医」の１号となったのが小幡英之助であった。
しかし，この時点で「歯科医」を養成する手段は，
実地医家での研修もしくは塾や講習会の何れかしか
なかった。小幡は，横浜居留地｛山手居留地：返還
は１８９９（明治３２）年７月１７日｝で開業していた米国人
歯科医師エリオット（St. G. Eliott, D. D. S）に師事
し，研鑽を積んだ人物である２３）。

各種学校として東京府知事認可による最初の歯科
医師養成機関は，１８８８（明治２１）年４月神翁金齊・吉
田仙正らが東京京橋に開校した「東京歯科専門医学
校」だった。しかしこれは，中原市五郎ら３６名の生
徒を擁しながら，経営者の内紛によって同年８月に
は廃校となっている。ところが，その翌１８８９（明治
２２）年には，経営者２人がそれぞれ別個に廃校した
校名と全く同じ名称で再度府知事あてに申請した。
このときも認可はされたが，結局のところ両校とも
継続しなかったという特異な経緯を辿っている２４）。

また，１８８９（明治２２）年に「歯科学校」が開校され，
１８９０（明治２３）年に「大澤歯科学校」と名称を変えて
運営されていた。しかしこの歯科学校については廃
校届けがなく，その実態についての資料が乏しい。
今日に至る歴史を繋いだのは，高山紀齋によって
１８９０（明治２３）年創設された「高山歯科医学院」であ
るが，それは最初の歯科専門医（小幡英之助）誕生以
後，１５年もの期間を要した。高山歯科医学院の後に
は，１８９４（明治２７）年愛知歯科医学校（渡辺敬三郎）が
設立された。この学校は，１９２２（大正１１）年頃まで存
続したとされている。

上記の歯科医学校よりも早く，歯科医術開業試験
に対応する私塾的講習会様の団体が作られてはいた
が，それらにしても１８８７（明治２０）年以降のことであ
る。小幡英之助門下による交詢会（明治２０），歯科矯
和会（明治２１年，入齒齒抜口中療治営業者等），歯科
談話会（明治２２年，榎本積一）などが記録されてい
る。そして，府知事認可の各種学校としての歯科医
学校は１８８８（明治２１）年頃の設立であり，講習会とほ
ぼ同時期である。なぜ，この時期に歯科医師育成機
関の設置機運が生じてきたのか，社会的背景と創設
者の個人的思想とがその要因であろう。

日本の新しい国造りが中央集権体制で進展し，医
療専門職における国家的な認定制度（医師免許規則
や医術開業試験規則の施行）が進み，１８８４（明治１７）
年１月には歯科医術開業試験が「医術開業試験規則
第８条ニ但書ヲ追加」することによって医術開業試
験から分離，独立した。歯や口腔の医療は人々に
とって身近であり，その質的量的需要に対する供給
体制の必要性は，誰でも容易に理解し得たと考えら
れる。

未だに歯科に対する香具師，歯抜き屋，賎業とい
う民衆の意識が残っていた２５）とはいえ，歯科医とい
う職業人の資格が国の制度として社会的に認知され
たわけである。そうした医制の進展と共に医学教育
制度が，既述のように整備され始めていった。西洋
式歯科医術の社会的需要が浮上してきたのが明治１０
年代で，その後多数の生徒を教育する方式が民間に
よって明治２０年代から始まったと考えられる。

高山紀齋の個人的略歴と，行動の背景については
以下のように推察する。高山は，６年間のサンフラ
ンシスコ滞在によって米国歯科医術開業免許を取得
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し，１８７８（明治１１）年３月帰国した。同年６月京橋区
銀座に「高山歯科診療所」を開業，さらに１８８９（明
治２２）年暮れに「高山歯科医学院」設置の認可を受
けた高山は士族的な思想のもと２６），歯科医学院の創
設に対して「本院は主として高尚の歯科医学を教授
し，治術を練修せしむる所とする」と自身の志を述
べている２７）。

この時代は歯科医学校設置にとって好機と見えた
のかもしれないが，いずれの学校にとってもその経
営は予想外の厳しさであった。すなわち，明治２０年
代設立の歯科医学校は６校（同名の東京歯科専門医
学校の設置は２校で，先の１校を加えると計３校と
なる）で，高山歯科医学院の１校以外は全て廃校と
なった。そして，その後に設立されたのは１９０７（明
治４０）年設立の共立歯科医学校（現日本歯科大学の前
身）であり，以後の東京における新設歯科医学校に
廃校が見られないことからも，明治２０年代に歯科医
学校を継続運営することは，きわめて困難であった
ことが理解される。

