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はじめに

太平洋戦争以前の歯科医育機関は，大正後期から
日中戦争によって戦時体制が敷かれる昭和初期まで
の間に最も興隆した。大学令が公布された１９１８（大
正７）年では歯科医学専門学校は僅か３校（東京・日
本・大阪）であったがその１０年余後の昭和３年には
官立歯科医学専門学校が初めて設立されて８校（東
京・日本・大阪・日本大学専門部・九州・東洋女
子・東京女子・官立東京高等歯科医学校）となって
いた。そして，それらのうちの私立歯科医学専門学
校はいずれも文部大臣の指定校認定を受けていた。
うち２校は女子歯科医学専門学校であった。さら
に，歯科医師国家試験の受験資格を得るための歯科
医学校は全国で少なくとも４校（東京・日本大学・
京北・広島女子）が活動していた。歯科医籍登録者
数は大学令実施年の１９１９（大正８）年には５，３４２名
で，その前後の５年間では１９１４（大正３）年は２，３６３
名，１９２４（大正１３）年は９，９８３名と５年毎に倍増し
た１）。
東洋歯科医学専門学校は，大正末期に日本大学専

門部歯科となった。これは，米国における歯科医学
校から大学歯学部への移行に類似した日本での先取
りと見ることもできる。さらに長く課題となってい
た官立歯科医学専門学校が昭和初期に設立され，私
立だけだった歯科医育機関が初めて好ましい形態と
なった。そして，両校の設立趣旨にはその後の歯科

医学・歯科医療の発展に欠かせない要因が謳われて
いた。１９２０年代には米国の歯科医学教育において顕
著な改革が進展していた。我が国でもこの年代後半
から各校の多様な理念に基づいた教育が進展し，次
の時代に移る態勢が整ってきた。しかし，歯科医学
専門学校は，大正中期の高等教育制度改革の中で大
きな壁に直面していた。
明治中期以来，民間から始まり民間によって発展

した歯科医育機関は自らが努力すれば最終到達点で
ある大学昇格が果たせるという希望は，大正７年１２
月発令の「大学令」を契機に消え去ったのである。
このことは我が国最初の官立歯科医学専門学校にお
いても同様となった。大正中期の大学令によった制
度は，その後昭和２０年に太平洋戦争で敗戦を迎える
まで基本的な構造を変えることなく継続され，一校
たりとも歯科大学が誕生することはなかった。した
がって，明治期から太平洋戦争敗戦までのわが国近
代の８０年にわたる過程で，この大学令は歯科医学教
育・歯科医療にとって極めて厳しい分水嶺であった
ことになる。
なぜ歯科医学が大学教育足るべく評価が得られな

かったのか。この事実の検証には当時の歯科医育機
関の状況を知ることが欠かせない。そしてこの検証
は今日的な課題への対応にある示唆を与えるかもし
れない。そこで表題の第３編では，大正後期から昭
和初期にかけて設立された日本大学専門部歯科を中
心に記すが，改めて大学と専門学校の性格，そして
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佐藤運雄による東洋歯科医学校とその後について著
したい。

Ⅰ．私立歯科医育機関の隆盛と「大学令」のイン
パクト

１．大学と専門学校の成り立ち
わが国の近代教育制度は，明治５年の「学制」に

よって計画され，高等教育においては１８８６（明治１９）
年に「帝国大学令」（表１）の公布をみた。大学とは
何か，どのようなものでなければならないかについ
て，国家によって明確なモデル，我が国の大学の
「範型」が初めて明示された２）とはいえ，この時
「帝国大学令」の対象となったのは東京大学だけで
あり，該法令により名称が「東京帝国大学」となっ
た。この大学理念がその後の大学新設（昇格）の範と
され，それは約半世紀後に制定された「大学令」の
核としてその後も変わることなく継続した。
明治２０年代初期に設立された複数の歯科医学校は

府知事に認可された各種学校で，各種学校の数は
多く明治３０年頃には府内に約１，６００校が活動してい
た３）。明治２２年に大日本帝国憲法発令，翌年には国
会が開設されたことから明治時代は次の新しい二段
階目に移るのだが，教育制度は明治２５年の日清戦争
から整備されていった。その一つが１９０３（明治３６）年
３月２７日に発令された勅令「専門学校令」４）であっ
た。
専門学校という学校群は，すでに１８７９（明治１２）年

９月２９日に制定された教育令（第一次）の第二条で
「学校は小学校，中学校，大学校，師範学校，専門
学校とする」とされ，第七条で「専門学校は専門一
科の学術を授ける所とする」と規定されていた。そ
して，実際に文部省年報では医歯薬などの学校はす
でに専門学校として分類５）されていたが，「専門学校
令」発布以前の専門学校は準拠すべき法令のない継
子扱いされた雑多な学校群であった６）。
明治後半に至って制定された「専門学校令」は，

高等教育を「帝国大学令」による大学と「専門学校
令」による専門学校（師範学校含む）との二重構造に
した。上層が大学で，下層が専門学校である。「専
門学校令」は，帝国大学以外の官立専門教育機関の
制度的位置付けを第一の目的に制定されたのだが，
それ以上に私立専門学校を想定したものであったと

みられている７）。
１９０３（明治３６）年の「専門学校令」発布の時期には
既述したように高等教育機関に関する法令は「帝国
大学令」だけであり，したがって大学とは東京（明
治１０年設立）・京都（明治３０年設立）の帝国大学２校
を指すものであった。ちなみに，東京帝国大学にお
ける明治１９年度の入学定員は４００名で，明治２２年の
卒業生は１２４名であった。そして創立以来１６年間の
卒業生１，５８２名の職業別構成（明治９－２４年）は，官
庁６８３名（４３．２％），学校教員３３８名（２１．４％），民間
２９５名（１８．６％）（私立病院医６名），大学院・留学・
不明・無職・死亡など２６６名（１６．８％）であり，この
うち医科大学校卒業の４３０名（２７．２％）は，官庁医員
１１７名，学校教員１１７名，開業医１１３名となってい
る８）。
官と民との関係で高等教育制度の変遷を整理する

と以下になる。１８８６（明治１９）年に「帝国大学令」が
公布されたが，これは官に対するだけの法令であっ
た。１９０３（明治３６）年に公布された「専門学校令」が
私立にとって初めての高等教育制度となった。即ち
高等教育制度は高層に位置付けられる官だけの「帝
国大学令」と民が加わった低層の「専門学校令」と
の二重構造で形成されたことになる。
このような過程にあって，早期から大学化を計画

していた各種学校があった。１９０２（明治３５）年に東京
専門学校と慶應義塾（大学部）は，名称をそれぞれ早
稲田大学と慶應義塾大学に改称している。文部省の
許可のもと私立学校で初めて大学を名乗ったが，名
称は大学でも文部省の区分けでは専門学校であり，
また法規上は知事によって認可されている各種学校
であった４）。つまり，こうした混乱は高等教育制度
が整備途次であったことを意味する。そしてこの混
乱は，明治３６年の「専門学校令」によって整理され
たのである。それは，私立の各種学校がこの法令に
よって初めて正規の専門学校として高等教育区分に
位置付けされたからである。
「専門学校令」によって法制化された専門学校へ
の昇格には，それまでの各種学校にとっては越えな
ければならない厳しい条件があった。歯科医学校で
は東京歯科医学専門学校が明治４０年に認可されただ
けであった。これは，明治２０年代初期に存在してい
た他の歯科医学校は既に設立後まもなく廃校してい
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たからである９）。
東京歯科医学専門学校よりも早期に認可された私

立医学校は，慈恵医院医学専門学校（明治３６年），熊
本医学専門学校（明治３６年）だけであり，最大の試験
合格者を輩出していた済生学舎は廃校となった５）。
なお，明治３８年に「私立医学校指定規則」が，明

治４０年４月１０日には「官立医学専門学校規定」が公
布されて詳細な規定が設けられた。後者の規定では
官立医学専門学校は医学科と薬学科に分けられ前者
が４年，後者が３年と定められた。これによって医
学専門学校は官立だけでなく私立の学校に対しても
一つの基準が与えられることになった１０）。
わが国の社会機構の近代化は明治から大正へと工

業化を進め，これに伴った国力と個人所得の増加が
高等教育の需要を高めた。正規となった私立専門学
校のその後の拡大と進化は，国際情勢などを背景に
更に大正中期発令の「大学令」をもたらすことで困
苦を伴いながらも私立学校の大学化への道を拓いた
といえる。

