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はじめに

我が国に官立の歯科医学教育機関が設立された
のは，１９２８（昭和３）年であった。この設立は，１９０３
（明治３６）年の専門学校令発令から２５年も経た時であ
り，戦前に設置・活動していた私立歯科医学専門学
校が全て出揃った後でもあった。官立歯科医学校設
立の要望は，明治３０年という早い時期に私立歯科医
学校側から帝国議会に請願されていた。請願と議員
による建議はその度ごとに可決（貴族院１回，衆議
院３回）されたが，そうした頻回にわたる帝国議会
への努力も明治４３年には終わっていた。つまり，政
府文部省はこうした議会の官立歯科医学校設立要請
に応えることなく長いこと放置していたことにな
る。
官立東京高等歯科医学校設立の経緯を見ると，初

代校長に就任した島峰 徹個人の意向を文部省専門
学務局長である松浦鎮次郎が受けたことによって設
立されたとの感じを強く受けるが，明治期からの私
立歯科医学校による継続した強い設立の要望がその
伏線になっていたことは確かであろう。島峰 徹は
東京帝国大学医科大学卒業の医学士であり，ドイツ
の医学部において歯科医学の過程を修了した。
従前までこのような履歴の人物が歯科医学校設立

の核となった学校はない。
既存の歯科医学専門学校の指導者達は，歯科が医

学の一分野であることに異論はなく，従って歯科外
科を主体として痛み，感染，出血，侵襲反応等の日
常的な医学的事項にも歯牙を中心とした部位に関す
る教育は行っていた。しかし，歯科医師の職権は，
静脈注射さえ司法の判断を仰がなければならない環
境にあった１－３）。大正後期には佐藤運雄が歯科医学
におけるMEDICO-DENTAL SCIENCEの概念を主
張していた４）。こうした時代における島峰の登場
は，GIES 報告５）で強調された歯科医学の鼎の一脚
である医学的な側面を更に強固にする為には恰好の
配剤であった。
本稿では，明治３０年から行われた官立歯科医学校

設立の帝国議会への請願と，島峰らの資料に加え，
他の幾つかの資料を基に官学教育機関である東京高
等歯科医学校が設立されるまでの経緯を検証したい。

Ⅰ．官立歯科医学校設立の請願・建議と帝国議会
（表１）

我が国で最初の官立歯科医学校設立に至る直接の
要因は，後述するように島峰 徹らによるものと考
えられるが官立歯科医育機関の必要性は歯科医師に
より早くから認識され，その為の運動が帝国議会を
通じて，請願と建議によって複数回行われていたこ
とも大きな力になったと推察される。この官立歯科
医学校設立運動に関しては歯科医事衛生史６）に詳し
く記されているので，同書を基にして検証したい。
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１．請願と建議７）

帝国議会は公選の衆議院と非公選の貴族院からな
り，第１回帝国議会は明治２３年１１月２９日に開会し
た。政府への意見伝達手段として請願と建議の制度
が設けられていた。
１）請願
国民からの意見を議員の仲介により政府に伝達す

ることを請願と呼び，請願は貴族院，衆議院におい
てそれぞれ独立に受理される。請願を規制する条項
に「法人以外の総代による請願は認められない（議
院法第６６条）」となっているが，「官立歯科医学校設
立」の請願は血脇守之助ら３５名によったと第１２回帝
国議会（明治３１年）貴族院記録にある。しかし，どの
ような資格で血脇らが請願を受理されたのかは分か
らない８）。請願は貴族院での請願委員会で審査が行
われる。紹介議員（該請願では森山 茂議員）による
請願の説明，政府委員との質疑応答が行われ，当該
請願を本会議に付すか否かが決められる。本会議で
採択された請願書は採択，不採択，法律案起草等の
結果が記された「意見書」を添えて政府に送付され
る。

２）建議
議員からの意見を政府に伝達することを建議と呼

ぶ。法律その他の事件について各議院から政府へ意
見を伝達し，採納（採用）を求める制度で，建議の提
出には各院の議員３０名以上の賛成者が必要である。
各院で可決された場合に，各院の議長から内閣総理
大臣に建議の内容を記した意見書が送付され所管の
機関（官立歯科医医学校設立に関しては文部省）にお
いて処理された。建議に関する規定は衆議院，貴族
院とも同様である。
建議案は，本文と理由書からなり，議長に提出さ

れた建議案は本会議に上程される。また，本会議の
議決によって委員会が設置されることがある。後述
する如く官立歯科医学校設立案に関しては衆議院に
おいて２回建議案が上程され，ともに委員会が設置
された。委員会で質疑され採決がされた後，本会議
で委員長報告後に質疑応答がなされ表決に移る。可
決された建議は議長から内閣総理大臣に意見書が送
付される。
３）政府送付後の建議と請願の処理
議長から内閣に提出された請願書本文と意見書

表１ 「官立歯科医学校設立」の請願・建議の経緯

請願・建議 会議体など 議案名など 可否など

１８９７ 明治３０年１月 血脇ら帝国議会に請願書提出 「官立歯科医学校設立」

１８９８ 明治３１年６月４日 請 願 第１２回帝国議会貴族院 請願「歯科医学校設立の件」
紹介議員：森山 茂 可 決

１８９９ 明治３２年３月２日 請 願 第１３回衆議院 請願「官立歯科医学校設立の件」 採 択

１９０１ 明治３４年２月１６日 建 議 第１５回衆議院 建議案「歯科医養成に関する建議
案」提出者：鈴木萬次郎

明治３４年２月２２日 第１回委員会 可 決
明治３４年３月１８日 第１５回衆議院本会議 可 決

１９０２ 明治３５年３月２１日 東京帝国大学医科大学歯科講
座新設

１９０２ 明治３５年３月４日 政府に質問書（衆議院から） 歯科医学校設立意思ありや 留学生に
調査依頼

１９０９ 明治４２年４月 関西歯科医師大会が請願書提
出を決議 「官立歯科医学校設立」

１９１０ 明治４３年３月１０日 建 議 第２６回衆議院 「歯科医学校設立に関する建議案」
提出者：菊池侃二

明治４３年３月１１日 第１回委員会 委員長選任

明治４３年３月１４日 第２回委員会 政府委員福原鐐二郎・小松原英太
郎文相に賛意の確認

可 決：次回
文相出席要求

明治４３年３月１５日 第３回委員会 賛 同
明治４３年３月１７日 衆議院本会議 可 決
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は，その内容によって所轄の省に振り分けられる。
省内で検討後，閣議に付すると判断された案件は

