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７．臨時教育会議と大学令

１）臨時教育会議
大学令は，「臨時教育會議」における内閣の諮問

に対する答申を基に作成された勅令である。臨時教
育會議は，寺内正毅内閣が１９１７（大正６）年９月２０日
に臨時教育會議官制を公布して設置され，１９１９（大
正８年）５月２３日の勅令をもって廃止されるまで１
年８か月にわたって存続した１）。臨時教育會議は，
内閣総理大臣直属の最初の諮問機関として「三十年
来の懸案」となっていた教育改革を目的として設置
された。

教育改革（学制改革）は当時の大きな政治的課題で
あり，それまで先行する諸会議とは異なる重要かつ
画期的な役割を担っていた。明治から大正時代に
移った日本は，国力の増加と国際的地位の上昇とに
伴って，明治国家体制の構造的な改革が必要となっ
ていたからである。

第一次世界大戦前後に国政全般について，数々の
重要な政策審議機関が設置されたことは，それを良
く示しており，この臨時教育会議もその一環に外な
らないと言われている１）。そして，臨時教育會議の
成果は，明治以来の教育体制の大きな転換期として
今日においても教育史上高く評価されている２）。

高等教育に関する臨時教育会議の答申とそれに
よった大学令は，大学，専門学校に著しい改変を加
える事となった。大学令実施によって大正５年には
帝国大学だけに約９千人の学生が在籍していたが，
大正８年の大学令実施後，昭和５年には４６校の大学
が成立し，学生数は７万人近い数となった。こうし

た実態は，従来の大学についての考え方を根本から
改めさせるのに十分な高等教育改革がなされたと見
なければならないと海後宗臣は述べている。またこ
の改革は専門学校増設にもつながり，中等学校卒業
生を従来よりも多数高等教育機関へ進学させる機会
を作った。これにより社会の各方面において働く人
材を養成する方策を進めることになったと海後は考
察している３）。

なお，「臨時教育会議」の研究は，該会議録が公
にされることなく内閣総理府に秘蔵されていたこと
から教育学またその歴史学にあって１９６０年以前は手
探りの環境で行われていたようである。１９２４（大正
１３）年に「臨時教育会議要覧」別本が文部省で編集
され，１９３５（昭和１０）年に「臨時教育会議ノ答申及ビ
建議ノ実施状況」が同様に刊行されたと記録されて
いる２）のにもかかわらず下記の書評から本会議の陰
と陽の面が窺われるのである。

海後宗臣がその研究者と共同で１９６０（昭和３５）年に
発刊した「臨時教育会議の研究」４）は，同会議録とそ
の解説を編纂した膨大な著作の公刊であり，現代日
本教育の科学的究明にとって，まさに干天に慈雨と
でもいうことができると評されている５）。さらに
１９７９（昭和５４）年に文部省から刊行された５分冊の文
部省編「資料臨時教育会議」６）は，その重要資料につ
いて，現時点で調査・収集・整理し得た限り，その
最大限の成果に精密な文献考証と体系的整理を施し
て，刊行されたものであり，海後宗臣編書とともに
「臨時教育会議」研究を飛躍的に進展させることが
可能になったと書評で最大級の評価がされてい
る７）。
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さて，本会議の調査審議事項は，文部大臣の監督
下にある教育に関する主要事項であるが，文部省と
文部大臣を超越して内閣並びに内閣総理大臣に直属
し，かつその監督下にあったことが，本会議をして
実のある答申に至らせることとなった。時の文部大
臣（第２８代）は岡田良平｛１９１６（大正５年）１０月９日－
１９１８（大正７）年９月２９日｝で，岡田の教育行政家と
しての巨腕と巧妙な会議の運用によって幾多の難問
題が解決されたと述べられている８）。また，総裁に
就任した平田東助は，元内務大臣で元老山県有朋の
信任厚くときの首相寺内正毅とも近く，会議そのも
のの創設に画策したとされている。さらに生え抜き
の文部官僚で元文部大臣の経歴をもち学制改革論者
として著名であった久保田譲が副総裁に就任し，彼
らがその設置，運営を主導したとされている１）。

岡田良平の文部次官時代に一橋高等商業学校事件
なるものが起った。明治４２年春，同校の大学昇格運
動に端を発して同校専攻部を文部省が廃止したこと
により，校長の辞表，有力教授の退職，全校生徒の
一斉退学という騒動になった８）。つまり，岡田はそ
の時代，帝国大学令にそぐわない要求を受け入れな
いだけでなくその根源となっていた専攻部を廃止に
追い込んで根を摘む程の行政実施者であった。その
岡田が文部大臣時代には，官公私立専門学校の綜合
あるいは単科の大学昇格への道を開く答申に積極的
に関与したのである。

「学制改革問題と小学校教育費負担問題は明治
２５・６年頃から大正６年に至迄約２６・７年にわたる
長年月にわたり，教育界だけでなく一般世論，貴衆
両院を沸騰させたほどの大問題であった。この大問
題にたいして岡田は文相として最後の断案を下した
もので国の学制全般に亘り徹頭徹尾改革を決行し
た。それには日清戦争前後からわが国の朝野に唱導
された学制改革論の変遷を討査することが岡田の考
えの変遷にも繋がると思われる。」と松浦は記し
て，その変遷を詳述している。そして，「こうした
岡田が臨時教育会議の提案たる単科大学昇格案に賛
成したのは不思議ではない。岡田の教育行政方針は
終止一貫，いつもこの筆法により，まず第一に根本
から解決していったからである．」としている８）。

岡田が従来の教育調査会を廃止し，臨時教育会議
を成立させた要因は，懸案の教育改革を一気に解決

させるためであったとされているが１，３，８），他方それ
だけでは無い筈だとして異なる立場に立った見解も
とられている。すなわち「臨時教育会議の発足も，
その上諭，寺内首相の開会演説にもみられるとお
り，いわばその時点における日本の急激な社会経済
的変化を，教育の方面から始末しようとするところ
からはじまるものとみることができる。」というよ
うにこの時代の日本社会の危機に対応する為の策と
して，この会議の成立をとらえている５）。

「臨時教育会議答申」と発令された「大学令」と
を対比してみると，両者の間にはある重大な相違が
あり，その違いは以後の歯科医学教育機関の発展と
歯科医療の進歩に強く抑制的な影響を及ぼしたと考
えられるのである。

明治以来の官尊民卑政策は学制においても顕著に
継続し，従ってその意識はなお大正デモクラシーの
中でも市民感情として継続していた。明治政府は，
大学・甲種高等学校医学部・医歯薬専門学校，そし
て緩い受験資格基準による医科と歯科の検定試験と
いった，多階層のコースを同一資格者の輩出策とし
た。当時の乏しい医療供給状況を勘案すれば医歯薬
系人材を一流二流と分類することで，その大部分を
早期にしかも安価に多数揃えるためには有効な方策
であったと考える。しかし，一方では官学エリート
である森鴎外が医学専門学校出身者の医師を「イン
セクト（昆虫）」，検定試験出身者を「方便医」と露
骨に公言したように，この時代においてもなお江戸
時代の士農工商のみならず，士における上級武士・
下級武士にみられるような階級意識が，いびつに形
を変えて市民の中に根強く流し続けられていた。

従って，二流とされた専門学校にとっては学内外
共に，一流である大学への昇格は単なる個々の学校
問題に止まらなかったはずである。つまり，資格集
団にあっては大学学部の存在・大学出身者の社会に
おける存在自体が，その集団のみならず集団の関係
する仕事，すなわち歯科医学・歯科医療の社会的評
価に繋がる構図だからである。
２）臨時教育会議答申と大学令法文との相違

臨時教育会議の第三号答申は，小委員会の答申案
要綱を検討した主査委員会を経て，また３度にわた
る同会議総会審議により，１９１８（大正７）年６月２２日
に同総会で議決されている。その議決結果は正式の
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答申として，会議総裁の平田東助から内閣総理大臣
寺内正毅宛に上申された。それが約５か月後の１９１８

（大正７）年１２月６日に発令された大学令では，重要
な箇所が変更されていたのである。

本論文で問題とする大学令第二条は，「大学ニハ
数個ノ学部ヲ置クヲ常例トス但シ特別ノ必要アル場
合ニ於テハ単ニ一個ノ学部ヲ置クモノヲ以テ一大学
ト為スコトヲ得 学部ハ法学，医学，工学，文学，
理学，農学，経済学及商学ノ各部トス」として発令
された１０）。第二条では大学の学部を限定し，それを
８学部とした。ところが，先の臨時教育会議の答申
では「大学ノ分科ハ文科，理科，法科，医科，工
科，農科，商科等トス」とされていて，各学部の末
尾に「等」を加えた条文となっていた。

すなわち，「大学令」では，臨時教育会議答申の
中に明示されていた「等」の語句が削除され「経
済」が加わっていた。つまり，７種の限定学部以外
も昇格の余地を残していたはずの「等」が削除され
たことによって，８学部以外の学部は，「歯科」「薬
科」「獣医科」といった医学系を含めて単科大学へ
の昇格は閉ざされた。