我が国における歯科医学校の専門学校までの変遷
については，先に本検証会が公表した論文に詳述し
ている２８）。
５）帝国大学令

１８８６（明治１９）年３月１日「帝国大学令」により，
帝国大学が創設された。すなわち東京大学の法政
学・理学・文学・医学・工芸学の５学部に工部大学
校を加え，それを５分科大学に再編して帝国大学と
なり，医学部は「医科大学」（予科２年・本科５年）
となって，形式的ながら大学院も設置された。ま
た，１８７５（明治８）年３月東京大学医学部の前身であ
る，東京医学校に併設された「通学生教場」は，そ
の後明治１３年に「別課医学」と名称を変えて存続し
ていた。この制度は早急に多数の医師が欲しい政府
にとって，「本科生」がドイツ語の学習に時間をと
られ，中途脱落者も多いため，日本語の授業で４年
間の課程で医師を短期に養成する目的で開設したも

のである。しかし，これは帝国大学設立の前年（明
治１８年）には廃止された。東京大学医学部「本科
生」と「別課生」の年次別の卒業者数を見てみる
と，明らかに本科生よりも別課生の卒業者の多いこ
とが分かる。創設から閉鎖までの数年間を見ただけ
でも，およそ３倍強に達している２９，３０）（表２）。

この別課は１８８７（明治２０）年に官立に移管され，一
府（現在の東京都）十県が共有する第一高等中学校医
学部となり，その後第一高等学校医学部，千葉医学
専門学校と改称，変遷を経て１９２３（大正１２）年に千葉
医科大学に昇格した３１）。

帝国大学は国家主義的で，全１４条からなる帝国大
学令は，高等教育の骨格を作ったものとされ，「帝
国大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其
蘊奥ヲ攷究スルヲ以テ目的トス」という，有名な第
１条から始まっている。そのため，国家資格や国家
試験を必要とするあらゆる職業においてその特権を
独占し，法科大学卒業者の「高等文官試補」の無試
験任用をはじめ，全ての卒業者に無試験で職業資格
を授与する「学歴特権」が制度化されていた。帝国
大学の設置は明治後半になると，地方の大都市（京
都・仙台・福岡・札幌等）にも広がり，大学制度の
頂点をなすものとなった。

しかし，帝国大学は「国家に須要な人材」を育成
することはできても，近代化を進める我が国におけ
る社会・経済面の需要に対応する専門分野の人材を
養成，供給することは，量的にはもちろん質的にも
及ばなかった。明治１９年～３３年までに帝国大学卒業
者が占めていた割合は「理・工・農」系３３％（私立
２７％），「文・芸」系２３％（同５０％），「法・政・経」
系８％（同８３％），「医・歯・薬」系４％（同４６％）で，
各種学校を含めた私立専門学校の卒業者が全体の
６２％となっており，帝国大学の６倍近くを占めてい
る。すなわち高等教育の主流は実質上，専門学校に
なっていた３２）。

表２ 東京大学医学部の「本科」「別課」卒業者数（明治１０年～１８年）

明治 ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 計

本科生 ３１ ９ ３０ １７ ３９ ３２ ２７ １３ １７ ２１５

別課生 － － － ３１ ５８ ２０ ４４ １６８ １１８ ２６７ ７０６

＜資料：文部省年報＞
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６）中学校令と医学校
１８８６（明治１９）年に公布した「中学校令」（勅令第

１５号）によって，国は中学を尋常・高等の二段階に
分け，別個の学校種として創設した。「高等中学校」
は文部大臣の管理下におかれ，全国に５校設置さ
れ，帝国大学に入るための予備教育を行うと共に，
専門学部も置いていた。この「高等中学校」が後の
所謂「旧制高等学校」で，第一は東京，以下第二

（仙台），第三（京都），第四（金沢），第五（熊本）とし
て定められた３３）。

翌１８８７（明治２０）年に文部省は，各「県立医学校」
を「官立高等中学校」に移管する形で，医学部を付
設することにした。すなわち５校（千葉医学校・宮
城医学校・岡山医学校・金沢医学校・長崎医学校）
を「官立高等中学校医学専門部」とした。いずれも
１８８２（明治１５）年の「医学校通則」の要件を満たした
「甲種医学校」である。この５校については第一・
千葉，第二・仙台，第三・岡山，第四・金沢，第
五・長崎とした。この時の「勅令」により，府県立
医学校費用は１８８８（明治２１）年以降『地方税を以って
支弁することを禁ず』としたため，多くの甲種医学
校は廃校（１２校）となったが，経営基盤の安定してい
た京都・大阪・愛知（名古屋）の３校は公立医学専門
学校として残った。