「閣議請願」文書を作成し，所定の手続きの後に閣
議に提出する。
処理の結果を議院に報告がされるようになったの

は大正３年（第３１回帝国議会）からで，それ以前はな
されていなかった。

２．１８９７（明治３０）年 血脇守之助ら３５名により帝国
議会に請願書を提出。第１２回帝国議会貴族院は可
決した。しかし衆議院は解散で議案にならなかっ
た

１）請願の趣旨
１８９７（明治３０）年１月，血脇守之助外３５名によって
官立歯科医学校設立請願書が衆議院は林 有造，貴
族院は森山 茂を紹介議員として提出された６）。
「維新以来既に３０年が過ぎ，この間一般医学の進
歩は日進月歩でその止まるところを知らない。普通
医学（ママ）は旺盛を極めているが，その一科である
歯科医学の程度を見れば蕭条（しょうじょう・ひっ
そりと寂しい様：大辞林）と感ぜざるを得ない。こ
の現状改変が官立歯科医学校設立請願の理由であ
る。試験によって歯科医が輩出される制度になった
がその数は未だ４００名に過ぎず，社会の需要にはと
ても応えられていない。この為に未だ入れ歯師と称
する香具師の拙劣な毒技がはびこっている。従っ
て，消化機能疾患の原因となる歯牙疾患の蔓延は富
国強兵の実を上げようとしている今日，断じてこれ
を等閑視することはできない。明治２３年，私立高山
歯科医学院が始まり，歯科医養成の機運が起きたと
はいえ，もとより同院は私立学校に過ぎず，その教
科目も完備の域に達していない。漸くにして最近
１００余名が歯科医業に従事したのであるが，需要の
十分の一も満たしていないだろう。歯科医を目指す
者の多くは開業医の下で治術を傍観し，僅かに不十
分な小冊子によって独学し，数年後の受験に備え
る。恰も幕府時代と同様であり明治の今日にあって
慨嘆すべき状況である。歯科医学校或いは病院を有
する欧米の状況と比較するとその差には愕然とす
る。試験制度以来既に２０余年経つが未だ養成を民間
施設に任せるのみで省みることがないとは果たして
当を得た政道と言えるのであろうか。ここに政府が

進んで高尚な歯科医を養成する施設，即ち官立歯科
医学校を設立することを請願いたします。（ママに
あらず）」６）

請願書の趣旨は以上となっていて，更に具体的な
事柄が次のように記されている。「本校は，歯科医
学の教授と実地の練習によって高尚な歯科医を養成
する，修業年限は３カ年，入学者は１７歳以上にして
尋常中学校卒業生若しくは之と同時（ママ）の学力を
有する者，そして学科課程として一年級：動物学，
植物学，物理学，化学，解剖学，生理学，英語，二
年級：薬物学，病理学，冶金学，歯科器械学，歯科
治術学，実地演習，英語，三年級：薬物学，黴菌
学，歯科器械学，歯科病理学，歯科治術学，実地演
習」となっている。
そして，「経費として臨時創業費３８，０５０円，経常

費２０，４００円，収入が生徒の学費と治療費で計５，２００
円が計上され差し引き１５，２００円の不足」による運営
となっている。
２）会議経緯
該請願書の提出時は，第１０回帝国議会が開催中

だったことから血脇らは，直近の第１１回帝国議会
（明治３０年１２月開催）での議事を意図したと思われ
る。ところが第１１回衆議院議会は，明治３０年１２月２４
日に通常国会として開会されたが，翌２５日に緊急動
議として内閣不信任案が提出（鈴木重遠議員）され，
可決された為に松方内閣（第２次）は総辞職するに
至った９）。従って，請願は次の第１２回帝国議会での
審議を願ったものと思われる。その第１２回は明治３１
年５月１５日から同年６月１０日（官報）まで都合１６回開
催されたが，いずれの開催日にも該請願の議題は予
定されていない。しかもこの伊藤博文内閣も同年６
月１０日に総辞職，解散となってしまい，結局衆議院
では議題に至らなかった。
ところが一方，第１２回帝国議会貴族院では明治３１

年６月１日にその請願委員会において「第六號歯科
医学校設立の件」が会議日程に組まれた８）。委員長
二條基弘から貴族院議長近衛篤麿に「歯科医学校設
立の件」の意見書案が提出され６月４日に審議され
た。請願は同日の請願委員会で可決され近衛篤麿貴
族院議長から内閣総理大臣伊藤博文にその旨報告さ
れた。尚，出席委員１８名のなかに仲介者の森山 茂
の名前が確認される。
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３）血脇の広報活動
血脇は，官立歯科医学校設立請願案が貴族院で同

年６月４日に可決されたことを見届けてから，東京
日日新聞（同年６月１７日）１０）と時事新報（同年６月１８
日）１１）の新聞２紙に官立歯科医学校設立の必要性と帝
国議会に提出した請願書の結果を投稿した（図１）。
前者の見出しは「歯科医養成の急務を述べて文部

