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はじめに

１９１８（大正７）年に発令された大学令によって私立
の高等教育機関においても専門学校から大学への道
が開けた。しかし，それが可能な学部は規定され，
歯科医学，薬学，獣医学等の医学系専門学校は，大
学昇格の対象とならなかった１）。歯科医学専門学校
の大学化が可能になるためには大学令の法律改正が
必要であることから，沈黙していた歯科界では，
日本連合歯科医師会（会長 血脇守之助）が１９２５（大正
１４）年２月の帝国議会衆議院貴族院に第３次歯科医
師法改正案を上程し，ここで歯科医師育成機関とし
ての歯科大学の出現を目論んだ。同法案に関して帝
国議会衆議院特別委員会では文部省と歯科側議員の
間で激しい論争があり，内閣文部省の歯科医師教育
への考え方が多く露出した。

大学令は，大学を帝国大学だけに止めておいた制
度を私立，官公立にも開放する事で大学進学者の総
数を増加させ我が国近代化の人材育成にとって欠か
せない改革であった。

しかし一方では，大学教育による高等エリートと
従前の専門学校教育による中等度エリートの二段構
えの人材育成制度であり，それは医師における同業
種間でも，また医師と歯科医師などの医療系の異業
種間での差異を加速させた。さらに大学昇格を拒絶
された業種の人材育成機関においては，上記のよう
な社会的な立場の差異とは別に本質的な問題を孕ま

せた。学術研究機関として大学を有しない専門業種
である歯科医学専門学校にあっては，学校教育は知
識技術の伝達だけが目的とされ，知識技術を創造し
て歯科医学の進歩に寄与するための目的は求められ
ない制度のままに置かれたのである。

高等教育制度が一変した大正中期から戦時体制に
入るまでの昭和初期の我が国は，国力が増していく
なかで世界的大不況，関東大震災といった試練を受
け，軍部による政治的台頭・テロの横行，大正デモ
クラシーの消退など世情が平和な行き先を見失った
時でもあった。しかし，この時代は，私立歯科医学
専門学校が７校，そして初めて官立歯科医学専門学
校が新設され，歯科医学教育にとってはその発展期
でもあった。

大学昇格の願いが閉ざされた歯科医学専門学校
は，しかし希望を持ちながら大学程度になるよう自
校の充実に努めた１）。

東京歯科医学専門学校では，１９１９（大正８）年１０月
に将来の拡張拡充を計画した。まず１９２０（大正９）に
財団法人化を成し遂げ２），幻であるかもしれない大
学昇格を目指し諸般の計画を実行していった。血脇
守之助の欧米視察，歯科医育調査会（教育調査会，
以後本稿では歯科医育調査会）設置，建設調査会設
置，そして多額の寄付金募集によって１９２９（昭和４）
年に完成した新校舎建築などである３）。

血脇は１９２１（大正１０）年の欧米視察によって多くの
果実を得た４）。東京歯科医学専門学校の教育改革に
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関しては「歯科医育調査会」を１９２６（大正１５）年１月
に設置し，この検討資料として自身の見聞と訪問各
地で収集した資料が有用であったことを１９２７年１２月
に血脇の発刊した米国歯科医学教育に関する報告の
なかで記している５）。特に血脇が米国に滞在した時
期では，米国歯科医学教育改革が始まったことを目
の当たりするという得難い機会に遭遇した。米国で
改革の具体的な指標になったのがガイス報告６）であ
る。

今日の我が国の歯学教育は，太平洋戦争敗戦で進
駐した連合軍総司令部の主導によって制定された制
度である。それは，歯科医学専門学校の大学昇格で
あり，同時に医学部と同等の質にすることでもあっ
た。まず１９４６（昭和２１）年には大学令による旧制度上
で歯科大学が誕生した。そしてその後の新制度制定
では６・３・３制によった修学後を入学資格として
進学課程と専門課程とを合わせた６年制とした。こ
の両課程は医学部と同様であり，新制度の骨格で
あった。戦後焼け野原の中で占領軍が目指した日本
の歯科医学教育改革は，ガイス報告が基盤になって
いると解釈される。つまり，「ガイス報告」の理念
は我が国においても今日に生きていると言える。し
かし，この駐留軍による歯科医学教育改革はいわゆ
る押し付け制度ではなく我が国の歯科医学教育担当
者が望んでいた方向に進んだのであり，その「種」
は皮肉にも大学令が発布された後に蒔かれた私立専
門学校の自己努力にあった事がこの時代の検証から
窺い知ることが出来る。

本稿では大学令が契機となって大正末期から東京
歯科医学専門学校が取り組んだ教育改革を右の調
査によって検証した。第１編を１９２６（大正１５）年に設
置された「教育医育調査会」と「ガイス報告」を主
体とし，第２編を世界で最初の歯科医学校である
Baltimore College of Dental Surgery の設立とガイ
ス報告の先導となった医学教育改革勧告のフレクス
ナー報告を主体とし，第３編を財団法人評議員会記
録から学校運営の推移と関東大震災後の新校舎建築
とを主体に記述する。

Ⅰ．血脇の欧米視察と新たなる拡張計画

１．東京歯科医学専門学校第二回基金募集計画と大
学同様の充実

１９１８（大正７）年１２月に大学令が公布された。学内
では，大学令公布の１年後（大正８年１２月）に学生が
「歯科大学創設期成会」を設立し，その運動は短期
間ながら激しく行なわれた１）。東京歯科医学専門学
校血脇守之助校長は１９１９（大正８）年１０月に拡張基金
募集を決め，１９２０（大正９）年３月に同校は財団法人
として認可された。血脇私有の学校は，血脇の財産
寄付行為によって法人化し血脇は理事長兼任の校長
となった１）。１９２１（大正１０）年に同財団法人役員会で
血脇の海外視察が決定され，ついで同年４月，日本
連合歯科医師会は，血脇会長の海外派遣を総会にお
いて議決した。これにより血脇は，日本の歯科界代
表者として欧米への調査・視察と共に本邦歯科界の
現況を海外に紹介し，また直接間接に本邦斯道の進
歩発展に尽された，先進諸国に対し謝意を表し，併
せて歯科医師全体の国際的親交を増進することを視
察の目的とする役割をも担うこととなった７）。以上
の経緯は既に記述した１）ところである。

さて，血脇は１９２２（大正１１）年１月に遠藤至六郎を
同行し，欧州から米国へと約８ヶ月に及ぶ旅程を完
了して，８月１５日横浜港に帰港下船した。血脇が訪
米した時期は，米国歯科医学教育の大改革が端緒に
ついた時期でもあった。血脇の不在中には，約２年
余前に決定した拡張計画に従った鉄筋コンクリート
３階建付属医院（１８７．５坪）が竣工し，それに伴って
診療を４部から７部制とし，学生の臨床実習も１年
間に延長した８）。このように１９２２（大正１１）年は，自
校の充実のために大学令以降に決定した計画に着手
し，更に血脇が帰国して，今後の計画を軌道に乗せ
るための燃料点火の時期であった。

そして，１９２３（大正１２）年に入ると，その５月１０日
には白山通りを挟んだ校舎の向かい側に４６６坪の校
地も取得した９）。また同月の法人評議員会で「東京
歯科医学専門学校第二回基金募集」を議決した。同
年６月２１日に８９名が出席した基金委員会の席上，血
脇は以下のように挨拶している。「ドイツでは歯科
は大学の一部であって高等学校卒業程度の者でなけ
れば入学ができない。米国では１３の歯科の学校が，
『カレッジ』の一年終了者とし，大正１５年以降は二
ケ年の過程修了者と決められたように，世界の主た
る国々では予備教育を高めることが一つの傾向と
なっている。この点で我が国は劣っているし，また
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比較的（歯科全体が：著者注）後進である。かくの如
き世界の大勢を考えていけば，（日本において：著
者注）将来に歯科の単科大学が実現する時が来るで
あろう，また我々は大に努力してその実現を計らな
ければならないと思う。」（原文のママにあらず）と
した１０）。

そして，同年（大正１２年）７月には「東京歯科医学
専門学校第二回基金募集計画趣旨」を財団法人東京
歯科医学専門学校理事長 血脇守之助，同監事兼基
金委員長 池田成彬，同評議員兼基金副委員長 富安
晋の名により歯科学報に掲載した１１）。「第一回基金
募集からわずかに３年半しか経ていないが，時代は
刻々に進展していることから従来の計画では到底満
足できない情勢となっている。血脇校長の欧米調査
報告からも一層本校の内容外観を改善して，これを
大学程度に進める必要がある。もし歯科大学が実現
すれば歯科医学の発達に資すること大なることは言
うまでもなく，また歯科医学博士の学位は制定され
歯科医師の社会的地位はますます向上し，延いては
国民の保健衛生上裨益することは少なくない。従来
歯科医師に対する医学博士の授与は困難であった
が，この問題は全く解決され，本校教授花澤 鼎氏
が初めて学位を授けられた。これを要するに近い将
来において歯科大学の実現する機運は既に熟してい
ると認められる。したがって，本校の改善計画もこ
の際どうしても大学を標準として進めなければなら
ない必要に迫られていることから，さらに三拾萬余
円の寄付を募り第一回と合わせて百万円をもってこ
の計画の遂行に努めたい。」（原文のママにあらず）

以上のような計画を学校が公表する直前の同年５
月６日には学生による「歯科大学創設期成会」が再
度発足し，同年７月７日には神田青年会館で演説会
が開催された１２）。歯科大学昇格への学生の熱意は，
各種新聞紙上でも報道され，こうした学生の熱意
は，財団法人東京歯科医学専門学校そのものでも
あった。それは，「歯科単科大学創設」が東京歯科
医学専門学校のモットーだと周辺から認識されるま
でなっていた１３）ことからも知ることができる。

２．東京帝国大学歯科から起きた医師資格取得運動
上述の如き歯科大学昇格運動が再燃する一方，

遡った１９２２（大正１１）年には「所謂医師資格取得運

動」なる動きがあったことが記録されている。直接
的な歯科医学教育問題ではないが，教育改革の先に
あるのは業権へ影響することなのでこの時代を知る
上でもこの運動に言及しておきたい。

