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２．「大学令」１）

太平洋戦争終戦｛１９４５（昭和２０）年８月１５日｝前の
私立大学は，総数３０校である。現在の約５７０校に比
して極めて少ないが，旧制高等教育機関は既述した
ように多様多数であり２），日本の高等教育進学率は
昭和９年には当該年齢人口の約４％に達していて欧
米に比して低い率ではなかったとされている３）。戦
前は現在とは異なった高等教育制度であり，極めて
複雑である上に官民間に顕著な格差が国家的な統制
の下に構築されていた。その象徴的な政策が「大
学」を私立に認めなかったことである。しかし，大
正期になって，依然強い統制を維持したままであっ
たものの，私立ならびに官公立専門学校に大学設立

（昇格）を認可しようというのが大学令であった。明
治近代化の半世紀後にようやく民間による大学設立
許可に辿り着いたのである。大学令が発令された
１９１８（大正７）年は，戦前期の高等教育システムの基
本的な構造が確定した年であることから，わが国の
高等教育の歴史の中で，極めて重要な年である。」
とされている４）。

「大学」とは，当時５校しか存在しなかった帝国
大学と同程度であることを意味し，それは創設３０年
以上の実績を持つ少数の，私立専門学校にとっても
厚くて高い壁であった。私立大学として昇格した時
期は財政的・物理的な側面と同時に，人的・組織的
な面においても学校間の格差と深く関わっていた５）

とされている。同時に昇格時期の差異は，各私立学
校の苦節を偲ばせ，その精神によって大学化を成し

遂げた私立学校群であることも知ることができ，ま
た多くの専門学校にとっては大学昇格は高嶺の花で
あったことも推察させる。
１）公布

１９１８（大正７）年１２月６日に，内閣総 理 大 臣 原
敬と文部大臣 中橋徳五郎によって，勅令第三百八
十八号として「大学令」が公布され，その施行は翌
１９１９（大正８）年４月１日であった。１９０３（明治３６）年
「専門学校令」以来の大規模刷新であり，当時「最
後の学制改革」とも呼ばれている。１９１９（大正８）年
は私立専門学校にとって，大きなエポックを迎える
年となった。なお，「大学令」は従前の帝国大学を
含む大学一般についての綜合規定であるとされてい
る６）。それまでのわが国の大学は帝国大学令による
帝国大学だけが突出し，その他の高等教育機関は，
専門学校以下高等中学校，旧制高等学校，師範学
校，高等師範学校，女子高等師範学校が並立してい
た。近代化の進展と共に多くの業種が高い知識・技
術・思考・創造力を有する人材を必要としたが，帝
国大学あるいは官公立専門学校だけではその需要に
応えられなかった。日本は明治後期には日清・日露
戦争に勝利し，大正時代には世界有数の工業国に成
長していた。一方，私立専門学校はそのような時代
に合わせて，力を増していたことから，さらに高い
教育水準を備える大学化を求めていた。

大学をはじめとする高等教育の制度改革は長年に
亘る議論によっても，決着がつかなかったことか
ら，寺内正毅内閣｛１９１６（大正５）年１０月～１９１８（同７
年）９月｝は１９１７（大正６）年９月２１日首相直属の勅令
による諮問機関として「臨時教育会議」を設置し
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た。この「教育会議」は帝大側・反帝大側他政界や
軍部，経済界等第三者を含めた約４０名の委員により
構成され，総裁には平田東助・副総裁には久保田
譲が就任し，政府原案なしの諮問事項のみで審議さ
せた。その結果，翌１９１８（大正７）年１２月に，代わっ
たばかりの原敬内閣によって「大学令」と新しい
「高等学校令」が勅令として公布されたのである７）。

これにより，５校の帝国大学以外に官公私立に大
学誕生の道が開かれることになった。慶応義塾・早
稲田・同志社・中央・明治・日本・国学院等の私学
と共に，東京高等商業学校が東京商科大学（現・一
橋大学），東京高等工業学校が東京工業大学になる
など，官立専門学校も次々と単科のまま大学に昇格
し，帝国大学すなわち官立総合大学だけが大学であ
るという独占体制が崩れ，わが国の大学・高等教育
は，新しい発展段階を迎えた。

なお，第一次世界大戦｛１９１４（大正３）年７月２８日
～１９１８（大正７）年１１月１１日｝ではわが国は軍需景気
に沸いた時で，原敬内閣｛１９１８（大正７）年９月２９日
～１９２１（大正１０）年１１月１３日｝は「高等諸学校創設及
拡張計画」を追加予算措置によって行った。しかし
大正バブルと言われた好景気は１９２０（大正９）年から
一転して不況に移行した。１９２０年代は戦後不況から
脱却できず，私立大学の大学化は厳しい経済環境の
中で行われていった。
２）「大学令」から見た大学の性格

「大学令」（官報，第１９０３号）は，２１条から成り
立っている。その原文については本誌８）に全文を転
載しているので，この条文に沿って昇格に必要とさ
れた要件を解説していきたい。

まず第１条で，大学は国家に須要な学術の理論と
応用を教授し，ならびにその蘊奥（奥深いところ
著者注）を攻究することを目的とする機関とし，併
せて人格の陶冶及び国家思想の涵養に留意しなけれ
ばならないと定めた。

大学の基本組織は，「学部」として従前の「分科
大学」を改め，「複数の学部を置く事が通例」とし
て，総合大学であることを重視したが，特別に必要
有るときには単科であっても大学と認めるとした。
そして，学部は「法学，医学，工学，文学，理学，
農学，経済学及び商学」の各部とし，特別に必要有
る場合には実質及び規模において，一学部を構成す

るのが適しているときには，既述の学部を分合（分
割と合併 著者注）して学部を設けることができる

（第二条），とした。学部には研究科を置き，総合大
学では各学部研究科を綜合した大学院を設置するこ
とができる（第三条）。私立大学は財団法人である事
が必要である。但し特別の必要によって学校経営だ
けを目的とする財団法人が，その事業としてこれを
設立する場合はこの限りではない（第六条）。この財
団法人は大学に必要な設備またはこれに要する資金
及び少なくとも大学を維持するのに足りる収入を生
じる基本財産を有することを要する。基本財産で，
前文に該当するものは現金，国債証券その他文部大
臣の定めた有価証券とし，これを供託しなければな
らない（第七条）。学部入学の資格は，その大学予科
を修了，高等学校高等科を卒業，または文部大臣の
定めた所でこれと同等以上の学力があると認められ
た者（第九条）。学部に三年以上在学（医学部は四年
以上）し一定の試験に合格した者は学士と称するこ
とができる（第十条）。大学には特別の必要ある場合
において予科を置く事ができる。大学予科は高等学
校高等科の程度で高等普通教育を行うこと（第十二
条）。この大学予科の修業年限は三年または二年と
する（三年制と二年制の入学資格に関する但し書き
あり）（第十三条）。また，大学予科の設備，編成，
教員及び教科書については高等学校高等科に関する
規定を準用する（第十四条）。その定員は予科修了者
の員数かその大学に収容できる員数を超過しない程
度にする（第十五条）。