臨時教育会議における諮問は，第三号として「大
學教育及専門教育ニ関スル件」で「大學教育及専門
教育ニ関シ改善ヲ施スヘキモノナキカ若シ之アリト
セハ其ノ要点及方法如何」というものであった。こ
の第三号委員会（小松原英太郎委員長・委員１５名）の
答申（大正７年６月２２日）は，その後公立私立綜合大
学の設立承認，学部制の発足，一学部による単科大
学制の成立などを内容とする画期的な大学令の公布
をもたらした１）。第三号委員会答申は２１項目に亘
り，各項目にはその理由や希望事項が付記されてい
る。答申の冒頭第１項に示された大学の分科（学部）
に関する文言に関しては，答申理由の第１項におい
て，本稿で問題とした「等」についての意義が以下
のように説明されている１１）。

諮問第三号「大學教育及専門教育に関スル件」。
「大學ノ分科ハ学術進歩ノ趨勢ト大學制度ノ沿革ト
ニ由リテ之ヲ定ムヘク必スシモ一定ノ理論ニ依リテ
之ヲ決定スルコトヲ得ス」としたあと，欧州大陸お
ける大学では神学科，哲学科，法学科及び医学科の
４分科を具えるのが通常であると紹介し，商業，経
済に関する学科のようなものも大学の一分科になる

ように，「ソノ他学術ノ進歩発展ニ伴ヒ時勢ノ要求
ニ應シ更ニ大學ノ一分科ヲ為スニ至ルヘキモノ亦之
ナキニアラサルヘシ故ニ大學ノ分科ハ文科，理科，
法科，医科，工科，農科，商科等トスルコト」と
し，帝国大学令によった現在の帝国大学の各分科大
学の他になお将来新たな大学分科の成立することを
認めている。またこの分科の間において「適宜分合

（註：分離，統合）案配セラレタル分科ノ成立ヲ認ム
ル趣旨ヲモッテ本項ヲ議決シタ」とあり，明らかに
次の時代を見据えた答申となっている。
３）「等」削除が意味するところ

大正７年５月２２日の諮問第三号答申小委員会案で
（「答申案要綱」）に決定された『一，大學ノ分科
ハ・・・・商科等トスルコト』は，同月２９日第４９回
主査委員会において修正されることなく１２）主査委員
会正式案として総会にかけられた。臨時教育会議答
申にある「等」は何を指すのかについて，同会議総
会において質疑（湯原委員）があり，それに対する主
査委員長（小松原英太郎）と岡田文相の答弁が，下記
のごとく海後編論文に掲載されている１３）。なお，同
会議の審議の運営過程は，内閣諮問案件・委員から
の建議案件→総会に提出・討議→主査委員会に付
託・案文作成→総会・議決結果（正式答申・建議）→
総裁→内閣総理大臣へ上申，となっている。

『正式答申案が総会に懸けられたときに，答申一
によって，大学の分科は，従来の六分科に「商科」
を加え，さらに将来新たなる分科の成立することを
も認めるに至ったが，これについて総会ではほとん
ど異論がなかった。ただ，「等」は「宗教科」を含
むかという質問（湯原元一）がなされた。小松原委員
長と岡田首相が「宗教科」はもちろん含まれると答
弁している。これに対して，「そうであるとすると
皇典，皇学に関する研究はさほど重くないというこ
とになりはしまいか」とさらに質問（高木兼寛）がさ
れた。』この時代，神道は国体の祭式であって「非
宗教」とされていて，神道系学校（神宮皇學館，国
学院）は内務省管轄であったことから両名の質問は
繋がらないとも思えるのであるが，要は「等」から
受ける「その他」という懸念であったと推測され
る。『これには岡田文相は，大切な問題と考える
が，主査委員会では新たに分科を起こす必要がある
あるとし，そのために「等」という語を答申案に加
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えたとの答弁がなされた』としている。
「臨時教育會議」が行われていた大正前期には，

宗教（仏教大学，同志社），歯科医学，薬学，獣医学
のみならず，専門学校として官公私立芸術系（官立
東京音楽学校，公立京都市立絵画専門学校，私立東
洋音楽学校），外国語（官立東京外国語学校），商船
学校（官立東京商船学校），体育（私立日本体育専門
学校），水産（官立函館高等水産学校）のほか，商
船，航空，繊維，園芸など多種多様な専門学校が既
に運営されていた。したがって臨時教育会議答申に
ある「商学等」は，大学令において「経済学及商
業」となったことから，「等」は「経済」を指すと
の推察も生じるが，上述した臨時教育会議「答申理
由」と海後編論文「主査委員会での質疑答弁」の２
資料から「等」の学部限定は意図されていなく，進
展する社会の需要に応じて医学系も含めた多くの専
門学校が研究と教育を高度化させ，大学昇格成し遂
げていく可能性を想定していた「等」であると考え
る。

大学令第二條の「特別ノ必要アル場合ニ於テ実質
及規模一學部ヲ構成スルニ適スルトキハ前項ノ學部
ヲ分合シテ學部ヲ設クルコトヲ得」という文言
は，８種に限定された学部の後に追記されている。
この文章は臨時教育会議の答申理由に記されている
ものをほとんどそのまま引用したかたちであるが，
肝腎の「等」は残されてない。答申の中の文章は新
規学部の設置が可能である意味だが，大学令のそれ
は前項の学部，つまり限定８学部内の分合であり，
歯科医学専門学校や薬学専門学校などの，限定され
た８学部以外の新しい教育研究領域が，規定の他学
部と新規に合併して，新規学部を創設するというこ
とを意味するものではないと解釈される。分合以外
の新しい分科の創設は，臨時教育会議答申では
「等」という言葉で言い尽くしているからである。
つまり，歯科医学専門学校の場合，単科大学は言う
に及ばず，他の方法で合併学部に昇格する道も閉ざ
されたことを大学令は示している。
４）「等」削除はどこでなされたか

１９１８（大正７）年１２月６日に発令された勅令第三八
八号「大学令」は，に臨時教育会議諮問第三号「大
學教育及専門学校ニ関スル件」答申（１９１８（大正７）
年６月２２日）を実施したものである。また，「大学

令」発令によって「帝国大学令」の改正が１９１９（大
正８）年２月７日に発令されている１４）。

寺内内閣総理大臣から授けられた諮問は，１９１８
（大正７）年５月３日に臨時教育会議第１６回総会に提
出されているので，その答申は約１か月半余の短期
間になされている。そして，同答申から大学令発令
迄約５か月余であることから長年の懸案であった大
学・専門教育改革はきわめて円滑に短時間で法令化
された。

さて，内閣総理大臣が臨時教育会議総裁から答申
を受けて，「大学令」が発令されるまでの経緯を吉
田は次のように記している。

『臨時教育會議からの答申を受けて政府は直ちに
「大学令」案と「高等学校令」の作成に取り掛かっ
た。大学令案は，勅令によるので帝国議会の議決は
必要なく閣議決定を経て枢密院に送付された。枢密
院では「主査委員会」を設置し，その委員会で，審
査，決議し，天皇の裁可を経て，１２月６日に公布さ
れた。「主査委員会」では，二点の修正案が示され
審議された。第一は，大学院を充実させ，大学院生
に一定の称号を与えてはどうかであり，第二は，
「分科大学」を「学部」に改称すべきであるという
修正案である。前者は賛同を得てないが，後者につ
いては賛同多数で可決された。』１５）とされている。

したがって，この過程からは政府から枢密院に送
付された大学令案では昇格対象となる大学分科・単
科大学の分科はすでに作成されていたと考えられ
る。すなわち，「経済」を加え「等」を削除した作
業は，政府が行ったと結論される。そして文部省は
その所轄として強く関与していたことは後述する帝
国議会委員会の政府委員が文部参与であった事から
も明らかである。

大学令は臨時教育会議の趣旨をあえて生かさず，
昇格対象とならなかった歯科医学専門学校等は，国
策によって質，特に研究機能の発展へ大きな制動を
掛けられることになった。そこで，政府文部省はな
ぜ歯科大学を許可しなかったのかという疑問がわれ
われには生じる。政府文部省内で「経済」を加え
「等」を削除するにあたってどのような経緯があっ
たのかの資料は現在入手できていない。しかし，下
記の第４０回衆議院における論戦によった史実は，そ
の回答を示唆していると考える。
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８．日本聯合歯科医師会と大学令

多年の懸案であった歯科医師法改正案（第三次）
は，１９２４（大正１３）年４月２７日に開催された日本聯合
歯科医師会で可決確定され，石塚三郎，工藤鐵男，
松井郡治，木下謙次郎，西村丹次郎，増田義一の五
氏が提出者となり，約２５０名の賛成署名を得て翌大
正１４年２月の帝国議会に提出の手続きを終えた１６）。