この運動は，東京帝国大学歯科医局（教授 石原
久）内の一部が，死亡診断書問題に端を発して起こ
したとされている。

大正１１年１２月２６日に約２０名が発起人となり「医師
資格取得期成同盟会」が発足した。既に百有余名の
賛成者が得られていた。本同盟会が母体となって運
動は展開されていった１４）。

大正１２年１月２５日稲生 俊（歯科医師薬剤師）を請
願人代表者（外１３７名）として帝国議会衆議院議長
奥繁三郎宛に大正１２年に予定された医師法改正にお
いて次の趣旨で志賀和多利代議士（岩手県第６区選
出）を請願紹介代議士として「歯科医師をして医師
たらしむべき特別法制定に関する請願」の趣意書が
提出された。請願は，「医師法第一條第四項に歯科
医師にして若干年の医学を専攻したる者」の一項を
追加して歯科医師も一般医師になり得る特法を設
けるという案である１５）。請願書はその後にも提出さ
れた。３日に第二回，７日に第三回（島田俊雄代議
士），９日に第四回（改野代議士）が提出され，請願
者は計五百数十名に達していた。また石原 久から
も，田代義徳，島峰 徹，福島尚純など２０名余が参
加した追申請がなされた１６，１７）。

この運動には，日本之歯界発行所歯苑社（社主 川
上為次郎）が関与し，歯科医師法廃止の立場で医師
会各所に質問状を発送したりした１５）。

日本連合歯科医師会（会長 血脇守之助）では，反
対の意見書（大正１２年１月３１日付け）を衆議院各方面
に提示し，併せて全国加盟各界に配送した１８）。その
内容は，歯科医師が他の専門に入ろうとした時にす
でに修得した学術は，これを医学教育の過程におい
て再度履修しなくて良いという彼らの主張には同意
するものの，歯科医師の業権は極めて狭くまた低劣
であるため医師でなければ歯科医業ができないとい
う彼らの主張には同意できないということであっ
た。そして，連合歯科医師会は，請願者らから同会
には事前の交渉がなかったことから請願者の真意は
不明であるが，推測するに歯科医師法の廃止を目論
んでいるのだと意見書で述べた。
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この連合歯科医師会の意見書では，国の歯科医育
機関についての考えに対して意見がされているので
紹介しておきたい。「尚此機会に於て我々は官立歯
科医学専門学校設立に就て一言致したいと思いま
す。」として，現状の歯科医師数と歯科医学専門学
校数から官立の歯科医学専門学校を設立することは
１０年前ならばまだしも今日おいては時代遅れであ
る。真に立法府にお願いしたいことは，「本邦に於
ても速に帝国大学に歯科学部を設けまたは其医学部
に歯科学科を置き或いは官立単科歯科大学を建設す
ることこそ真に時代に適切なる施設であります。」
とし，そうなれば歯科医学において学位授与がで
き，請願者が希望している歯科医師における研究を
奨励し，成果を得るための方法になる，と記してい
る１８）。

歯科学報には上述の運動に反対の論陣をはった東
朋学士会（東京歯科医学専門学校指定校卒業者の東
京地区団体）及び東友会（東京歯科医学校同窓会）の
声明が掲載されている１９）。

このいわゆる医師資格問題は，大正１２年２月７日
衆議院請願第四分科委員会において該請願書が上程
される予定であったが，これより先に請願者の数名
が請願を取り消す申し出が出されたことからこれを
認めるか否かで審議が混乱し，結局は議長預かりと
なった。２月２８日請願第四分科委員会において審議
の結果２月２８日不採択と決し，さらに３月２日の総
請願委員会において不採択と決議されたことで議会
の俎上に乗ることなく決着をみた１５）。この委員会の
経過については，ある商業雑誌が速記録と推察され
る記録をも掲載している２０）。

本問題に関して内務省野田忠廣医務課長の歯科医
療の内容に関する意見が残されているので紹介す
る。『今回の歯科医師側の請願は現今の歯科医育状
態では不可能である。歯科医師として習得している
医学はその基礎医学においてすら「歯科に必要な
る」範囲を脱していない。実際に習得しているとし
ても法律としてそれを認めることはできない。した
がって歯科医師が医師になるために控除できる科目
は現在の制度では一つもない。したがって須く医師
となるには専門学校１年に入学すべきである。歯科
医師は全身医学については殆ど素人同様であるから
全身疾患の治療は断じて不可能であるよし口腔内

の顎骨，舌，歯齦，口唇，頬などにできた癌，黴毒
などといえども手をつけることは許せない。』２１）当時
１９２０年代の解釈である。

この医師資格獲得問題は申請者の杜撰さもあり審
議されることなく消え去ったとはいえ，法制上の問
題にもかかわらず日本連合歯科医師会の関与なく議
会に請願されるまでに至ったことに筆者らは驚かさ
れる。日本連合歯科医師会は全国六十余団体を総合
する本邦唯一の歯科医制中央機関とされている２２）こ
とから石原 久教授が日本連合歯科医師会の関与必
要なしとしたのには理由があろう。一つは医師であ
る石原は医療（限定された歯科医療ではない）として
歯科を行っていた意識が強かった，二つは医師法へ
の請願ということで日本連合歯科医師会の無視に
至ったと推測するが，石原が主宰する東京帝国大学
歯科では歯科団体への帰属意識が希薄だったのであ
ろう。しかし，申請内容の本質は，今日的な課題を
も含んでいた。

なお，歯科医師が死亡診断書を発行できるか否か
は，明治３６年広島県知事（６月２９日）からの問いに対
して衛生局長が明治３６年１０月２０日付けで，歯科医は
一般死者の死亡診断をすることは出来ないが，歯科
治療中に大出血等のために死亡に陥った者には歯科
医が死亡を診断し診断書を作ることができると回答
していることを付け加えておく２３，２４）。

血脇は，米国歯科医学教育報告書の「第七章 歯
科医学教育の現況，第一節 過渡期時代の事相」で
「歯科学教育の独立を支持せぬ事」の項で上記と類
似の事柄について記述している。「歯科学を医学教
育の中で口腔科の形で医師を養成する意見は，今な
お医学者に少なくないようである。また，最近歯科
学教育と医学教育の接近する状況から，あたかも米
国歯科教育が従来の方針を無くして行くのではなか
と疑っている者がいるが，両者を併合するのは事実
上不可能に近い。歯科学教育の今日の学科課程の拡
張は，到底これを医学教育の課程に配合する事は出
来ない。それをするとすれば，卒業後これを専門教
育として課すとしても長い年限となる事は避けら
れない。」と自己の意見を述べた後に米国歯科医師
会雑誌（JADA 前年三月）の論説「Stomatology or
Dentistry」を紹介している。血脇の文を要約する
と，『歯科医界の或る部分においては医学の一科と

２０ 金子，他：米国ガイス報告と東京歯科医専の歯科医育調査会
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して口腔科（Dept. of Stomatology）を設け，医学部
あるいは口腔科を卒業（歯学部卒後に：著者註）した
者（歯科医師：著者註）にその業を行わせる。後者に
は DDS あるいは DMD に MD の称号を与える，と
いう主張がある。しかし，この主張はかってもあっ
たが，現在の歯科医師会ではすでに消えている。最
近 Boston Medical and Surgical Journal で次の論が
掲載されている。「数万の歯科医師に MD を与える
為にさらに就学させる意見には寒心する。歯科医師
は医師よりも社会的位置が低いという考えからその
ような希望を持つのであろうと考えるが，位置は人
にあり，業にあらず，肩書きを変更したからといっ
て何ら人類全体，並びに歯科医師自身の利益をもた
らさない。米国口腔科学会が希望するように歯科の
位置を変えたとしても却って社会衛生上は危害を及
ぼすにすぎない。この方法で歯科に入る者は少数に
すぎない。現に米国医学会口腔科部はその年次総会
に出席者が少数なため廃止に至ったのではない
か。」』そして，上記は歯科教育を歯科医師の手中に
委ねるか，歯科に入る門戸を医師の支配に帰するか
ということであり，それは従来の経験からどちらが
社会に利益あるかを決定すれば足りる，と血脇は結
んでいる２５）。

１９２５（大正１４）年２月に歯科医師法中改正案におい
て日本連合歯科医師会（会長血脇守之助）が帝国議会
に上程した第一條一項における歯科大学卒業者を歯
科医師の資格とすることを巡っての衆議院特別委員
会における大論争は既に報告した２）が，法律改正を
もって歯科医学専門学校の大学昇格を意図したなか
には，上述のように燻り続ける歯科医師の業権問題
への対応でもあったことが窺える。

３．「歯科医育調査会」の設置と血脇の「米国に於
ける歯科医学教育」報告書
関東大震災から２年余を経た１９２６（大正１５）年１月

９日に血脇は，学内に「歯科医育調査会」を設置し
た２６）。設置目的は今後の教育方針の策定である。委
員長を奥村鶴吉，主事に遠藤至六郎を任命した。委
員を花澤，西村，安井，松井，矢崎，二木，福島，
永井，井上，三田の各教授に委嘱した（表１）。血脇
は報告書の序に「教育調査会設置」に関して記して
いる。「同調査会は，大正１５年４月に設置し，今後

の歯科医育に関して審議検討し本年（昭和２年）４月
漸く審議を完了し，今後の東京歯科医学専門学校の
歯科医育方針を決定するの運びとなった。」５）この委
員会設置の丁度１年前の１９２６（大正１５）年には歯科医
師法中改正案の帝国議会上程で歯科大学設立を拒否
され，また血脇は米国視察の報告書を纏めていた時
期に相当する。

そして，１９２７（昭和２）年１２月２６日に東京歯科医学
専門学校長 血脇守之助述「米国に於ける歯科医学
教育」（図１）が非売品として財団法人東京歯科医学
専門学校から発刊された。編纂は奥村鶴吉博士が担