大学及び大学予科の学則は法令の範囲内において
その大学が定め，これは文部大臣から許可を得なけ
ればならない（第十六条）。

そして，公私立大学では相当数の専任教員を置か
なければならない（第十七条）。

私立大学の教員採用は文部大臣の許可を得なけれ
ばならない。公立も同様である（第十八条）。最後に
公私立大学は文部大臣の監督下にあり，文部大臣の
権限として，報告，検閲などその他監督上必要な命
令をすることができる（第十九，二十条）とし，本令
によらない学校は勅定規定とは別の定めが有る場合
を除いて大学と称したり，またはその名称に大学で
あるということを示す文字を用いてはならない（第
二十一条）と結んでいる。
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３．私立専門学校の困難と飛躍

「大学令」は，私立学校にとって最後の目標で
あった大学昇格を遂に果たせる機会となった。しか
し，その設立には財産，教員，施設で官立大学と同
程度が求められたことから，多くの労苦が強いられ
た。

学校は財団法人であることが基本であり，大学を
維持するのに足りる収入を生じる基本財産を有する
ことが必要だとしている。この基本財産は現金，国
債証券その他文部大臣の定めた有価証券などの流動
資産で，これを文部省に供託しなければならなかっ
た（第七条）。

「私立大学」の財政基盤は授業料に依存してい
て，それは多様な形で収入源となっていた。「私立
大学」は，本来の学部授業料の外に，併設した予備
校的な「予科」，夜間授業が認められた「専門部」，
入学資格を問わない「別科」などからの収入なしに
は経営が出来ない実態であったとされている９）。

大学令は勅令であり，関連の法規（大学規定，大
学設立認可内規）が多数存在していることから，そ
れらを超えていかなければ大学昇格はあり得なかっ
た。法規上は専門学校であったが，これまで大学と
いう名称の使用を許可されていた「私立大学」は，
大学昇格を果たせなければ大学という名称を返上し
なければならなくなるのである。

供託金のみならず施設整備，教員確保には多額の
資金が必要とされたが，その確保には寄付金募集事
業以外にはない。寄付金額は「私立大学」それぞれ
の社会的な評価・威信・卒業生数と社会での活動分
野などの実績によるので，大学昇格はあらためて各
「大学」の実力などをあぶり出す役割を果たす事と
なったとされる１０）。

供託すべき基本財産は，１学部の大学は５０万円，
１学部を増すごとにさらに１０万円というのが内規で
あった。当時の５０万円は現在に換算すれば１００億円
とも言われていて１１），一括供託ではないが多額であ
ることは間違いなかった。１９２０（大正９）年度の想定
された経常収入（授業料など）は，早稲田でも２７万
円，明治５３，０００円，中央３４，０００円という当時の現状
から，それは莫大な金額であったことが分かる。

余剰流動資産を殆ど持たない多くの「私立大学」

にとって，募金額は大学の苦悩の大きさと相関して
いた。例えば明治大学百年史１２）によると募金額を
１５０万円とし，全校友と学生父兄等に募金依頼をし
たが，払い込まれた額はその１割にも満たなかっ
た。すなわち大正８年の時点で申込額は２９万円，実
際の払込額は１８万円に過ぎなかったという１３）。

大正９年度，つまり大学令発令後の初年度に大学
昇格を果たしたのは，専門学校令で大学名称を許可
されていたうちの８校（慶応義塾・早稲田・明治・
法政・中央・日本・国学院・同志社）であるが，慶
応義塾と早稲田の二校は財政上の問題もなく最初の
昇格となった。両校は「大学令」の公布時にすでに
「大学たるの実」をほぼ構築し終えていた。慶応，
早稲田は福沢諭吉，大隈重信という創設者のカリス
マの存在によって，古くから大学を目指した学校運
営がされており，特にその時期には鎌田栄吉，高田
早苗というそれぞれ学園経営に専念する強力な中核
的リーダーが存在し，それを支える教員集団，事務
局体制，それに校友や同窓生が厚い層を形成してい
たことが大きい１４）と分析されている。

他の大学がそれでも困難を乗り越えたのは，秘話
に彩られた大学，学生，同窓の熱意によったもので
あるが，供託金に補助金を手当し（初年度昇格校の
み），法令の運用を工夫することなどで，大学側の
実情を踏まえた文部省の支援と手加減が，それを可
能にしたとされている１０）。また，現存している戦時
下に設立された藤原工業大学（１９４４年 慶応義塾大学
に統合），１９４２年興亜工業大学（現 千葉工業 大
学），１９４３年大阪理工科大学（現 近畿大学）の３校全
てが，工業，理工の名称大学であることは，時世を
示すものとして印象的である。

４．私立医学専門学校の昇格

大学令発令以前の帝国大学医科大学は，５校（東
京，京都，東北，九州，北海道）だけである｛１９２０

（大正９年）時の日本人口は約５，６００万人｝。大学令に
よって，太平洋戦争敗戦までに大学に昇格したの
は，官立５校（新潟，岡山，千葉，金沢，長崎），公
立４校（大阪，愛知，京都，熊本），そして私立４校

（慶応義塾，東京慈恵会，日本医科，日本大学）であ
る。つまり，第二次大戦前の大学医学部あるいは医
科大学の総数は，１８校にすぎなかった。大多数の医
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師養成は大学とは別に，従前からの制度である医学
専門学校の継続，あるいはその新設に依存してい
た。医師数は１９３４（昭和９）年（人口約６，９００万人）に
おいて，総計約５５，０００名で，そのうち大学卒は約
１８，８００名，医学専門学校卒約２８，０００名となってい
て，圧倒的に医学専門学校卒の医師が多い１５）。

さて，大学令発令当時の私立医学専門学校は，東
京慈恵会，日本，東京，東京女子，熊本の５校で
あった。そして発令から数年内に単科で医科大学に
昇格したのは，東京慈恵会医学専門学校と日本医学
専門学校だけであった。それに大学令発令直後の
１９２０（大正９）年２月に綜合大学医学部となった慶応
義塾大学医学部と，戦時中の１９４３（昭和１８）年に大学
昇格を果たしている日本大学医学部を加えると，終
戦前の私立単科医科大学，綜合大学医学部は慶応義
塾大学医学部，東京慈恵会医科大学，日本医科大
学，日本大学医学部（設立順）の４校だけである。