大正５年９月８日の法改正によって歯科医業と医
業は法的に別個なものとして取り扱われることに
なってはいたが，歯科専門標榜の医師と歯科医師と
の間でトラブルが絶えなかった。また，医師会は大
正８年医師法改正に成功し，医師を公法人となった
医師会に会員として強制加入させることが可能と
なっていた。歯科医師側もこれにならおうとしたが
果たせなかったことから，第三次歯科医師法改正が
計画された１７）。

歯科医師法中改正案を議会に上程するにあたって
日本聯合歯科医師会におけるその経緯を簡単に記
す。日本聯合歯科医師会がその中改正の必要性を同
歯科医師会の議案に載せたのは大正９年４月１１日東
京京橋会館で開催の総会であった。役員１６名，評議
員１１名，代議員６５名が出席し，ここで奥村鶴吉理事
から現行の諸般の懸案事項を根本的に解決するのに
は歯科医師法中改正以外の道がないという提案が
あったことから，会長の血脇守之助は齒科醫制調査
会で検討することにし，下記のように委員会を設置
した。すなわち，第一委員会：現齒科医師法中改正
を要する件につき審議 法律顧問に意見徴す。第二
委員会：齒科業名を口腔科と改める件，齒科醫術開
業試験ならびに受験資格改正の件，醫術開業試験規
則改正の件につき審議したが更に協議が必要。第三
委員会：齒科医師の需要供給に関してはまず齒科医
勢調査の必要を認める，その実行方法について協
議。助手問題については各国の例に鑑み，とくに技
工手問題に就いてなお各自攻究する１８）。

１９２３（大正１２）年８月には，改正案の審議経過中と
して６項目を示し，翌年の日本聯合歯科医師会で成
案の議決を経，それに改廃を加えた改正案を衆議院
に提出することとした１９）。

日本聯合歯科医師会が，何時の時点から中改正項
目として大学令問題を考慮しだしたかは興味あると

ころであるので，歯科学報の同歯科医師会報告から
観察すると，大正１２年までの同会の報告記事には大
学令の言及はない。しかし，大正１３年４月２７日宇治
山市で開催された総会において中改正案が提示さ
れ，そこで明確に大学令と歯科医師の関係が条文案
の一項として確定した２０）。そしてこの案が大正１４年
３月３日衆議院本会議に上程された。

そしていよいよ歯科大学認可の要望が，大学令施
行６年後の１９２５（大正１４）年２月，歯科側から国家に
対して立法府を舞台に展開されることになった。そ
れは，１４項目の歯科医師法改正案の一つである第一
條第一項にあった。

すなわち「齒科医師タラムトスル者ハ左ノ資格ヲ
有シ文部大臣ノ免許ヲ受ケルコトヲ要ス 一．齒科
医學専門学校ヲ卒業シタル者」とされている項中の
「文部大臣」の前に「大學令ニ依ル大學ニ於テ齒科
醫學ヲ修メ齒科醫學士ト稱スルコトヲ得ル者又ハ」
を加えるという改正案であった。

日本聯合歯科医師会｛１９１６（大正１５）年に日本歯科
医師会と名称変更｝の当時の会員は約８，０００名で，
血脇守之助は１９１９（大正８）年から会長の任にあっ
た。大学令の発令にあって，この件に動きを見せな
かった歯科医学専門学校２１）と日本聯合歯科医師会
は，実のところ長年にわたって大きな関心を抱いて
いたことを窺わさせる。その事を，このときの法案
提出が示している。

９．第５０回帝国議会に「歯科医師法中改正法律
案」を上程 図１速記録

この法案は，１９２５（大正１４）年２月に開催された第
５０回帝国議会衆議院と貴族院の「齒科醫師法中改正
法律案委員会」に懸けられた。その会議録（速記）が
今に残されている２２）（図１）。まず衆議院に置いては
大正１４年２月１４日に議長の指名により委員会委８員
が選定され，委員会が成立した。同年同月の１６日に
石塚委員が中改正の趣旨説明を行った。翌日の１７日
から２０日，２３日と石塚三郎，工藤鐵男，木下謙次郎
などの議案上程者と，政府委員である文部参与官・
河上哲太の論戦が，委員長中原徳太郎のもとで３回
にわたって行われた。何れの回においても改正項目
のうち「第一條第一項」つまり「大学令による大
学」に最も多くの時間が費やされている。特に１９１５
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（大正１４）年２月２０日の第三回委員会議録では歯科医
学，歯科医育に関する文部省の意中が明瞭になる。
何故，歯科医学は医学と対立した形で独立しなけれ
ばならないのかという河上参与官の疑念は，今日に
おいても普遍的で明解な回答が用意されているとは
言い難く，医歯一元二元論につながる問題提起であ
り，歯科医師が意識しなければならない命題でもあ

る。
なお，政府委員として論陣を張る河上哲太（１８８１．

１０．１３－１９５２．１１．１７）について少しく紹介しておきた
い。河上は愛媛県の現在では西条市の出身で，１９０５

（明治３８）年東京高等商業学校を卒業した後，國民新
聞社で経済記者として活動し経済部長に昇った。
１９１７（大正６）年，第１３回衆議院総選挙に当選，その

図１ 第五十回帝国議会衆議院における歯科医師法中改正案委員会議録（筆記速記）
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後９回連続当選を果たした。この間，加藤高明内閣
で文部参与官に就任し，その他に政友会総務を務め
た２３）。戦後公職追放にあった。伝記（河上哲太翁伝
－ある清潔なる政治家の生涯－ 新紀元社，１９６４）
が刊行されている。

この参与官は，今日の大臣政務官に相当するとさ
れているので，大臣政務官について簡単に説明す
る。大臣政務官（通常は大臣を省略して政務官と呼
ばれる）は，その府省の長である大臣（内閣府では内
閣官房長官又は特命担当大臣）を助け，特定の政策
及び企画に参画し，政務を処理することを職務とす
る２４）。

また，委員長の中原徳太郎は，東京帝国大学医科
大学の卒業後，済生学舎の講師を勤め，済生学舎廃
校の折には学生の救済に務めた。日本医学校として
済生学舎を継続させ，日本医学専門学校校長，日本
医科大学学長として学校運営に尽力した２５）。１９２３

（大正１２）年に衆議院議員補欠選挙に当選，翌年の第
１５回衆議院議員総選挙で再選された２６）。
１）衆議院委員会での第一條第一項に関する質疑答

弁
議案を提案した委員石塚三郎ら議員と，政府側河

上哲太文部参与官との質疑と答弁を二，三，四回委
員会速記録からまとめてみる。

⑴ 提案委員による質疑・意見のまとめ
① 今日の歯科医学専門学校はすでに７校，医学

博士も２人輩出した。社会の需要と歯科医学の進歩
をみた現状から，さらに高度の医育研究機関である
大学が必要である。医師法・歯科医師法は１９０６（明
治３９）年に制定され，医師・歯科医師の開業試験は
１８８４（明治１７）年から分離され，医育機関も各種学校
の時代から昇格して医学専門学校，歯科医学専門学
校に至っている。法律（歯科医師法）・専門学校（専
門学校令）はそれぞれ内務省，文部省管轄によって
法制化された制度で，医師・歯科医師は別の職種で
あることから，独立した大学の存在に疑問はない。
職業としても分かれているので歯科大学があって何
の不思議が在るのか。今日の歯科医学の進歩に鑑み
て早急に法令の改正等をされて，歯科大学を許す事
が当然である。歯科衛生の向上発展の上においても
必要なことではないか。

② 医術開業試験と歯科医師試験とは別になって

いて，対等のものになっている。薬剤師，獣医の場
合のように，総て対等である。文部省は対等の関係
を認めている。これをここで論じるのは間違ってい
る。

③ 大学令によって一つの学部を作る事は，国民
の口腔保健に必要な最高の学術と教育を施す事にな
る。

④ （東京帝国大学）医学部にある歯科医学の講座
が，歯科大学歯学部の代わりになるものではない。
また，文部省による神田一ツ橋の歯科医師の講習所

（註：高等齒科醫學校の前身）は，大部分が古い教育
を受けた者の（検定）試験のためのものである。

⑤ （歯科医専では）技術においても，動力とか土
木建築のような研究を積んでいる。歯が物を噛む力
や，かかる力などの研究が進み，このためには単科
大学の価値が十分にある。アメリカは４７，８の歯科
の単科大学がある。ドイツもそういう大学があると
聞いている。歯科医学が進み，技術の上でも巧妙な
ものを攻究しなければならない状態になってくる
と，歯科大学という単科大学があるのは当然であ
る。

⑥ かって（各種学校の）歯科医学校と歯科医学専
門学校とで，文部大臣指定（国家試験免除校）に関し
て，歯科医師法と実際との整合がとれていなかった
ことがあった。今回改正案が通過しないと再度同様
の解釈で運用される危惧がある。つまり，歯科大学
が認められようとしても，今回改正案が通過してい
ないと現状の第一條第一項のままになるので，歯科
医師法が改正になっていないことを理由に歯科大学
の創立を許す訳にはいかないという結論になる事を
懸念する。