表１ 東京歯科医学専門学校「歯科医育調査会（教育調査会）」

委員長 奥村 鶴吉 専任教授 （口腔衛生学）
幹 事 遠藤至六郎 専任教授 （口腔外科学）

花澤 鼎 専任教授 （歯科病理学）
西村 豊治 専任教授 （歯科治術学）
安井作太郎 専任教授 （化 学）
松井 禮七 専任教授 （歯科材料学）
矢崎 正方 専任教授 （補綴学）
二木 謙三 兼任教授 （内科学）
福島 尚純 兼任教授 （口腔外科学）
永井 潜 兼任教授 （生理学）
井上 通夫 兼任教授 （解剖学）
三田 定則 兼任教授 （法医学）

氏名と役職名は歯科学報 Vol.３２⑸ p．４５６による。
昭和２年３月１日現在職員氏名
担当教科は「１２０周年記念誌」資料編 本学歴代教授人物録
による。

図１ 血脇守之助の欧米視察１９２２（大正１１）年によった米国の
歯科医学教育に関する報告書．１９２７（昭和２）年発刊．表
紙の表（和文）と裏（英文）

歯科学報 Vol．１１６，No．１（２０１６） ２１
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当した。本書は１２６頁８章からなっていて，詳細な
内容である。

同書には第六章 『「カーネギー財団」の調査』と
してガイス報告の主要な内容が紹介されている。ガ
イス報告は１９２６（大正１５）年に最終報告がされた。血
脇が視察報告の執筆中にはその完成書籍を入手でき
ていなかったが，ガイスは中間報告として総括的結
論を発表していたことから血脇の報告書にはガイス
報告の重要点が記載されている２７）。また，ガイスは
調査途中でも講演をしていたようで，そうした講演
が歯科医学教育の向上を著しく促すに至ったと血脇
は報告書に記している。

血脇はまた，米国医学教育の発達（第一章）ならび
に医学教育の現況（第二章）を１５頁に亘って記してい
る２８）。最近四半世紀にわたっての米国医学教育発達
は顕著であって，米国歯科医学教育の進歩も，同一
の経路を辿りつつあることから，まず医学教育につ
いて叙述する必要があるとしている。そしてその中
では「フレクスナー報告」という語の記載はないが
カーネギー教育振興財団によった調査の経緯そして
効果に関しては過不足なく記述されていて有用であ
る。

１年間にわたる「医育調査委員会」は終了し，
引き続き建設調査会設置である旨が記録されてい
る２９）。

１９２６（大正１５）年開催された第１３回東京歯科医学専
門学校評議員会において大正１４年度庶務報告として
奥村理事によって医育調査会の概略報告がされた
が，詳細は後に発表されるはずであるのでここでは

（評議員会報告としては）省略すると記されてい
る３０）。しかし本調査会の記事はその後の歯科学報に
はなく，またその記録冊子作成の有無も不明であ
る。従ってその内容を知ることができない。しか
し，「この調査会審議に際し従来聚集せる資料を提
供したが，これを埋蔵することを遺憾とし今回其一
部を印刷に付したものが即ち本書である。」と血脇
の報告書に記されている５）ことから本調査会での検
討事項を類推するヒントはこの血脇述の報告書にあ
り，またその後に実際に変革していった教育内容，
教員体制，設備備品，そして建物を検証することで
東京歯科医学専門学校における大学昇格のための全
体的な計画を知ることが出来ると考える。

同書の序ではまた以下を記している。「カーネ
ギー財団の昨年度報告書は主任ガイス氏調査を網羅
してあるが，本書の原稿は其の発表以前に大体出来
上がっていたので該報告書から材料を得たものはあ
まりないと言っていいぐらいで，自分自身の観察が
本書の主体になっている。」確かに血脇も奥村も最
終のガイス報告の全文をまだ知り得なかったであろ
うが，その本旨は中間報告というべきもので十分把
握していたことは既述の通りであり，また下記のご
とくその情報収集にも意を使っていた。

奥村は医育調査委員会が設置された年（１９２６年）の
７月１５日にフィラデルフィアで開催された第７回万
国歯科医学会（７th International Dental Congress）
での講演と，教育の視察目的で三ヶ月間余米國に滞
在した。１０月にはボストンで開催された New Eng-
land Dental Society でのガイスの「歯科の将来」
と題する講演に関して歯科学報で報告している３１）。
また，歯科学報は編集者の追記としてカーネギー財
団年報による歯科教育改善向上問題にたいする総長

（プレシェット理事長と思われる 著者註）の総括的
結論を２頁弱にわたって，その訳文を奥村の米国通
信に続けて掲載している。帰国後奥村は開業医の講
演会でガイス報告に対する所感を述べている。東京
歯科医学専門学校にとって米国の歯科医学教育，そ
してその改革のためのガイス報告は，大きな関心事
であったことが読み取れる。

帝国議会で大論争となった歯科にとっての大学の
必要性を世に問うためには，自らが大学程度のある
べき歯科医学教育改革方針を模索しながらでも実行
しなければならない。また，関東大震災で崩壊した
東京歯科医専門学校を再興するに当たって，歯科医
学の理念，それに準拠する教育制度などの改革方針
は歯科医育調査会の検討結果によった。その重要な
資料となったのは血脇が欧米視察で収集した資料で
あり，特に意を注いでいたガイス報告であったと考
えられる。我が国の歯科医学教育改革は東京歯科医
学専門学校の学内外に於ける共通の課題であり，米
国の歯科医学教育のアップデートな改革情報が大い
に参考になったと考える。

Ⅱ．米国の歯科医学教育改革

１．１枚の集合写真が物語る血脇とガイス３２）
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血脇は，私有であった東京歯科医学専門学校を大
正９年に財団化し法人の教育機関とした。そして，
新しい歯科医学専門学校を欧米の歯科医育機関に伍
した教育内容とし，これをもって大学昇格を果たさ
なければならないと血脇は考えた。血脇は自校の教
員をそれまで逐次米国を主として留学させ（表２），
欧米先進諸国に於ける歯科医学の吸収と情報収集を
積み重ねてはいたがいよいよ百聞は一見にしかずと
のことで自らの視察を企図することとなった。一校
長の立場から日本連合歯科医師会代表として，立場
と役割が変わるなか１９２２（大正１０）年１月１１日遠藤至
六郎を同道して東京を発った。１４日神戸港を出港し
て２月２５日マルセーユで下船してからは，欧州に３
ヶ月，米国に５ヶ月の８ヶ月余に亘って精力的に視
察を行った。

血脇守之助と遠藤至六郎は，ヨーロッパ視察を終
えて最後の訪問地である米国には５月２２日野口英世
の出迎えを受けてニューヨーク（NY）港に下船し，
セントラルパークに面した５番街の The Plaza に投
宿した３３）。そして６月１日には NY 市９３丁目１６１番
地に１０年前に建て替えられた NY 日本人倶楽部で彼
らの歓迎会が開催された。歓迎会は，野口英世が主
催したもので，この時の記念写真（図２）が残されて
いる。

野口が在籍するロックフェラー研究所のフレクス

ナー所長（Simmon Flexner）が挨拶に立ち，血脇と
野口の関係を披露した３４）。この集合写真は歓迎会が
始まる前に撮られたことから遅れて到着したフレク
スナー所長の姿はない。この１枚の写真で目を引く
のは，ここにガイスの姿が写されていることであ
る。野口英世が写真の右端に立ち，その斜め前の最
前列席にガイスは座している。

血脇が米国視察した時期の米国歯科医学教育は，
恰も大きな変革期にあった。その１０年前（１９１０）から
始まった米国医学教育改革が一段落した後に，医学
と同様の調査が歯科医学教育改革の目的で行われる
時であった。医学教育への勧告は，カーネギー教育
振興財団によって「フレクスナー報告」として１９１０
年に発表された。この調査報告をした Abraham
Flexner（アブラハム フレクスナー）の兄が Simmon
Flexner（サイモン フレクスナー）であり，サイモ
ンは野口英世が米国で最初に頼った人物であり，野
口を世界の細菌学者に育てたことではあまりにも有
名である。

米国東部での最初の訪問記事（大正１１年６月２２日
記）を血脇はシカゴで野口英世と別れた直後に歯科
学報に送っている。その中で血脇はガイス教授を６
月１日の歓迎会招待者名では『ガイス（「コロンビ
ア」教授）』と記し，ワシントン，フィラデルフィ
ア，そしてボストン訪問後の同月１７日に再びニュー

表２ 高山歯科医学院から東京歯科医学専門学校に至る海外留学生（但し血脇は視察交流）

留学時期
佐藤 運雄（明３１卒・高山） １８９８（明３１）～１９０３（明３６）．８ レーキフォレスト大学歯学部卒，シ

カゴ大学ラッシュ医科大学卒
１９１６（大５）東洋歯科医学校設立（現日大歯学
部）

広瀬 武郎 １９０１（明３４）．８～１９０２（明３５）．５ 東京歯科医学院第一回留学生：歯科の教育医
術医会調査

奥村 鶴吉（明３１卒・高山） １９０４（明３７）．９～１９０６（明３９）．８ ペンシルベニア大歯学部卒 １９０６卒，DDS．ペン大週刊校報に紹介
岡田 満（明４１卒・東京） １９１０（明４１）．～１９１８（大７） ジョージ ワシントン大学歯学部卒 ニューヨークで技工の研修後歯学部入学
早野 栄三（明４４卒・東京） １９１２（大元）～ ノースウエスタン大学卒
花澤 鼎（明３５卒・東京） １９１３（大２）．１０～１９１４（大３）．１０ ストラスブルク大学 大戦勃発のため帰国
矢崎 正方（大４卒・東京） １９１５（大４）．１２～１９１８（大７） シカゴ デンタル カレッジ卒 現シカゴ ロヨラ大学歯学部
宇垣 錦三（明４４卒・東京） １９１７（大６）．６～１９１８（大７）．６ ペンシルベニア大歯学部
堀江 銈一（大２卒・東京） １９１８（大７）．５～１９２０（大９）．３ シカゴ デンタル カレッッジ卒 現シカゴ ロヨラ大学歯学部
川上為次郎（明４０卒・東京） １９２１（大１０）．３～ 辞任後渡欧，歯科社会施設視察，東京歯科医