当局者の一顧を煩す」とし，後者は「歯科医養成の
急務」としているが内容は両者変わることはない。
内容は以下の如くである。『一般医学の進歩は日に
著しく英国や独逸に匹敵するほどになっているので
あるが，歯科医学だけが振るわず世間もその存在を
気にしていない。歯科医学は一般医学の一分科でそ
の根底は科学の原理から発生していて，歯の完否は
全身の健否に関係することから歯科医学は決して一
小枝として看過すべきではない。しかし，世人が歯
科を軽く見ているのは，一に歯科医と自称している
香具師の徒が拙劣な毒技で社会に弊害をもたらして
いることと二つ目は素養ある歯科医が乏しいことに
よる。
第一の原因はここでは触れないことにするが，第

二の原因ついては自分としての説を持っている。明
治１７年に政府は歯科医が必要なことを認め一定の試
験を設けて歯科医制度を規定したが，その養成につ
いては顧みることなくその後の１５年間で真に歯科医
の資格を取得した者は僅かに４００余名に過ぎない。

之を日本の人口比にすれば十万人以上に一人とな
り，米国の３，０００人に一人と比べると驚くほどの差
である。
明治２３年高山歯科医学院が設立され歯科医の養成

に当たっているが素より一私立学校であり完全な教
育は望めない。現在なお学生の半分以上は開業医に
弟子入りして薪水掃拭（ママ）をしながら日夕に治療
を見学し僅かに断片零墨の小冊子を独習して数年後
に漸く受験の素養がつくという次第であり，これで
はどれだけ素養のある歯科医を世の中に輩出できる
か望むべくもない。政府は歯科医の必要を認め，そ
の存在を公許している以上は国費を以ってその養成
を計ることは当然の義務である。いわんや今日では
獣医，薬剤師，産婆に対する育成機関は既に備わっ
ているのであるから。
以上のことから第１２回帝国議会衆議院に向かって

官立歯科医学校設立の請願書を提出した。
衆議院は不幸にも解散で会議に登らなかったが貴

族院では満場一致で可決して既に政府に伝達した。
「政府宜しくこれを採納して次回の議会に向ひ予算
案を提出すべし（ママ）」（時事新報）』と結んでい
る。
４）言論界の反応
この請願に対して「日本医事週報」の主筆である

川上元治郎は「国費を以って歯科医を養成すべし」
と賛同し，以下の三案を同誌に示した１２）。

図１ 血脇守之助の東京日日新聞（明治３１年６月１７日）への投書
官立歯科医学校設立の必要性を記し，その請願が貴族院で可決されたことを報告し，従って政府文部省による早急の実行を

願っている旨の投書である
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一，創業費数万円及び年々１，２万円の経常費を現
存の高山歯科医学院に補助する

二，２，３の高等学校医学部内に歯科医養成所を設
ける

三，独立の歯科医学校を設立する
以上のうち巨額を要するのでなければ三が優れて

いるとし，両院議員諸君が今回の請願書を採納して
政府に申達し，国費で歯科医学校を設立する建議を
政府に提出することを切望する。
５）請願の背景
請願書は血脇守之助を筆頭者として３５名によって

提出された。該請願書の内容は，高山紀齋が高山歯
科医学院設立に当って明治２２年に府知事に提出した
認可願いと入学者資格，学課教科などは殆ど同じで
ある１３）。ところが，高山は，設立申請書に記した４
年制修学年限を，開院直後に２年に短縮した。ま
た，計画した内科，外科といった教科目も歯科医術
開業試験に必要ないことから縮小せざるを得なかっ
た。高山が目指した教育を志望する受験生は殆どい
なかったからである。歯科医術開業試験の受験資格
には，尋常中学校卒業資格の必要はなく，また通学
による歯科医学教育も必須ではない。そんな状況下
では長い修学年限は学費が嵩むだけである。明治２０
年代には歯科医学校は設立されても運営存続するこ
とは殆どなく，しかもそうした学校の設置目的が歯
科医術開業試験の為であることを謳っていても，歯
科医希望者にとって，学校が身近な存在になる為に
はなお年月が必要であった。
専門学校令の発令は明治３６年で血脇らが請願を

行った明治３０年では帝国大学以外の学校は全て各種
学校であり，歯科医学校修了が歯科医の資格試験に
必須となるのは大正１０年である。このような時代背
景を念頭に置くと，請願書に書かれた入学資格，修
学年限，そして内科，外科が組み込まれた教科目等
の条件から，血脇らは質を求めた歯科医師養成を官
立歯科医学校教育に対して強い期待を抱いていたこ
とが理解できる。
請願書提出の紹介者である貴族院の森山 茂１４）

は，明治初期の外交官で朝鮮国との修好に尽くし，
外交官退官後は元老院議官，富山県知事，貴族院議
員（勅選・２５年間）を務めた。また森山は高山紀齋夫
人愛子の父親でもある。そして，紀齋夫人の弟は松

之助（建築家）であり，松之助は血脇の共立学校（大
学予備門の進学予備校：開成中学の前身）時代の友
人中條精一郎（建築家）の友人である。血脇は歯科医
になる為に新潟三条から上京，中條を訪ねた時たま
たま松之助が居合わせたことから付き合いを始めた
という友人関係である１５）。
また，衆議院での紹介者である林 有造議員は自

由民権運動家であり，請願書の衆議院上程を血脇が
予定したと思われる第７代伊藤内閣が解散した後，
明治３１年６月３０日成立した第８代大隈内閣（第一次）
で逓信大臣に就任した。この時紙上で新内閣略伝と
して以下のように紹介されている。「土佐藩出身で
板垣（退助：著者註），片岡（健吉：著者註）らと立志
社を組織した。陸奥宗光，大江卓と新政府樹立のた
め土佐藩士を団結し政府転覆を図った。しかし，捕
らえられ北海道への流刑を受け，集治監で１０年を過
ごして満期出獄した。その後は北海道で拓殖に従事
し数年にして巨万の富を得て，政治への野心はなく
なったようであったが，国会開会に際し土佐県選出
議員となり爾来自由党の領袖として声望を得た。林
氏が板垣氏との入閣をみたのは板垣氏と陸奥伯との
力によるものだった。（ママにあらず）」１６）。
それでは，この時高山歯科医学院（高山紀齋校長）