⑦ 薬学は，大学学部に挙げられていないが，東
京帝国大学医学部の中で薬学博士（という名称の学
位）が存在する。薬学部が存在しない事から，現行
大学令には矛盾が在るのではないか。

⑵ 政府委員による答弁のまとめ
以下は１９２５（大正１４）年２月１７日，第二，三，

四回委員会の答弁からである。
① 本案の趣意である歯科医の地位の向上，歯科

医学の向上を図るという根本精神において文部省は
反対でないのみならず，その方面には出来る限り力
を尽くしている。
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② 歯科医師講習所（神田一ツ橋）を開設してい
る。更に進んで大学程度の研究をして歯科医自身の
能力を高める必要が在るからである。

③ 大学令による歯科医学を修めて歯科医学士に
なることについては，各国でその取扱は国によって
相違している。

④ 日本に於いては，歯科医の方面，口腔外科の
方面において発達が後から来た（遅れていた）ため
に，その方面の専門家がまだ認められないといっ
た，ある事情から遅れている点も在るかもしれぬ
が，ともかくも大学の一分科（学部）とするについて
はなお研究の余地がある。

⑤ 趣旨は賛成であるが，法律の条文として表す
については賛成する事は難しい。

⑥ 歯科では学問上その他でもむしろ是から大い
に力を入れて発達させるべきものではないか。

⑦ 大学（東京帝国大学）に歯科の講座を設け，こ
の方面に力を致しているが，更になお向上させる事
については常に心がけている。

⑧ しかし。之を大学令による大学の一つのブラ
ンチとするか，もしくは大学内において一つの独立
した科目とするか，是等については行政府が保健衛
生の向上を図りたいと希望しても，これはなかなか
達せられない。なんとなれば，学理上もしくは学問
上学者間に議論のある事であろうと思う。是等をよ
く研究してやらないとかえって進歩，向上の妨害が
起こる事が無いとも限らない。

⑨ 従って，十分に研究した上で大学その他の関
係を考慮して改正する時期を待つ。現在は大学令を
如何に改正するとか，来年にどうするとか言うまで
には行っていない。

⑩ 各国事情をみても，歯科医学が独立している
ところもあるし，薬学では医学の中の一つとして薬
学士として卒業する（のでその形もあるだろう）。口
腔外科（DDS？）として全体を含ましているとろも
あるし，単に各国の例を素人としてみても可成り学
問上の取扱として議論のある結果ではないかと常識
の上から察するのである。

⑪ 総ての学問は日進月歩であるので一日といえ
ども遅るべからずと考えているので，歯科医学の事
に付いても今日の現状に満足してしない。外国に遅
れず，あるいは場合によっては進んでやりたいと

思っている。歯科だけに限らず各方面においてそう
である。

⑶ 重要な質問答弁（第三回委員会）の速記議録か
らの転載

第三回は委員長 中原徳太郎のもと出席政府委員
は第二回会議の文部参与官河上に内務参与官鈴木富
士彌が加わった。下記は一質問，一答弁であり，そ
の全文は当時の状況をより把握しやすくすると考え
るので，抜粋をせずほぼそのまま転載する。原文は
「カタカナ」であるが，「ひらがな」に変換した。
また，旧漢字は新漢字に変換し，発言の趣旨を損な
わない範囲で区切りの番号を付した。（ ）は著者註
である。

ⅰ）石塚三郎委員の質問｛１９２５（大正１４）年２月
２０日第三回委員会議録（速記）｝：

『① 現在の専門学校程度でありましては，歯科
学を研究叉は教授することは，真の高等なる学術を
教授することは出来ぬのであります。現在七校ある
歯科医学専門学校は，総てこれ以上の学術を研究し
なければならないという機運に達して居ります。

② 五ヶ年前から単科大学の認可されんことを頻
りに熱望し，期成同盟会を揃えて盛んに運動してお
るような状態でございます。その当時の当局におき
まして明治三十九年の歯科医師法制定の当時にその

（法案）原案には「歯科医学専門学校」とあったもの
を，現在歯科医学専門学はないから規定することは
できないから，現在ある歯科医学校と規定しておく
とされました。然るに同年の法律制定後，東京歯科
医学専門学校から，同法の第一條によりまして（公
立私立歯科医学校指定規則による文部大臣の）指定
の出願を致したのでありあります。所が文部当局は
歯科医学専門学校となった後でなければ，指定する
ことは適当でないと認可を得られなかったのであり
ます。それで明治四十年に漸く専門學校に認可され
まして，而して四十二年度におきまして始めて指定
されたのであります。其際におきまして歯科医師法

（第１條）はどうなっているのかといえば，（歯科医
学専門学校ではなく）依然として歯科医学校となっ
て居るのでございます。（法文上は）歯科医学校と
なっていても，（実質的には）常に専門學校として取
扱って居ります。

③ これは文部省が，法律を蹂躙したのであると
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いわれても仕方がないことと思うのであります。而
して大正五年までやっぱりそのままにこの法律を為
されて居られた（歯科医師法の時代遅れを放置した）
ことは事実であります。それでわれわれは，法律に
違反されているのははなはだ面白くないということ
で，大正５年度に法律改正を出して歯科医学専門学
校と改めたような次第です。ここにいたって初めて
実際と法律が符号いたした次第です。当局ははなは
だ歯科医学に冷淡であって，無理解であるといわな
ければならない。それだけではなく，またこのよう
な例も生じて居ます。大正２年文部省令をもって歯
科医師試験規則を公布されまして，その条文に「歯
科医師試験は中学校・・・・の学力を有する者にし
て修業年限３ヵ年以上の歯科医学校を卒業したもの
にあらざればこれを受けることを得ず」こう規定さ
れたのであります。然るに大正２年までは歯科医師
法は改定されていませんために，矢張り歯科医師法
によって歯科（医）学校としたのでしょうが，大正２
年に事実は（上級の）歯科医学専門学校となっている
のです。

④ （歯科医師法さらに多くの）文部省令の中では
歯科医学専門学校となっているのに，（検定試験関
係の）省令では歯科医学校とされているような，は
なはだ矛盾なことが発見されるのであります。歯科
医学校として残されているものはすでに空文になっ
ていて，実際には（未指定の）歯科医学専門学校卒業
生のみが試験を受けている。

政府は常にかくのごとく歯科教育に無理解であり
まして，これを奨励援助するよりもむしろ之を圧迫
しまして，そうして教育の実際が予期よりも発達す
るがために，行政上の不始末をきたしている。

⑤ もし今日において歯科大学の設立を見ること
があれば，その大学は歯科医師法によって（国家試
験免除の）指定することはできないということに
なって，その条例（法）改正まで矢張り以前のように
政府は間違った法文の応用をしなければならないと
思われる。大学令に歯科学の文字がないという理由
よって反対されるものであれば，大学令では薬学大
学は設けることができないが，学位令によれば「学
位の種類は大学において之を定む」とありまして，
現に「薬学博士」ができております。現行大学令に
矛盾があることはこれをもっても明らかでありま

す。もし，薬学博士が許されるならば歯科医学博士
も許される結論になるのではないでしょうか。この
ように文部省は矛盾したところの法令と，矛盾した
ところの行為をしているのではないか。』

ⅱ）河上哲太政府委員の答弁｛同年２月２０日第
三回議事録（速記）｝。下記は答弁内容の重複
を避け，重要度が低いと判断した内容は省略
していることをお断りする。

『① 歯科医の地位その他の事につきましてはた
めにわが国における歯科は，技術さえ出来れば善い
と行った風に論ぜられ，それがために非常に発達す
ることが遅れていたのではないか。しかしながら

（本来歯科は）決してそうではない。歯科の取り扱う
部分は一部であるけれども，一般の衛生，特に口腔
における衛生が大事である，それには基礎医学が大
事である。今迄のように歯さえ治してくれればよろ
しいということではいかない。松井源水式ではいか
ない。どうしても基礎医学を発達させてそれを研究
した上でやる必要がある。こういう事に重きを置か
なければならない。技術も勿論大事であるけれど
も，こういう意味から普通の歯科学校が専門学校と
なり，そうしてここに大学程度の教育をせよという
ご趣旨が起こってきたのだと思う。

② しかしながら歯科医師法と医師法の対立は，
専門の方の取扱いの問題で，学問上の問題から言え
ば，これを大学まで進めるということになるのであ
れば，何故歯科が一般医学と対立しなければならな
いか，このことについて私どもの研究の範囲でも議
論が定まっていない。これをするとすれば色々の議
論がある。