学院最後の卒業生
血脇守之助 １９２２（大１１）．１～１９２２（大１１）．８ 仏・独・英など欧州５カ国と米国 日本聯合歯科医師会長（１９１９．４．１就任）として
遠藤至六郎（明３７卒・東京） １９２２（大１１）．８～１９２３（大１２）．９ ベルリン大学 血脇に同行，血脇を米国で見送ったのち渡

欧。１９２３．７．３ ベル リ ン 大 学 よ りDr. Med.
Dent 学位受領

西村 豊治（大元卒・東京） １９２５（大１４）．２～１９２６（大１５）．８ チューリッヒ大学 Dr. Med. Dent 学位受領
斉藤 久（大４卒・東京） １９３１（昭６）．６～１９３２（昭７）．１０ ライプチッヒ大学 １９３２．７．２７ Dr. Med. Dent 学位受領

佐藤運雄（明３１卒・高山）の（ ）内は明治３１年高山歯科医学院卒業を意味するように，東京は明治４０年までが東京歯科医学院，明治４１年以後は東京
歯科医学専門学校の意味である
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ヨークに戻った後の記述では「カーネギー財団理事
ガイス氏」と記している３４）。

カーネギー教育振興財団が，歯科医学校の調査研
究に着手することを決めたのは１９２１年で，翌年から
William G. Gies を主査として所謂 Carnegie Survey
が開始されたと血脇の報告書で記されているよう
に２８），血脇が野口主催の歓迎会でガイスと会った時
には，ガイスがその調査の主査としてカーネギー教
育振興財団から公表されていたと見るのが自然であ
る。ただ，前記６月２２日に記した歯科学報への書簡
には，米国の歯科医学教育改革の始まりとガイスと
を直接結ぶ意味の記述はないので，この時点では血
脇のガイスへの認識も強い印象ではなかったのかも
知れない。

血脇は，６月１日以来ニューヨークでは多数の関
係者から「各自専門の詳細な説明を聞かされ，小生
の目的にして且つ興味ある医育，医制の大問題に対
しては其核心に触れず據（よりどこ）ろなく（根拠）あ
らゆる文書を蒐集中なり。」としていて３４），やや面

会者の説明に物足りなさがあることを吐露している
が，実はこの時蒐集した多数の資料が血脇のみなら
ず留守を預かる学内教員とって貴重な共有できる情
報となったことは既述した。「話はそこそこだが，
多くの書類を提供してくれる」ことは米国の訪問先
で我々が現在でも体験するし，後述する日本医学教
育者の米国視察報告でも資料に関して同様の一文が
記載されている３５）。ただし，血脇が米国滞在中に蒐
集した多数の資料には，未だガイスの中間報告に類
似する資料さえも無かった筈である。カーネギー教
育振興財団による事業が決まったばかりだったから
である。

いずれにしても５月２２日のニューヨーク上陸から
６月２２日までの間に野口英世は，米国歯科医学教育
改革にとってのキーパースンはこのガイスであり，
カーネギー教育振興財団から出されるその報告は，
医学教育改革のフレクスナー報告のインパクトと同
様に今後の歯科医学教育の動向を決めるであろうこ
とを血脇守之助に伝えていたに違いない。野口はそ

大正十一年七月一日紐育日本倶樂部招宴
A Dinner Party, held in honour of Dr. M. Chiwaki at Nippon Club,

New York City, July １,１９９２．

図２ ニューヨーク日本人倶楽部での野口英世主催による血脇守之助歓迎会（１９２２）。前列左から４人目が血脇守之助，前列右端
がウイリアム ガイス，その右立位人物が野口英世。野口から左に４人目（立位）が遠藤至六郎（東京歯科大学史料室提供）
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のことを伝えるために彼が主催した会にガイスの席
を設けたと考える。一枚の写真は，こうしたことを
物語っていると筆者には思える。在米２０年余によっ
て築いた知名度に裏打ちされた野口英世の存在，米
国歯科医学教育改革の端緒という時期，そして我が
国の高等教育政策が動き出した時期での血脇の長期
訪米といった３点が合致したことは，東京歯科医学
専門学校のみならず我が国の歯科医学教育の将来を
計画する上でこれ以上の好機はなかったのである。

２．１９１０年代末に始まった米国歯科医学校の序列
化３６）

米国の歯科医学校は１９１８年に全４７校がＡ級１６校，
Ｂ級２７校，Ｃ級４校と初めて序列化された。第４回
目の１９２６年にはそれぞれＡ級２６校，Ｂ級１３校，Ｃ級
２校となり総数は４１校と減少したが，反面優良校が
増加している。この序列化は，The Dental Educa-
tional Council of America（DECA）が行っていて，
歯科医学教育の向上に大きな役割を果たした。
DECA は，１９０９年に米国歯科医師会（ADA）総会で
その設立が決定されたが，分離して活動していたあ
る歯科医学校協会に所属している複数の歯科医学校
は参加しなかったりしたことから，評価権限を有す
る本機構の確立には紆余曲折があった。１９２４年にガ
イスの勧告により諸歯科医学校団体である The Na-
tional Association of Dental Faculties, The Dental
Faculties Association of American Universities そ
して The American Institute of Dental Teachers，
さらには The Canadian Dental Faculties Associa-
tion が合同して The American Association of Den-
tal Schools（AADS）の設立をみた。これをもって
１９２６年の時点では評価機構である DECA は，The
National Association of Dental Examiners（各州知
事任命者による組織）及び AADS の各代表者によっ
て構成されることになった。かくして DECA は統
一機構として権威をもつ仕組みとなり，１９２６年に
は，少なくとも１年の前教育には，化学，英語，生
物学が含まれていることを制度化し，また高級歯科
医学校必須の標準条件を制定し，各歯科医学校の
調査と序列化によって歯科医学教育の改善に多大
な貢献をしている。なお，The Dental Educational
Council of America が実施した第二回の序列分類

は，カーネギー財団の協力によった。
米国歯科医学校の序列化，つまり歯科医学校が持

つべき質によってＡＢＣの３クラスに分ける制度を
DECA が始めたのは，既述した１９１８年である。そ
の契機となったのは米国陸軍軍医総監の依頼によっ
た。DECA はこの評価機構を独立した組織として，
国家試験委員会（national association examiners），
教員，そして臨床医の三者の代表から構成した。Ａ
クラス校は，修学期間が４年間，４年間のカリキュ
ラム時間が４，４００時間，入学金＄３００以上などとし，
卒業生の２５％以上が資格試験（licensed exam．国家
あるいは州試験：著者註）に２度続けて不合格で
あった場合はＡクラスから脱落というような決まり
であった３７）。

陸軍は，このランクを戦時諸般の事務を処理すべ
き基礎とした。当然のことながら強い反発も学校側
からあり，大学歯科教授会協会はこれに参加せず数
年にわたり紛糾した。しかし，ガイスの仲介によっ
てその後は米国歯科医学校協会 The American As-
sociation of Dental Schools と歯科試験委員協会と
の代表者をもって DECA は運営されるようになっ
た３７）。

いずれにせよ，米国では歯科医学教育改革が１９１０
年代から ADA の傘下で学校人・開業医そして州行
政などの集合組織によって始まったと見ることがで
きる。そしてその改革は自律的であり，それを支援
したのも民間財団であったことが特徴的といえる。

１９２０年代初期における歯科医学校４８校は，歯科医
学校が単科として運営されているのは１３校だけで既
に３５校は総合大学（一校を除く）の歯学部となってい
て，大学歯学部化への移行には DECA の思想が関
与していた。現在５８校の米国の歯科医育機関は全て
総合大学歯学部であるが，ガイス報告は米国の歯科
大学が，総合大学の知的かつ科学的な構成部分とし
て組み入れられることを早めることとなった３８）。

米国歯科医学教育における改革の様子を大正末期
に日本の商業雑誌が少しではあるが伝えている。し
かし，必ずしも日本の歯科界が情報媒体である商業
雑誌から正確に理解していたとは思えない。以下の
論評からそれは窺える。１９２５（大正１４）年の日本之歯
界巻頭言ではカーネギー財団のガイス博士が歯科教
育改造論を提議したとして以下のように述べてい
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る。「今後メディコ・デンタル教育が濃厚になって
きつつある。恐らく何年も経たないうちに医科と全
く合併した歯科教育が行われ独立の歯科は無くなる
日が来るであろう。その時には今日のような法律的
に独立した歯科医の形も消滅するものと考えられ
る。」３９）

翌年同誌は，世界最古のボルチィモア歯科医学校
が設立された経緯の説明の後に次の記述を残してい
る。「…それが為に（医学校とは独立して歯科医学校
を設立したこと：著者註）返って歯科医術を医学か
ら遠ざからしめた事も争われない。最近まで歯科医
の教育を歯科医の手一つで狭めて行った米国の有様
は理想の成功ではなかったのである。斯くして生ま
れて後，斯く経験し来れる米国教育も近年一大変革
の徴を現わし，歯科医学校は医学校と合併するもの
が続々相踵ぎ，一方にはまた，歯科医学校の教授科
目も漸次医学化し，此の両科は遠からずして渾然と
相融和し一体となるかを思わしめるのである。…」４０）

米国の歯学教育における医学的知識の導入と歯科医
学校の総合大学歯学部への移行という状況を正しく
認識することなく誤った思い込みが上述のような記
事になったのであろう。しかし，同誌は翌年１９２７

（昭和２）年大日本歯科医学会三月例会で奥村鶴吉が
講演した「米国歯科医界の現状」を２頁半で転載し
ている。記述したように奥村はガイス報告が公表さ
れる直前に約３ヶ月米国に滞在してきている。この
講演では，米国における歯科の独立存続が将来の課
題であり日本と同様であることを前置きにしてガイ
ス報告の趣旨について説明している４１）。正確な情報
を欲していた人々には貴重な講演であったと思われ
るが，同誌はこの講演内容には反応をしていない。