２．専門学校の性格と「大学令」のインパクト
帝国大学と専門学校の設置目的は，次の条文が示

すように明確な相違があった。前者では「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
攻究スルヲ以テ目的トス」｛（帝国大学令 第一条）
明治十九年三月二日勅令第三号（官報３月３日）｝と
され（表１），後者は「高等ノ学術技芸ヲ教授スル学
校ハ専門学校トス」｛（専門学校令 第一条）明治三
十六年三月二十六日勅令第六十一号（官報３月２７
日）｝と決められた。即ち，帝国大学は高等教育の
最高位であり，しかも中核をなすものとして研究教
育の重大な任務が負わされていたことに対し，専門
学校は教育機関であり研究機能は求められていな
かった。このため，教育課程も高等学校を修了して
帝国大学に入るコースと中学校卒業後に入学する専
門学校とでは，その修了時点で少なくとも２－３年
の差異があった（明治４１年）（表２）。
上記の高等教育整備の時代を経て，第一次世界大

戦後の大正中期にこれまでの教育制度を改革する大
きな潮流が生まれた。総理大臣直轄の「臨時教育委
員会」が設置され，初等教育から高等教育までが諮
問された。該会議の答申を基にした高等教育改革

が，１９１８（大正７）年に発令された「大学令」であ
る１１）。この「大学令」においても大学の目的は「帝
国大学令」と変わることなく継続され，また「専門
学校令」も審議対象とされたがその目的に主要な改
変はなかった。
これまで帝国大学だけを大学としていた制度を

「大学令」では，基本を総合大学としながら単科大
学を認め，官立に限っていた設立母体を私立公立に
も拡大した。さらに単科大学では予科の設置を認め

表１ 帝国大学令（明治十九年三月二日勅令第三号）

第一条 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

第二条 帝国大学ハ大学院及分科大学ヲ以テ構成ス大学院ハ
学術技芸ノ蘊奥ヲ攷究シ分科大学ハ学術技芸ノ理論及応用
ヲ教授スル所トス

第三条 分科大学ノ学科ヲ卒ヘ定規ノ試験ヲ経タル者ニハ卒
業証書ヲ授与ス

第四条 分科大学ノ卒業生若クハ之ト同等ノ学力ヲ有スル者
ニシテ大学院ニ入リ学術技芸ノ蘊奥ヲ攷究シ定規ノ試験ヲ
経タル者ニハ学位ヲ授与ス

第五条 帝国大学職員ヲ置ク左ノ如シ
総長 勅任
評議官
書記官 奏任
書記 判任

第六条 帝国大学総長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ帝国大学ヲ総轄
ス其職掌ノ要領ヲ定ムルコト左ノ如シ
第一 帝国大学ノ秩序ヲ保持スル事
第二 帝国大学ノ状況ヲ監視シ改良ヲ加フルノ必要アリト
認ムル事項ハ案ヲ具ヘテ文部大臣ニ提出スル事

第三 評議会ノ議長トナリテ其議事ヲ整理シ又議事ノ顛末
ヲ文部大臣ニ報告スル事

第四 法科大学長ノ職務ニ当ル事
第七条 評議会ハ便宜ニ従ヒ帝国大学若クハ文部省ニ於テ開
設ス
評議会ノ議ニ付スヘキ事項左ノ如シ
第一 学科課程ニ関スル事項
第二 大学院及分科大学ノ利害ノ鎖長ニ関スル事項

第八条 評議官ハ文部大臣各分科大学教授ヨリ各二人ヲ特選
シテ之ニ充ツ

第九条 評議官ハ五箇年ヲ以テ任期トス任期満ツルノ後時宜
ニ依リ更ニ勤続ヲ命スルコトアルヘシ

第十条 分科大学ハ法科大学医科大学工科大学文科大学及理
科大学トス法科大学ヲ分テ法律学科及政治学科ノ二部トス

第十一条 各分科大学職員ヲ置ク左ノ如シ
長 奏任
教頭 奏任
教授 奏任
助教授 奏任
舎監 奏任
書記 判任

第十二条 各分科大学長ハ教授ヨリ特選シテ之ニ兼任ス
分科大学長ハ帝国大学総長ノ命令ノ範囲内ニ於テ主管科大
学ノ事務ヲ掌理ス

第十三条 各分科大学ノ教頭ハ教授ヨリ特選シテ之ニ兼任ス
教頭ハ教授及助教授ノ職務ヲ監督シ及教室ノ秩序ヲ保持ス
ルコトヲ掌ル

第十四条 各分科大学ノ教授助教授ノ人員ハ其学科ノ軽重及
学生ノ員数ニ応シテ別ニ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
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て高等学校修了者でなくても中学から予科に入学で
きる方策として，高等教育の就学機会を拡大した。
私立専門学校にとっては先行する帝国大学に準ずる
基準を満たさなければ大学昇格はならなかったため
に大きな苦難があった。しかし，この高等教育大改
革は，歯科医学専門学校にとっては斯界の発展を直
接もたらす仕掛けとはならなかったばかりか，歯科
医業には蘊奥を考究する必要は無い職業であるとラ
ベリングしたも同然の社会的評価を与えることと
なった。大学令によって大学に該当するのは８学部
と規定され歯科は含まれなかったからである。歯科
医学専門学校は大学に相応しい教員，教育内容，施
設，財産の有無でなく，そうした評価以前の足切り
状況に置かれることとなった。研究機能の必要ない
歯科医育機関においては大学卒業の歯科医師は存在
せず，学位も自校では審査も授与もできないという
ことであり，そのため東京歯科医学専門学校では発
令直後に抗議の反応をしたのは学生であった１２）。学
校は不思議なほど直接の言及を避けた。しかし，東
京歯科医学専門学校では校長の血脇守之助が日本連
合歯科医師会会長として欧米の歯科教育事情を視察
し，特に米国での歯科医学教育改革について詳述し
た報告書を作成し，学内外に向かって大学昇格の必
要性を訴え，募金によってその準備を継続した１３）。
そして，連合歯科医師会は１９２５（大正１４）年の歯科医
師法中改正案で歯科医師の大学卒業資格を条文に入
れたが国会討論を経て棄却された。既存歯科医学専
門学校６校の中で少なくとも２校（東京歯科医学専
門学校と日本歯科医学専門学校）は大学昇格の実現
を希望した１２）。両校は実を育てることで法令改正の

機会を得ることも可能であろうと望みを持ちつつ準
備を継続したと推察する。２校の歯科医学専門学校
は明治４３年に指定校を獲得したが，その１０年も経な
いうちに帝国大学に準じた単科歯科大学設立の難題
に向き合わなければならない事となった。日本大学
専門部歯科と東京高等歯科医学校の開設はこうした
大きな課題に歯科医学専門学校が対応しなければな
らない時であった。

３．歯科医師医育機関と歯科医師数
１）歯科医学専門学校と歯科医学校
大学令が公布された大正７年には歯科医学専門学

校は３校に過ぎなかったが昭和３年までの１０年間で
８校となり，私立校はその間全てが文部大臣指定に
より国家試験免除の権利を獲得している（表３）。ま
た，専門学校令以降では専門学校昇格前段階あるい
は国家試験受験を目的とした歯科医学校が専門学校
と常に並立していた。大正後期から昭和初期にかけ
ては東京歯科医学校，日本歯科医学校，日本大学歯
科医学校，京北歯科医学校，広島女子歯科医学校な
どが活動していた。そして，戦前の歯科医学専門学
校の設立は，１９２８（昭和３）年の最初の官立である東
京高等歯科医学校をもって全て終わっている。即
ち，大正後期から昭和初頭において歯科医師医育機
関は専門学校を主体として数的には最も拡大した時
期であった。言い換えれば，明治以来歯科医学教育
の生育過程は，講習会によった黎明期，そして体系
的な教育が始まった歯科医学校出現の揺籃期から歯
科医学専門学校昇格と指定校認定によった確立期，
そして官立歯科医学校設置によった発展期と重ねる

表２ 大学と専門学校（旧制）との相違

大 学 専門学校

目 的 国家に須要な学術の理論と応用を教授し，そ
の蘊奥を攻究 高等の学術技芸を教授する

入 学 資 格 予科（２，３年制）終了
又は高等学校（３年制）卒業

中学校（５年制）卒業
又は高等女学校（４年制以上修学）

修 学 年 限 ３年，医学４年 ３年，医歯学４年

教 授 会 設置 なし

学位授与権 有り なし

特 典 徴兵猶予，国試免除（医歯薬） 徴兵猶予，国試免除（医歯薬）

備 考 私立：５０万円＋１学部１０万円 供託 低級の大学・２線級エリート養成
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ことができる。
１９２３（大正１２）年９月に発生した関東大地震によっ
て同地の歯科医学教育機関の施設の殆どは灰燼に帰
した。しかし，被災校は旧にも増して拡大充実した
施設設備とした。さらに，大正１２年には，歯科医師
の歯科医学研究による医学博士第１号が誕生して，
歯科医学専門学校における研究が今後集積していけ
る可能性を示すこととなった。この第一号は花澤
鼎によって歯牙の組織病理観察という歯科領域で研
究されたオリジナリティの高いものであり，慶応義
塾大学医学部教授会によって医学博士として第１７号
学位記を授与された１４）。その後昭和１０年までに東京
歯科医学専門学校から１８名の医学博士が輩出してい
る。花澤の翌年には奥村鶴吉が慈恵医科大学で第７
号の学位記を授与された。いずれも学位記番号は若
い。専門学校令により専門学校での研究機能は求め
られていないが，東京歯科医学専門学校では財団法
人化を契機に研究室と研究者人材育成を行ってきて
いた１５）。こうした長年にわたった研究実績が，医学
者の中でも比較的早期の学位記授与をもたらしたの
である。
医学・歯学・薬学の専門学校では研究は特別の機