高等中学校医学部卒業生は明治１９年～３３年の１５年
間に３，２００名に達し，帝国大学医科大学卒業生４７０名
に比べおよそ７倍に及んだ。高等中学校医学部は外
国語（英語のみ）と解剖学等の基礎教科の比重を減ら
し，臨床実習に全授業の四割強を当てる「実践重
視」の教育とした。これは，開業医と軍医の育成を
主目的としたからであった。第二高等学校（仙台）を
例にとれば，明治２４年～２８年の卒業者１２３名中，開
業医６８名・軍医２２名・病院医は１６名（１９００（明治３３）
年時点）となっている３４）。

１８９３（明治２６）年当時の医師総数は３９，６０１名で，そ
のうち大学卒（外国の医学校卒を含む）は１，４６１名，
高等中学校（高等学校）医学部卒８４８名，公立（府県
立）医学校卒１，７２８名，検定合格者６，６２１名，在来開
業医（主に漢方医）２７，３１２名（残り数名はその他）と
なっている３５）。すなわち国は大学，高等学校を公式
に認定した高度の教育機関とし，他方では緩い受験
資格の検定試験制度を温存するという，多元的重層

構造による医師輩出方策をとって医師の増加を急い
だが，この時点では圧倒的に在来家が多数（６９％）を
占めていて，大卒の医師は別課を含めても，全医師
数の３．６％に過ぎなかった３６）。
７）「専門学校令」と私立の医歯薬系学校

医学校を初め医歯薬系学校の変遷が，それぞれの
資格免許取得のために医制と教育制度とに強く関係
していることは既述した。

１９０３（明治３６）年３月２６日に専門学校令（勅令第６１
号）が公布された。これまで「各種学校」であった
私立学校は，医歯薬系学校を含めて「専門学校令」
によって官公立とともに「高等教育機関」として位
置づけられる道が開かれた（図１）。しかし同時に，
国による統制が及ぶことになった。当時の「大学」
は東京帝国大学と京都帝国大学（１８９７年創立）のみ
で，私立に正規の大学は未だ存在せず，「専門学校」
が私立にとっての最高学府であった。「専門学校」
は，大学と異なって研究機能と学位授与権を欠いて
はいたが，教育においては大学と同等程度が求めら
れ，また入学生の質確保のために尋常中学校卒業な
どの学力を有した者が要求されたため，雨後の竹の
子の如くあった多数の各種学校にとって，専門学校
への昇格は極めて困難なことであった

ちなみに１９０３（明治３６）年の東京府知事認可に限っ
た「各種学校」（ほとんど私立）は５０校であったが，
「専門学校令」によって昇格した私立学校は，１９０５

（明治３８）年で国内総数として３７校という少数であっ
た３７）。

私立医学校で正規の医学専門学校に昇格したの
は，１９０３（明治３６）年の慈恵医院医学専門学校と，
１９０４（明治３７）年の熊本医学専門学校の２校だけで
あった。他の私立医学校あるいは歯科医学校は「各
種学校」のままに据え置かれた３８）が，その後法令に
準拠するべく努力を積み重ね，１９１８（大正７）年１２月
６日の大学令発令前までに，私立専門学校は医学３
校（日本医専・東京女子医専・東京医専），歯学３校

（東京歯科医専・日本歯科医専・大阪歯科医専），薬
学１校（東京薬専）の計７校が昇格していた。

しかし私立の医学専門学校・歯科医学専門学校そ
して薬学専門学校には，さらに質の評価が問われる
法律が用意されていた。それは，無試験による免許
取得校として文部大臣から指定される規則（私立医
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学専門学校指定規則，公立私立歯科医学校指定規
則，私立薬学専門学校指定規則）であり，この指定
規則をクリアするためには多くの困難があったこと
はそれぞれの校史に記述されている（表３）。また，
専門学校設置認可と文部大臣指定校の指定期日にお
ける差異が，その複雑な背景を示唆している。この

項では，「専門学校令」から「大学令」発令前後ま
での私立医歯薬系学校の大略を記しておきたい。
⑴ 私立医学校

専門学校令発令｛１９０３（明治３６）年３月２７日｝によっ
て直ちに昇格できたのは，高木兼寛校長の東京慈恵
医院医学専門学校｛１９０３（明治３６）年５月１８日設置申