３．ガイス報告６）：最初の米国歯科医学教育改革
１）ガイス報告とは何か

ガイス報告（図３）は，１９２０年にコロンビア大学生
化学教授の William J. Gies（ガイスと発音）がカーネ
ギー教育振興財団（The Carnegie Foundation for
the Advancement of Teaching）から指名されて実
施した歯科医学校の調査結果と歯科医学教育への将
来像の勧告・提言である。調査は米国とカナダの約
５０校を５年かけて行われ，１９２６年にカーネギー教育
振興財団理事長 Henry S. Prichett（プリチェット）

が序を記して同財団の第１９番目の報告書（Bulletin
number）として発表された。因みにフレクスナー
報告の bulletin number は４である。ガイス報告の
本文（索引を含まない）は，６６４頁の膨大かつ詳細な
報告書である（表３）。歯科医療の歴史，歯科医学教
育史と現状，歯科医療の法令による定義と法規，歯
科臨床医の種類・数と地域的分布，黒人への歯科
サービスの欠落，歯科医学校の法規，歯科医学教育
におけるカリキュラムと教授，歯科医学校の設備器
具と財政的支援，研究などが第１第２章で記載され
ている。そして第３章では，米国歯科医学教育への
改善点の提言がなされ，第４章でカナダの歯科医学
教育について言及された後に，第５章で概説が述べ
られ結論が纏められている。

医学教育に関しては「フレクスナー報告」が１９１０
年に報告された。当時支配的であった営利医学校の
あり方を批判し，より科学的な医学の教育をという
呼びかけは３８）医学教育に大きな改革の契機を与え
た。その１０年後の歯科医学教育に関しての同様の調
査であった。フレクスナー報告では，歯科医学教育
に関しては全く触れられていないが，２０世紀初頭で
は医学教育と歯科医学教育とは重なり合う内容が少
ないと見られていたからだとされている４２）。

１９２０年代は，世界で最初の歯科医学校とされてい
る The Baltimore College of Dental Surgery が設

図３ 「ガイス報告」と呼ばれている書物
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はしがき
序論

Ａ．歯科は治療術において高度の器械的な分野をもつ
Ｂ．歯科は独立した強く組織化された専門分野である
Ｃ．歯科は医学の臨床における公認された専門科ではない
Ｄ．歯科は，医科臨床の口腔専門科と同等の健康サービスが

行われなければならない
Ｅ．歯科は，医科臨床の口腔専門科として医科と同様の初期

教育を必要とする

第１章 歯科の歴史
Ⅰ．歯科医療の全般的歴史

Ａ．進歩の概略
Ｂ．前史における慣習からの脱出
Ｃ．米国における歯科の萌出前の主要な進歩

ａ．大昔の成長
ｂ．中世における状況
ｃ．近代ヨーロッパにおける進歩

Ｄ．１９６０年最初の歯科医学校設立前の進歩
ａ．植民地時代
ｂ．早期のアメリカ独立時代

Ｅ．１８４０年以降のアメリカにおける組織化と進展化
ａ．歯科医間における協調時代の始まり
ｂ．歯科臨床医の組織化
ｃ．歯科医療の改善にたいする教育的な諸機関
ｄ．歯科医療の法規のための組織機関
ｅ．歯科医学雑誌
ｆ．歯科臨床の進歩

１．吸入全身麻酔，外科的手技として歯科からの贈り物
２．例外的な進歩

Ｆ．カナダの一般的状況

Ⅱ．アメリカにおける歯科医学教育史の大要
Ａ．１８４０年最初の歯科医学校設立直前の歯科臨床教育の状況

ａ．臨床医の種類と予備実習の性質
ｂ．医科主導下では進歩的な歯科医学教育の成功はおぼつ

かない
ｃ．歯科医学教育は，医科の尊大さのために独立したシス

テムを創り上げた
Ｂ．１８４０年の最初の歯科医学校の組織化によった歯科医学教

育の進歩が，１８６８年の歯科医療における法律時代の開始に
つながる
ａ．最初の歯科医学校
ｂ．歯科医学校の初期の成長
ｃ．総合大学における最初の歯学部と医学部との関係
ｄ．歯科医療の規定が始まった１８６８年に存在していた歯科

医学校に関する統計的資料
ｅ．歯科臨床実習の見習い制度の終了と，歯科医療の法律

が始まった影響
Ｃ．１８６８年と最初の歯科医学校協会設立の１８８４年との間
Ｄ．１８８４年以降のプロモーションのために設立された該協会

のガイダンスによった歯科医学教育の発達
ａ．歯科医学教育におけるコマーシャリズムの興隆と衰退
ｂ．歯科医学教育振興を目的とした特別な協会の漸増に

よった全体的な影響
１．各組織は，カナダ歯学部連盟も一緒，American

Association of Dental School と同様に１９２３年に合併
した
⒜ National Association of Dental Faculties
⒝ Dental Faculties Association of American Uni-

versities

⒞ American Institute of Dental Teachers
２．American Association of Dental Schools
３．Dental Educational Council of America

Ｅ．歯科医学教育における一般的リクワイアメントの進展

第２章 米国における歯科医学教育の現在の主な特徴
セクションＡ．教育リクワイアメントを決定する

歯科医療の現状

Ⅲ．歯科医療の法令による定義と法規
Ａ．歯科医療の法的な状況

ａ．公的コントロールの基本
ｂ．歯科医療の定義と規制
ｃ．判決によった範囲としての歯科

１．歯科医療を構成する法令
２．歯科と医科は法的な慣習に関して厳しい差異はない
３．歯科医師は医師ではない

Ｂ．歯科医療法の施行
ａ．将来性のある臨床医の質の担保

１．直接的な試験
２．州による証明（reciprocity）

ｂ．州歯科医師試験委員
１．役割，委員，任命，期間
２．歯科医師免許更新が望まれる
３．試験委員会委員には高い能力，高潔さ，公平性が求

められる
ｃ．試験委員会の免許機能の教育学的重要性

Ｃ．National Association of Dental Examiners 改善の為の開
かれた重要な機会
ａ．協会の特徴
ｂ．歯科の現状における向上と均一性への期待
ｃ．州間での免許の適切な交換を原則とした均一な国家試

験の必要性

Ⅳ．歯科臨床医の種類，数と分布
Ａ．歯科臨床医の種類

ａ．Dentist あるいは Dental Surgeon
１．一般臨床医
２．専門医
３．歯科における二つの現在の職業的肩書きの選択と称

号に影響する状況
ｂ．Dental or oral hygienists

１．法的状況
２．歯科臨床の補助業務としての歯科衛生業務の起源と

発展
⒜ 予備的な示唆
⒝ コネティカットにおける初期の出来事

⑴ 歯科衛生業務の発展
⑵ 歯科衛生士のための最初の訓練学校
⑶ コネティカット州ブリッジポートにおける口腔

健康サービス
⑷ 最初の歯科衛生業務の法令

⒞ 歯科衛生士の最初の大学コース
⒟ 歯科病院の歯科衛生士のための最初の学校
⒠ 歯科衛生の補助業務への進展

Ｂ．歯科技工士
Ｃ．歯科臨床医の数
Ｄ．歯科臨床医の分布
Ｅ．高い教育リクワイアメントが歯科臨床医の数と分布へ及

ぼす影響

表３ “Dental Education in the United State and Canada” 目次
W. Gies.著
発刊 The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.１９２６．
序文 Henry S. Pritchett.財団理事長
Index を含まない全文で６６４ページ
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Ⅴ．歯科サービスの黒人への欠落
Ａ．人口のある割合での健康にたいする差異のコミュニティ

にたいする危険性
ａ．黒人の健康への無関心の広がりの結果
ｂ．有色人種への口腔健康サービスの重要性

Ｂ．米国における黒人歯科医師の数，分布と組織
ａ．数と分布
ｂ．組織

Ｃ．国家的緊急課題である黒人への健康サービス教育の拡大
ａ．有色人種社会での有色歯科医師の一般的サービス能力
ｂ．健康サービスをよく教育された有色歯科医師の人数の

増加，より効果的な分布の緊急的必要性
ｃ．現状の黒人歯科医師数育成への不足

Ｄ．有色学生のための歯科医学校へのさらなる一般的な支援
の緊急性
ａ．ハワード大学歯学部とメハリー医科大学
ｂ．黒人のためにさらなる歯科医学校の必要性

Ｅ．全般的考察

第二章（続き）
セクションＢ．歯科医学校の役割

Ⅵ．州法と専門職協会機構による歯科医学校の規則
Ａ．歯科医学校の外部統制による各種政府機関とその成り行

き
Ｂ．歯科医学校にたいする最小限必要条件の法令によった規

定
ａ．評判となる明白な必須条件によった学校の統制

１．評判に影響する全体的な細かい説明書
２．悪質学校卒業生への洲免許承認を拒否する官庁（権

威）
⒜ 司法機能
⒝ 学校の評判を決定する権限までは委任されていな

いと考える
⒞ 資格試験において記録に関する証拠の認定は学校

の卒業による
３．世評対策はもはや必要最少条件ではない

ｂ．学生指導の範囲と状況に影響する必要条件を通じた学
校の統制

Ｃ．専門的職業機構の助言での統制
ａ．臨床医の一般的組織機構
ｂ．特別教育組織機構

１．American Association of Dental Schools
２．Dental Educational Council of America

⒜ 歯科医学校の最初の公的クラス分類以前（１９０９－
１８）
⑴ １９１６年におけるクラスＡにたいする最初の最少

必要条件を公表する以前の状況
⑵ クラスＡにたいする最初の最少必要条件（１９１６）
⑶ Dental Faculties Association of American Uni-

versities による反対
⒝ 最初の歯科医学校の公的クラス分類（１９１８）
⒞ １９１８年以降の歯科医学校の分類
⒟ 該委員会のクラス分類方法の特別な特徴

⑴ ポイント法による分類
⑵ 価値の欠乏，クラス分けの目的にたいして，卒

業生にたいする資格試験不合格者率
⑶ クラス分け基準の出版

⒠ 助言による現状の改善並びに評判の向上と委員会
の役割
⑴ その関係から予知される改善
⑵ 提案によった再組織化と評判の拡大

Ⅶ．歯科のカリキュラムと教授
Ａ．カリキュラム発達の概略

ａ．初期の影響
ｂ．１８８４年以後の重要なモデルカリキュラム

ｃ．１９２５－２６年での歯科と医科のカリキュラムの対比
Ｂ．専門教育前教育の必要条件

ａ．高等学校卒業を必要条件とした National Association
of Dental Faculties の影響

ｂ．アカデミックカレッジでの１年間の勉学を必要条件と
した Dental Faculties Association of American Univer-
sities の影響