③ もしこれを独立させるのであれば，すべてを
医科とせずに耳鼻咽喉科大学，眼科大学というよう
なことになってこないか。かくのごとき事をするの
がよろしいのか

④ もしくは，基礎医学に力を入れて治療上の効
果をあげるために，今日あるように（東京帝国）大学
における歯科の講座を進めて，基礎医学に力を入れ
て，将来養成する学生に歯科の方面の知識を与えて
やるという趣旨であればよろしい。

⑤ しかし，総てを切り離して独立ということだ
と，学問上のこと，特に大学令のことですからその
研究ができて，その議論が確定するまで決しかね
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る。決して根本的に，絶対的に，永久的に反対する
とは言いませんが，正直に申し上げて決定いたしか
ねる。

⑥ （歯科全体の教育水準を向上させるために）現
在の学校の設備，その他について，厳重なる監督を
加えて内容を改善せよ，その他一般的に歯科の方面
の向上発達を図れということであれば同感です。

⑦ 以上の事から，歯科大学を造らないから歯科
方面における熱心が足りないという理由にはならな
い。』

ⅲ）ひきつづき河上政府委員の答弁
『① 文部省は（提案者とは）異なった態度を持っ

ている。進歩向上を図る為にはいろいろな道がある
だろう。単に大学にすればよいという事ではない，
最高学府の程度の教育，研究の内容を持たしていけ
ばよく，現在もやっている。

② 医科大学には東京，九州，他に一講座を設け
ている。ここで一般医学をやる者が，必要に応じて
歯科の事を研究致しているという程度の事を主に
やっている。この講座を更に力を入れて，耳鼻咽喉
科その他のように特に力をいれてやると進歩向上は
十分にできると思う。ただ，形だけ法律に現して大
学を造るという事は，不真面目不親切で責任ある当
局者のとることではない。

③ 歯科が医科と対立すべき性質を持っているか
いないか，むしろ一般医学のなかの一部であって，
これを完全を期するがために独立させるというので
あれば耳鼻咽喉科も眼科も，となりはしないか。す
なわち，単科大学ができると困るということではな
く，ただ，歯科医学の向上を期する為にということ
で，一般医学と対立させて取り扱うべき性質をもっ
ているものかが決まらない限りは，文部省として法
制上一分科として取り扱うべく大学令を改正するわ
けには行かない。

④ 併しながら私共の考は此所に問題があるので
はないか，歯科医師の方は技術を尊重すべきもので
ある，併しながら其の為に歯科医師と云ふ者が今ま
で特別に取扱いをして居たのは果たして歯科医師を
尊敬して居た意味であるか，或は特別扱をして，彼
等に専門職業を与へると云ふことに甘んずるのでは
なく，技術の進歩発達のために別扱をしたのかと云
ふことの疑問を持って居る．

⑤ 歯科医師と云へば歯を抜いたり金を冠せたり
するだけであるがそれではいかぬ，どうしても大事
な口腔衛生に関係いたしました基礎知識がなければ
ならぬ云ふので，ここにはじめて教育の必要を生
じ，ここに初めて歯科医師の大学を作る必要が生じ
た，

⑥ 斯う云ふ意味からきて居るのであろうと私は
思ひます，大学令云々と云ふー條を御削り下さいま
して，大学数育，共他の改善を期せと云ふ御趣意で
ありますならば，私も御賛成申し上げます。

⑦ 当局の精神を私見が加わるかもしれないが申
し上げたい。過去のことは存じません。今日までの
歯科に対する我々一般国民の思想が進んでいなかっ
たと思う。そのため，衛生思想が進まず，したがっ
て役所の方面，学校の方面から見ても歯科医は一般
医師より地位が低くてよろしい，歯さえ治してくれ
ればよろしいというような間違った考えがあったの
ではないか，これは当局として大変遺憾に思うとこ
ろです。歯科医をして他の医師と同じように，歯科
医の事，歯の衛生を大いに尊重しなければならな
い。歯科医の地位の向上を図ることは，単に歯科が
取り扱う一部の技術，いわゆる香具師がするような
ことをことでなく，歯の衛生及び歯科というものは
一般の耳鼻咽喉其の他と同じに十分なる研究をもっ
て，そうして対立しても決して他の医師に劣ること
ない，こういう風な内容を持っているのであります
から，これを学校，文部省は尊重し，同情をもって
扱わなければならない，これが学問の側に現れてき
ましたのが，他の医学よりも遅れていたために自然
に法規のうえでも学校のうえでも差別待遇があった
と思う。けれども今日当局としては決してそうでは
ない。私たちは歯科を他の医者と比べて学問上の上
から劣っているというような事にはしたくない。

⑧ 歯学と医学，薬学と医学の区別は，どちらが
はっきりしているかといえば，薬学と医学の方が
はっきりしている。そのはっきりしているものでさ
え，なお今日において学位令上医科の一部として，
特に場合によって設けることができるという程度の
取り扱いですから，その区別よりも明らかでない歯
科を一般医学と対立して，これを明らかな一分科と
して取り扱えということになっては，むしろこの薬
学の扱いがあるが為に歯科の取り扱いを希望通りに
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できない理由になりまして，薬学があるから歯科も
という理由にはならない。学位令そのものについて
将来改善する余地があるかと思いますが，薬学の問
題をもって歯科のと同一の論拠と取り扱うことはか
えって逆になりはすまいか。』

ⅳ）上記の答弁（意見）に対する石塚三郎委員の
質問

『歯科と薬学の問題は，私は同じだと思う。歯科
は歯科医師法が既にできていて歯科医師試験も別で
ある，ここで判然として区別されている以上は，今
日においてまだ区別が分からぬなどという話はおか
しい。特に文部省において今日まで判然しないとい
う話は受け取れない。その区別に就いてなおお尋ね
したい。』

ⅴ）上記に対する河上政府委員の答弁
『その区別は歯科医師法とか，歯科医師会とか学

問を離れた取り扱いの規定を論拠にしているが，そ
れは違う。現在の歯科医師法であるとか歯科医師試
験規定とかは，むしろ私は歯科医師を尊重した動機
から出ているのではなくて，歯科医のほうは一般医
よりも簡単ではないかという程度のことからできた
規定ではないかと考える。むしろ歯科医の地位の向
上の点から，あるいは内容の充実から一般の医者と
法規上同じように種々の点を改良して，さらに一般
の医者にも普及するようにして歯科医師の向上を図
るという趣旨であれば，最初から反対したしませ
ん。一般医学と歯科医学とがぜんぜん独立し対立す
べき学問上の論拠があるということは私たちには信
じられない。

まじめに歯科医学と一般医学との学問上の論拠を
研究する態度であったならば，今日の歯科医師の試
験法もまた取り扱いが変わったのではないか。重き
を置いたのではなく軽んじたために別に取り扱いを
したのではなかろうか。この規定のために学問上歯
科医は一般医学と当然別だという論拠には賛成でき
ない。』

ⅵ）工藤鐵男委員の質問
『① 根は同根で，一般医学から歯科医学は分か

れて居るに違いない。一旦わかれた以上は独立の教
育を施し，独立なる生活を営むように，国の制度も
異なった制度によってこれを支配するのは決してわ
るい意味での差別待遇ではない。むしろ国家社会の

ために必要であるとして区別ができたのでありま
す。すでに明治３９年に最早決まっている。今日にお
いて歯科医学は医学の中に入らぬかと言えば，純粋
の学問上は区別はできないけれども，今日は教育の
力とこれを支配する制度の形が違っているのであ
る。故に今から３４年前に歯科医学の専門学校を設け
ようと言う際に，現在の次官たる松浦君はやがては
これを一つの大学程度の教育まで進めなければなら
ないと新たに予算を請求しているのであります。」

② 今に至って一般医学から分かれてきた歯科医
学であるから，その中に包含されて同じ支配を受け
なければならないというような時代は，すでに
１５，６年まえの話であります。』

ⅶ）上記に対する河上政府委員の答弁
『歯科医学の教育について発展途上の上から考え

て見まするに，技術だけで大体済んでゆく，基礎医
学の力は少なくて宜（よろ）しいのですが，一般医学
とは非常に関係が深いので，一般医学の基礎になる
べきものを土台として，その上に専門の力を注ぎ込
んでいかなければならない。たとへば眼科の医者で
も一般の基礎医学を（勉強）して，そうして実際の職
業の研究をやっていくのであります。

各医科大学その他におきまして歯科の講座を設
け，すなわち現在の大学令によります医科の中に歯
科の講座を設け大学程度における歯科の教授をする
ということは宜しいですが，大学令を改正するとい
うことであれば，歯科対医科という区別で明白にし
なければ成らない。議会だけ通過しましても学者諸
君の前に果たして文部省が十分満足なる答えをする
ことができるかどうか。私には学問上医科と歯科が
独立するものだと納得する事が出来ない。』