表３ 現在大学として現存する大正時代の私立医歯薬系専門学校

医 学 創 立
年 月

専門学
校認可
年 月

大 臣
指 定
年 月

歯 学 創 立
年 月

専門学
校認可
年 月

大 臣
指 定
年 月

薬 学 創 立
年 月

専門学
校認可
年 月

大 臣
指 定
年 月

東京慈恵医院
医専

明治
１４．５

明治
３６．５

明治
３８．１０

東京歯科医専 明治
２３．１

明治
４０．９

明治
４３．２

東京薬専 明治
１４．１

大正
６．３

大正
９．３

東京女子医専 明治
３３．１２

明治
４５．３

大正
９．３

日本歯科医専 明治
４０．６

明治
４２．８

明治
４３．６

京都薬専 明治
１７．４

大正
８．３

大正
１１．２

日本医専 明治
９．４

明治
４５．７

大正
８．８

大阪歯科医専 明治
４４．１２

大正
６．９

大正
９．３

明治薬専 明治
３５．４

大正
１２．３

大正
１５．２

東京医専 大正
５．９

大正
７．４

大正
９．４

東 京（日 本・
昭和９）女子
歯科医専（※
神奈川歯科大
学）

明治
４３．５

大正
１１．７

昭和
２．３

道修女子
（帝国・大阪）
薬専

明治
３７．５

大正
１４．１

昭和
２．１１

帝国女子
医（医薬）
専（東邦大学
医学部）

大正
１４．３

大正
１４．３

昭和
５．２

註：１）学校名は専門学校認可年月を基準とした ２）（ ）内は変更校名 ３）「私立医学専門学校指定規則」発令は明治３８
年７月１日・「公立私立歯科医学校指定規則」発令は明治３９年１０月３０日・「私立薬学専門学校指定規則」発令は明治４３
年７月１日。

※昭和２２年３月「専門学校廃止令」により日本女子歯科医専閉校，昭和２７年４月日本女子衛生短大開設，昭和３９年４月
短大と並設して神奈川歯大開設

図１ 明治３３年の学校制度
（http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpad196201/hpad196201_2_010.html#fb1.3a）
「日本の成長と教育」（昭和３７年度）から引用
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請，６月４日付認可｝だけであり，また明治期の私
立医学専門学校はこの１校のみであった。

私立の医学校にとって「専門学校令」とそれに伴
う「私立医学校指定規則」がどのような影響を与え
たのか，専門学校令を契機として廃校に至った「済
生学舎」の例を紹介しておきたい。また，済生学舎
は高山歯科医学院から進学した野口英世が，後期試
験のために８か月間修学した後に合格した医学校で
ある。
「済生学舎」は明治期最大の医師開業試験及第の

医師を輩出し，当時の医師育成に多大な貢献をした
医学校である。しかし，その医学校が医学専門学校
への昇格を断念しただけでなく，突如として廃校の
運命に陥ったのである。

創設者長谷川 泰３９）は，佐倉順天堂医院の佐藤尚
中あるいは松本良順に蘭方医学を学び，幕末には越
後長岡藩医に抜擢され，戊辰戦争に従軍もした。ま
た明治初期には，大学東校に着任したプロシャ軍医
学校出身のミュレル，ホフマンからドイツ医学を学
んでいる。長谷川は大学東校教師，第一大学区医学
校校長１８７２（明治５）年，長崎医学校校長１８７４（明治
７）年，また東京府病院長１８７６（明治９）年を命ぜら
れ，１８９８（明治３１）年には内務省衛生局長に就任，そ
して衆議院議員という経歴を持つ公職キャリアの多
い人物である。

彼は，済生学舎の開業嘆願書を１８７５（明治８）年提
出し，府知事の計らいによるものか，提出４日後に
は許可を得ている。そして１８７６（明治９）年４月７日
に３か年修学の学舎を創設した。その充実したカリ
キュラムは今に残るが４０），そこには歯科ないし口中
科の授業はない。長谷川 泰は１８８４（明治１７）年には
学則を複数回変更して，「東京医学専門学校 済生学
舎」の届出を東京府知事に提出していた。さらに
１８８７（明治２０）年３月３１日には，特別認可学校書類を
文部大臣森 有礼に提出した。これは，私立学校が
入学資格や人事などの学事と財政的基盤が，官立府
県立校と同等であるかどうかを認定するための申請
書類であって，その認定校は慶応義塾，東京専門学
校（後の早稲田大学）などであり，そうした学校群に
済生学舎は入っていた。

済生学舎は，１８８６（明治１９）年に付属病院「蘇門病
院」を付設し，実地試験を加えた１８８３（明治１６）年制

定の医師試験（医師免許規則ならびに医師開業試験
規則）に対応した。また１８８７（明治２０）年には，定員
２００名の「薬学科」を増設した。ただし，薬学科は
後年，長谷川の議会における発言（医薬分業反対）に
反発した薬学科教員の総辞職から閉科している４１）。
１９０１（明治３４）年には本科を４年制とした。このよう
に長谷川は済生学舎の充実に努め，当時として高木
兼寛が創立した「成医会」とともに私立医学校とし
て枢要な地位を占めていた。