ここで綜合大学医学部の慶応義塾大学医学部と単
科医科大学の東京慈恵会医科大学と日本医科大学に
ついて簡単に紹介する。
１）慶応義塾大学医学部

１８５８（安政５）年江戸築地に蘭学塾を始めた福澤諭
吉は，自身と松山棟庵（紀州出身の医師，福澤諭吉
の高弟）の連名で私学開学願書として，１８７３（明治
６）年「私立慶応義塾開業願」を東京府に提出し認
可された。慶応義塾医学部はその１分科として同年
１０月に開設された「慶応義塾醫學所」を前身とす
る。講義は英語で行われていたようで，三田二丁目
に診療所「尊王舎」が作られ，学生の実地訓練所と
された。修業年限は２年で，英米医学の影響が強
かったとされている。慶応義塾醫學所は７年間続き
３００余名の卒業生を出したが，１８８０年（明治１３）慶応
義塾本校の経営悪化のため，同年６月には同醫學所
を廃校した旨の届けを，８月に東京府知事に提出し
た１６）。その後，慶応義塾は１９１６（大正５）年１２月，北
里柴三郎を迎えて医学科を発足させ，１９２０（大正９）
年大学令による大学医学部に昇格し，今日の慶応大
学医学部に至っている。初代医学部長は北里柴三郎
である。

北里柴三郎は，１８８３（明治１６）年東京大学医学部を
卒業，内務省衛生局勤務，東大衛生学助手を経て，
明治１７年ベルリン大学の衛生学コッホ教授に６年余

師事，帰国後長与専斎，福澤諭吉らの後援によ
り，１８９２（明治２５）年に大日本私立衛生会伝染病研究
所を創立し所長となった。しかし，内務省に寄付さ
れた同研究所が，文部省に移管されることになり

（いわゆる伝染病研究所移管事件）１７），北里は直後の
１９１５（大正３）年１０月に退官し，直ちに北里研究所を
創立して所長に就任した。北里は日本の細菌学の父
といわれている。なお，伝染病研究所は，現在の東
京大学医科学研究所となっている。

慶応義塾が大正期には，早稲田と共に別格の私立
学校であったことから，問題なく大学令を突破した
ことは既述した。
２）東京慈恵会医科大学

１９２１（大正１０）年１０月１９日，財団法人東京慈恵会医
科大学の設立が文部省から認可され，我国最初の私
立単科医科大学が誕生した。初代学長には金杉英五
郎が就任した。

ここで同大学の大学令公布時についての動きを見
てみよう。まず１９１８（大正７）年１２月の大学令公布に
関する新聞報道に最初に反応したのは，慈恵会医院
医学専門学校の学生であった。「慈恵会医科大学昇
格期成会」が学生によって作られ，同年１２月１５日に
同会の委員一同が，早朝に高木兼寛校長宅に伺い，
校長に面会して大学昇格の嘆願書を謹んで読んだと
されている１８）。高木校長は「昇格は自分の念願とす
るところである，文書をもってこのような突然の行
いをすることは非礼でもあるので撤回しなさい」と
学生を諭したという。

その約１年後の１９１９（大正８）年１２月，成医会評議
員会が開催され，高木校長のもとで昇格後援会の設
置と寄付金募集が決められた。募金目標の５０万円
は，半年弱で２６万円余に達し，高木家から２６万円の
準備金立替とで所定の基本金財産５０万円を調達し
た。翌１９２０（大正９）年５月２４日社団法人東京慈恵会
理事公爵徳川家達は，大学令および大学規定により
財団法人東京慈恵会医科大学の設立申請をした。そ
して大正１０年１０月２０日に同月１９日付けの大学認可を
受けた１９）。しかし高木校長は，大正８年腎疾患に罹
患し，翌９年４月１３日に逝去した。

「病人を見て，病気を治せ」というイギリス臨床
医学派の海軍軍医総監高木兼寛と，ロマン派作家で
著名なドイツ学派で細菌学者の陸軍軍医総監森林太
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郎（鴎外）による明治中期軍人の脚気原因論争は薩長
閥，イギリス・ドイツ医学，陸海軍の代理戦争で
あったと言われているが，二人に代表される行動に
は，医に携わる者にとって多くの教訓が詰め込まれ
た歴史的大事件として語り継がれている２０）。医学専
門学校はしばらく大学と併存し，１９２５（大正１４）年卒
業生を出してから，同年３月３１日をもって自然廃校
となった。初代学長の金杉英五郎は，１８８７（明治２０）
年帝国大学別科を卒業し，３年半にわたるドイツ留
学の後，１８９２（明治２５）年より東京慈恵医院医学校で
耳科学・鼻咽喉学の講義を開始したわが国における
耳鼻咽喉科の開祖とされている。衆議院議員（大正
６～９年），貴族院議員（勅選大正１１～１７年）として
も活躍した２１）。金杉博士は長年にわたる血脇守之助
の知己であり，東京歯科医学専門学校の監事（１９１８

（大 正９）年４月１日～１９４２（昭 和１７）年１月７日）を
勤めた。
３）私立日本医科大学

１９２６（大正１５）年２月２５日に「私立日本医学専門学
校」は「私立日本医科大学」に昇格し，初代学長に
中原徳太郎が就任した。

日本医科大学は，済生学舎を前身とする。済生学
舎廃校後，路頭に迷った学生の意思で直ちに「同窓
医学講習会」が開かれた。その後，川上元治郎が企
画・斡旋した「私立日本医学校」（１９０４（明治３７）年
５月）と「私立東京医学校」とがほぼ同時期に済生
学舎の講師とかっての学生によって出発した。１９１０

（明治４３）年３月には，経営が順調であった「私立日
本医学校」が「私立東京医学校」を吸収合併した。

１９１２（明治４５）年７月には医学専門学校（私立日本
医学専門学校）に昇格したが，文部大臣指定による
国家試験免除がなかなか得られなかったことから，
１９１６（大正５）年には学生は経営者の責任を追及して
ストライキを起こし，多数の学生が同医学専門学校
を離れて，新たな医学専門学校（現東京医科大学）を
設立する事態が生じた。このため学生数が減少して
財政難に陥った２２）。学生騒動による学校存亡の危機
救済のために「日本医専評議員会」が文部省の指示
により設置された。同評議員会の指導や教員の無報
酬授業で危機は回避された。大正６年新理事による
経営が始まり，１９１９（大正８）年８月１９日（８年２月
７日指定申請書提出）に念願の文部大臣指定を獲得