能ではなく，専門学校だからといって研究を全く行

わなかった施設はなかっただろう。むしろ，専門学
校であっても大学令を契機に研究の充実はより必要
度を増した。それは，医学部教授会の多くが歯科医
師の研究審査を受け入れたことから，個人的にも大
きな目標になった。さらに歯学研究を医科が行うこ
とは殆どなく，特に臨床適用を目的とした基礎研究
は歯科教育施設が行わなければならなかったという
構造的な体質があったからである。こうして大正後
期から昭和初頭にかけて歯科医学専門学校は質的な
面からも発展してきていた１６）。
ところが，昭和初頭までに教育体制が整いだした

ところで軍部の台頭と国際情勢の緊迫，日中戦争そ
して大戦突入によった物資の不足，欧米学術情報取
得と生活の著しい制約は，歯科医学・歯科医療発展
の余地を極端に狭め，官立も私立も望んだ大学昇格
への行政措置は叶わぬ事態となった。したがって，
明治以降の戦前といわれる時代において歯科医学・
歯科医療が質量ともに最も充実したのは大正後期か
ら昭和初期の戦時体制前までといえるだろう。
そして，歯科医学教育が大学として質実ともに全

盛期を迎えるための基盤形成は，戦後を待たなけれ
ばならなかった。

表３ 昭和初期の歯科医学専門学校（国内）

校 名 設置認可 歯科医師法による指定

東京歯科医学専門学校 １９０７（明治４０）年９月１２日 １９１０（明治４３）年２月１日
（１９１１年以降の卒業生）

日本歯科医学専門学校 １９０９（明治４２）年８月１２日 １９１０（明治４３）年６月１日
（１９１１年以降の卒業生）

大阪歯科医学専門学校 １９１７（大正６）年９月８日 １９２０（大正９）年３月１２日
（１９２０年以降の卒業生）

日本大学専門部歯科
（旧東洋歯科医学専門学校） １９２０（大正９）年３月３１日 １９２４（大正１３）年８月１９日

（１９２４年以降の卒業生）

九州歯科医学専門学校 １９２１（大正１０）年７月１９日 １９２５（大正１４）年８月１１日
（１９２５年以降の卒業生）

東洋女子歯科医学専門学校
（旧 明華女子歯科医学専門学校） １９２２（大正１１）年１月７日 １９２６（大正１５）年１１月４日

（１９２６年以降の卒業生）

日本女子医学専門学校
（旧 東京女子歯科医学専門学校） １９２２（大正１１）年７月１７日 １９２７（昭和２）年３月１日

（１９２７年以降の卒業生）

官立東京高等歯科医学校 １９２８（昭和３）年１０月１２日 必要なし

注：歯科医師法による指定（公立私立歯科医学校指定規則によって文部大臣指定で歯科医師国家
試験が免除される）欄の括弧は，国家試験免除が適用される卒業生を指す。官立校は，この
ような指定を必要としない。
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２）歯科医師数
１９１８（大正７）年大学令発布の年に４，７３２名であっ
た歯科医籍登録者は，１９３３（昭和８）年には１７，９８４名
となり１５年間で３．８倍に増加した。明治末期から昭和
初期までの歯科医師数の変遷を見ると大正１０年を境
にして以後経年的に急増している。明治末期から昭
和初期までの医師・歯科医師・薬剤師における人数
の推移を見ると１７），医師は大正時代には大きな増加
は無いことに比して，歯科医師と薬剤師は共に大き
な伸びを示している。そして，医師数の増加は昭和
になって以降が顕著である。明治４３年から大正１３年
までの１５年間を前期，大正１３年から昭和１４年までの
１７年間を後期とすると医師は前半で３８，０４４名（明治
４３年）から８．７％しか増加していないが，その後半は
６８．０％著増し，６４，２３４名（昭和１４年）となっている。
一方歯科医師は，同様の観察で，前半に９．８倍とな
るが明治４３年の１，１２５名という少数がようやく
１０，０００名になったに過ぎない。後半になると前半の
２．３倍となり２３，３１１名（昭和１４年）に達する。薬剤師
では明治４３年の４，６４３名から前半で約４倍（大正１３年
１２，２６７名）となり，後半では前半の２．４倍（昭和１４年
２９，８３３名）となって，人数の推移曲線は殆ど歯科医
師と同様である。大正後期には，医師数および薬剤
師数もほぼ同様の増加曲線を描いている（図１）。医
療担当者の需要増加とそれに応える社会的経済的環
境が整ってきたと考えられる。歯科医師一人当たり
の人口比では大正元年が約４５，０００人，大正１０年が約
８，５００人と減少し，さらに昭和元（大正１５）年では
５，０００人を切り，昭和８年には約３，７００人まで減少し

た１）。
ちなみに，１９２８（昭和３）年における米国の状況

は，人口が１億３，０００万人，歯科医学校は３８校，う
ち単科の歯科医学校は４校であとは総合大学歯学
部（うち２校は医科歯科大学）で，約２，５００名の卒業
生を輩出している。歯科医師は６７，０００名で人口
１，７００人に１名当たりとなっている１８）。
１９１９（大正８）年における歯科医学専門学校は，３
校（東京・日本・大阪）で，指定校として国家試験免
除の特典を有していたのは２校（東京・日本）であっ
た。そして，どのような経緯で歯科医師になってい
るか（歯科医師免許証下付）を見ると１９），同年の歯科
医籍登録者は７５９名であり，そのうち指定校歯科医
専卒業者は２９．７％（２２６名）に過ぎなく，その他の約
２／３余は試験及第によった。この中，大阪歯科医学
専門学校は設立されていたが（大正６年９月７日発
令）第１回生５７名が卒業したのは大正９年３月なの
で２０），歯科医学専門学校卒業生は東京歯科医学専門
学校と日本歯科医学専門学校の国試無試験卒業生で
あり，また試験及第者には大阪歯科医学専門学校卒
業生はまだ含まれていない。
歯科医学専門学校指定校卒業生と歯科医師試験及

第者は大正４年まで拮抗した人数であったが，以後
試験及第者が増加し，１９１８（大正７）年に誕生した約
６５０名の歯科医師の７１％を占めるようになった。し
かし，表３に示すように大阪歯科医学専門学校が大
正９年に指定を獲得した以後，大正末期には７校の
専門学校のうち６校が指定校となったことから次第
に指定校専門学校卒業生が歯科医師登録者の割合を
占めていくこととなる。
３）医師と薬剤師
次に医薬卒業生との関係で観察してみると，１９１５

（大正４）年における医歯薬の専門学校以上の卒業生
は，歯科２５３名と薬科２１２名がほぼ同数であり，医科
はその約７倍の１，５００名となっている２１）。この時代
は帝国大学を除けば専門学校が最高の教育機関であ
り，既述のように歯科では約半数近くが国家試験免
除の専門学校卒業生で，約半数は文部大臣指定外の
歯科医学校あるいは歯科医医学専門学校卒業生に
よった国家試験合格者であった。そして，昭和初期
になると誕生した歯科医師の多くが指定された専門
学校卒業生であったことは，歯科医師における教育

図１ 医師・歯科医師・薬剤師数の推移
（明治４３年～昭和１４年）
文献１７）の一部をグラフ化
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の均等化が進んできたことを示している。
次に医歯薬学の教育機関卒業生の状況を観察して