長谷川は，佐藤尚中から学んだ「済生救民」（特
に貧しい人を病から救済する）を思想として医師育
成にあたった。「専門学校令」発令までに，長谷川
の２８年間に亘る教育は延べ９０００名の医師を輩出し
た。それは試験及第医師の約半分が，済生学舎出身
であることを示していた４２）。しかし長谷川は，専門
学校令発令後の１９０３（明治３６）年８月３０日の東京日日
新聞や郵便報知等の広告欄に，済生学舎の廃校を知
らせる長文を掲載した。

済生学舎は国家（医師開業）試験のための予備校で
あったとはいえ，その教育実態は当時の医制と教育
制度を理解すれば，今日的な予備校的概念を単純に
該当させてはならない深さを有している。今日の大
学予備校は試験合格を目的とし，それはその後の高
等教育を受けるための繋ぎ手として運営されてい
る。しかし当時の予備校的医学校は，国の試験に合
格すれば医師となれることから，事実上最終の教育
機関である。つまり，私立医学校が予備校的性格を
有していたとはいえ，試験対策だけに留まってはな
らない責務が課さられていたと考えられるが，一方
ではそれを了としていた国の制度の一部でもあっ
た。

済生学舎は何故廃校に至ったのか。森 鴎外（森
林太郎：明治４年東大医学部卒）の話に触れておく。
これはあるべき医学教育の質すなわち理想的水準
と，現実に社会で必要とされる医師の数との問題で
あった。

ドイツから帰国した森 鴎外は，１８９０（明治２３）年
３月に医事新論４号で「日本医育論」として，済生
学舎の講義中心で実習に乏しい教育と専任教師の乏
しさを次のように厳しく批判した４３）。「今の東京に
は済生学舎，成医校，東京医学校といった私立医学
校がある。このうち最も古いのは済生学舎なので，
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この医学校について自分の考えを述べる。今の私立
医学校の教育内容は法律の力をもって変えなければ
ならない。もしこれでも改めることが難しいという
ならば，これを夷滅（全滅・著者註）するだけであ
る。（現代文に著者改変）」として具体的な改革事項
を記載した。これができなければ全ての小私立医学
校を夷滅すべしと再度記している４４）。官立大学出身
医師の理想論であるとはいえ，財政基盤の乏しい私
立医学校，さらにはその出身者に放った容赦ない痛
罵である。こうした鴎外のような“思いあがった”
批判に対しては，維新このかた幾多の困難を乗り越
え，医事衛生の近代化に心血を注いできた長谷川
泰や高木兼寛，長与専斎らにとって，許し難いもの
があったであろう４５）。本来ならば鴎外の主張は国家
に向かうべきであって，官尊民卑という‘明治ヒエ
ラルキー’の頂点にいる人物の，極めて傲慢にして
傲岸な主張である。

しかし，森 鴎外の主張は彼個人のものではな
く，帝国大学医学部出身者を中心とする明治医会を
代弁したものだといわれている。この私立医学校改
革の思想は後年の専門学校令，医師法あるいは私立
医学専問学校指定規則の土台となるのである。帝国
大学医学部卒業生によって組織された明治医会は，
現状の医学教育を改革すべく最大勢力を有していた
済生学舎廃校を標的にした。彼らは，常勤教員を厚
くしなければならないと再三長谷川に進言したが，
長谷川は受け入れなかったとされている４６）。明治医
会は，済生学舎の教育内容に精通していた。それは
済生学舎の教員には，当時の医学界の首脳であった
帝大教授が非常勤で教授していたからである。

長谷川は，この苦境打開のために文部省へ大学化
を要望した。すでに早稲田・慶応義塾をはじめ幾つ
かの文科系学校が「大学」名称を用いることを許可
されていること，また「東京医学専門学校済生学
舎」が府知事に認可されているということも含め
て，これまでの学舎の実績を持っての要望であっ
た。しかし，文部省はその要請を拒否した。

医師法は１９０６（明治３９）年に制定されるが，医師法
を巡ってはかなり以前から種々の動きがあった。か
つて「医士法案」は１８９８（明治３１）年衆議院で可決さ
れたものの，貴族院で否決された経緯を有し，１９０６

（明治３９）年の議会通過は，前回の上程案に反対した

明治医会の逆転劇であった４７）。
前回案の議会否決後，明治医会は外国の実状も含

めて独自の医師法を綿密に検討，立案した。そこで
は公立私立医学校卒業生においては，特に文部大臣
がその医学校を認可していなければ医師になれない
とし，また内務省医術開業試験は，医師法施行後５
年で廃止するとしていた。こうした明治医会による
医師法草案の趣旨に沿って，文部省では秘密裏に高
等教育会議が開かれ，１８９９（明治３２）年から１９００（明
治３３）年にかけて「専門学校令」の原案が練られた
とされている４８）。このような過程において，済生学
舎は追い詰められていった。同時にこのときの流れ
は，歯科にとっても重大な課題を負わされる時期に
相当することが，後年に至って判明するが，この段
階では歯科関係者の存在は「蚊帳の外」である。