した２３）。
大正９年に予科（１年制）を設けて５年制の医専と

し，付属病院の充実と教員の補強を行い，関東大震
災で建物を焼失するが，この逆境のなかで校長の中
原徳太郎は財団法人日本医科大学の昇格申請を同年

（大正１２）１２月２５日行った。
中原徳太郎は，１８９９（明治３２）年に東京帝国大学医

科大学を卒業し，１９０５（明治３５）年から済生学舎で外
科学の講師を勤めた。済生学舎廃校の折には学生救
済に努め，私立日本医学校，私立日本医学専門学校
において学校運営に尽力した。１９２５（大正１４）年に学
生による「大学昇格期成同盟」が組織され，文部省
への供託金５０万円の募金が開始される。その２５万円
を文部省に供託して，大学昇格は申請から２年余の
時を経て，理事・教員・学生・同窓生などの協力に
より，１９２６（大正１５）年２月２５日昇格が実現した２４）。
廃校と再興を経て，さらに学生騒動と大震災によっ
て財政的な危機に見舞われながらも，着実に新制度
への適合を成し遂げてきたことは，目標を定めた学
校側の不断の努力と学生・同窓の支援が大きかった
ものと推察される。

５．私立歯科医学専門学校と大学令

「大学令」はその成立前において「最後の学制改
革」とまで期待されたにもかかわらず，歯科医学専
門学校にとっては，結局大学化への路を閉ざす勅令
に他ならなかった。大学令には大学昇格の対象とす
る８分科（学部）に，「歯科」が含まれていなかった
からである。

１９１８（大正７）年大学令発令当時の歯科医学専門学
校は（東京，日本，大阪）の３校，歯科医学校は（九
州・大正３年設立，東洋女子・大正５年，明華女
子・大正６年）の３校，計６校であった。そのうち
国家試験免除となる文部大臣指定校は東京歯科医学
専門学校，日本歯科医学専門学校の２校だけであっ
た。大正８年末における歯科医師数は約５，３００名
で，このうち文部大臣指定校卒業者は約３０％に過ぎ
ず，ほとんどが旧来の開業試験及第者が占めていた

（表１）。
大正期前半に設立された上記３校（九州・東洋女

子・明華女子）の歯科医学校は，大正期年間に全て
歯科医学専門学校となり，さらに後年になって指定
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校を獲得していった。歯科医学専門学校の増加とそ
の教育の質の充実が，将来の歯科医学・歯科医療の
質を決めて行くことから，指定歯科医学専門学校の
増加は，この時期にあっては急務であったと考え
る。しかし，官立の歯科医学専門学校は未だに１校
たりともなく，ましてや帝国大学歯学部の設置計画
はなかったことから，政府は積極的な歯科医師育成
策を有していなかったと言える。歯科医師育成機関
は民間に依存し，学校制度によって強い規制を敷い
ていたというのがこの時代の構図であった。

そこで今回の稿ではまず，各歯科医学専門学校は
大学令をどのように捉えたのか。そして次の編でど
うして政府は歯科の大学昇格を認めなかったのかを
検証してみたい。

ここではすでに大臣指定校の歯科医学専門学校で
あった東京歯科医学専門学校と日本歯科医学専門学
校並びに財団法人となっていた大阪歯科医学専門学
校を取り上げてみる。なお，大学令発布以後太平洋
戦争敗戦までの期間における医歯薬系教育施設数の
変遷を表２に示す。
１）東京歯科医学専門学校

東京歯科医学専門学校では，１９１９（大正８）年１２月
４日に学生が主体となった「東京歯科大学創設期成

会」が設立され，１２月１６日に神田青年会館におよそ
２千名の聴衆を集めて「歯科大学創設問題演説会」
を開催した。この学生運動に関する活動状況は「歯
科大学創設の叫び」として冊子にまとめられ逐一報
告されている。その内容については別途詳述する。

当時の「歯科学報」は学術誌，学校内外の広報
誌，同窓会誌を兼ねて一冊にした編集であり，その
情報機能は素晴らしく魅力的である。ところが，
「大学令」にたいする学生の大々的な反対活動に比
して，学校当局が政府行政にたいして反対運動や抗
議活動を行った記事は歯科学報には見当たらない。
しかし，東京歯科医学専門学校は，大学令に早期に
対応すべく学校運営に大きな変革をもたらす周到な
準備を進行させて行く事が歯科学報から明確にな
る。東京歯科医学専門学校は，１９２０（大正９）年に控
えた創立３０年記念としての寄付金募集事業，校舎増
築，そして学校の財団法人化を打ち出すのである。
そして，これらを主題にした文中に「大学」という
言葉は初期には見当たらないが，大学令発令の一年
余後に，血脇はついに後述する「大方各位に白す」
の文中で大学化が意中にある事を公表する。しか
し，ここでも大学令には言及していないが，血脇が
この「大学」の言葉を出したのは，同校の学生によ

表１ 大正８年末における歯科医師に関する統計

指定私立歯科医学専門
学 校 卒 業 者

外国学校卒業者
（試験を含む）

試験及第者 従来開業者 合 計

邦人 外人

１，６７９ （人） ５３ ６ ３，５９０ １４ ５，３４２人

３１．４ （％） ０．１ ６７．２ ０．２ ９９％

（歯科学報２５巻２号，p５２，累年歯科医師種類別）

表２ 私立医歯薬系の専門学校・大学数（大正９年～昭和２０年）

大正９年 大正１４年 昭和５年 昭和１４年 昭和２０年

専門 大学 専門 大学 専門 大学 専門 大学 専門 大学

医 学 ５ ４ ４ ４ ８⑴ ４ ８ ４ ＊１３ ４

歯 学 ４ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ １３ ０

薬 学 ４ ０ ５ ０ ８ ０ １０ ０ １４ ０

注①（ ）内は大学付設の専門部・専門学校
② ＊このうち「臨時付属医学専門学校」が４校

資料：文部省年報
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る大学創設期成会講演会開催のすぐ後の一か月余の
ことであった。

１９２３（大正１２）年に花澤鼎教授が慶応義塾大学医学
部から，その翌年に奥村鶴吉教授がそれぞれ慶応大
学医学部，東京慈恵会医科大学から学位を授与され
た。これに当たって，１９２４（大正１３）年発行の歯科学
報２５）で，正木 正は「学位令に就いて」と題し，両
人の栄誉を祝すと共に，このことは我国における歯
科医学の進歩と向上発達が，一般の学者から是認さ
れた証拠であって，確言すれば血脇校長の苦節三十
年の歴史を彩る「チワキイズム」の表徴であると述
べている。そして，このわずかふた粒の種が発芽し
て幾多の実を結ぶ時期が到来するに違いないと将来
に期待している。