ⅷ）大詰めの応酬（第四回委員会）
以上の質疑応答の後，歯科医師法第一條第一項改

正を含めたすべての改正案の衆議院審議は大正１４年
２月２０日第４回委員会で終了する。第四回委員会に
おけるその大詰めの質疑応答を転載する。

工藤鐵男委員
『文部省の考えは，歯科医育教育は現在満足でき

ない，さらに向上発展を計らなければならない，将
来適当なる調査を遂げて歯科医育を更に一歩進めて
大学教育まで進めていかなければならないという事
に言明を得た後にこの条項にたいする態度を決めた
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い。』
河上政府委員
『官民ともに歯科医学，歯科医師の向上につい

て，他の一般の医学よりも力の入れ方が少なかった
ために発展向上が遅かったということは誠に遺憾に
文部省は考えておりました。提案者諸君と同じ考え
を持っています。今後当局において十分調査を致し
まして大学程度の教育までに進めることに努力した
い考えです。ここに明言しておきます。』

清水市太郎委員
『削除ははなはだ苦痛ですが，文部参事官のご言

明によりいささか慰安するところがあったのであり
ます。どうかこの言明が近き将来実現しますよう努
力を希望して賛成致します。』

中原委員長
『それではそういうことで削除ということでご異

議ございませんか，異議無し。左様決定いたしま
す。』
２）第五十回帝国議会貴族院（歯科医師法中改正法

律案特別委員会議事速記録第一号）での質問答弁
本議案は以上の内容で衆議院から貴族院に回さ

れ，１９２５（大正１４）年３月１３日に委員長 伯爵中川久
任，副委員長三宅 秀，金杉英五郎他５名の議員に
よって審議された。貴族院での大学令に関する議論
は下記に示すようにきわめて少なかった。なお，３
月１７日開催されたて第二回委員会では，同改正案第
一條第一項に関する質疑答弁はなかった。

金杉英五郎委員
『第一條第一項に大学令による大学において…と

いう箇条を衆議院で削除した理由，政府が同意しな
かったように伝承しておりますが，こういう立法例
は，全体差し支えないものである，将来を見越して
書くというのは差し支えないものでありましょう
か』

説明員（内務省衛生局長山田準次郎）
『第一條は文部省の主管のことでありますが，ご

質問は立法の形式に付いてですからお答えします。
現にこの大学令で大学を設けて，歯科医学士と称し
得る者を養生するということは，今日，大学令の規
定が成っていないのですから，どうなることが分か
らない事を規定の上に書いておく事は宜しくな
い。』

かくして議会は終了し，１９２５（大正１４）年４月１４日
に第三次歯科医師法は公布された。

歯科学報は，この結果を「第一條 所謂大学問題
の削除」と題して以下のように報告した２７）。「近代
齒科医學の進歩発展の実状に徴して齒科大學を要求
し斯学の地位向上を期したいと思ったのですが，文
部当局は此案に不賛成で，第二回，第三回委員会に
おいて工藤委員，石塚委員，清水委員，木下委員等
から殆ど此一個條の審議と思われる程熱心に政府に
對してその必要を説かれたが，依然として当局が譲
らないので，止むを得ず政府の原質を得て第四回の
委員会で削除することになった。即ちその間の速記
録を抄録しますと」として工藤委員，河上政府委
員，清水委員の上記の最後の質疑答弁を記し，「此
言明は尚本会議に於いても繰り返されたのである。
更に第三項の受験資格の限定は，之又文部省の声明
もあったので第四回の委員会において削除されたの
である。』（表）

なお，１９５６（昭和３３）年に日本歯科医師会が発刊し
た「歯科医事衛生史・後巻」は，歯科医師法第３次
改正に関する記事として改正案を掲載している１９）

が，第一條第一項の削除理由には言及していない。

１０．薬剤師・獣医師に関して

上記で質疑答弁されている薬剤師，また獣医師に
ついて簡単に記しておきたい。

「薬剤師法」が発令されたのは１９２５（大正１４）年４
月１４日であった。医師法・歯科医師法が１９０６（明治
３９）年であったことからすると大分遅い。その第二
條には薬剤師になるための免許を受けるには左の各
号の一つに該当する資格が必要であるとして，その
第一項に「大学令に依る大学に於いて薬学を修め学

表 歯科医師法第三次改正｛１９２５（大正１４）年４月１４日発令｝
において否決あるいは修正された聯合歯科医師会の帝国
議会上提案条項

第一條 所謂大学問題の削除（内容は本稿に引用）
第四ノ二 歯科医師に非ざるものの歯科医院経営問題及技工

所問題
第八条以下第九条ノ五迄 即ち歯科医師会問題
第十一条ノ二 歯科専門標榜医師の歯科医師会強制加入の問

題
附 死亡診断書問題

歯科医師法中改正法律案通過す：歯科学報，３０⑷，５５－６３，
１９２５．から。
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士と称することを得る者，官公立の専門学校，医科
大学付属薬学専門部若は医学専門学校薬学科を卒業
したる者又は・・・」とされていている２８）。大正末
期において大学令による大学で学士の称号を与えら
れるのは東京帝国大学医学部薬学科であり，藥学士
の称号は１８８６（明治１９）年の帝国大学令によったとさ
れている２９，３０）。

現在の薬剤師の原型とされる薬舗主（開業）の資格
試験は，医制定時に規定され明示９年から施行の布
達がされているが，１８８９（明治２２）年（３月１５日発令
法律第１０号）の薬品営業並薬品取扱規則第２条には
「薬剤師は其学術試験を受け・・・」となっていわ
ゆる薬剤師国家試験制度になった。また，専門学校
が国家試験免除となる指定をうける制度（薬品営業
並取扱規則第四十六条第一項）は，すでに上記の法
律で「医科大学薬学科の卒業證書を有し満二十歳以
上の者は其證を以て・・」として内務大臣は無試験
で薬剤師免状を下付するとしてある。この法律は
１９０７（明治４０）年に改正され，そこでは同条文が「医
科大学薬学科」の下に，「官立公立医学専門学校薬
学科」が加えられた３１）。その後同条文は大正時代に
改正されていない。

「東京薬科大学九十年」史には大正九年三月十二
日に文部省告示をもって薬学専門学校指定校になっ
たことが記されている３２）。東京薬学専門学校は，私
立であり上記の条文だと私立が含まれていないの
で，再度の法律改正がないまま指定されたこととな
り，国会で石塚が述べた歯科医師法が矛盾のまま施
行されていたことと同じことが起きていたのかもし
れない。

また，獣医学校では現在の日本獣医生命科学大学
が１８８１年の開校（私立獣医学校），麻布大学が１８９０

（明治２３）年（東京獣医講習所）と古いが専門学校昇格
は前者が１９３８（昭和１３）年，後者が１９３４（昭和９）年と
遅くなっており，大学令発令の１９１８年の時には私立
専門学校はなかったようである。獣医師法の公布

（法律第五十三号）は１９２６（大正１５）年であるが３３，３４），
それ以前では獣医免許規則が１８８５（明治１８）年（第十
七号布達）が存在していた。新しい獣医師法の施行
は，１９４９（昭和２４）年となっている。

１１．政府政策への疑念

文部省が，歯科大学を認めない理由，すなわち大
学令の基礎となる臨時教育会議の答申にあった
「等」を削除したことに通じる背景，理由が，帝国
議会での質疑応答でかなり明確な答弁から浮きぼり
にされている。それは歯科医学が，医学に対抗して
独立する意義は見当たらないという一点である。各
大学の自主的な取り組みを高等教育発展の原動力に
させる現在の文部科学行政から当時を考察しても無
意味と考えるので，教育改革を理念とした臨時教育
會議に立脚して文部省の理由を考えてみたい。

臨時教育會議での大学学部設定に関する答申理由
では，新しい学問領域の誕生を予測，期待し，その
誕生を法令で規制しないために「等」を加えたこと
が述べられている。さらに現行の学部の分合（分離
もしくは統合）さえも視野に入れたという行き届い
た答申である。明治以来の硬直した教育制度に対す
る改革の理念を，そこに読み取る事ができる。学部
として仕切られた学問大系は，人文科学，社会科
学・自然科学として狭く縦割りに限られてはなら
ず，地球上の営みを理解するための方法にすぎない
ことを忘れてはならない。科学によって未知の扉が
開かれれば，従前の概念に収まらない発見があり得
るわけで，現在に至っている科学の進展とはそうし
た集積の結果である。そして，明治以来３番目の教
育改革と捉えられている大学設置基準の大綱化
｛１９９１（平成元）年｝以降の新しい学部学科名また講
座制にかわった研究領域における組織単位の名称は
このことを示している。これまでの学問体系の育成
と体系間の隙間領域からの新しい学問，それらの統
合の必要性という考えに基づいた改革理念が臨時教
育會議にあったと答申から著者等には窺える。この
先見性を，学者の意見によった合意がないと歯科の
大学化は認可に至らないという文部省の理屈は，当
時から考えても後ろ向きであり抑圧的な行政である
といっても過言ではない。