の講師兼幹事に過ぎない血脇守之助が該請願の主導
者だったのは何故だろうか。それは以下の理由だと
推察される。血脇はこの時，歯科医術開業試験合格
の２年後，つまり歯科医になって僅か２年後であ
る。そうしたいわば新人にも拘わらず血脇が筆頭者
であることは，その実力や人望に加え，歯科医学教
育の向上に官立歯科医学校が必要であることを強く
主張したからと推察される。そして上記の森山 茂
と血脇との間接的な関係も重要であったであろう。
また，森山は高山紀齋の岳父なので請願には高山

紀齋の強い関与も考えられる。尚３５名の氏名につい
ては貴族院の資料でも該意見書案の提出者は「東京
市芝伊皿子町平民血脇守之助外三十五名」と記され
ているだけで，その他のことは知り得ない。
この時医科雑誌で賛意を表した川上元治郎は，医

師であり医科界における活発なオピニオンリーダー
であった。彼は明治２８年６月に「日本医事週報」紙
上に所謂「医科歯科一元論」に沿った歯科専門医養
成策を論じた１７，１８）が，これは血脇の寄稿に対しての
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自論を述べたものであり，血脇は直ちに現行の二元
制育成の妥当性を以って同誌で反論した経緯があっ
た１９，２０）。
明治３０年１月の帝国議会に提出した官立歯科医学

校設立の要望は，政府の歯科医養成策が歪んでいる
としてその是正を求めたものだが，血脇は既述のよ
うに歯科界に身を置いた早期から歯科の制度や歯科
医学教育の充実改革に積極的な発言をしていた。以
下の事柄もその一つである。明治３１年５月には内務
大臣芳川顕正宛に日本歯科医会代表・血脇守之助と
して「医術開業歯科試験出願者履歴保証改正ノ建
議」を提出している。これは受験者の修学経歴の保
証人として内外科医２名以上が必要とされ，歯科医
術を実際に指導した「歯科医は保証人になれない」
という規則改正の要望である２１）。該規則は，殆ど歯
科医が存在しない明治１６年の制定であり，その後の
現状と様相を異にしている不合理さを述べた建議で
ある。
これの結果，同年秋季からの受験者には歯科医の

保証も要求されるように改正された２２）。

３．第１３回帝国議会衆議院で「官立歯科医学校設立」
の請願は可決される２３）

第１２回帝国議会貴族院で可決された該請願は，既
述したように同回の衆議院では，同院が任期満了す
ることなく解散した為に議事日程に上がることがな
かったが，第１３回衆議院（明治３１年１２月３日～同３２
年３月９日）において３月２日に開催された第３８回
の衆議院総会で「特別報告第二十四號」として可決
された。
以下の記録となっている。「○議長（片岡謙吉君）

次は日程の第二十四官立歯科医学校設立の請願
［「異議ナシ異議ナシ」の声起ル］○議長（片岡謙吉
君）採択スルコトニ異議ハアリマスマイカ［「異議ナ
シ異議ナシ」の声起ル］◯議長（片岡謙吉君）異議ガ
ナケレバ，採択スルコトニ決シマス，」

４．第１５回帝国議会衆議院で「歯科医養成に関する
建議案」は再度上程され衆議院本会議で可決され
る
官立歯科医学校設立の請願は，第１２回帝国議会貴

族院を通過し，第１３議会衆議院で直ちに可決採択さ

れた。
しかし，それ以後２年が経過したが政府の計画は

一向に進展することはなかった。その為に政友会文
部部会において建議提出の必要が認められ，山口，
西原，脇坂，齋藤の４名が主任となり，ここに憲政
本部の鈴木を加えて５名連名の提出（明治３４年２月
９日）に至った。署名賛成者は犬養 毅を始めとし
て政友会及び憲政本部の１００余名であった２４）。
１）第１５回帝国議会衆議院（第７號）
山口熊野他４名の衆議院議員によって第１５回帝国

議会衆議院に提出されていた「歯科医養成に関する
建議案」は，明治３４年２月１６日（第七號）の議事日程
に上げられた。
そして，鈴木萬次郎が当日（２月１６日）に演壇に立

ち建議理由を以下のように述べた２５）。
「この問題はすでに第１３回議会で可決されたこと
でありますので，歯科医養成の必要性については私
からくどい話はいたしませんが，その摘要を話させ
ていただきます。歯科医養成という件は小さいこと
のようではありますが適当な歯科医の有無というこ
とでは人身の上に非常な影響を与えます。特にこの
維新以来肉食が盛んになった今日，歯科医の人口比
は甚だ低く，欧米各国における歯科医養成を見ると
実に膨大なものがあります。ところがわが国では唯
歯の療治をするところの内弟子となって僅かに修め
るぐらいのものです。教育をする，養成をする場所
は唯僅かに歯学校の一つ，高山紀齋氏が明治二十三
年から開いているものが一つあるだけであります。
それも私財を投げ打って歯科医養成のために殆ど十
年に近き間此のことに尽くされたのでありますが，
只今では他の者に譲りまして，これも止められたと
いう有様であります（高山が血脇に学院を委譲し，
自身は学校経営からは引退したことの意：著者註）。
こうしてわが国にできた歯科医は五百名内外に過ぎ
ません。人身に容易ならざる関係のある歯医者とい
う者の教育にははなはだ不十分であると存じます。
わが国に腸胃の病が多いのは偏に歯の保存が十分で
ない結果であろうと思います。統計で詳しく調べた
のでは日本人の五十歳以上の死亡が他国よりも多い
のは，歯の保存つまり歯科医養成の不足であり，歯
のない者が腸胃の病気を余計に起こす結果であろう
と思います。また，今日徴兵についても齲蝕の有無
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を注意している点から考えても，人身に特に人の生
命に莫大な関係があるということはお分かりいただ
けると思います。
どうか政府におきましては大学に一科を設ける