正木は，学位令の変遷を紹介し，１９２０（大正９年）
公布された第三次の改正の条文を記載・解説した後
に以下の文章で締めくくっている。「新学位令は博
士の種類を規定せず各大学において任意にこれを定
め，文部大臣の認可を得ればよい事になっている。
従って我々の期待する歯科医学博士の学位は歯科大
学創設の目的を貫徹すれば当然之に随伴して生まれ
出づる訳である。然しながら悲しいかな」として大
学令第二条を記した後に，「（前略）学部は既に限定
せられて居るが，歯科は全く除外せられているので
ある。故に今後勅令を以って『歯科学』の一項が追
加されなければ歯科大学が認められないのである。
茲に於いて我等が理想とする歯科大学を実現せんと
するには，外観の美しさよりも先ず第一に勇往邁進
其の内容を充実し然る後内外共に完備した暁に於い
て当然の要求として当局にこれを認めしめねばなら
ぬのである。その時こそ初めて歯科医学博士が生ま
れるのである。」と結んだ。つまり，歯科学報が大
学令に言及したのはこの記事が最初であり，学校側
は歯科医学専門学校にとっての大学令の意味を正確
に理解していたことを，大学令発令から５年も経た
ときの文章によって我々は初めて知るに至るのであ
る。

１９３２（昭和７）年発刊の東京歯科医学士会会報創刊
号２６）において，中村恒吉会長が「発刊の辞」の中
で「去る大正１０年単科大学創設運動を起し，今は中
絶の形となって居るが，此際再び熱と力と公正なる
見地から，猛運動に着手すべきである。」と述べ，

大学令の影響がなお影を落とし，この勅令は公正で
はないと考えていたことを窺わせている。なお，東
京歯科医学士会とは，東京歯科医学専門学校卒業生
が会員となり，大正２年２月に結成されている団体
である。

専門学校卒業生が，学士の名称を用いるのには文
部省の認可を受けることが必要であったようで，本
校は大正３年６月２９日がその認可日となっている。
２）日本歯科医学専門学校

日本歯科医学専門学校では，校友会が１９１９（大正
８）年４月１０日の大会席上で「吾人は母校をして単
科大学昇格を期す」という決議をした。これを受け
て創設者中原市五郎校長は校舎等の私有財産４３万
５００円余を同年７月４日寄付，財団法人設立認可申
請書を同年１１月１１日東京府知事宛に提出し，財団法
人は１２月２２日付けで認可された２７）。

「日本歯科大学昇格期成学生講演会」が１９２０（大
正９）年１０月９日に同校講堂において開催された。
その組織は，会長・副会長に教員が就き，学生の実
行委員として各学年２名の計８名から成っている。
本講演会で，学生は日本歯科大学昇格期成を決議
し，本学生実行同盟会は，世界における理想的歯科
大学を建設しようとしている本校当局の事業を支援
することとした。高島会長は日本と米国の歯科概況
を論じ，本校における大学昇格は必然で急務である
と断定した。加藤副会長は，昇格理由を吾人の地位
の向上が第一であり，学位による研究者の向上心な
ど多々列挙し，昇格の必要を極力声を大にして叫
ぶ，として降壇したと記されている。一方中原校長
は「妄動をしないで，進行の足元を確固充実させ
よ」と挨拶をしている２８）。

さらに中原校長は，１９２１（大正１０）年３月１５（１４）日
付けで「大学昇格進達書」を東京府経由で文部省に
提出している。名称を「日本歯科大学」とし，開校
日は１９２２（大正１１）年４月１１日，学部の種類及び名称
は「医学部中特ニ歯科医学ニ関スル学科ヲ教授スル
モノナルヲ以テ歯科学部ト称ス」とある２９）。しかし
この進達書は，文部省から麹町区役所を通して学校
に返戻された３０）。また，「昭和２年８月１０日，修業
年限４カ年を，予科１カ年，本科４カ年となし，５
年生とする旨上申せしが都合により直ちに却下す」
とも記されている２９）。大学昇格の対象学部になって
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いない歯科から，敢えて中原市五郎校長が進達願い
を行った真意が，何処にあったのかは不明である。
３）大阪歯科医学専門学校

大阪歯科医学校から大阪歯科医学専門学校に昇格
したのは，１９１７（大正６）年９月８日であるが，申請
は財団法人大阪歯科医学専門学校であることから，
この時すでに財団法人の認可が得られていて，指定
校認定は１９２０（大正９）年３月２０日という経緯であ
る。

そうした中，大学令に関係する記事は同校の記念
誌では見出せない３１）。

上記の東京・日本の２校において，大学昇格への
動きに関しては上述のような記録であり，「大学
令」が「歯学」を昇格対象の分科（学部）から外して
いることを読者に知らせるのは，大学令発令の５年
後の歯科学報において正木の記述によっただけであ
る。

歯科医学専門学校が財団法人化を実現し大学昇格
を目標としたとしても，それらの努力は大学という
名実をもたらす担保を得られない教育行政（大学令）
の現実があった。また，たとえ歯学が大学昇格対象
として加えられても東京歯科医学専門学校はその諸
般の条件には至らなかったであろうとされてい
る３２）。

歯科の社会的地位を確保するためには大学相当の
実力をどうしてもつけなければ歯科の将来は望むべ
くもないという切迫した血脇らの意識が，大学昇格
を目指して学校を充実させる決断させるに至ったこ
とは後述する「声明文」３３）と「大方に白す」３４）から
明らかであるが，血脇にとって専門学校令，公立私
立歯科医学校指定規則を乗り越えて以来のまさに学
内外にわたる難局に直面した事態であったと思考す
る。しかしまた，この難局打開は歯科医師法制定に
始まった，血脇の連続した挑戦でもあった。

学校の機関誌ともいえる両校の雑誌におけるこう
した大学令に関する過去の記載状況は，今日の感覚
では不可思議であるが，勅令であることや当時の政
府行政の権限から憶測すれば，抗議に強く自己抑制
をした歯科医学専門学校当局者達の，苦渋に満ちた
心の深奥さをかえって強く示唆しているように感じ
られる。

いずれにせよ，この時期日本歯科医学専門学校，
東京歯科医学専門学校がともに財団化を実現し大学
昇格を目標とする。こうした学校運営が，両校の関
与する雑誌（歯科学報・歯科新報）において，「大学
令」によって変革する高等教育政策環境に対応した
事であることを学校自身は直截述べてはいないが，
大学令を契機としていることはその実施時期から見
てほぼ明らかである。

６．東京歯科大学昇格への第一歩

１９７０年発刊の記念誌「東京薬科大学九十年」には
以下の記事が掲載されている。１９４６（昭和２１）年４月
の同財団理事会において，大学昇格に関して大口理
事長が文部省の話の概要を紹介した３５）。すなわち
「現行の大学令では，薬学の単科大学を認めていな
いので，たとえ認可の申請があっても，文部省はこ
れを受理する事は出来ないが，薬学の向上は緊要事
項でもあるので，東京薬科で其の意志が有るのであ
れば，その実現に必要な準備を進められたい。」