ｃ．医学教育予科の必要条件との比較
Ｃ．歯科医学教育に影響する現在の状況

ａ．器械的な側面
ｂ．審美的な側面
ｃ．医学との関係

１．医科学
２．臨床医学

ｄ．臨床歯科医学
ｅ．卒業実績
ｆ．特別カリキュラムとコース

Ｄ．歯科教育の一般的な質と教師の社会的地位

Ⅷ．歯科医学校の器具と財政的支援
Ａ．器具

ａ．初期の状況
ｂ．最近の発達
ｃ．供給側との好ましくない関係

Ｂ．財政的支援
ａ．私有財産時代
ｂ．最近の状況
ｃ．寄附の必要性

Ⅸ．研究
Ａ．歯科への一般的導入
Ｂ．歯科医学校と医学校における研究の対比
Ｃ．歯科医学校における研究障害の特別な状況
Ｄ．歯科医学研究における一般的進歩

ａ．修復における成功
ｂ．予防における失敗
ｃ．歯科医学研究進展のための特別な機関

１．学術雑誌と学会
２．米国歯科医師会の研究財団と研究委託

⒜ 設立と業績
⒝ 計画と目的における委託の欠点
⒞ 助言によった計画の変化

Ｅ．歯科医学校における研究にたいする幾つかの緊急課題
ａ．治療法への持続的な興味の必要性
ｂ．不可欠な生物学的配慮
ｃ．正常な歯牙萌出過程に関する多様な要因
ｄ．口腔環境における有害な要因

１．エナメル
２．歯周組織

ｅ．上述のｃ，ｄで概略を示した二つの分野における好ま
しい研究の実例
１．遺伝に直接影響する歯牙と口腔の異常の種類
２．エナメルにおける無機質の精密な元素配置と石灰化

構造，エナメルは化学的変化に抵抗することにおいて
変異と特定の関係を有している

Ｆ．歯科医学校における研究推進のための高度な必要条件

第３章 米国の歯科医学教育に期待される改善
Ⅹ．全般的な再組織化への提言

Ａ．再組織化への提言の基本
Ｂ．総合大学歯学部教育への重大な注意点
Ｃ．授業と研究の向上にたいする必要条件，そして歯科医学

校教員の社会的地位の向上
Ｄ．歯科医学教育予科と医学教育予科の同等化

ａ．アカデミックカレッジでの少なくとも２年間の修学の
一般的な利点

ｂ．学生の進路指導に熱心なアカデミックカレッジにおけ

２８ 金子，他：米国ガイス報告と東京歯科医専の歯科医育調査会
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立されて以来すでに８０年を経ていて１９２０年には米国
に４５校の歯科医学校（歯学部・歯科大学）が存在して
いた２６）。ただし，その質は玉石混交であったことか
ら，記述したように歯科界自身が自律的組織的に教
育の向上を図り出していた。こうした初潮にあって
ガイス報告は発表された。

ガイスは，歯科とは何か，その教育は医学との関
係でどうあるべきかという今日的な命題に言及して
いて，血脇はその内容を報告書に記載している。
２）ガイス報告の趣旨

ガイスが報告書の序論と総括的結論で述べている
ことは，歯科のアイデンティティであろう。血脇の
報告書では，ガイスのこの総括的結論が「歯科学教
育調査の総括的結論」６９－７１pp として掲載されて
いる２６）。そしてこの編は１９２５年のガイス報告からで
ある旨が記されていることから，血脇報告書の編纂

中に入手できたガイス報告書の同部を最後に差し込
んだものと推察されるが，報告書の自序にこの言
及はない。いずれにせよ，血脇報告書は１９２２年の
The American Association of Dental Schools での
講演内容の収録２６）と１９２５年のこの総括的結論を合わ
せてガイス報告の趣旨が翻訳転載されている。従っ
て，我々はガイス報告の趣旨を今日血脇の報告書か
ら十分に知り得る。余談であるがガイス報告，ある
いは血脇報告がその後の我が国の歯科医学教育論の
議論で引用されることがきわめて少ないことを奇異
に感じる程である。

以下にガイス報告の趣旨を記述する。
⑴ 歯科のアイデンティティ４３）

ⅰ）歯科医学は直接には歯牙及び近接口腔諸組
織，間接には身体他部ならびに全身臓器に関す
る保健事業に対する重要な一領域である。

る状況
ｃ．前職業教育期間を通じた職業の一般的適正試験の望ま

しい状況
ｄ．歯科医学教育にたいする特別な利点
ｅ．歯科医学から一般教養のカリキュラムへの移行が可能

な一般教養科目
Ｅ．一般歯科臨床医実習に限られる３年間の卒前カリキュラ

ム
ａ．現在の卒前教育カリキュラム年限において期待される

短縮の基本
ｂ．一般歯科臨床医実習に限られる卒前の基礎カリキュラ

ムの重要性
そして，専門医学位カリキュラムの指定

ｃ．卒前コース授業の改善
１．器械的側面
２．審美的側面
３．医学的知識
４．臨床実習

ｄ．提言した卒前専門教育の４年制から３年制への短縮へ
可能性
１．Dental Educational Council の寛大な規則によった

認可
２．一般教養カレッジから専門過程へ入学した学生の経

験
⒜ 一般的
⒝ マーケット大学での観察
⒞ 州歯科医師試験委員会の認可決定

３．ミシガンの歯科技工士学校における授業時間の重要
な短縮

Ｆ．複合した卒前教育カリキュラムの多様性
Ｇ．全ての種類の口腔専門医化のための卒後研修
Ｈ．学位コース（大学院）の２－３年プランの一般的状況

ａ．一般教養学位記と専門職学位記
ｂ．利点の要約
ｃ．指摘された欠点に関する議論

第Ⅳ カナダにおける歯科医学教育
Ⅺ．カナダにおける歯科医学教育

Ａ．序論

Ｂ．歯科臨床の一般的状況
ａ．自治領設置前
ｂ．イギリス自治領カナダ連邦以降

１．法律
２．臨床医組織

Ｃ．歯科医学教育の進歩
ａ．オンタリオ州にできた最初の永続的なカナダの歯科医

学校設立以前の状況
ｂ．最初のカナダの歯科医学校
ｃ．後に続いて創立したカナダの歯科医学校

１．ケベック州
２．ノバスコチア州
３．アルバータ州

ｄ．カナダの歯科医学校卒業生の数
ｅ．歯科医学教育の向上を目的とした組織
ｆ．カナダの歯科医学校の教育的利点
ｇ．機器と財政面の必要度

Ｄ．カナダ・米国間の現在の歯科関係の重要性

第Ⅴ章 概説と結論
Ⅻ．概説と結論

Ａ．生活歯牙との関係
Ｂ．歯牙および口腔疾患の流行
Ｃ．口腔健康サービスの重要な欠落

ａ．歯牙感染症の十分な治療の非確実性
ｂ．歯牙疾患予防の失敗

Ｄ．口腔健康サービスの改善のための主要な必要条件
ａ．臨床
ｂ．教育
ｃ．研究

Ｅ．歯科のより進んだ発展にたいする社会的責任
Ｆ．全般的結論
Ｇ．謝辞 （以上２４５頁）

第Ⅵ章 米国とカナダにおける歯科医学校

第Ⅶ章 補遺

歯科学報 Vol．１１６，No．１（２０１６） ２９

― ２９ ―



ⅱ）歯科（dentistry）は現に保健サービス（health
service）の独立した一科であり，また将来これ
を維持するに適するものである。

保健サービスとは，健康の保持または増進，
健康の回復，または不健康からくる苦痛の予防
あるいは軽減に資するあらゆる労務（教育的ま
たは直接的な何れのものでも）を指す２７）。歯科
は保健サービスの中でも最も変化があり最も有
効でありかつ価値有る一科であって，これを完
全に施行するのには特別な困難を伴う。それ
は，医学・器械学および審美学的要求が相伴っ
て必要とされるからである。

ⅲ）歯科はその治療において高度の器械的な分
野を持つ。歯科を構成する要因は医学（medi-
cine）・器械学（mechanics）・そして美術（ある
いは審美）（art）であり，これらが鼎の脚となっ
ていて，その一脚が外れれば歯科の存在は失わ
れる。

⑵ 歯科医業は以下を目的とする学術的職業であ
る２７）

ⅰ）直接に歯牙並びに周辺組織に関連し，また間
接にはこれを介して身体他部ならびに全身に対
して科学的な保健サービスの原則を立て，かつ
あらゆる形のものを実施することである。

ⅱ）歯牙ならびに口腔の状態と全身疾患との間の
相関的原則を樹立し，ことに後者が歯牙並びに
隣接する口腔に及ぼす影響を明らかにすること
である。

ⅲ）歯科医師は口腔保健サービスを司どるのみで
なく口腔診断に基づき全身保健の相談的なサー
ビスにも当たり得るように教育されなければな
らない。口腔並びに全身疾患の発生を知り得る
とともにその相互関係の存在を明らかにし，ま
たこれによって患者を指導することができる。

上記ⅱ）に関する医科と歯科との関係について，
１９１４（大正３）年の第６回万国歯科医学会議（ロンド
ン）でイー・シー・カークが「歯科医育の風潮」とし
て講演している４４）。そこでは「批評家の悪口ために
低級な階級を保持している歯科医もいるが，今や歯
科医の教育は一新され歯科界においては口腔が万病
の源泉地なるを医界もこれを認識し，歯科界と一般