みると，大学令発令以前の大正４年において医学
１，５０７名の分布は帝国大学１７．３％，専門学校８２．７％
（専門学校では官公立：７０．４％，私立：２９．６％）と圧
倒的に専門学校卒業生が多かったが，大学令実施か
ら１７年後の昭和１０年になると医学は２，９０１名の卒業
生のうち大学が５６％と増加し，専門学校は４４％と減
少して，大学卒がその大半を占めるまでになった。
一方，歯科は官立東京高等歯科医学校がこの間新設
（昭和３年）されたことが大きな進展であり，専門学
校卒業生は大正９年の２８６名の少数から大正１４年の
６４８名，昭和５年の８９３名，昭和１０年の１，０２２名と漸
次増加した。しかし，大学卒業生は皆無という状態
であった２２）。昭和１２年７月からの日中戦争によって
医師急増が陸軍から強く要望されたことから官公私
立大学が，多数の臨時医学専門部を設置することに
より戦争末期（昭和２０年）の医学校の定員（内地）総数
は，６，８８０名の多数となり大学卒はその内２５．３％と
その比率は激減した２３）。
薬科は大正４年には東京帝国大学医科大学薬科と

して２０名の卒業生が生まれ，昭和１０年には２６名の大
学卒業生（文部省年報）となっているが２１，２２），これら
は帝国大学令によった極めて少数の群であり，その
他の養成は専門学校に依存していた（図２）。

このような我が国の高等教育の推移から見て，医

師は日中戦争以前に大学卒業へと比重を移したが，
大学との関係で社会的威信が一段低い歯科医師・薬
剤師は専門学校における養成に重点を移していった
とみられると天野郁夫は述べている２３）。しかし，こ
の状況は歯科も薬科も自身の選択ではなく法令に
よって閉じ込められたことだったことを強調してお
きたい。また，歯科医師数変遷では，図１に示した
ように医科薬科とほぼ同様の曲線を描いている。こ
のことは，歯科医師の供給が我が国の医療状況の進
展と同じ動きをしていて，しかもこれが私学だけで
行われてきたことに注目する必要があろう。

Ⅱ．東洋歯科医学校（現日本大学歯学部・同松戸
歯学部）

東洋歯科医学校は，佐藤運雄によって１９１６（大正
５）年４月１５日に（東京府知事認可）創設され，１９２０
（大正９）年３月３１日に専門学校の認可を受けた。
１９２１（大正１０）年には日本大学と合併し，日本大学専
門部歯科となった。
東洋歯科医学校創立にあたっての佐藤の理念は

「医学的見地に立った歯科医師としての研鑽と豊か
な人間性の醸成。」である２４）。
佐藤は高山歯科医学院の修学中に歯科医術開業試

験に合格し，その後に卒業した。そして程なく米国
に留学して歯科医学校を卒業し，さらに米国の医学
校に編入，卒業した結果，米国のDDSとMDの称
号を有した人物である。そして帰国後に文部省歯科
医術開業試験委員を務めた体験から歯科医学校の設
立を志したとされている。したがって，歯科医学教
育への佐藤の考えは当時を検証するために欠かせな
い。なお，工藤逸郎が佐藤に関する詳しい論文を著
している２５）。

１．佐藤運雄の経歴２５，２６）

佐藤は１８７９（明治１２）年１１月１８日に東京向島の旧佐
竹藩江戸留守居役近藤綠二の９人の末子（三男）とし
て誕生した。１０歳の時，佐藤 重（日本橋歯科開業）
の養子となる。佐藤 重はイーストレイク（William
Clark Eastlake）の高弟である。
１）高山歯科医学院卒業と米国留学
佐藤は府立一中から１８９６（明治２９）年４月高山歯科

医学院（院長 高山紀齋）に入学，１８９８（明治３１）年同

図２ 昭和１０年における医科・歯科・薬科の卒業生数と教育
機関の種類
この時代になると医学教育では卒業生約２，９００名のう

ち大学卒業が５６％と過半数となる（天野郁夫：高等教育
の時代（上）戦間期の大学，p．３７６の表１０を元にしてグラ
フ化）
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院卒業。入学の同年１０月に内務省医術開業歯科試験
合格２５）｛工藤によれば１８９７（明治３０）年１８歳で合格
（歯科医籍４７１号）｝した。その後福音会英語学校な
どで語学を専修し１９００（明治３３）年３月に渡米，シカ
ゴのレーキフォレスト大学歯科部（ママ）に入学，
１９０１（明治３４）年７月に卒業してDDS学位を取得し
た２５，２６）。次いで同年１０月にラッシュ医科大学（シカゴ
大学医学部２５））３学年に編入し，１９０３（明治３６）年７
月に卒業してMD学位を取得した。
２）Lake Forest University Dental Department と
Rush Medical College
佐藤が修学したレーキフォレスト大学は１８５７年に

創立された Lind University を起源とし，１８７６年に
Lake Forest University と改名２７），それを継続した
現在の Lake Forest College（LFC）は，法学部，医
学部などの予科教育過程を有した４年制の教養大学
である２８）。（余談であるが一般にレーキフォレスト
と記載されているが，レイク・フォレストが読み方
として良いと思うので，本稿では以後そのように記
す）。
同校はNorthwestern College of Dental Surgery

との提携を解消し，シカゴにおける最初の歯科医学
校であるChicago College of Dental Surgery と
１８９０（明治２３）年に提携校になった２９）。したがって，
レイク・フォレスト大学歯科部（歯科医学部２６））とは
Lake Forest University Dental Department のこと
であり，Chicago College of Dental Surgery（CCDS）
を指しているものと思われる。しかし，佐藤が卒業
した翌年の１９０２年には両校は提携を解消した３０）。
CCDSは旧名 Chicago Dental Infirmary といい，

１８８３年３月１２日に創設されて１８８４年６月３０日 に
CCDSへ改名された。Chicago Dental Infirmary は，
入学資格として医師学位（MD）の保持者に限った２０
週の履修コース大学院として始められたが，希望者
が少なく翌年には通常の歯科医学校として運営変更
をした３１）。CCDSへの改名はこれに伴ったものであ
る。当初からGV Black，TW Brophy（ブロフィ）そ
の他当時の高名な歯科医学者が無給でプログラム講
師をしていた３２）。
CCDSはその後変遷を経て１９２３（大正１２）年にLoy-

ola University（ロヨラ大学）に吸収されロヨラ大学歯
学部（Loyola University Dental School）となった３３）。

しかし，その歯学部は１９９３（平成５）年に教育の経済
性と歯科医師需給関係から惜しまれながら閉校と
なった３４）。ロヨラ大学歯学部として約７０年，CCDS
として１１０年の輝かしい歴史が閉じられた。CCDS
の日本人留学生は佐藤が最初とされていて，東京歯
科医学専門学校では矢崎正方，堀江銈一が学んでい
る１３）。
佐藤のシカゴ大学ラッシュ医科大学への編入学に

はレイク・フォレスト大学TW Brophy（ブロフィ）
歯科部長の多大な支援があった。佐藤が医学の勉学
を志した動機は，米国の歯科医の地位の低さに焦慮
してとされている３５），と同時にブロフィの薫陶を少
なからず受けたのではなかろうか。CCDSとラッ
シュ医科大学，そしてブロフィには下記のように強
い関係があるからである。
シカゴに最初の歯科医学校を創立したのは，Rush

Medical College（RMC）の教員達であった。それは
１８６４年のことであり，その後（１８６９年）に RMCは歯
科部を設置し，これをChicago Dental School とし
た。しかし，程なくしてこの運営は失敗した。１８７５
年頃から，前述のブロフィを含むシカゴの歯科医師
達が週に３・４回夕方に講習会を継続的に開催して
いて，この講習会が１８８３年に Chicago Dental Infir-
mary の設立に繋がった３２）。
一方，RMCは，シカゴのみならず米国中西部地

域で最初（１８３７年）に設立された医学校である。同校
は，１８９４年から１９４１年までの約５０年間の長きにわ
たってシカゴ大学の連携校であったが，それを解消
し１９６９年にはプレスビテリアン病院と聖ロカ病院と
合併し，１９７２年には医学部・看護学部・健康科学
部から構成されたRush University となって現在に
至っている３６）。また，LFCと RMCの設立は，シカ
ゴのキリスト教長老派協会の支援によっている２７，３６）。
ブロフィ教授の経歴を見ると，佐藤の在米中の修

学の足跡も理解しやすい。ブロフィ（１８４８－１９２３）
は，１８７２（明治５）年に Pennsylvania College of Den-
tal Surgery（現ペンシルベニア大学歯学部）を卒業
してDDSを得てから，１８８０（明治１３）年にRMCを
卒業してMDの資格を得た。ブロフィは，Chicago
Dental Infirmary の創設者として学長になり，その
後この歯科医学校は運営母体が変わるが，ブロフィ
は変わることなく４０年間学長として務めた３７）。彼
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は，唇顎裂手術の開拓者として高名であり，日本人
留学生の修学にも積極的であった３８）。
３）石原 久と河西健次
佐藤はRMCを卒業した１９０３（明治３６）年１０月に帰