大学令は主要部分が改変されることなく戦時中を
経て終戦直後にあってもなお重く継続されていたこ
とを上記は示している。

そこでこの項では，大学昇格にとって必須要因と
なっていた学校の「財団法人化」の過程を検証す
る。
１）財団法人化３６）

財団法人であることは大学昇格の前提であり，い
ずれの専門学校においても同様であった。東京歯科
医学専門学校の校長血脇守之助は，１９２０（大正９）年
に迎える創立３０年祝賀事業に於いて，彼の個人財産
である専門学校を，法人へ寄付することで財団法人
化を図り，また学校の拡張充実のための寄付募集を
打ち出した。大学令を契機として東京歯科医学専門
学校は，時代の大きな変革に適応しようとしてい
た。

血脇は，寄付金募集にあたって同窓校友に，その
趣旨を適宜説明していて，そこからは血脇の理念を
下記のように読み取ることができる。

１．これまでの学校内外の事については，自信を
もって行ってきた。そして成果は得られた。

２．しかし，いつまでも個人の力が持続できない
事は自然の摂理である。
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３．新しい時代に適応すべく，個人所有の本学を
財団法人に寄付をする。

４．学校は個人所有物として，子々孫々に伝えて
行くべきではないと考えている。

５．財団法人は，個人一人の考えでは動かしづら
いが，組織運営によって強固な学校になる。

６．国内外の時勢は，本学を現状のままであるこ
とを許さない。学校を拡大充実して永遠に強固
な基盤にすることは，学校のため国家のためで
あり，これを最後の使命としたい。

東京歯科大学百年史によれば，「１９１９（大正８）年
４月頃，月１回のある会合で東京歯科医学専門学校
の発展策が話題になり，奥村鶴吉は，大学昇格を期
して積極策を立てないと，本校の先導性が失われる
恐れがあると強調した。」とある３６）。ちょうど大学
令施行の頃なので，それを念頭に置いた発案と推測
する。しかし，この時この会には後日東京慈恵会医
科大学初代学長に就任する金杉英五郎も同席してい
たが，「多くの意見が出された中で血脇守之助は資
金の件で慎重だった。」とある。血脇が慎重であっ
た理由は，「自分の力で立派な歯科医学の殿堂を築
き，それを将来法人に移管したいという願いを持っ
ていた」からとされている３７）。しかし，その３ヶ月
後の７月に開催された「創立三十年祝賀準備委員
会」での寄付金募集の発議に対して，血脇は将来の
校舎増築方針を後述するように説明していることか
ら，この時にはすでに血脇は大学昇格準備につい
て，腹を決めていたと考えられる。
⑴ 基本金募集

第１回創立三十年祝賀準備委員会３８）は１９１９（大正
８）年７月２０日近県遠方の６０名が出席した。「熱誠な
る意気，会場に溢るるを覚えたり」と会場の雰囲気
が伝えられている。血脇校長挨拶のあと，村岡清治
氏の母校基本金募集の発議は，数名の応援演説を経
て満場一致で賛同され，これを母校に建議すること
が決められた。校長からは将来の校舎増築等の方針
について説明があり，計画を実行する為には３５萬円
から４０萬円を要すると理解しているとされた。

祝賀会事業として祝典，祝賀論文募集，展覧会，
講演会，校史編纂が挙げられた。翌年度は会員から
臨時費３円を徴収し，このうち三分の一ないし二分
の一は，論文掲載のための印刷費として，歯科学報

に使用することも決められた。委員長は富安晋，副
委員長は奥村鶴吉が選任された。なお，東京歯科大
学１００年史には，村岡清治の母校拡張基金の計画案
に対して，「出席者はこぞって賛成したが，血脇は
賛成しかねるという意向を表明した。」とある３６）。
一方，この準備委員会での血脇の言動に関して，歯
科学報にはそのような記述は存在しない。

全国の祝賀準備委員には，出席者代表として石塚
三郎が以下の檄文を通知した。「今は社会の形勢が
刻々変化していて学界の進歩は分秒を争う状況であ
る。斯道の将来の発達を念願し母校が常に斯界の権
威であるためには，本校の内外を問わず同窓一同の
甚大なる努力を必要とする。このため基本金募集に
ついては，準備委員の諸君において極力奔走をして
いただくことを切に望む。」３９）。

一方，血脇校長は直ちに米山梅吉，横田千之助，
石川源三郎，増田二郎，金杉英五郎，一井正典，榎
本積一，山本茂三郎外数氏を訪問して基金募金の賛
助を請い何れも快諾を得た４０）。

さらに，１９１９（大正８）年１０月２０日開催された第一
回「母校基金在京委員会」４１）では，血脇校長はこの
計画内容について“委曲を尽くした説明”を行い，
一層の了解を求めた。委員からは熱烈なる賛同の辞
があり，従って計画の前途に燦然たる光明の輝ける
を認め，校長は以下のように説明した”と報告され
ている。

「本校を近く財団法人の経営に移し，永遠に学校
の基礎を強固たらしめようとする計画は，学報紙上
で発表したことはご承知の通りです。私は学校の経
営は子々孫々伝えるべきものとは考えていません。
丁度禅寺と同じように，一世一代たるべきもので，
決して長く個人の私有物とすべきでは在りません。
しかし，私は自分自身を最も確かな人間と信じてい
ます。学校が自分のものであれば，私の思う総ての
良き事は実行されますが，これが財団法人ともなれ
ば一々役員の承認を経て，難しい手続きをしなけれ
ば何事もできず，学校のため善きことも，つい実行
できない様な場合が往々ありましょう。私はこの意
味に於いて年来の理想を実現する為に，今日まで独
力で学校を経営してきました。私の主張である歯科
医学の独立，歯科医師法の制定なども，私が連合歯
科医師会の一員として関係した仕事であります。し
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かし，天は人間に左様に長い活動の力を与えるもの
ではありません。私も最早五十歳，私の関係した仕
事も今日において，私の理想も大体実現され，ここ
で一先ず区切りをつけていい時であります。而も戦
後に於ける時勢の進運に鑑み，本校も到底現状に安
んじるわけにはいかない機運に立ち至りました。即
ち，一層確実な基礎の下に学校の拡張充実の方法を
樹てる事を必要としてきました。これが此の度私の
断然学校を社会に提供し，多くの力の下に協力し
て，最後の使命を全うせんとする次第であります。
この募金は自分のためにお願いするのではなく，２０
年間辛苦を共にした学校を，全部社会に提供しまし
た。その社会に出た新たに衣を変える母校に対し
て，皆様の尽力を賜りたい。そうして皆様ととも
に，此の新生涯に入るべき母校を守りたてて，更に
完全なる学校を建設し，斯道のため国家のため，永
遠に使命を全うさせたいのであります。これが私の
眞の微意であります。同情と尽力を願います。（一
部略）」