歯科医学を大学にして何の障害があるのですかと
いう質問が，議案の提出委員からされている。河上
参与官は，歯科独立の是非は学問上の問題だとし，
薬学の例も出している。医師，歯科医師，薬剤師は
元来独立した職種であるが，そこにはこれまでの高
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等教育行政によった上下関係が成り立っていて，こ
れを崩しかねない歯科大学・薬科大学は医師の合意
がないと設置できないのだと読み取れる。

歯科は，医科の他科のようにあるのが自然だとも
河上参与官は述べている。この言は国家が歯科医の
医育を医学部において行う意向があったとも解釈さ
れるが，本議会の３年後｛１９２８（昭和３）年｝に官立
東京高等歯科医学校を設立したことによって上記の
解釈すなわち歯科の医育は医学部で行うべきだとす
る思想は，一貫しなくなったと考える。

大学令を核心にして歯科医師の地位向上と歯科医
育機関の発展を巡った政府文部省と歯科側の攻防戦
は，政府文部省の意向通りに治まり，歯科側の希望
成就には至らなかった。しかし，緊迫した答弁のな
かで感じられる河上参与官の人間性や懸命の追及に
賭ける石塚三郎，工藤鉄男，木下謙次郎ら諸氏に
よって演じられた歴史，そして乾坤一擲とばかりそ
の戦術を採った血脇守之助の闘争心に深い感慨を覚
える。

なお，木下謙次郎は財団法人東京歯科医学専門学
校の理事，石塚三郎，工藤鉄男の両氏は同評議員
で，三者とも衆議院議員であった。また，貴族院議
員金杉英五郎は同監事をつとめている。ここで石塚
三郎について少しく紹介しておきたい３５，３６）。

石塚三郎は，明治１０年８月１５日新潟県北蒲原郡安
田村に生まれた。新潟から上京し歯科医学院で働き
ながら歯科医術開業試験に合格した苦学生であっ
た。石塚が書生として学院に採用されたときには野
口英世が同院の学僕として医術開業試験の合格目指
して働いていた。石塚と野口は起食を共にした盟友
である（図２）。石塚は試験合格（明治３０年１０月）後高
山歯科医学院の講師として勤務し，血脇守之助が明
治３１年６月に清国に出張診療に出かけた留守を，野
口と預かり高山歯科医学院の機関誌である「齒科醫
學叢談」の編集に共に携わったりした。明治３３年９
月新潟県長岡町に開業した。明治４０年には新潟県歯
科医師会初代会長に３０歳で推され，その後１４年間勤
めた。まだ会員は２０名という時代であった。石塚の
政治家としての出発は大正６年５月長岡市議会議員
に当選したことに始る。

同年７月に新潟市に石塚歯科病院を設立した。榊
原悠紀田郎は石塚を「新潟の地に歯科の幹を築いた

最初の歯科病院長」と紹介している。石塚は大正１３
年５月の衆議院議員に当選し，２期８年努めて，そ
の後は立候補しなかった。既述した第５０回帝国議会
での石塚の活躍は，当選後一年にも満たないときで
あった。

石塚は，漢詩を佳くし，また写真との関わりは有
名で，大正４年９月に石塚は，１５年ぶりに帰国した
野口と再会しているが，その帰国は石塚が撮影した
野口の母シカの写真によったともいわれている。石
塚の撮影したガラス版は現在２，０００枚が新潟県新発
田市立の東野圭吾記念博物館に保管されている。石
塚の余生は，野口の顕彰事業に全生命全財産を捧げ
尽くしたと佐藤泰彦は語っている。「財団法人野口
英世記念会」を設立し，理事長に選出された。さら
に「野口英世記念館」創立に尽力した。昭和３３年１１
月２３日逝去。享年８２。「野口英世記念会葬」によっ
て執り行われた。

１２．垣間みえる文部省の官立歯科医育成機関に関
する考え方

帝国議会での歯科医育成機関に関する質疑は上記
以前にも行われているので，ここでは政府文部省の
官立歯科医学専門学校に対する考え方の資料を提示
する。
１）第４１回帝国議会（大正７．１２．２７－大正８．３．２６）に

おける官立歯科医学専門校設立の計画に関する質
疑答弁。

図２ 野口英世博士と石塚三郎先生
大正４年（１９１５）１０月２６日 朝倉写真館

（文献３６から著者の許可を得て引用）
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木下謙次郎議員：官立の模範的な歯科医学校設立
の計画の有無について聞きたい。

政府委員（赤司鷹一郎）：前から官立歯科専門学校
設立希望はあったが，今度の拡張案の中には歯科専
門学校は入っていない３７）。

上記の「今度の拡張案」とは，以下の件と考え
る。臨時教育會議による答申を受け，１９１８（大正７）
年９月２９日に寺 内 正 毅 内 閣（大 正５．１０．９．－大 正
７．９．２９．）の後継内閣となった原敬内閣（大正７．９．２９．
－大正１０．１１．１３．）の下で，「高等諸学校創設及拡張
計画」が４，４５０万円余の莫大な追加予算要求を伴っ
て帝国議会に提出され，可決した。大正８年度から
６年計画をもって官立の高等学校１０校・高等工業学
校６校・高等農業学校４校・高等商業学校７校・外
国語学校１校・薬学専門学校１校｛１９２０（大正９）年
県立富山薬学専門学校の官立移管｝・帝国大学学部
４学部を新設し，医科大学５校・商科大学１校への
昇格，及び実業専門学校２校・帝国大学学部６学部
の拡張を実行しようとするものである。戦前におけ
る最大規模で最も組織的な高等教育拡張計画であっ
た３８）。
２）その後の文部省の動向

大学令発令の数年後に文部省は，官立歯科医学専
門学校の設立に関しては教育評議会（臨時教育会議
の後継会議，大正１０－１３年）への諮問事項の一つと
していた。文部省（松浦専門学務局長）は，１９２１（大
正１０）年に歯科雑誌協会の質問に以下のように答え
ている３９）。（文中括弧内は著者註）

１．文部省は現在の外，更に一校が必要と考えて
いる

２．歯科医学は独立した科学として研究すべきも
のである

３．現在の歯科医師数では（国民保健上）不足であ
ると信じている

４．（指定の歯科医学専門学校と）実質上の差異は
無い。但し，多少の特色はある。
５カ年（修学年限）とするのは，中学４年（飛
び級）から接続する為である

上記１の「現在の外」の「現在」とは，「東京帝
国大学医科大学歯科」と思われるが，これは医科大
学の一講座であり，この時期官立歯科医学専門学校
は皆無である。文部省歯科医師試験附属病院が１９１８

（大正７）年７月２０日に開設され，同病院には後に官
立東京高等歯科医学校創設の中心人物になる島峯
徹，長尾 優，金森虎男，檜垣麟三など東京帝国大
学医科大学出身の医師などによった充実があり４０），
その事を念頭に置いての文部省の発言であったと思
われる。
３）官立歯科大学計画の挫折

１９２８（昭和３）年に設立された初めての官立「東京
高等歯科医学校」は，１９３５（昭和１０）年頃から大学昇
格運動を始めている。島峯学校長は，歯学教育中心
の医科大学を創設する案を提案した。しかし，文部
省はこれを受け入れることはなかった４１，４２）。した
がって，政府文部省は，ドイツにおける医師にして
歯科専門医方式の教育体系を意図していたために，
これまでの歯科医学専門学校昇格によった事後の混
乱を避けたという理由は一貫せず，成り立たなく
なっている。さらには，帝国大学医学部薬学科にみ
られるように医学部歯科（歯科医学科）という教育形
態も河上参与官が述べていることなどを総合する
と，時の政府文部省は学歴として医師との同列化を
避けていたと考えられる。

おわりに

大正期は，近代化への制度整備をしてきた明治期
と，国際的な地位確保を目指した昭和初期との狭間
の時代であった。大正デモクラシーと称されるよう
に，階級制度の明治期を脱却し，民主主義の意識が
社会では強くなってきていた。懸案であった教育改
革が，政府の主導で実行の緒についた。「学制」以
来継続した私立学校の高等教育抑制政策は，「大学
令」によって大きな転換期を迎えた。

明治中期の高山歯科医学院創立前後では，歯科医
学校が複数設置されもしたが，高山歯科医学院以外
は，その後の教育制度の進展に対応できずに廃校と
なって行った。しかし，１９０６（明治３９）年に公布され
た歯科医師法によって，歯科医師の身分が法的に確
立された。また明治期の時代推移と共に国力の増
強，国民所得の増加によって歯科医療への需要は増
大し，それに伴って歯科医師育成の必要性も増して
行った。歯科医師法制定以降大正中期までに設立さ
れた歯科医学校は数を増し，しかも廃校になった都
内設置の学校は存在しないという状況は，各校の存
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続努力と共に，そうした社会背景と時代の変化を示
している。

ところが，新しい時代に適応する将来の歯科医学
教育に大きな明かりとなるはずであった高等教育改
革は，歯科にとってはらち外で落胆以外の何物でも
なかった。また，臨時教育会議設置と運営で大きな
評価を得た岡田良平文部大臣は，歯科医師法中改正
の国会審議の時期には加藤高明内閣にあって第３４代
文部大臣の席にあったことも付け加えておきたい。