国し，その直後から東京歯科医学院（院長 血脇守之
助）の講師に就任した。帰国３日目に佐藤は血脇校
長の訪問を受け，請われて母校に帰ったとされてい
る３５）。また１９０３（明治３６）年１１月から石原 久（東京
帝国大学医科大学歯科）の推薦で石原の歯科教室（明
治３５年３月設置）に勤務（傍観生）した。東京歯科医
学院と兼任勤務であった。石原はドイツ留学の帰途
にアメリカ視察（明治３５年２月）をした際にシカゴで
佐藤に接触していた３９）。
佐藤は１９０５（明治３８）年３月に「歯牙充填学」を刊

行。同年５月には東京帝国大学医科大学歯科学教室
の専任講師に昇任した。この昇任は，東京帝国大学
医科大学歯科が，日露戦争｛１９０４（明治３７）年２月１０
日にロシアに宣戦布告｝における傷病兵の歯科治療
を受け持つことになったことから傍観生が陸軍兵士
を治療するという具合の悪さを講師昇格で是正した
ものだった。図らずも佐藤は歯科医師で東京帝国大
学医科大学の最初の職員となった３５）。
１９０７（明治４０）年には血脇の東京歯科医学院が専門
学校に昇格したことから佐藤は同院の教授に任命さ
れた。同年「歯科学通論」前後編を刊行し，医学的
基礎と技術的側面を癒合させた理想的な歯科学を示
した２５）。
１９０８（明治４１）年５月に渡満し大連病院歯科医長兼
南満医学堂教授に就任した。石原は東大時代のクラ
スメートである大連病院長の河西健次から歯科医長
の推薦を依頼されていて，佐藤は石原からその話を
受けた。こうしたことから佐藤は石原を人生のス
タートにおける恩人だとしている。東京帝国大学講
師と東京歯科医学専門学校教授を辞任して渡満した
が，健康を害して静養のため１９１０（明治４３）年６月に
は帰国した。帰国中の１９１０（明治４３）年６月に文部省
歯科医術開業試験委員を委任されることとなった。
大連病院歯科医長兼南満医学堂教授を辞任したのは
約２年後の１９１２（大正元）年９月なので，病が癒えた
後には復職する気持ちであったと思われる。１９１３
（大正２）年に養父 重の逝去に伴い歯科診療所を継
承して歯科診療に従事した２５）。

佐藤は１９１６（大正５）年に東洋歯科医学校を設立す
るが，その記述に至る前に留学から帰国した直後に
東京歯科医学院講師である奥村鶴吉と論争した事柄
について説明しておきたい。それは当時も今日でも
単に両者の意見に止まらないと考えるからである。

２．歯科医学か口腔科学か：奥村佐藤の論争（図３）
米国から帰国した翌年１９０４（明治３７）年，佐藤は東

京帝国大学医科大学歯科に傍観生として，また東京
歯科医学院の講師を兼務している時に「歯科医学」
を「口腔科学」と呼ぶべきだという意見を公表し
た。即ち，１９０４（明治３７）年歯科学報第９巻の掲載論
文によって医科と歯科の性格に関する佐藤の主張を
多くの歯科医師が明確に知ることとなった。
医師法・歯科医師法制定の２年前である。まず遠

山椿吉（東京帝国大学別科卒業，東京顕微鏡院院
長，東京歯科医学専門学校講師）の論文「医術の本
義」が歯科学報に掲載された４０）。直ちに奥村鶴吉が
その翌月号に「歯科医術の本義」について彼の考え
を披瀝した４１）。これに対して次号に佐藤が「歯科医
学の名称」ついて，いわば奥村の考えに対抗した論
文を掲載し，ここで「歯科医学」を「口腔科学」の
名称にすべきだとした４２）。この論争はその後も２号
にわたって継続し４３，４４），歯科学報で５回にわたって
掲載された。これらの論文は，奥村のペンシルベニ
ア大学歯学部への留学により終わったが，その内容
と経緯から推し量るに両者の意見は終結していると
読める。

図３ 東京歯科医学専門学校講師陣（奥村帰国後まもなく）
前列左より奥村，佐藤，白井（小川）
後列左より早川，花澤，水野
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これは今から約１１０年前の１９０４（明治３７）年に歯科
医学の概念に関して行われた論争である。この２年
後に「専門学校令」が公布され，明治４０年に初めて
の歯科医学専門学校が誕生した。高等教育機関とし
ての歯科医育機関萌芽期における議論であるが，両
者はその後我が国の歯科医学教育を担う人物であ
り，その内容は今日においてなお継続している課題
なので紹介したい。但し，原文を著者が現代文とし
て要約し，内容を項目に分けタイトルを付した。
１）奥村鶴吉：「歯科医術及医学の本義並に分科に
ついて」４１）

明治３７年４月発行，歯科学報，９⑷：１－６，
１９０４．
⑴ 歯科医学の定義：歯科医学は医学の一分科

歯科医術は，外科（または医術）の一分科であり
科学上のあらゆる材料及方法を用いて歯牙とこれ
に関係する部分の疾病及その痕跡並びに奇形を診
断し治癒し補綴し予防しかつ法医に行うところの
歯科医学の実施上応用であり，この中で疾病の痕
跡とその補綴が大変必要なのでここに手技的方法
が現してある。

⑵ 歯科医学と一般医学との関係
両者の関係は明白であり他の分科と並立し同行

すべき筈のものである。同時に歯科医師は専門医
業を営むことは当然なのである。しかし現行はど
うだろうか。開業試験は別々になっているし歯科
医会は一般医会から独立していて歯科医は歯科医
だけで団結して一般医師は仲間に入れないという
騒ぎである。理論上から云えば同様に教育され同
様に試験され同様に待遇され彼此を分かつべき理
由がないのに大きな溝を作って互いににらみあっ
ているのはどうゆう理由であろうか。これは単に
日本だけでなく外国特にアメリカあたりでも然り
で学法の別々なのを取っている。なんと変な話だ
ろうか。
遠山博士は「分科中に歯科を入れてある。これ

は理論上当然歯科は医科の一分科でなければなら
ない。しかし，教育及制度上他の医術と異なるは
自ずから別問題と認識している」と述べている
が，なぜ教育上制度上他の医術と異なり，また異
なるようになったのか，その原因は次のようなこ
とと考える。

ａ．歯科医術中には義歯のように全く手技に属す
るものがあって医師でないものが勝手にこれを
やっていた。そこで医師はこれを度外におき
段々分科してしまった。また医師以外の一般人
が入歯，抜歯，即ち歯科医術，入歯屋，歯抜さ
ん，居合抜きすなわち歯科医という観念を養成
し，これが抜き難いものとなったことから医師
とは同一と見ない。

ｂ．従来義歯のような手技に重きを置いたために
医業というよりは工業という風になって歯科医
は職人のように見做された。

ｃ．歯科医術と医術とを比較してみると後者は診
断投薬及外科術が主なもので，歯科では義歯と
か充填とかが重要視され，それが丁度義眼や義
足のようなものに当たるけれども，これは一般
外科医は自分でしないのに歯科医はこの手工業
的方面に大なる練習を積まなければならない。
したがってこれを教育し試験する。ここが他の
医術とは趣が違う点である。

ｄ．歯科医のやる仕事が何となく工業的でまた報
酬を得るのに何となく商業的のように見えて他
の医師の医者仁術也とすましているのとは趣が
違う風である。

ｅ．歯牙の病は直接生命に関係することが少な
く，その治療の究極は抜歯だけれども，一般医
術においては直ちに死を来すことから自ずから
軽重があるように思われ且つ国家医学上におけ
る関係が少ない。

⑶ 歯科の将来
さて，現在の歯科医術と歯科医は理論と実際と

異なった位置にいるが将来はどうだろう。あるい
は一般医化されて理論的の系統になるかあるいは
現今の通りに発達して一般医科とは別になるだろ
うか。理想的には勿論前者（一般医化）のようにな
るべきだが，便利ということでは後者のほうが良
いかもしれない。しかし，歯科という専門の品位
から云えばどうしても理論的にしなければならな
い。中には之をもって一般医科に降参するように
不真面目と想う者がいるかもしれないが，それは
大間違いで心の狭い話である。
或いは歯科を口腔外科に合わせて一つの口腔科

をたて外科の一科にするのも宜しかろうし，一般
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外科術と歯科術とは大分趣が異なるから実際にな
ると故障が起きると思われる。ただし病院を揃え
てやれば手術後顎骨補綴などに利益が少なからず
あろうけれども，それは共同してやれば宜しいの
で今日分業の盛んに行われる時代において，歯科
は歯科として一つの専門をなすのが適当であると
自分は思う。