か，官立の歯科医学校を造るか，さもなければ私立
学校として適当なものがあると認めた以上は，之に
対して相当の補助を与えるか，兎に角此のことにつ
いて政府は等閑に致すことなく施設してもらいたい
ということです。満場の皆様の御賛成をお願いいた
します（ママにあらず）。」恆松隆慶議員から委員付
託の要望があり，片岡健吉議長に９名の委員指名が
委任されて閉会した。
２）歯科医養成ニ関スル建議案委員会会議録（速記）
第一回２６）

設置された委員会の委員９名から委員長に脇坂行
三が推薦された。３４年２月２２日に政府委員として文
部省総務長官梅 謙次郎と同専門学務局長上田萬年
の出席のもと４０分間にわたり委員会が開催された。
ここでは，先ず「大学に歯科の講座を設けるとのこ
とだが医学生への講義の為か，歯科医を専門に育成
する為か」という鈴木萬次郎議員の質問に始まっ
た。「この講座は東京大学に開くつもりであり，全
般の医学の教授の上に必要な歯科を講座として開設
するので学生への講義の他に講習科のようなものを
置くこともできるかもしれないが，それは未定であ
り基本は学生への講義である」と梅 謙次郎政府委
員は答弁している。専門の学校（官立歯科医学校：
著者注）を設立する計画の有無に対しては，「歯科医
学の必要性を文部省は認めているが，他に文部省と
してはしなければならない仕事が沢山あるので，今
日では歯科医学，歯科医養成に関する計画はない。
私立学校への補助に対しては，少しの補助で施設設
備が整い十分な歯科医の養成ができるもの（学校：
著者注）があれば，あるいは補助も考えられるが今
日の調べではそこまでには行っていない。」それに
対し「私立学校には現在のところ補助を与える学校
はないということか」との西田牧三議員の念押しに
は，「そのような学校はないし，とにかく直ぐに補
助することは政府にとって難しい。」「歯科に関する
教授をしている所やその有様がどうなのか調査はし
ているのか」との鈴木議員に対して，「特に調べて
いないが東京に二，三の歯科を教えている所がある

とは聞いている。中には学校といっていいだけの設
備のあるものもあるということではあったが，極め
て幼稚なものであって，これでは歯科医を養成する
に足るだけの設備のあるものではない。だからこ
そ，政府の補助によって必要な設備にして貰わなけ
れば困るということであった。その他は歯科医が自
宅であるいは診療所で門弟として養成をしているに
止まっているというふうに承っている。」梅政府委
員が答え，これに対し，「今日歯科医養成学校に見
るべきものが無いというのは，日本の習慣として歯
医者の地位が低く志願する者が従って少ないという
結果になっていると思われる。しかし，今日ではそ
のような考えも段々薄らいできていて，十分な技術
を備えた歯科医が必要だとする社会の需要も進んで
きている。従って，政府が適当な処置の下に現在で
は微々たる学校であってもそれを保護し監督してい
けば無論立派な学校になると信じるので，本院でこ
の建議案が通過した暁には，保護すべき学校を調査
すること，また財政の都合を図ることは勿論である
が，文部省はこの建議案に賛成をして院の義を入れ
てもらってそのように取り図うであろうと考えるが
如何か。」と鈴木議員は述べている。梅政府委員は
次のように答える。「議院の建議に政府は十分参考
にして，これが有益，あるいは必要である以上は実
行するのは勿論であるが，本来必要であれば建議の
有無に拘わらずしなければならないし，建議があっ
ても遅れていることを俄かに進める訳にいかない事
情もある。歯科医養成の必要性は十分認めているの
で，他の愁眉の急に迫っている仕事を終えた上に，
財政が許す範囲で将来この件を計画する考えであ
る。しかし，今約束して，たとへば次とかその次の
議会に予算を提出するようなことはできかねる。」
２名の委員が原案賛成を表した後，最後に鈴木が以
下のように意見を述べた。「文部省に愁眉の急の仕
事が沢山あることも分かるが，私立の歯科医養成へ
の補助金は莫大な費用がかかる訳では無い。僅かに
一万円とか五千円である。一般の衛生上，歯牙の不
健全が全体の不健康をもたらすことは言うまでもな
い。保険会社でもそうした調査結果が出ている。国
の経済からも歯の健康は重要である。欧米で大学に
おいても官公私立いずれの学校でも歯牙の医術に関
する教育は盛んであり，その技術者を出すことも多
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いことはご承知であろう。今日ようやく歯科医は
５００名ぐらいであろうということは，個人の快楽と
いう小のことから，国民の健康や国家経済という大
のことまで非常に大きな影響がある。国庫を考える
までもない少しの費用で予想外に大なる問題に利益
を与えることができるのであるから，議院の建議を
入れて国民の希望を入れて文部当局は速やかに建議
案の趣旨を採り，追加予算としてこの議会に出すこ
とが至当であろう。今日まで適当なる設備のものが
無いということは，自力をもってこの歯科医養成に
支出し，耐ええないで倒れそして起き，また後継を
してそれに資財（ママ）を頼っている有様であるの
で，設備が足りないというのは当たり前である。さ
ればこそ文部（ママ）が補助監督するのが当たり前だ
という建議が出るのである。従って，議院がこれを
建議した以上は，今日の政体において政府の徳義と
して速やかにこれを処置するのが適当であると考え
るので，また特に文部の当局者がこのことに心配す
るということであるから本案に賛成する。」とし
た。以上を以って満場一致で可決したという脇坂委
員長の言で委員会は散会した。
３）衆議院本会議における可決２７）