１９０３（明治３６）年３月２６日，「専門学校令」が発令
される。そして上述のように同年８月３０日「東京日
日新聞」等に「済生学舎廃校之理由に付廣告」が私
立済生学舎によって掲載された。廃校理由として以
下が挙げられていた。１．私立医学校には私立大学
の名称を許可しないと文部省は明言した。したがっ
て，将来当校が大学と呼べないままで世間の信用を
得て維持することは難しい。２．本校のこれまでの
実績は，国家に少なからず貢献したと確信してい
る。しかし，今般の専門学校令は，１８８８（明治２１）年
以来実施されていた，地方税の府県医学校への費用
支出の禁止を解除するとしている。このことは，今
後公立医学校の設置が増えることを意味しているこ
とから，普通の医学専門学校のままで本校を継続し
て，国家の需要供給に応じて医学者を養成する必要
は見出せない。

長谷川は事前に，貴族院議員であり明治医会の重
鎮であった石黒忠悳にも継続か廃校かを相談してい
る。明治医会は，済生学舎の医学専門学校昇格が認
可されないよう法令で準備してきていたことから，
石黒は長谷川に一休みしたらどうかという表現で，
廃校を示唆したとされている４９）。

専門学校令は，済生学舎を頂門の一針として医
師・歯科医師・そして薬剤師における従来の育成方
式の改革を宣言したもので，人材育成の質を向上さ
せる新しい時代の幕開けであった。「医制」発令後
３０年を経ており，多方面の近代化が進展するなか
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で，医師の質と量をともに高めて行く作業が容易で
なかったことを示している。

第二次大戦前の医学専門学校については官公立が
全国に分布されている一方，私立は明治大正時代に
創立された専門学校（前身は医学校）が６校であり，
その全てが東京に設置されていた。そのうち，５校
が昭和に移ってから医学専門学校として開校してい
る。
⑵ 私立歯科医学校

私立歯科医学校の専門学校昇格に関しては，吉澤
らの論文５０）に詳述されていることから，ここでは文
部省が明治期に歯科医学校をどのように統計表など
で表記していたかを記し，当局の歯科医学校の扱い
方における一考察の資料としたい。

その記載法の推移を，文部省年報から調査した。
最初に「歯科」が現れるのは１８９１（明治２４）年５１）であ
り，公私立専門学校一覧表中で医学とは別に歯科２
校として項目立てがされている。この表形式が明治
２７年までに４回続く。記載の２校の校名は記載され
ていないが，１校は高山歯科医学院と推測される。
この時すでに文部省は専門学校の１学科として「歯
科」を挙げている。ただし，既述した「学制」の専
門学校規定には準拠してはいない。そして，１８９５

（明治２８）年以降は歯科の学科名はなくなり，医学薬
学の学科名の記述のみとなる。

１９０２（明治３５）年からは医学と薬学が分かれ，「歯
科」は表中で「医学」に含まれるようになる。な
お，この年から「医学」と「薬学」は再度分離して
記されている。１９０３（明治３６）年「専門学校令」発令
後では，表中の「専門学校」は文部大臣の認可を受
けた学校数であり，従来のままの学校は「各種学
校」に移して数えられている５２）ことから，この記載
法には疑問は湧かない。しかし，１９０７（明治４０）年で
は「東京歯科医学専門学校」名が医学専門学校とし
ての紹介記事の校名一覧中に出てきて，医学の校数
中に含まれた形となっている。

つまりこのころの文部省年報では「歯科」科目が
存在していたり，「医学」に含まれたりで記載法に
統一性がない。法規上「歯科医学専門学校」となっ
ても，医学専門学校の中に校名が記されていたりし
て，「歯科」は独立科目としての認識が確定してい
ないかのように不安定な記載に終始している。１８９１

（明治２４）年から１８９４（明治２７）年までの４年間は，
「歯科」２校と表で明記されているにもかかわら
ず，である。

大学令発令｛１９１８（大正７）年１２月６日｝直前の文部
大臣認可による専門学校は，東京歯科医学専門学校

（明治４０年９月１３日専門学校認可，明治４３年２月１
日文部大臣指定）と日本歯科医学専門学校（明治４２年
８月１４日専門学校認可，明治４３年６月１日文部大臣
指定）の２校，公立私立歯科医学校指定規則による
未指定専門学校は大阪歯科医学専門学校の１校，各
種学校としての歯科医学校は愛知歯科医学校｛１８９４

（明治２７）年｝，東京女子歯科医学校｛１９１０（明治４３）
年｝，九州歯科医学校｛１９１４（大正３）年｝，東洋歯科
医学校｛１９１６（大正５）年｝，明華女子歯科医学講習所