⑷ 歯科医学の分科
純粋歯科医学
基礎学 １．解剖学

２．組織学
３．胎生学
４．生理学
５．細菌学
６．病理学
７．薬物学
８．材料学

応用学 １．治療学
２．手術学
３．技術学（疾病痕跡・奇形の補綴）

狭義の技術学有床・継続架工学
４．矯正学
５．衛生学
６．法医学
１～４ 個人的，５～６ 国家的

但し歯科医を教育する場合には一般の基礎学は
勿論外科総論，口腔外科について十分な素養を与
えなければならないので遠山博士の挿図と歯科医
学講義の総論を参照されたい。ここでは純粋の歯
科に関係したものだけを挙げた。

２）佐藤運雄：「所謂歯科医学」の名称及分類につ
いて４２）

明治３７年５月発行，歯科学報，９⑸：１１－１２，
１９０４．
奥村分類は所謂歯科医学の分類で自分のは口腔科

学の分類であるので標準とするところが異なってい
る。前者は当世向きで今の歯科医界には最も向きが
良い。自分のは後世向きで今これを実施しようとす
ることは困難であるがこれとは別にして正当な意義
について述べる。
⑴ 歯科医学及歯科は正当な名称であろうか

現在の歯科医なるものが行っているのは充填と

義歯である。こうゆう静止的，消極的，副次的な
ことだけをしている者にとっては歯科医学，歯科
は正当な名称である。しかし，歯科医の中にも活
動的，積極的，主要的な部分が存在していて，こ
の人たちの理想とするところないしは進まんとす
るところの着眼点は前記の歯科医学という字の意
義をもって代表されるものではない。

⑵ 歯科医学の名称が医学とは独立して使われてい
る理由を考えてみる
ａ．歯科医学は医学とは全く別種の研究を必要と
しているという論者。
これは米国には独立した歯学部が５０余りあ

り，医科大学とは分離してますます進歩発展し
ているということに目が眩んでいる人が少なか
らずいる。

ｂ．歯科医学は医学の一分科であうことを認識し
ているが，あえてこれを明言断行しないことに
よる。そこにヒントがある。

ｃ．将来は医学と歯科医学とが合併する
ｄ．自分の都合打算から原案賛成を主張（自分の
家が取られる）

ｅ．一部の人は負け惜しみをもって己の良心には
従わない
医科の方から見るとこうである。歯科医学は幼

稚であるからこれを一般医学に入れることは不名
誉である。こうした考え方は全ての人ではないが
一部には確かに存在していて，これが歯科医学を
独立させた一原因であろうと考える。
つまり，歯科医学という名称は正当でないがこ

れを廃棄しない理由は前述した通りであるが，浅
薄な理由である。
自分や多数の歯科医，また医師の一部で理想と

しているものは現在は歯科医学という名称で代表
されているが，医学の分科は歯科医学という字で
代表されるべきものではない。それは口腔科学と
称されるべきものである。
この言葉を認知しているが採用をしない。その

理由は余りに保守主義，利己主義，維安主義，個
人主義にして非科学的であり非系統的である。ま
た不精である。継承者である少壮歯科医に理想と
するところをもう少し奨励的に英断的に実行して
いただきたいのである。
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⑶ 口腔科学の定義：口腔の構成に関わる解剖学的
部分の病理的状態を研究し処置をする応用医学の
分科を口腔科学 Stomatology という。
分類：
１）口腔治療学 Therapeutic Stomatology
主として薬効的に口腔の疾患を治療する方法を

研究する口腔科学の一方面にして，今行われてい
る歯科治療術の一部がこれに属する。たとへば歯
根膜炎，歯髄炎，歯槽膿漏の治療などを治療する
に用いる材料について研究する必要のある所謂歯
科薬物学も当然この中に含有されるべきものであ
る。歯科薬物学を分けて一科目とする必要はな
い。一般薬物学を習得した者にはただ「歯科医治
効用」と書いてあるところだけ見れば十分であ
る。加えて言えば「歯科医治効用」は精密に言え
ば薬物学に属するよりは治療学に属するもので
あって，この面から研究すべきものである。
その他口腔細菌学，歯科病理学としてあるのも

この治療学に収めるべき，理由は口腔疾患の診断
にはこれらを研究しなければならないからであ
る。
これらの学科は細菌学，病理学を習得すれば一

科目として研究すべき価値があるものではない。
歯科衛生学も同様である。
２）口腔外科学 Surgical Stomatology
外科的に口腔疾患を治療・研究すること

⑴ 口腔施術学 Operative Stomatology
歯科解剖学，生理学はここに属する

⑵ 口腔矯正学 Orthopedic Stomatology
口蓋破裂，兎唇，歯列矯正の治療，解剖学・

胎生学はここに属する
⑶ 口腔技術学 Artistic Stomatology

技術的に口腔の解剖学的欠損を補綴すること
を研究する口腔科学の一方面
ａ．充填学 Filling
ｂ．有床義歯学 Plating
ｃ．継続学 Crowning

破損歯の歯根を基礎として歯冠の喪失を補
綴する

ｄ．架工学 Bristging（Bridging：著者註）
残存する歯牙歯根を基礎として歯牙の喪失

により生じた解剖学的欠損部を補綴する

３）奥村鶴吉：再び歯科医学の意義及其分科に就
て４３）

明治３７年６月発行，歯科学報，９⑹：１－７，
１９０４．
⑴ 歯科の一分科としての価値の有無

佐藤君の説をまとめてみると「今の歯科医術と
いうものは目下歯科医学という名称で代表されて
いる医学の分科中の従属的副成的の仕事に過ぎな
い，此の他に重要な主な仕事がある。従って歯科
医学という字では実に沿わないから当然口腔科学
に改めよ」。その主な仕事というのは刀を持って
する血性手術を指しているのだと考える。されば
口腔外科を中心とし歯科を吸収して一団としよう
とするのだ。そこで「所謂歯科医学なるものは論
理的に否定している」といっている。口腔科も結
構ですが以下のことを解決しなければならない。
歯科一分科として価値が無いのかということであ
る。なるほど口腔科からみれば従属的なもので一
分科として価値がないとする見解も出よう，しか
れども歯牙を中心としてその連接部分の疾病を治
療するという歯科が，一分科として一文の価値も
ないのだろうか。およそ分科というものは或る臓
器の構造組織官能が得意で，これに起きる疾病を
診断回復するのにあたり多量の特異なる方法を要
し，特に一専門として研究を要する場合に起こる
のである。此の見解より自分は歯科というもの
は，一分科として正に独立の価値があると思う。
その構造，その疾病は著しく他の部分に異なり救
治するのに著しく特異な方法を要するのである。
ゆえに歯科は一分科として十分に存在する価値が
あり，これを進歩発達せしめ拡張させるならば専
門として立派な面目を保つことができるのであ
る。

⑵ 口腔科と歯科との相違
口腔科は歯科を拡張するのではなく歯科を一部

分とする新専門科を作るのであるから著しい違い
がある。皆さんに注意しておくことがある。自分
は歯科を一専門分科とすると言っているのであっ
て，他の一派のように歯科医学を絶対的に医学よ
り分立すべきだといっているのではない。この独
立説は科学の系統上論理上当然否定すべきもので
ある。
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「もし医学の一分科として医科に合同したら歯
科医は存在を認めなくなってしまうのでそんなこ
とは不賛成だ」と言う極端な論者が米国あたりに
居るがあまりに乱暴な理屈だ。現在歯科が医科か
ら分かれているのは前号に記したように色々な原
因，特に米国などでは歯科専門学校が早くから沢
山できて異なった学位を与え異なった業にしてし
まったのである。これは真に系統的と言うのでは
なくむしろ便利的である。しかし将来は如何に相
なるかここに断言できない。
とにかく現在は歯科あり歯科医あることは誰も

否定できない，そこでこの歯科医学術の意義その
分科の定義が確かでないから自分は少々研究して
みたのである。」

⑶ 今後の研究課題
あとは佐藤分類に同意できない理由を逐一記述

している。最後に「以下の件の研究が必要であ
る」として閉じている（著者記）。
ａ．歯科は未来一般医学の一分科として彼に加わ
るべきかあるいは独立の一科として立つべきか

ｂ．歯科は医学の一分科として価値がないのか
ｃ．歯科の範囲はいかがか
ｄ．歯科の分科はどうか
ｅ．歯科は名実ともに口腔科に変えられるべきか

４）佐藤運雄：再び所謂歯科医学の名称及分類に就
て４４）

明治３７年７月発行，歯科学報，９⑺：１－７，
１９０４．
⑴ 奥村君は大いなる誤解をしている。
ａ．「今の歯科医術というものは目下歯科医学と
いう名称で代表されている医学の分科中の従属
的副成的の仕事に過ぎない（が：著者註）此の他
に重要な主な仕事がある。従って歯科医学とい
う字では実に沿わないから当然口腔科学に改め
よ」。
「所謂歯科医学という名称をすでに論理的に
否定しているのであるから…」と書いたので
「所謂歯科医学」と「歯科医学」が同一である
かどうかご一考を願いたい。