血脇はこの在京の基金委員にこのような説明をす
る直前には，後述の声明文３３）を歯科学報に掲載し，
さらに本校の過去と現在に関する要項を記録した小
冊子を印刷し，１０月１２日に出来るや直ちにこれを全
国同窓に発送し同時に基金委員を委嘱している４２）。
⑵ 血脇守之助の声明

血脇守之助は１９１９（大正８）年に全国校友同窓に向
かって声明文を歯科学報１０月号で発表した３３）。この
声明文は６頁にわたっていて，通常の倍に相当する
大きな活字で囲み文となっている。下記に転載す
る。

「謹啓，我が東京齒科醫學專門學校は明治二十三
年高山紀齋先生高山齒科醫學院を開設せられたるを
起原とし將に三十年に垂とするの歴史を有し居り候
而して小生が本校を繼承したるは同三十三年にして
當時名稱を東京齒科醫學院と改め次で同四十年には
專門學校令に據ることゝなり茲に初めて校基を確立
し得るの氣運に向ひ以て今日に至りたる次第に御座
候此間一方には校外生を募集して齒科學の普及を圖
り他方には明治四十年以來東京齒科醫學校を附設し
て，開業試驗受驗者を養成し又前後五囘に亙りて講
義録の編纂を試み且随時齒科學に関する圖書を刊行
して終始一貫斯學の發達に努力し來り申候其外明治

二十八年には月刊雑誌齒科學報を発行し爾來今日に
至るまで繼續致し居り主として同誌を以て本校より
内外に向って發表したる研究業績は實に數百篇の多
きに達し居り候今是等の累績を通覽するに大要次の
如くに御座候

一．卒業生 一千二百六十四名（東京齒科醫學校
ヲ除ク）

一．齒科醫師トナリタル者 二千九百五十八名
（東京齒科醫學校出身者ヲ含ム，全國齒科醫師
數ノ六割強）

一．齒科醫書出版 六十五種百五十五卷
右は實に本校が幾多の協力と後援とを享けて達し

得たる所の成果にして幸に斯學の發達と國家の進運
とに裨益したる所尠からざりしことゝ確信いたし居
り候

然るに今や世界的大戰の後を受けて總ての方面に
大改造を要するの時期に際會し本校も亦内外の情勢
に鑑み到底現状に安んずる能はざる機運に立ち至り
申候従って此際斷然將來に於ける擴張充實の方策を
樹てざれば多年苦心の事業を水泡に歸せしむるの外
なかるべしと存ぜられ候に付茲に大要次の如き計畫
を發表致し候

第一 本校を財團法人の經營に移すこと
小生は過去二十年間獨力にて本校を經營し

來りしが幸に漸次隆盛に赴き現在本校に於て
使用しつゝある敷地（約十萬圓）竝に建物器械
標本模型圖書等（約二十萬圓）時價約三十萬圓
を越え悉く小生の私有に属し居り候も近く其
全部を本校に寄附し財團法人と爲して此基礎
の上に本校を永遠に強固ならしめたき覺悟に
有之候

第二 本校の建物竝に設備を根本的に改善するこ
と

將來教授及研究の兩方面に完全を期せむに
は勿論建物及設備の充分ならむ事を要し候も
現在の状態を以てしては此點に關して遺憾と
する所少からず種々調査したる結果によれば
少くとも延坪千二百坪の建物（鐡筋「コンク
リート」約三十六萬圓）と是に相當する設備

（約十四萬圓）と合せて約五十萬圓の費用を必
要と致し候若し此計畫にして實行せられむか
啻に本校に學ぶ者の幸福のみならず延いては
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學界に寄與する所極めて大なるべしと相信じ
申候

以上本校發展の二大眼目とする所を實行せむには
到底小生獨力の能くする所に無之候に付廣く天下に
訴へて本校の基金を募集し之に充てたき存念に御座
候希くは本校が過去三十年間間斷なく努力し來りた
る使命を全うし得らるゝ様御同情を賜はり度奉梱願
候 敬具

大正八年十月 日
血脇守之助

基金募集規定
一．本基金ハ東京齒科醫學専門學校ノ擴張及充實

ノ資ニ供スルモノトス
二．本基金ハ本校同窻及後援者ノ醵金ヲ以テ之ニ

充ツルモノト
三．醵金ハ金百貮拾圓ヲ一口トシ一人ニテ幾口ニ

テモ引受クルコトヲ得
四．醵金ハ左記何レノ方法ニヨリ拂込マルヽモ差

支ナシ但シ募集費ヲ輕減センガ爲可及的細分セ
ザルコトヲ希望ス
甲，一時拂込 乙，毎年一囘貮拾四圓宛五ヶ年
丙，毎年四囘六圓宛五ヶ年 丁，毎月貮圓宛五
ヶ年

五．醵出ノ金額ハ口數ニ係ラズ一定額ヲ随意ノ方
法ニ依リ拂込ルヽモ差支ナシ

六．醵金ノ拂込ハ集金郵便振替貯金等醵出者ノ希
望ニ従フ

七．醵金ハ直接本校内基金事務所又ハ各地方基金
委員会ニ申込マルヽモ随意ナリ

八．醵金ハ株式会社三井銀行ニ預托シ其費途ハ基
金管理委員會ノ協議ニヨリ之ヲ決定ス基金管理
委員會ノ規定ハ追て之ヲ定ム

九．醵金ノ申込拂込竝ニ基金ノ會計ハ總テ齒科學
報ニ掲載ス

十．醵金者ノ功勞ヲ表彰スル方法ハ別ニ之ヲ定ム
基 金 事 務 所

東京市神田區三崎町二ノ九東京齒科醫學
專門學校内」とした。

そして，その４ヶ月後に「大方各位に白す 大正
９年１月２３日 血脇守之助」として寄付の現状と寄
付金増額の必要性を歯科学報に掲載した４３）。この文

中「文部省が５０萬円の維持基金を許可の必要条件と
して発表した理由もここにあると思う。さらに５０萬
円を追加して，ゆくゆく歯科大学たるを期してい
る。」と大学令の示唆する内容と歯科大学を目指す
ことを表している。「文部省の５０萬円」とは大学昇
格に際して一学部が文部省に供託しなければならな
い金額のことである。大学令という言葉を直接使用
することは避けてきている血脇が大学化を明確に紙
上で表したのはこの時が初めてである。