｛１９１７（大正６）年｝の計５校であった。
当時の累年歯科医師種類別数と歯科医師免許証の

下付及び返納数，それと参考のために全国医師数・
薬剤師数・看護師数並びに当該年度の本校卒業者数
及び累計数を見てみる（表４）。

表に示されるように，歯科医師数は５年毎にほぼ
倍増しているのが見て取れる。とはいえ，医師数に
比較すれば遥かに少ない。また官公私立の医学専門
学校が７２校にのぼり，如何に医学教育に対する社会
的需要が高かったかを示すものである。
⑶ 私立薬学校

わが国における最初の私立薬学校は，１８８１（明治
１４）年に設立された東京薬舗学校（東京薬科大学の前
身）である。これは１８７２（明治５）年８月１２日発布の
「學制」によって，官立の「東校」を「第一學區醫
學校」と改称し，翌１８７３（明治６）年６月２５日その第
一学区医学校に日本初の薬学教育機関として附設さ
れた「製藥場教場」｛１８７４（明治７）年東京医学校製
薬学科｝に比較しても，時期的に引けを取らない。
明治期には約３０校の公立私立薬学校が設立されてい
たが，以後約６割近くが廃校となっている５３）。存続
できた私立薬学校については，後の国立大学に移管
された薬学校が多く，現在に続く私立薬学校は，後
に東京薬科大学・京都薬科大学・明治薬科大学の名
称となる３校だけである。当時は，薬学校としての
経営が極めて厳しかったことを伺わせる。そして各
種学校である東京薬学校が東京薬学専門学校（現・
東京薬科大学）として認可されるのは，１９０７（明治
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４０）年の歯科医学校よりも１０年遅い１９１７（大正６）年
のことであった。薬学については政策上重要視され
ていたにもかかわらず，教育制度の整備が遅れた理
由に疑念が残るので，ここで現東京薬科大学の沿革
を検証することにする５４）。

東京薬学校は，１９０８（明治４１）年文部省に専門学校
への昇格申請を提出したが，「専門學校令」に適応
するためには，各種の施設が不十分であるとの理由
で認可されるには至らなかった５５）。

先に１８８９（明治２２）年３月１５日制定の「藥品營業並
藥品取扱規則（藥律）」が不十分で，不良医薬品が横
行するなどのために１９０７（明治４０）年の第２３回帝国議

会において改正され，薬剤師試験を要しないで卒業
により薬剤師免状を授与される学校に，「官公立医
学専門学校薬学科」を加えた。それまでは東京帝国
大学医科大学に付置された修業年限３年の薬学科
か，高等中学校医学部製薬科を卒業した者に限られ
ていたのである。さらに１９１０（明治４３）年７月１日か
らはその第４６条第一項に規定された学校に文部大臣
の指定する私立薬学専門学校が加えられ，「私立藥
學専門學校指定規則」（明治４３年７月１日，文部省
令第１９号）によって文部大臣の指定を受ける要件が
緩和，拡充された５６）。