ｂ．「歯科が一分科として価値がない」
歯科は一分科としての「価値は十分にある」。

現在米国では歯科はさらに分かれて義歯専門

科，抜歯専門科，矯正専門科，充填専門科，陶
器術専門科などとなっている。しかし，個人的
な事態で分かれているのであって科学的立脚地
から観察すれば無意味である。

ｃ．歯科と口腔外科とを一緒にするのは釣り合わ
ないといっているが，治術の趣きが異なるから
これを別の専門科にやらせるというのは単に無
意味な論拠である。たとへば産科婦人科といい
皮膚病梅毒科など調和がないと思うがこれと一
緒である。
口腔科の下に歯科と口腔外科を合一にしたが

元より科学の系統上，平衡上，研究上したので
あって，実施上，処世上したのではない。した
がって，口腔科を修めたとしても必ずしも両者
を同等に診療しなければならないことではな
い。口腔外科が好きならそうすればよい。

⑵ 口腔科学への置換
「口腔科は歯科を拡張するのではなく歯科を一
部分とする新専門科を作るのであるから著しい違
いがある。（中略）決して歯科倒すべし口腔科起こ
すべきとはいわない」これも大変な誤解で解釈に
苦しむ。これに応える代わりに次の文を結論した
いのでご賢察を願います。「早く所謂歯科医学な
る名称を口腔科学に置換して，これに伴う正常な
進歩改善が所謂歯科医学上に一日も早く起きるこ
とを希望する」このことを以って医学と今の所謂
歯科医学との完全な合同を見たいという意味であ
る。

⑶ 一致点と相違点
歯科医学を医学の一分科とすることについては

ともに一致している。次が異なる。
医学＝Ｘ＋口腔外科＋歯科 奥村式
医学＝Ｘ＋口腔科 佐藤式

⑷ 佐藤の願い
佐藤は次のようにも述べている。「歯科医師法

によった業権は，歯科医学が医学とは異なるとい
うことを意味しているのではない。歯科学を医学
から独立させようとする考えは歯科学の前途を誤
らせることになる。業種の独立と科学の独立とは
同一でなく，歯科学は医学の一分野である。歯科
医学が歯科医師を支配すべきもので，歯科医師が
歯科医学を左右することはできない。業種では学
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問を左右できない。」そして佐藤は以下のように
奥村との論争の中で纏めている。「後進の士に明
日から一般医学を習い始めそれを卒業してしかる
後に口腔科学の研究を始めろということを強いる
訳ではない。もちろんこれが最も正当なことであ
るが，今日のごとき場合に一般医学を一人前に習
得して然る後に口腔科学を研究せよと望むは特殊
の人のみに望むべきことであり一般の人に望む訳
にはいかない。後進の士は，現在の事だけを見る
のではなく近い将来において成すべき所謂歯科医
学の発達または変化について考えて今から十分そ
の準備をして置くのが良い。なるべく早く所謂歯
科医学が口腔科学という名称に変わり，これを進
歩改善させて医学と今の所謂歯科医学との完全な
合同を見たいということである。正当な進歩改善
が所謂歯科医学上に一日も早く起きる事を希望す
る。」

歯科医師である奥村は時の制度である医師歯科医
師二元論に立脚し現行の歯科を土台に論じた。佐藤
は歯科医師であり医師である立場から将来の歯科医
学のあり方から歯科医学の分類を試みた。ここで佐
藤は正面から医師歯科医師一元論を展開してはいな
い。本論争は，我が国の登録歯科医師総数が８２９名１）

で歯科医の育成が学校教育として行われ出してから
まだ１４年（高山歯科医学院）しか経ていなく，また歯
科医師法も歯科医学専門学校も未だ存在しないとい
う時代に行われた。彼らの論争は高山歯科医学院卒
業の僅か６年後であり，それだけ核心に迫りやすい
感性を彼らが維持していた年代であった。両者がそ
の後の我が国の歯科医学教育を担ったことを考える
と貴重な論争であるとともに，歯科の学問体系，歯
科医療供給者の育成制度に関わる歯科の本質論が両
者から視点を変えて提示されたことになる。歯科の
現実と将来に関する二人の深い思索は，彼らの経験
や体験の長さを凌駕している。榊原悠紀田郎は両論
を４号にわたって掲載した歯科学報の見識，奥村・
佐藤の歯科医学に対するパッションには強く胸を打
つものがあると記している３５）。

３．東洋歯科医学校設立の経緯２５）

１９１５（大正４）年に佐藤は左衛門町の診療所で，検

定試験受験者を対象として「臨床試問会」という予
備校のようなものを開設した。１９１０（明治４３）年に任
命された歯科医術開業試験委員はこのため辞任し
た。
佐藤が東京府知事に申請していた東洋歯科医学校

は，１９１６（大正５）年４月１５日に認可された。校地の
所在地は，東京市日本橋区坂本町４３番地であり，授
業は４月１８日に開始した。該校は夜学で医術開業歯
科試験受験者を対象とし，男女共学とした。入学は
１６歳以上，高等小学校程度の学力を有し，修学は１
ケ年とした。
佐藤３６歳の時であった。設立には，川合 渉（東

京歯科医学院卒業，後の日本大学歯科長・歯学部
長），北村一郎，中島佐一などの協力を得，当初，
遠藤至六郎も講師として勤務した。
佐藤は試験委員として受験生が共通して持ってい

る欠陥を感じていた。１．知識が歯科学のみに集
中，基礎医学が不足。２．一般的普通学，教養が不
十分。３．独学による共通性格として偏狭で孤独，
明朗闊達な陶冶に欠けることなどである。このため
組織的な学校教育の必要性を痛感した。
こうしたことから建学の主旨を「医学的基礎学，

歯科の技術的練磨を期しながら，師による人格の教
化，学生同士による知識の交換，切磋琢磨」とし
た。
１９１７（大正６）年３月に付属歯科診療所を開設し
た。木製治療椅子２台で始まった。しかし，場所の
広さを求めて１９１９（大正８）年６月２日神田駿河台北
甲賀町１３番地（現在地）に移転し，翌年３月３１日には
佐藤の東洋歯科医学校は財団法人東洋歯科医学専門
学校として文部大臣から認可された。専門学校は，
修学年限４カ年とし別に研究科を置いた。

４．佐藤の歯科医学に対する理念
佐藤は活発な執筆活動の中で自身の歯科医学に対

する理念を表している２５）。それらの著書によれば
「歯牙充填学」（明治３８年発刊），「歯科診断学」（大
正３年発刊）等の教科書に強調されている。そして
１９２０（大正９）年５月歯科医報に「歯科医学の立場に
ついて」と題して長文（１８，０００字）を記した。専門学
校を設立するにあたって改めて自身の考えを示して
おくことが必要と考えたと思われる。
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『従来から使われている歯科医学とする用語は，
歯科が医学の一部門であることから適切でない。あ
たかも歯科が医学と並列した別物のように理解され
る。その上，現実を見ると歯科の実体は技術にあっ
て医学的な学理を二次的に置いている。確かに治療
行為に技術的要素が多いことは歯科の他科とは異
なった特徴的なことであるが，技術は医療を行うた
めの手段であり，目的ではない。歯科の目的が医療
を行うことにあることは論を待たない。また，歯科
医学という言葉は，歯牙に限定された医学というこ
とに解釈されがちで，歯科医師自身がそう思い込む
ことに間違いが生じる。歯牙は口腔に存在する器官
の一つであり，このため歯牙は周辺組織との関係に
あって機能し，口腔は全身との関係において機能し
ている。この筋道から，歯科医学は口腔科学と称す
べきものである。したがって，Dentistry ではなく
Stomatology が適切である。』と佐藤は主張した。
後述する東洋歯科医学校設立にはMedico-Dental
Science という言葉でその理念を表現している。そ
して，この理念は終生変わることがなかった。
佐藤は，１９４０（昭和１５）年に第１０版として発刊した

歯科診断学｛１９１４（大正３）年初版｝においても，そ
の序言で歯科学の方向に焦慮している胸の内を記し
ている。医学の道を離れて英米学派のごとく技術の
道に行くか，獨墺（ドイツ・オーストリア：著者注）
学派の唱える医学一元になるべきかとしている２５）。
佐藤が技術偏重とした英米の歯科医学教育では，