該案は，明治３４年２月１６日第１５回帝国議会衆議院
において鈴木萬次郎によって提出理由が説明され，
これにより特別委員会が設置され２月２２日の委員会
で政府委員（梅 謙次郎，上田萬年）も同意のもと原
案が可決された。該案はこれを以って同年３月１８日
の衆議院本会議に戻り，特別委員長脇坂行三が報告
した後に可決された。この報告で政府委員の言を脇
坂委員長が述べているので紹介したい２７）。
「歯科医養成の件に関しては第１３回帝国議会の年
に既に請願委員会の決議で可決したものですので，
政府において学校の設立があるかと思っていました
がそうはなっていません。二名の政府委員のお話で
すと政府において全く反対はしていなく，これまで
歯科医養成の必要性については十分感じているので
すが，他に愁眉の急なものがあるために今日まで着
手ができていない。目下海外留学している歯科専門
の医師が三名いる。一人が大学，高校から二名の教
授を派出しているので，文部省においては他日医科
大学にこれに関する講座を設ける積もりである。し
かし，歯科医に独立の官立学校を設ける計画をする

までには至っていない。もし，民間の私立学校にお
いて歯科医養成に関する設備その他のことを整備す
る為の幾分かを政府の補助でその目的が達せられる
ならば財政の許す限り補助するという政府委員の答
弁でございます。
特別委員会では今日歯科医養成の必要であること

は過日の議会でも提出者から説明いたしました通り
でございます。歯科医の免許を持って開業している
者は４４０名，人口比で９万人に１人ですが政府は何
ら歯科医の養成に着手していなく，２３年に高山紀齋
が歯科医学校を設け，この養成を引き続いて行って
いるとこであります。徴兵検査では歯牙の完全
なるや否やによって合格不合格が関係する位（歯科
の：著者註）必要なことは論を待たないところであ
ります。すでに請願書も可決していることでありま
すので満場一致でご賛成くださるよう希望いたしま
す。」そして，「官立歯科医学校設立の請願に対し本
院はその必要あるを認めこれを採択し政府に送付し
たが政府は何らの施設（ママ）するところないので本
院は政府は速やかにその設備に着手するかまたは適
当の私立学校に補助を与えるか二者のうち一つを採
り，以って歯科医学の発達を促進させ歯科医養成の
実を挙げることを望む。」と脇坂委員長は結んだ。

以上のように初めての建議による「官立歯科医学
校設立」は衆議院で採択される結果に至った。この
ような状況に歯科学報では発言者不明（多分奥村鶴
吉：著者註）の感想が次のように記されている２８）。
「政府答弁にある３名の留学生は，一般医師とし
ての歯科の勉強であるので帰国後には歯科衛生の普
及に寄与できるとは思われない。その理由は，現在
の歯科医数の人口比が１：９万人という状態であ
り，このべらぼうな割合の改善には医師数との比を
１割とすれば歯科医が４，０００人必要となるからであ
る。現行制度での歯科医誕生が現在の年間３０人とし
て今後５０人に増やすとしても残りの３，５００人を造る
のには今後７０年かかることになる。こう計算すると
前途があまりに茫漠として人間が嫌になる。こんな
ことで文部省も大奮発して建議案に賛成したのであ
ろう。政府は予算計上を３４年度追加とするか来年度
予算にするかは未定であるが，今度こそ政府は早晩
計画に着手することは明らかである。これまで歯医

４５４ 金子，他：官立歯科医学校設立の島峰 徹と血脇らの帝国議会請願

― ２４ ―



者のことは天下の小問題と片付けられ請願を顧みな
いという始末は無理からぬとはいえ，歯医者の身に
なればどれ程悔しい思いであったか。しかし，今回
の建議によった結果から自分も愁眉を開くべしなの
カネ。」と明るい望みを吐露しているが，しかしこ
れは楽観に過ぎた。
尚，歯科医事衛生史に「同請願書は，再び明治三

十三年一月日本歯科医会から衆議院に提出され可決
されて政府に進達された。」と記載されている内容
（p５４１）６）については以下のように考える。即ち，該
請願書は第１４回帝国議会（明治３２年１１月２２日から同
３３年２月２３日）の開催中に提出され，可決されたの
は第１５回帝国議会衆議院であった。

５．１９０２（明治３５）年 衆議院，歯科養成に関する質
問書を政府に提出６）

明治３５年３月４日 鈴木萬次郎外一名は衆議院か
ら歯科養成に関する質問書を政府に提出した。
一 政府ハ歯科医ノ養成ヲ不必要ナリト認ムルヤ
二 政府ハ歯科医学専修（ママ）学校ヲ設立スルノ考
案アリヤ

三 政府若シ専門学校ヲ設立スルトセハ其時期如何
これに対し政府から以下の答弁があった

一 政府ハ歯科医ノ養成ヲ不必要ナリト認メズ
二 歯科ニ関スル専修（ママ）ノ学校ヲ設置スヘキヤ
否ヤハ目下調査中ニ属ス

三 前項ノ次第ナルヲ以テ其時期ハ明言シ難シ
このようなこともあってか，１９０３（明治３６）年に文

部省は衛生研究の為に独英仏に留学する三島通良に
歯科学校調査を委託している。三島は３７年５月に帰
朝し，以下の報告を行った。「建築設備費を除外
し，経常費一年三万円を以って歯科医学校を設立
し，入学者は中学校卒業程度とし修業年限を三年と
すべし。」