医界が密接な関係である必要を両者は感じている。」
とし，また，同会議に日本の政府代表として出席し
た島峯 徹は，「これからの歯学部教育は医学部と同
じく，全身の基礎医学を取り入れなければならな
い」と講演したと報告されている４５）。１９２０年代初期
には，感染歯牙による全身への影響が，いわゆる
focal infection として問題視されてきた。米国歯科
雑誌では全身の健康のためにう蝕歯牙を全て抜去す
べきか否かを巡って激しい論争が起きていることを
伝えている４６）。

更に１９３０（昭 和５）年 に は 来 日 し た E. D. Black
（ノースウエスタン大学歯学部長）が，都内歯科医学
生に以下のように講演している４７）。「多年にわたっ
て歯科医術は技術的偏重に偏り，歯学教育において
も歯牙の破損と脱落に対する修復補綴をして咀嚼が
できればそれでこと足れるとの状態で経過してきた
が，多方面の研究が進むに従って歯牙口腔の疾患が
全身の種々なる疾患の原因になることが明らかに
なってきた。このため歯学教育方針も一大変化を齎
すに至った。即ち今日の米国では医師が歯牙のＸ線
写真を観察しないで，いかなる疾患の診断も行うこ
とに肯定することはない状況になっていることから
も歯科と医科との関係は理解されるであろう。」

カークの講演はガイス報告の１０年前，ブラック学
部長の講演はその６年後であり，米国における歯科
医学進展の一端を示していて興味深い。
３）ガイス報告の提言４８）

⑴ 歯科医学に対して
ⅰ）歯科医学の効果

歯科医学は，患者に対する施術内容の効果に
ついて医科における口腔専門分科と全く同一程
度でなければならない（血脇の米国視察報告に
おいても上記該文が掲載されている）。

ⅱ）新しい今日的な歯科の定義
歯科は oral physician として眼科耳鼻科のよ

うに医科の専門科と同等のカテゴリーにある必
要があり，その発達のためには「新しい今日的
な歯科の定義」，すなわち口腔保健サービスの
範囲の適切な拡大が要求される４２）。

ⅲ）医師の教育における歯科医術の欠如
歯科における手技的作業の異常に精妙なるこ

とが保健サービスの独立なる部門とならしめ
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た。顎顔面外科ならびに大口腔外科は医科と歯
科との境界に位するものであるが，今これを除
いて，現在医師にたいして果たせられている教
育に基づいて歯科医術が出来るかを考えてみれ
ば，歯科が医科の一専門科であると認めること
はできない。

ⅳ）歯科における予防の重要性
歯科の仕事の質を向上させて量を減じること

は最も適切なる点であり，予防（質）の方面で大
なる成功が得られれば人工補綴（量）の必要は減
少するはずである。低級な医科医術はこれを行
わない場合よりもむしろ患者に対して害となる
ものである。

ⅴ）科学的生物学的な知識ならびに器械学的原理
の応用

現在行われている多くの歯科の器械学的方面
の基盤は非常に経験的であり，その結果は病理
的状態を継発させる方法となっている。教育に
おける狭小なことがこのような浅薄な結果を来
たしている。科学的生物学的な知識ならびに器
械学的原理の応用は確実な業務の個々の場合に
おいて必要とするところである。このような知
識とならびに実施とはこれを獲得するのに適し
た教育においてその精神を陶冶した人々によら
なければ達成し得ないものである。

ⅵ）歯科医界におけるジレンマ
近年歯科がその保健サービスにおいて重要な

こと，医科の一科と見るべきものであることを
理解されるになるにつれここに一つの「ジレン
マ」に陥る観がある。歯科がその領域内におい
て保健サービスを行う能力が医科の一科と対等
であるほどに発達すべきか否かの選択は，一に
現在の歯科医界の取捨に任されている。

ⅶ）歯科に対峙する医科の口腔専門科
若し歯科が医科の口腔専門科と同一の程度の

価値を備えれば―当然のことでわれわれの切望
するところであるが―歯科は公衆の信頼を得て
その独立の位置を立派に保持し得るであろう。

ⅷ）口腔専門医と対等な歯科医
しかしながら口腔専門医と対等なる能力に発

達しなければ，公衆は医科のなかに口腔保健
サービスをするに適する一専門の創設を要請し

もはや歯科を見返らなくなるであろう。そし
て，歯科医は医科の専門医の技術的助手の役目
するだけに限局させられてしまうだろう。

⑵ 歯科医学教育に対して４８）

歯科医学教育は，今や重大な過渡期に遭遇して
いる２６）。歯科医師はこれを一団として全身的な保
健サービスにあたり得るよう教養が与えられなけ
ればならない。単に歯科外科医（dental surgeon）
や口腔技術者（oral technician）ではなく，進んで
口腔科医（oral physician）であり口腔の公衆衛生
学者（oral sanitarian）とならなければならない。
従って，歯科医学教育は独立に運営されているが
医学教育とは全く同等のレベルに置かなければな
らない。歯科は医学と同程度の教育標準に達する
までは近代の保健サービスの要求を十分に満たす
ことはできない。歯科を医科の口腔専門科と同等
にし，また歯科医学教育を医学教育と同等にさせ
るためには，歯科医学校に入学する高等普通教育
の最低レベルを医学校と同等にしければならな
い。同程度の教育とは教育の同一なることを必要
とするのではない。そこで，
ⅰ）歯科医学予科教育（predental education）の充

実
歯科医学予科教育が，その高等普通学教育の

性質において医学予科教育（premedical educa-
tion）と同様でなければ歯科をして知的社会的
並びにサービス的に医科と同等にさせることは
できない。

ⅱ）医学教育に準じた２年の「カレッジ」
米国の医学教育は，１９１８年以来４年制「ハイ

スクール」終了後すくなくとも２年の「カレッ
ジ」を修めることを入学の最低資格とした。こ
うした条件を医科が必要とした理由によって，
以下のことが勧告される。すなわち，保健サー
ビスの口腔分野でも同様に直ちにカレッジ２年
終了が必要とされる。そして，カレッジの課程
は医科歯科が連合できるし，かつしなければな
らない。その利益は明白である。

ⅲ）カレッジ在学中に育成される重要な基礎的能
力

高尚なる精神を抱懐する指導者たる能力，研
究的並びに構想的思索の能力は専門家たる人々
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において極めて緊要なる性質であるが，それら
はカレッジ在学中にモチベーションとなりかつ
助長せられるものである。

ⅳ）歯科医学教育は大学において行われるべき
歯科医学教育は大学の職分とすべきである。

歯科の最も好適な授業は大学において歯学部の
教員と医学部ならびに工学部の教員とが互いに
密接に協力することによって獲得できる。近事
最も熱望されることは教授法を改良することと
共に研究業績を上げることである。

ⅴ）慈善家による歯科医学教育の奨励誘導
歯科医学校において患者と学生からの収入だ

けで維持しようとすれば良い教員を得ることは
できない。従って業績を上げることはできな
い。大学はその状況を明瞭に公表し，公衆のた
め歯科医学のためまた自己のため世間の慈善家
が，歯科医学教育を支持し奨励する精神になる
よう誘導する必要がある。この慈善行為によっ
て口腔保健サービスが十分な発達を遂げ，また
最高の領域に達しなければならない。

ⅵ）「two-three-graduate」（２－３－卒後専門研
修：著者註）制度について

Pre-professional study（進学過程：著者註）と
して２年，歯科医学教育として３年を歯科医育
機関の基盤とする必要がある。そしてその後に
専門研修を大学院で行う。この制度は「２－３
－卒後専門研修」計画として知られ，この制度
を５校が採用したが，賛同しなかった歯科医学
校もあった。しかし，次第に多くが賛同し，歯
科医学教育は進展した４２）。

Ⅲ．ガイスの履歴

William John Gies（図４）は１８７２（明治５）年２月２１
日に Maryland 州 Reistertown に生まれ，１９５６（昭和
３１）年５月２０日に Pennsylvania 州 Lancaster で没し
た。享年８２であった。彼は１８９１（明治２４）年 Gettys-
burg College から BS degree を，１８９７（明治３０）年
Yale University から Ph D を得た。彼はニューヨー
ク マンハッタンの Columbia 大学の生化学教授を
１９０７（明治４０）年から１９３７（昭和１２）年まで勤めた４９）。
１９０９年に彼は New York Institute of Oral Pathol-
ogy の委員会から歯科に関する生化学的な研究を協

働することを依頼されたことから歯科の研究と教育
に強い関心を持った。彼は直ちに歯牙のう食と歯周
病の研究に取り掛かった５０）。

１．コロンビア大学歯学部
Columbia 大学は King’s College として英国王

ジョージ２世からの勅命で１７５４（宝暦４）年設立，英
国との独立戦争によって学校運営が中断していたが
１７８４（天明３）年 Columbia College として再開し，
１９１２（明治４５）年 Columbia University と改称した。

医学部（The College of Physicians and Surgeons）
は１７６７（明治４）年に設置され，北米植民地では Doc-
tor of Medicine の称号を与えた最初の医学校であ
る５１）。

歯学部（The College of Dental Medicine）は１８５２
（寛永４）年に遡る５２）。１８５２年に NY 州は The New
York College of Dentistry，後の The New York
College of Dental and Oral Surgery を認可した。
１９１６（大正５）年コロンビア大学は歯科が保健医療の
重要な部分であることを認識し，大学の重要な領域
であることから歯科医学教育のための独立した Col-
lege を設置した。その少し後に The New York
Post Graduate School of Dentistry と The New
York School of Dental Hygiene を吸収し，１９２３（大

図４ William John Gies.（１８７２－１９５６）
The First Fifty-year History of the International

Association for Dental Research, １９７３, The Univer-
sity of Chicago，p．８６から引用（IADR の好意による）
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正１２）年には The New York College of Dental and
Oral Surgery を合併して School of Dental and Oral
Surgery of Columbia University とした。現在の名
称は Columbia University College of Dental Medi-
cine（CDM）である。余談になるが現在の歯学部長
は，Christian Stohler 教授で，彼は数年前までメ
リーランド大学歯学部長として長年同校の教育改革
と研究振興のために辣腕を振るい全米歯学部ランク
の上位維持に大きな貢献をした。彼はスイス人であ
る５３）。