２０世紀に入ると変革が進んでいた。WD Miller のう
蝕細菌説は，１８９０年代には定着した学説になって
いったことから，歯科口腔疾患は生物科学的な概念
が必要とされてきた。２０世紀初頭のＸ線発見は歯牙
のみならず顎骨疾患の診断学を加速させた。１９１０年
代には口腔の状態が万病の源であるという考え
から医科歯科の密接な関係の重要性について１９１４
年第６回世界歯科医学会（International Dental Con-
gress）ではその発表もされていた。同時に日本政府
代表として参加した島峰 徹は，歯科に医学的素養
の必要性を主張した講演も行っていた。また，１９２０
年代には focal infection の細菌・病理から感染根管
歯牙の抜歯適応について盛んに論議され，ガイス報
告でも歯科医学の独立性を保ちながら医学的思考法
の推進が強調されていた。器械的歯科（mechanical

dentistry）として無機的な領域に位置付けられてい
た義歯においてもスイスのギージーは生物学的な視
点から顎運動の研究を１９１０年から始めている。ま
た，１９３０（昭和５）年には訪日したED Black が歯科
疾患の全身への影響から医科において歯牙口腔の観
察無くして診断治療が行われなくなっている現状を
歯学生へ講演していた。これらは米英において歯科
医学における従来の技術偏重が生物学的思考へと移
行していたことを示している。こうした歯科医学の
パラダイム・シフトは我が国の大正時代に行われて
いた。さらに米国の学校制度において歯科医学校の
旧タイプが淘汰され優良校が総合大学歯学部に移行
していったことで，歯科医学教育改革と連動してい
たことが観察される１３）。佐藤がこうした米英の潮流
を把握していなかったとは考えられないため，彼が
１９４０（昭和１５）年に版を重ねた著書で，米英を念頭に
彼が表した焦慮は，我が国の歯科診療実態と戦時下
における教育の停滞によっていたのではなかろう
か。
佐藤は戦前に日本大学学長（昭和１８，医学科長兼

任），そして理事長（昭和２０）を務めた。昭和２２年の
日本大学医学部２０周年記念祝賀会で日本大学の歯科
と医科の教育機関設置について挨拶で述べている。
「日本の歯科には医学の内容が無さ過ぎ，医学は歯
科のことを知ら無さ過ぎる。双方が互いを知るよう
に発展させていけば究極は両者が同じになる。」つ
まり，歯科学と医学を合体されるべきだと考えてい
たと述べている。挨拶の題は「医師と歯科医」－一
元化が急務－とされている２５）。

５．東洋歯科医学専門学校の日本大学合併
１）日本大学専門部歯科の誕生
１９２１（大正１０）年４月，財団法人東洋歯科医学専門
学校と財団法人日本大学が合併，日本大学専門部歯
科となった。初代歯科長は佐藤運雄である。１９２１
（大正１０）年３月３０日財団法人日本大学（理事長 松岡
康毅）が文部大臣に申請した書類（学科目教員採用）
は，同年６月３０日に公立私立専門学校規定によって
認可（文部大臣 鎌田栄吉）されたことから，この日
を法令による合併として日本大学専門部歯科の設置
とした。公立私立歯科医学校指定規則による文部大
臣指定は，１９２３（大正１２）年の関東大震災で被災した
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校舎設備の復興が成った翌１９２４（大正１３）年８月１９日
であった。なお，東洋歯科医学専門学校の廃止は，
大正１１年７月１日付けで文部大臣から認可された。
１９２６（大正１５）年には「日本大学歯科医学校」を日
本大学専門部歯科とは別に創設したことは後述す
る。
さて，以下は合併の経緯として記されているとこ

ろである。日本大学理事である山岡萬之助が日本大
学に医科を設立することで河西健次に協力を依頼し
たが，河西は満州から帰国後で武蔵野病院を新宿に
建設中であった。このため河西は佐藤を山岡に推薦
した。大正７年頃とされている。こうしたことから
佐藤は大正８．９年頃から日本大学と接触し，歯科学
と医学との合体，医学の中の歯科学いわゆる
medico-dental science の理念達成のために，東洋歯
科医学専門学校の日本大学との合併はもとより専門
部医科の設置も視野に入れて日本大学と接触してい
た。山岡，河西，佐藤による話によって佐藤の歯科
医学校を日本大学に合併させ，これを土台にして医
科を創設する計画になった。
なお，財団法人日本大学は大学令によって法文学

部と商経学部を有する大学（大正９年４月認可）であ
り，大正１４年に日本大学専門学校（近畿大学の前身）
を大阪に設置した４５）。大学昇格には文部省への巨額
（５０万円）な供託金が必要とされていて，日本大学の
名実ともの大学化は極めて困難な財政状況にあって
成し遂げられた。この時，高齢の松岡康毅校長を支
えて学校経営の中心になっていたのは理事の山岡萬
之助であった４６）。
歯科は専門部としての出発である。大学に専門部

といえども歯科を設置したことに対する当時の世評
を以下の記事から窺える。「高等の学府，歯科医を
養成す。世の変遷又驚くべし。」４７）。この記事を引用
した岩淵靜三は続けて記している。「何たる侮辱語
であったか。その後の歯科医学の進歩は日を追って
熾んになった。日本医学会はついに歯科学及び口腔
外科学をして二十四分科に加入した。時恰かも水道
橋畔に於ては，歯科医学独立の竜旗を高らかに掲げ
て歯科医育単科大学制を布かんとの準備が既に開始
せられて居ったとは，俗論とにはなるゝ遥かに遠い
と言うべきである。」歯科界の認識と世間との意識
のギャップは，しかしその後も埋まることは殆どな

かったことは後述する。
２）日本大学専門部医学科
佐藤の理念については，医学科設置にも筆を延ば

しておくことが理解し易い。日本大学専門部医学科
は１９２５（大正１４）年３月の開設である。初代医学科長
は額田 豊（１８７８－１９７２）である。額田は第一高等学
校，東京帝国大学医科大学で学んだ内科医であり，
ドイツ留学後に女子の医学校設立と地方での医師不
足から臨床医の養成を意図し，このためには中学卒
業後に７年間を要する医科大学ではなく，４－５年
の医学専門学校が適切と考えていた。その資金のた
め麻布に額田病院を，鎌倉に額田保養院を設立し
た。
彼が医学専門学校設立の意向を有していること

が，日本大学の山岡萬之助に伝わった。かねてから
医学教育機関設置の構想を持っていた日本大学は額
田の考えに賛同し，専門部医学科を設置することで
話がまとまった４８）。大正末の時代は医育一元化が進
み，特に官公立の医学専門学校は全て単科医科大学
となっていた。文部省は医学専門学校新設を抑制し
ていたので，額田の医専設立の積極論は明らかに時
流にそぐわなかったし，日本大学の医学校設置構想
の実現も不透明であった。しかし額田は，医専新設
論者として知られ，医学会や政界，官界への広い人
脈を持っていたこともあり，日本大学はそうした困
難を打破するために額田を迎えたのであろう，と天
野郁夫は記している４９）。なお，大正１４年に額田は帝
国女子医学薬学専門学校をも設立し，弟の額田 晉
を校長に就け自らは理事長となった。また，日本大
学初代医学科長に就いた額田 豊は１９３１（昭和６）年
に同科の運営方針をめぐって意見が対立し退任し
た４９）。医学科が医学部（予科３年）に昇格したのは太
平洋戦争最中の昭和１７年３月であった４８）。
いずれにせよ，山岡は母校日本大学を文科系理科

系，そして医学系を揃える総合大学構想を大学令以
前から描いていたようであり，大正９年の上記２学
部の大学化から大正１４年までに歯科専門部と医学専
門部を備えた総合大学を実現したことになる。
３）日本大学専門部
「大学令」によって大学に昇格した私立専門学校
は，その昇格の過程で大部分が従来の過程をそのま
ま専門部として残した。「時代の要請」や「社会的

３２０ 金子，他：大正後期から昭和初期の歯科医学教育と佐藤運雄
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要請」の変化を鋭敏に反応しつつ，その教育目的を
変え学科の拡充・新設を進めることが私学の発展の
主要な条件の一つである。各種の学科を開設して最
大の私学に成長した早稲田大学に次いで日本大学が
この方面に積極的な経営努力を展開したと評され
ている５０）。発足当初の同校専門部は法・政・商・高
師・宗教を持つに過ぎなかったが，以後既述の歯
科・医科を含めて１１学科を昭和１０年までに揃えた総
合型専門学校として発展し，それは敗戦を挟む激動
期に進行する私学の総合大学化に一つのモデルを示
したとされている５０）。そして，大正後期に大学昇格
を果たした私立伝統校の多くは今日巨大な総合大学
に成長しているが，医歯両学部を備えた私立総合大
学は未だに日本大学以外に誕生していない。
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