６．第２６回帝国議会衆議院における可決
明治４３年の第２６回帝国議会衆議院においてこれま

でと同様に官立歯科医学校設立に関する案件が建議
された。
京阪神地方の開業医が１年前から始めていたその

請願運動が１９０９（明治４２）年４月に三重県宇治山田市
（現伊勢市：著者注）で開催された関西歯科医師大会

において第２６回帝国議会｛１９０９（明治４２）年１２月２４日
－１９１０（明治４３）年３月２３日（通常会）｝に提出するこ
とが決議された。そして全国の歯科医師会の賛同を
得るために磯江慶助，西村輔三，堀内 徹など計１４
名の設立請願委員名による請願理由書と請願書が記
録されている２９）。ここでは請願書の衆議院提出者と
して大阪選出の菊池侃二及び石橋為之助の両氏に依
頼したとあるが，以下に示すように本議題は菊池侃
二提出の建議案として衆議院に上っていることか
ら，請願の方法ではなくその効果から建議案に変更
したと考えられる。なお，該関西歯科医師大会は，
同日同所の日本連合歯科医会（常務委員長 榎本積
一，常務委員 血脇守之助）と同じく開催され，該大
会には伊澤，血脇，寺本，榎本，奥村，大原，門
石，花澤，その他などが招待出席した３０）。
１）衆議院本会議
同年３月５日に予定された「歯科医学校設立ニ関

スル建議案」は提出者により延期の申し込みがあ
り３１），３月１０日に提出者菊池侃二議員によって第１６
項の議事として提出趣旨が以下のように説明され
た３２）。
「わが国は明治初年から普通教育は勿論，専門教
育についても大いに力を尽くしている。就中普通医
術には大いに奨励してきたのでありますが，歯科医
には何故か官民の間に忘却されてきたようでありま
す。明治八年頃では正規の学科を受けて歯科医を開
業した者は東京市に僅か一人あるのみと言う有様で
す。その後各所に歯科医の開業が増えましたがその
数極めて少なく，然もその開業医の多くは米国で修
行してきたのであります。歯科は申すまでもなく人
間性の上に，衛生の上に最も必要にも拘わらず独り
この学科が明治以来この有様は遺憾とするてんであ
ります。わが国の現在の歯科医は８６４人であり人口
１０万に対して約１．７人であり，米国では４，０００人に１
人の割合ということで人間生活の上ではこのようで
なければならない。然るにわが国の現在の歯科医学
校について調べると，東京大学において講座が一つ
あるのみ，それも極めて簡略なるものであると言わ
れている，その他私立学校が１，２あるのみであり
ます。このような有様ではとても我同胞の歯科治術
の需要に供すことはできないことは多言を要しな
い。このため建議を提出して速やかに歯科に関する
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学校を当局者にされんよう建議いたします。（ママ
にあらず）」
その後，本議案は議長指名の委員９名に付託する

ことが決まった。
２）歯科医学校設立ニ関スル建議案委員会
３月１０日議長指名による９名の委員が選定され

た３３）。
⑴ 第１回委員会３３）

第１回委員会として明治４３年３月１１日には委員が
参集した。山根正次委員から大井卜新が委員長に推
薦され，理事は委員長に一任する案が出され異論な
く承認された。
⑵ 第２回委員会３４）

第２回は明治４３年３月１４日に５名の委員と政府委
員として文部省専門学務局長 福原鐐二郎が出席し
て約５０分の会議が開催された。
先ず山根正次委員から以下の質問が福原政府委員

になされた。１．歯科学生の養成は東京医科大学
（東京帝国大学医科大学：著者注）だけであるのか。
ここにはどのような種類の人が入って学ぶことがで
きるのか。２．私立については，神田に許されてい
るが試験の程度は如何か。指定校（公立私立歯科医
学校指定規則：著者注）はどのような資格で認可さ
れているのか。この指定校は卒業生が無試験で免状
を得られるが，私立学校が願い出れば許可している
のか。３．今後医科大学の中にも歯科の生徒を入れ
る見込みはあるのか。４．現在の歯科医師数と毎年
の受験者数（歯科医術開業試験：著者註）はどの位
か」
福原政府委員「１．東京帝国大学では，普通医術

開業免状を持っている者に歯科の講習をしているだ
けで，現在歯科医の養成はしていない。その他の大
学及び官立の学校においても歯科医養成の道はな
い。２．私立学校については，歯科医学校という看
板を掲げているものが東京に四つ，京都に一つ，三
重県に一つ，愛知県に一つと計七つの学校がある。
東京の二つは既に専門学校の程度になっている。そ
の他の私立学校を我々は各種学校と言っています
が，程度も設備も十分なものとは言えない。東京の
専門学校２校は，割合に程度も高く，学校の設備も
相当にできている方である。この専門学校二校のう
ちの一つが東京歯科医学専門学校という名前の学校

である。此の学校が先達で指定になった。」山根委
員「ソレハ神田ニアルノデスナ」。
福原政府委員「神田三崎町ニ在ルノデ，是ガ今年

ノ二月ニ指定ニナリマシタ。併ナガラ此ノ指定ニ依
リ免状ヲ貰ヒ得ル生徒ハ明治四十四年ニ初メテ卒業
スル訳デアリマス，一ツノ方ノ此日本歯科医学専門
学校ト云ヒマスモノハ，是ハ富士見町ニゴザイマ
ス，此ノ学校モ唯今指定ヲ出願中デアリマス，是ハ
文部省ノ吏員ナドモ参リマシテ両方共調査ヲ致シマ
シタガ是モマア設備等ハ相当ニ出来テ居リマス，唯
一二ノ十分デナイ点ガアリマスタメニ今日マデハ指
定ニナリマセヌガ，是モ遠カラズ指定シ得ルヤウニ
ナルト信ジテ居リマス，」と述べた後に指定に関す
る説明をした。
「文部省の指定規則により，つまり３年以上の学
校過程を備え，入学者は中学教育を完了した者を本
科に入学させること等が条件になっている。その他
学科目も指定規則に定められていて，優秀な教員，
学科を教授するに十分な設備，また学校の成績が佳
良と認められること，学校の維持が確実であること
等が標準になっている。」次に歯科医数と歯科医術
開業試験の現状を述べた。「現在日本の歯科医は８００
名内外であろう。国家試験については統計があるの
で明治３８年から４２年までを申し上げる。明治３８年，
学説試験受験者は５４１名，実地試験受験者は６３名，
両方の合格者は４２名である。３９年には学説受験者は
８０４名，実地受験者が４２名で計８４６名であり実地まで
の合格者は３９名，４０年では学説実地合わせて１，２８１
名で開業できる合格者は６０名，４１年では学説実地試
験受験者が１，３７６名，全部の及第者が７５名，４２年で
は両方の受験者総数が１，４５２名，及第者が７７名とな
り，受験者は多いが及第者は５０～６０人という数にな
る。」
次に山根委員は試験の漏洩について尋ねている。