血脇は「財団法人願い」を１９２０（大正９）年２月１
日文部省に出願した。そして同月２９日に，３月１９日
を以って認可する旨の書証を受領した。

血脇が寄付をした資産は総額４５６，４００円余であっ
た３６）。
２）理事会での大学昇格論議

財団法人の認可後に日を置くことなく，１９２９（大
正９）年４月４日に代々木の血脇校長宅で財団法人
東京歯科医学専門学校の第一回理事会が開催され
た。この席において血脇守之助の理事長選任と専門
学校の主要な学務役職者が決められた。また同時に
学校の機構改革が発表されて法人格を有した教育機
関としての出発が始まった。第二回理事会監事会が
大正９年１１月３０日に両国錦水で開催された。このと
きの議事録には議案である「寄付金募集に関する
事」に次のような記載がある。「本校は将来内容外
観を充実して名実倶に単科大学たるべしとの意見は
全員一致するところなれども目下引き続いて第二回
の募集を企てるは策の宜しきものにあらず又経済状
態も宜しからざれば数年後を期すべしとの池田監事
の意見に基き第一回の継続として多少の運動を試む
ることに決す。」４４）とある。

１９１９（大正８年）と翌年早々に血脇守之助が歯科学
報で全同窓に向かって記した文は，創立３０周年記
念，募金，そして財団法人化は大学化への連動した
事業である事の声明である。１９２０（大正９）年の３月
には財団法人が認可され，同年１１月に開催された第
二回法人理事会において財団法人東京歯科医学専門
学校が大学化を実施するのは時期の問題であり，大
学化を目標としていることは理事各位に異論がな
かったということである。

大学令が歯学の大学昇格を拒絶していることを認
識していた血脇らがこの時点でどのように大学令を
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乗り越えようとしていたのかは明らかでない。

７．東京歯科大学創設期成会の学生運動

大学令が発令された約１年後の１９１９（大正８）年１２
月４日，学生が主体となって「東京歯科大学創設期
成会」が設立された。この期成会は，１９１９（大正８）
年１２月１６日東京神田青年会館に２千名の聴衆を集
め，「歯科大学創設問題演説会」を開催した。演説
会では何人もの学生弁士が熱弁をふるい，その他に
も応援弁士として，同窓生・弁護士・日本大学講
師・医師（医学博士）・新聞社社長等が，学生たちの
行動を支持し，大学昇格の必要を訴えている。

そしてその講演記録を主体にして編集された冊子
である「歯科大学創設の叫び」に「本会創設の趣
旨」として次のことが挙げられている４５）。

①歯科医学の独立並びに完全なる研究を期し，日
本に於ける最高学府たる大学を創設することが必要
である。②第一次世界大戦後に於ける歯科医学の向
上発達を期す必要がある。③口腔衛生の完全な普及
を計り国民衛生の完備を期す必要がある。④現在我
が国に於いて一つの歯科大学も無いことを憂い，且
つ人類共通の幸福を増進するために必要である。と
して，『基金を増額し，進んで単科大学の創設を期
す』との決議文を満場一致で可決した。学生は学校
とは別に基金の募集をしていたが，その基金を増額
しようとの動きである。

また「歯界時報」の主筆が，「期成会」の活動に
関する論評で，『我国の歯科学は実質上立派な独立
した科学である，そのためには歯科大学を創設する
必要がある。我国には既に３つの歯科医学専門学校
と１０数の歯科医学校がある。米国には綜合大学中の
１学科として存在する歯科医学校２７校，カレッジと
して存在するものが２１校ある。歯科学の独立が遺憾
なく行なはれつゝある情況を考えれば，歯科大学の
必要を敢て論ずる必要がない』との記事を同誌から
の転載として冊子に転載している４６）。

この学生運動が，自校への支援も意図していたの
であろうが，大学昇格を不可能にした政府に対する
抗議であったことは，「趣意書」の中で次のように
書かれていることでも分かる。『政府の發表せる新
大學令は，我が齒科醫學に關する學制の一項だに存
せざるは，實に我等の痛嘆せざるを得ざるところな

り。故に我等は新大學令の制度に對し，大改善を叫
ぶ…』

この講演会への期待を物語っている多くの聴衆数
とともに新聞等における多数の報道は，本会の成功
を示していた。そして，私有財産の寄附による財団
化とそれによる単科歯科大学化へ血脇が準備を始め
たと新聞は報道していた。期成会実行委員慰労会の
晩餐会が直後の１２月１９日に開催され，血脇校長，奥
村幹事ほか数名の教員が出席した。晩餐会はすこぶ
る盛会を極め，血脇校長は「デモクラシー」の本義
を吉例により訓示し，嬉しき会合よと禿頭を撫でな
がら一笑したとある。歯科学報は期成会の報告をい
ち早く約１０頁にわたって掲載し，またその好意的な
論調から４７）同校自身が本会を大いに後方支援してい
たことが窺える。

「期成会」はその後，基金募集事業の順調な進展
と熱狂的な活動が学業に支障を来たす等の理由によ
り，学校側から中止の内談を受け，翌９年３月に学
生大会を開催し運動の中止を決定した。しかし，中
止の裏には別の事情を窺う向きもある。当時「大正
デモクラシー」即ち民主主義の思潮が強まり，言論
の自由が叫ばれていたとはいえ，「お上の不条理」
を学生が糾弾することを，学校側が危惧したのでは
ないか，というものである４８）。とはいえ，期成会は
「歯科大学の創設の叫び」として講演会の詳細な報
告冊子を同年５月２０日に発刊し，大学令に関する貴
重な歴史を後世に伝えている。

大学であるための基準は大学令によって提示され
たことから，その基準を超えるべく血脇の東京歯科
医学専門学校は，教育，研究，教員，病院，財務構
造などにたいして順次大きな改革を開始しだした。
そしてそれらの最後の目標となったのが，１９２３（大
正１２）年関東大震災で瓦解した校舎の復旧に変わる
それ以上の復興，すなわち新校舎建築の竣工（昭和
４年）であったと推考される。

一方，大学令に対して歯科界が沈黙を破ったのが
第三次歯科医師法改正案の国会での討議であった。
日本聯合歯科医師会（会長 血脇守之助）は，その改
正案を議員立法として１９２５（大正１４）年２月の第５０回
帝國議会に上程した。この改正案には大学令を直接
盛り込んだ条項が存在していた。大学令実施後の約
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７年を経て歯科界が大学令を自陣に引き寄せる策に
出たのである。このとき新潟県選出の石塚三郎衆議
院議員らは，同議会において歴史的な改正に取り組
み，多大な活躍を残している。それらの詳細は次号
に記述する。
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