これが契機となって，全国の薬学校は競って昇格

表４ 累年医療職種類別人数・免許証の下付及び返納数

１９０７
（明治４０）年

１９１２
（大正１）年

１９１６
（大正５）年

１９２１
（大正１０）年

１９２６
（昭和１）年

医師数 ３６，１６９ ４０，０８８ ４５，２０１ ４２，４６４ ４５，９００

薬剤師数 ３，７５１ ４，９１２ ６，４２７ ８，７２８ １４，８２０

看護婦数 － １３，９２５ ２２，６１４ ３１，５８１ ４８，０５６

歯科医師数 ９１３ １，５３１ ３，４８２ ６，６５２ １２，５４８

①指定歯医専 － １５８ １，０５９ ２，０８３ ４，０８４

②外国卒業 １４ ２６ ４９ ６０ ８４

③及第者 ８９２ １，３３３ ２，３５９ ４４９２ ８，３６５

④従来家 ７ １４ １５ １７ １５

歯科医師免許証下付数 － ２２６ ５７７ １１３５ １，２７１

①指定歯医専 － １０７ ２１５ ３７７ ５１２

②外国卒業 － ３ ４ １０ ４

③及第者 － １１６ ３５８ ７４８ ７５５

④従来家 － ０ ０ ０ ０

歯科医師免許証返納数 － １１ ３２ ３５ １０１

①指定歯医専 － ０ １１ １３ ２３

②外国卒業 － ０ １ １ ２

③及第者 － １１ １９ ２１ ７６

④従来家 － ０ １ ０ ０

※東歯卒業者数
（当該年度）

２０ ８１ １０９ １２３ １３５

小 累 計 １８０ １７５ ６１７ １，２１３ １，７２０

高山歯科医学院以来累計 ２３３ ４６６ ９０６ １，５０４ ２，０１１

註：①指定私立歯科医学専門学校卒業者 ②外国の学校卒業者（試験を含む） ③試験及第者
④従来開業者
※「東歯」は東京歯科医学院及び東京歯科医学専門学校を示す

〔資料：明治４３年～昭和３年・内務省衛生局年報〕
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運動を展開した。東京薬学校でも学内や出身者に大
きな刺激となり，専門学校への昇格を目標に，生徒
に対して学風高揚の規律を規定したり，出身者会結
成によって寄付金募集の体制を整えたりした。

１９１７（大正６）年１月２３日には財団法人東京薬学校
設立の登記申請し，同年３月２６日には東京薬学専門
学校設立が認可された。そして１９２０（大正９）年３月
１２日には，念願の文部大臣指定を受けた。指定にあ
たって文部省から施設整備，教員充実に関する付帯
条件が与えられた。建築資金の捻出には，学校債の
発行をしたとの記載がある。

１８７４（明治７）年の医制公布により近代的な医薬分
業が定められたが，完全に実施されない状態で今日
に至ったとされている。１８９１（明治２４）年，ひきつづ
き翌２５年にも帝国議会に提出した「医薬分業法案」
は，議会解散，医師会の反対などにより，もろくも
潰された。医薬分業の促進運動はその後も活発に展
開されたが，１９０４（明治３７）年の日露戦争開戦によっ
て直接軍事に密接な案件以外の問題は，すべて保留
を余儀なくされた。また，研究機関としては東京帝
国大学医学部薬学科だけであり，その後１９３９（昭和
１４）年にようやく京都帝国大学医学部薬学科が設立
されたが，いきおい医薬品開発は欧米に比べて著し
く遅れていた５３）。

旧薬剤師法の公布は１９２５（大正１４）年４月１４日であ
る。このように薬剤師の歴史はかなり不遇で悲惨と
もいえ，加えて私立の場合は官立に比べて大きな格
差があった。
８）法規外認定「私立大学」の出現

１９０３（明治３６）年の「専門学校令」発令前に，「慶
応義塾」は１８９０（明治２３）年に従前の課程を普通部と
して残し，新たに「大学部」を開設した。これは，
修業年限を３年とし，文学・理財・法律の３科を置
いた私立としての最初の総合大学であった。また，
１９０２（明治３５）年９月に東京専門学校｛１８８２（明治１５）
年創設｝は，政治経済学科・法学科・文学科を設置
して大学部とし，専門部を併せ持った「早稲田大
学」に改称した。慶応義塾・早稲田の２校は早くか
ら大学設立の意思を表明し，高等教育機関としての
整備状況は他に抜きん出た存在だった５７）。

上述のように１９０３（明治３６）年専門学校令が発令さ
れ，医薬（公立３，私立２）５校，政法経（私９）９

校，文（１１）１１校，宗 教（私１４）１４校 の 計３６校 が，翌
１９０４（明治３７）年専門学校として認可されたが，この
とき文部省は申請した専門学校に対して「大學」名
称への変更を許可し，「政・法・経」系では上記２
校の他，中央・法政・明治・日本の４校と京都法政

（現・立命館）・関西の２校の計８校が，その他の文
学系，女子系，宗教系等かなりの数の学校が大学名
称を認められている。

しかし，これらの場合「大学」とは名ばかりで法
令上は専門学校であり，官立の「帝國大學」６校以
外の「大學」は法規上存在しなかった。したがって
私立大学卒業生に対して「学士号」の授与はなく，
高級官僚への道も閉ざされていた。この専門学校令
は，「私立大学撲滅」を意図したものであるとか，
「私立大学」を専門学校の学科過程の枠内において
実現させようとした，という疑念がもたれた由縁で
ある５８）。

今日に至る高等教育制度は明治期以来幾つかの重
要な転換点を経ているが，その最初の転換期とされ
ているのは１８８６（明治１９）年発令の「帝國大學令」公
布であり，大学の「鋳型」が帝国大学令によって定
まり，これを中心に官公私立による高等学校・専門
学校・実業専門学校などによる高等教育制度が構築
された，と天野は指摘している５９）。本編では，こう
した最初の教育制度変革に対して，医歯薬系学校が
とった対応を中心に記述した。専門学校昇格と文部
大臣指定校獲得などの大きなハードルを越えた私立
医歯薬系専門学校にとって，さらに約１０年後の１９１８

（大正７）年に大学昇格の機会が訪れる。次号には歯
科界にとって大きな分水嶺となった「大學令」に関
して筆を進めることにする。
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