２．歯科医学研究の推進者として５４）

さて，歯科は１８００年代中期以降に米国を中心とし
て主として外科的な専門職として急速に発達するの
であるが，その理由としてあげられるのは，口腔疾
患のひどい罹患者数であり，それらの病因の詳細な
知識は欠けていたが，可能な外科的な治療技術に関
する知識は集積されていった。

臨床における特に重要な進歩は，歯学部あるいは
歯科医学校で修学した一連の歯科医学研究者の貢献
を通じて従来の歯科とは次第に異なってきた事であ
る。その顕著な研究者としてのあげられる一人目は
W. D. Miller（１８５３－１９０７）である。彼はカリエスの
化学的細菌学的な原因論の発見者であり，数年間ベ
ルリン大学の保存学の教授としてドイツで過ごした
アメリカ人である。二人目はシカゴの G. V. Black

（１８３６－１９１５）である。彼は１９世紀の突出した歯科医
学研究者として認められている。彼はう蝕歯の窩洞
形態の基準を作成しただけではなく今日に通じる
予防歯科にも大いなる貢献をした。同様のインパク
トを与えたヨーロッパの科学者としてはスイスの
チューリッヒ大学の A. Gysi（１８６５－１９５７）を上げる
ことができる。

W. J. Gies（１８７２－１９５６）は４番目の顕著な歯科医
学研究者としてあげられている。彼は優れた生化学
者であり，歯科医学研究では生化学と細菌学との共
同研究で成果を上げた。彼は多くの執筆を行い，論
文・パンフレット・著書などを合わせると６００編に
及ぶ。それらは現在，Columbia’s Augustus C Long
Health Science Library に収集されている５０）。

３．Journal of Dental Research 発刊と IADR 設立
者として
彼の貢献で特に重要なことは，１９１９（大正８）年の

Journal of Dental Research の発刊である。歯科領
域における有能な研究者の科学的な貢献のための高
度な流出路が必要だと考えていたガイスは，１９１８

（大正７）年に雑誌発刊のため組織化を図り１９１９（大
正８）年に Journal of Dental Research を出版する
ことで彼の計画を完成させた。彼は１６年間無償で
編集に従事しただけでなく，赤字を個人で補填し
た５４）。

１９２０（大正９）年に International Association for
Dental Research（IADR）が設立された。１９２０年１２月
１０日のさほど寒くない金曜日の夕刻にガイスを含め
た２２名がコロンビア大学の大学クラブに参集した。
集まった目的は，国際組織で研究を推進することの
妥当性を討議するということだった。この会合によ
り IADR は発足した。ガイスの呼びかけに応じた
研究者は２４名であったことから，これらの複数者が
IADR の founder と書かれることもあるが牽引者は
ガイスである。最初の IADR 年次総会は１９２２（大正
１１）年ニューヨークで開催された。ガイスは１１年に
わたって IADR の専務理事を勤め，第１６代 IADR
会長（１９３９－１９４０）に就任している。なお，１９３４（昭
和９）年に Journal of Dental Research の所有権移
転の申し出が IADR にあり，IADR はそれを受け
た５４）。

東京オリンピックが開かれる２０２０は，IADR 設立
１００周年に当たる。IADR は今日，質の高い巨大な
学術組織に発育している。グローバルな歯科医学研
究の普及発展という初期の目的は，設立者たちの
願った通りになっている。現在の IADR 学術グ
ループは，２７となっていて年次総会は，例えば２０１６

（平成２８）年は９月に４日間にわたってイスラエルの
エルサレムで開催される。世界から１万人以上が集
まるだろう。２０１５（－２０１６）年まで９２名の会長が誕生
しているが，日本からも３名が選挙で選ばれてい
る。第７５代（１９９８－１９９９）作田 守（大阪大学教授），
第８２代（２００５－２００６）黒田隆之（東京医科歯科大学名
誉教授），第９１代（２０１４－２０１５）我孫子義満（日本大学
松戸歯学部教授）であり，アジアからはこの３名だ
けである。
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４．ガイス報告
ガイスのこうした業績と共に，いや最も今日でも

歯科関係者の記憶にある業績は，カーネギー教育振
興財団によるガイス報告であろう。この報告により
ほとんど全ての単科歯科医学校は総合大学に吸収あ
るいは合併して歯学部となった５４）。

ガイスがカーネギー教育振興財団から歯科医学校
改革のための調査研究を指名された理由は彼の歯科
医学教育への並々ならない意欲だと説明されてい
る５０）．上 述 し た１９０９年 か ら の 歯 学 研 究 へ の 関
与，１９１６年からコロンビア大学での歯科学生への教
育などの実績とともに，ガイスは歯科医師でないこ
とから公正な評価を下せるとプリシェット理事長は
判断したのであろう。既に医学教育改革が医師でな
いフレクスナーによった報告で成功を納めていたこ
ともあった。

ガイスは１００年前に J. Dent. Res.を発刊し，IADR
を発足させ，そして，歯科の存在価値を明確にし，
独立した歯科医学教育のあり方と方策を提示した。
今日の歯科の現状を考えれば彼の先見性に高い評価
が与えられるのは当然であろう。歯科臨床は，研究
と教育の土台に支えられなければ進展はなく，進展
がなければ歯科は医療としての社会的評価を得られ
ない。得られないだけではなく歯科医師は消滅する
だろうという彼の理念は時代が進むにつれてより明
確になっている。ガイスはアカデミーの人物である
が歯科医師ではない。アメリカ歯科医学の発展は，
上記のことを発案者の素性に拘らず歯科医学界が受
け入れる土壌を持っていたことに大きな要因がある
と筆者らは考える。２０世紀初頭に米国歯科界が中世
ギルド的性格が強い排他的閉鎖業界であれば科学を
基盤にした斯界には発展しなかったであろう。

Ⅳ．ガイス報告の今日的意義

長年ハーバード大学歯学部長の席にある Bruce
R. Donoff（ブルース・R・ドノフ）は，ガイス報告８０
年後の２００６年に「It is time for New Gies Report」
と題した論文を発表しているので，この中で述べら
れているガイス報告の今日的意義を紹介したい５５）。
「ガイス報告における顕著で重要な座標は，狭量

になりがちな歯科医学教育の世界から踏み出して，
歯科医学教育に内在するより広い背景に焦点を当て

たことである。このことは彼が歯科医師でなく科学
者であったことを想起すべきである。今日に至って
もガイス報告は，絶え間なく変化していく専門職と
しての歯学教育に対して最も包括的で影響力の強い
視点を保っている。ガイス報告は，１９９５年の Insti-
tute of Medicine（IOM）Report や Dental Education
at the Crossroads などに比べると読まれることが
少ないようだが，連続的な歯学教育のいかなる論議
においてもその基本となっている。」ドノフは以上
の如く述べている。更に彼は，ガイス報告を基盤に
して現在の大学・歯科医学・医療環境から新しい視
点が歯学教育に必要だとし，６項目を挙げている。
尚，ドノフは以下の言葉を締めくくりに書いている
ので付け加えておきたい。

大学における指導者，医師，科学者はどこに向か
おうとしているのか，それは何故なのか常に自ら意
識しなければならない。われわれは，将来の夢を語
れる人物とそれを製図に書ける人材を必要としてい
る。そしてニッサン自動車のデザイナーである
Jerry Hirshburg の言葉を引用している。「夢を与え
る仕事のなかで創造力とは，知識 information と技
術 skills を統合させる力である。」

Ⅴ．世界最初の歯科医学校設立がもたらした専門
職としてのDDS資格

古くから Dentist という職名は存在していたが，
その職名に Doctor of Dental Surgery（DDS）という
肩書きが付与されたのは，世界最初の歯科医学校の
卒業生であった。その理由は，１８４０（天保１１）年設立
されたBaltimore College of Dental Surgery（BCDS）
は州議会による認可だったからであり，それは公認
された歯科専門医という職業人 profession の出発
点でもあった。該校の設立には興味深い経緯があっ
た４３）。

ガイスは，その報告書の General History of Den-
tistry のなかで，BCDS の設立は，その創設者が医
学の支援の下での歯学教育の発展のために努力した
が不成功に終わったためであり，その結果，医学に
侮蔑されて歯学教育は独立したシステムを創造した
と記している。独立した歯科医学校の設置が医師・
歯科医師二元制の起点となっている。今日の歯学教
育のルーツは，BCDS にあるといっても過言ではな
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いだろう。次回には時代を遡って BCDS の創設，
当時の医学教育とそれに関係する「フレクスナー報
告」について記述したい。

おわりに

我が国では歯科医学専門学校の大学昇格を阻む政
策がとられた一方，米国では歯科医学教育の向上策
は，総合大学の歯学部に移行させる方策によって行
われた。前者は内閣文部省によって，後者は政府行
政の関与はなかった。米国での歯科医学校の学部化
は，ガイスを通じて提示された歯科医学教育に関す
る明確な理念を社会が同意することで加速されて
いった。

我が国の近代化は，欧米に追いつけ追い越せとい
う意識で進展したが，歯科医学が科学だとすれば，
両国の歯科医師育成方式からもたらされる果実は，
大きな差異を生じさせることは明白であった。科学
を進歩させる源泉である創造を目的に含めない教育
によった我が国の歯科医学歯科医療は，米国と同じ
土俵に登れなかったことになる。このことを血脇，
奥村が理解していたことは血脇の報告書から明らか
である。しかし，同時に可能なことを実行すること
によって東京歯科医学専門学校を大学レベルにする
という強い意思を彼らは抱いていた。米国教育事情
を「歯科医育調査会」の資料とし，詳細な報告書を
書かせたのもこの意思にほかならなかったと思考で
きる。我が国の歯科が太平洋戦争によって停滞後退
をしなかったと仮定しても高等教育政策において研
究の土壌が乏しい日本が世界的な斯界において先導
的に貢献し得たとは考えられない。
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