「大学令」の歯科医学そして歯科医学教育に及ぼ
した影響は，結局歯科医療への影響であり，従って
その影響は歯科医療の進展のみならず，国民の歯科
への認識においても，負の遺産になったといえなく
もない。歯科の分水嶺ともなった重大な「大学令」
に関する検証は，しかしながら今までほとんど行わ
れていなかった。今回本稿では，なぜ「歯科医学専
門学校」のままで，１９４５（昭和２０）年の終戦まで推移
したのか，そしてその間どのような対応を歯科界は
計ったのかを検証した。いずれの学部においても公
平な今日の教育行政にあって，過去における歯科の
先人の苦節に，現代のわれわれにとって学ぶべきと
ころが少なくないものと考える。

今後の課題としては第二次大戦敗戦による連合軍
占領下の GHQ（CIE）が，わが国にもたらした教育
改革の中で，「教育刷新委員会」（委員長安倍能成）
や「大学設立基準設定協議会」（後の大学基準協
会），「歯科教育審議会」（委員長奥村鶴吉）がどのよ
うな活動を行い，旧制から新制の歯科大学の誕生に
結びつけたかを追究，検証する予定である。

文 献
１）佐藤秀夫：解説，臨時教育会議 第一集総覧（解説
および基本資料），pp．１２－５６，文部省，１９７９．

２）鈴木 勲：緒言，臨時教育会議，第一集総覧（解説
および基本資料），pp．７－８，文部省，１９７９．

３）海後宗臣：総説，臨時教育会議の研究，pp．１－
１４，海後宗臣編，東京大学出版会，東京，１９６０．

４）海後宗臣編：臨時教育会議の研究，東京大学出版
会，東京，１９６０．

５）久保義三：海後宗臣編「臨時教育会議の研究」，教
育学研究，２７⑶，２３６－２３９，１９６０．

６）文 部 省：資 料 臨 時 教 育 会 議（全 五 集），文 部
省，１９７９．

７）梶山雅史：文部省編「資料臨時教育会議」（全五
集），教育学研究，４７⑷，３４１－３４３，１９８０．

８）松浦鎮次郎（編集者）：臨時教育会議，pp．１３４－
１４４，文部次官時代，pp．９７－１０５，第一次文相時代，
pp．１２０－１３４，岡田良平先生小傳，東京，１９３５．

９）文部省編：諮問・答申・建議，臨時教育会議 第一
集総覧（解説および基本資料），p．７８，文部省，１９７９．

１０）吉澤信夫，高橋英子，北林伸康，渡辺 賢，福田謙
一，上田祥士，齊藤 力，片倉恵男，金子 譲：学校
法人東京歯科大学の大学院建設に至る歴史的背景⑴学
位制度の発足から第二次大戦の敗戦まで．歯科学報，
１１３：５１６－５３４，２０１３．

１１）文部省編：諮問第三号「大学教育及専門教育に関ス
ル件」，臨時教育会議，第一集総覧（解説および基本資
料），pp１０７－１１９，文部省，１９７９．

１２）文部省編：諮問第三号答申小委員会案，pp．２０４－
２０５，諮問第三号答申主査委員会案 pp．２０６－２０７，臨
時教育会議，第一集総覧（解説および基本資料），文部
省，１９７９．

１３）山内太郎：諮問第三号 大学教育及専門教育ニ関ス
ル件 審議経過 pp．５３１－５９２，答申５１９－５３０，海後宗
臣編，東京大学出版会，東京，１９６０．

１４）文部省編：臨時教育会議の答申および建議の実施，
臨時教育会議，第一集総覧（解説および基本資料），
p．１８２，文部省，１９７９．

１５）吉田善明：国家管理のもとでの日本の大学の展開と
崩壊－「大学令」の公布から「第二次世界大戦終了
時」まで－，法律論叢，８３⑴，２０１０．

１６）歯科医師法中改正法律案愈々上程：歯科学報，３０
⑶，７８－８１，１９２５．

１７）血脇守之助傅編集委員会：医療制度の確立を目指し
て，血脇守之助傅 pp．２７１－２９６，学校法人東京歯科
大学，東京，１９７９．

１８）日本聯合歯科医師会：歯科学報，２５⑸，５６－５７，
１９２０．

１９）日本歯科医師会歯科医事衛生史編纂室：法規 第三
次改正，歯科医事衛生史（後巻），pp．２２－３０，日本歯
科医師会，東京，１９５８．

２０）日本聯合歯科医師会総会：歯科学報，２９⑹，５２－
６４，１９２４．

２１）金子 譲，片倉恵男，高橋英子，北林伸康，渡辺
賢，福田謙一，上田祥士，齊藤 力，吉澤信夫：東京
歯科医学専門学校における大正期大学令と財団法人化
⑵医歯系専門学校の対応，歯科学報，１１４⑸，４３８－
４５１，２０１４．

２２）第五類第十四号 第５０回帝国議会衆議院 歯科医師
法中改正法律案（石塚三郎君他五名提出）委員会議録

（筆記速記）第一回，第二回，第三回，第四回。第５０回

歯科学報 Vol．１１４，No．６（２０１４）５７６

― ４４ ―



帝国議会貴族院 歯科医師法中改正法律案特別委員会
議事速記録 第一号，第二号

２３）河上哲太：http : //ja. wikipedia. org/wiki／河上哲
太（accessed ２０１４－９－５）

２４）大臣政務官：http : //ja. wikipedia. org/wiki／大臣
政務官（accessed ２０１４－９－５）

２５）片倉恵男，金子 譲，高橋英子，北林伸康，渡辺
賢，福田謙一，上田祥士，齊藤 力，吉澤信夫：東京
歯科医学専門学校における大正期大学令と財団法人化
⑴高等教育制度の変遷と各種医育教育機関の対応，歯
科学報，１１４⑷，３３８－３５３，２０１４．

２６）中原徳太郎：http : //ja. wikipedia. org/wiki／中原
徳太郎（accessed ２０１４－９－５）

２７）歯科医師法中改正法律案通過する：歯科学報 ３０
⑷，５５－６３，１９２５．

２８）厚生省医務局：薬剤師，医制百 年 史，pp．８１－
９０，２００－２０４，薬剤師法，pp．３８０－３８３，薬剤師試験
規則，pp．３７７－３７８，医制百年史 資料編，ぎょうせ
い，東京，１９７６．

２９）山川浩司：薬学教育百年の史的考察，藥史学雑
誌，２９⑶，４４６－４６２，１９９４．

３０）兼松 顯，山川浩司：日本における薬学教育の変遷
と学位問題，学位研究，第７号，２－２５，１９２２．

３１）厚生省医務局：薬品営業竝薬品取扱規則，医制百年
史，pp．３６８－３７２，医制百年史 資料編，ぎょうせ
い，東京，１９７６．

３２）東京薬科大学九十周年編集委員会：東京薬学専門学
校創立，pp．１３０－１３４，１９７０．

３３）内村兵衛：獣医会の大局より見たる獣医師法，中央
獣医会雑誌，４０⑹，６０４－６０６，１９２７．

３４）内村兵衛：獣医師法制定後における蹄鉄工と家畜衛
生とについて，中央獣医会雑誌，３９⑼：９０５－９０９，
１９２６．

３５）榊原悠紀田郎：石塚三郎，歯記列伝，pp．１２５－
１３９，クイントエッセンス出版，１９９５．

３６）佐藤泰彦：写真でみる「野口英世の盟友・石塚三郎
の生涯」，第２８回会津と越後を語る会 新発田大会，
pp．５－１４，会津と越後を語る会新発田大会実行委員
会，新発田，２０１４．

３７）衆議院建議案委員会議録：歯科学報，２４⑸，７２－
７３，１９１９．

３８）文部科学省：臨時教育会議の答申と高等教育の拡張
http : //www. mext. go. jp/b_menu/hakusho/html/
others/detail/1317661. htm（accessed ２０１４－７－２０）

３９）官立歯科医専校設立問題と歯科雑誌協会：歯科学
報，２６⑿，５５，１９２１．

４０）長尾 優：戦前編 臨床教授陣－「永楽一ツ橋会」，
一筋の歯学への道普請，p．３６．医歯薬出版，東京，
１９６６．

４１）長尾 優：昇格への試練，一筋の歯学への道普請，
pp．１１０－１２６，医歯薬出版，東京，１９６６．

４２）小椋秀亮：東京医科歯科大学歯学部創設の経緯，東
京医科歯科大学歯学部８０年史（医科歯科大学広報部，
医科歯科大学 歯学部 ８０年史編集委員会），pp．６４
－７７，国立大学法人東京医科歯科大学，２０１０．

歯科学報 Vol．１１４，No．６（２０１４） ５７７

― ４５ ―