「１．私立学校指定校の教員等が試験委員を兼ねて
いるかどうか。歯科医の試験委員が問題を漏洩した
と聞いているが，かくの如き人物が学校にいるとは
如何なものであるか，その辺を伺いたい。２．政府
委員の説明では実に一年で１，４５３名も願い出があっ
て及第者がその十分の一にも満たない成績であるに
も拘わらず，文部省はこれに対してこのような不完
全な（ママ）結果となっているのであるから，歯科の
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専門学校を文部省が設けるのは道理からも，また議
会においてその費用を求めるのは当然と思う。然る
に何故文部省は今日まで官立の歯科専門学校を設け
ないのか。衛生問題にも関するのにも拘わらず何故
政府は打っちゃっていたのか，その辺を伺いたい。」
福原政府委員「１．現在私立学校の歯科医で医術

開業試験に関係した者の存否だが，居る。尤も当人
が辞める筈である。漏洩に関しては（文部省は：著
者註）認めていない。現在ある裁判所で係争中の漏
洩問題があるが，その医員（ママ）はその問題にも関
係は無論無い。２．政府が歯科医の教育に関して
行っていない理由だが，確かに官では行ってない
が，私立学校がいずれも十分ではないが歯科の専門
学校が２つできて，これらは余程出色であるが，こ
れも最近のことである。文部省は歯科を重要だと
言っているのに，これを造らないのはどうしてかと
の質問ですが，これは手が廻らないという以外に理
由はありません」
菊池侃二委員「１．有力な二校の収容学生数はど

の位か。２．毎年１，８００名も受験するが，それはど
こで修業しているのか。３．文部省は手が廻らない
ということだが，今後の方針は如何か，やはり此の
儘放任であるか。」に対して，「１．毎年の定員はど
ちらも１００名。２．各種学校の者，歯科医での見習
いの者，独学の者など種々である。３．是ハ手ガ廻
ラヌト云フノハ相違アリマセヌガ，文部省ニ於テモ
ソレハ歯科医教育ト云フモノハ放任シテ宜シイトハ
思ヒマセヌ，何トカ官ノ方デモ相当ノ途ヲ講ジタイ
ト云フコトハ兼々考ヘテ居リマスコトデ，今日一向
成案ヲ得ナカッタ訳デアリマスガ，マア其私立学校
モ既ニ可ナリ好イノガ出来テ居リマス，ケレドモソ
レニ打任セテ置イテ宜シイカドウカ，必シモ文部省
デハサウトモ思ヒマセヌ，…今日ノ歯科医ハ無論足
ラヌカラ官ノ方デモ成ベク完全ノ歯科医養成ノ途ヲ
講ジタイト考ヘテ居リマス，将来何時マデモ打遣ッ
テ置クト云フ考ハ持チマセヌ（ママ）」と福原政府委
員の答弁であった。
藤沢元造委員は順次以下を質問し，福原政府委員

が答えた。「１．文部省から歯科を攻究する者の海
外留学者の今日までの数を知りたい。２．文部省は
今日まで歯科に対しては自然の成り行きにまかせ
て，何ら歯科の進むべき方針を定めてなかったの

か。３．今後はどうか。４．全国の殆ど全部に近い
数の歯科医が連合して請願をしているが，東京に学
校を持っている向きはその請願をあまり喜ばないと
いうことだが，文部省とその学校とは何か連絡が
あって，商売に差し支えるので何か運動をすると
か，文部省にいた者が学校の幹事でもしていて授業
料が沢山取れないから反対するとかいう目論見が
あったのか。」「１．一人だけである。東京帝国大学
に歯科講座を置くについて一人の留学生をドイツと
アメリカに留学させた。これは，現在歯科講座を担
当しているが，歯科医を作る為ではなく大学の歯科
医の講座の為に置いたのでこれだけである。２．歯
科医の養成については手が廻らなかった。３．今後
は，なるべく完全な歯科医養成の方法を官でも施設
（ママ）したい。このような希望で多少現在調べてい
るが，まだ申し上げるほど案が定まっていないが，
唯考えていることは申し上げておきたい。４．請願
書に関して私立歯科医学校から文部省に何か交渉が
あったかということのお尋ねですが，何も無い，何
の関係もない，無いだけでなく今日歯科医学校の入
学希望者は非常に多いので，官立学校が一つや二つ
できたからといって，私立に入る制度がなくなると
いう心配は毛頭なかろうと思う。文部省と私立学校
との間に何らの連絡もなければ，関係も無い。」
山根委員「１．東京帝国大学の講座には試験に及

第した者は誰でも行く資格があるのか。２．文部大
臣が請願者に多数面会した折に，歯科医学校を設け
るようにしたいと大臣の口から出たとのことなので
福原政府委員もその辺のことはお分かりと思うがそ
の模様はどうか。３．この建議案に対して（福原政
府委員は：著者注）賛成と思うが如何か。」福原政府
委員「１．最初のご質問は資料を持ってきてから後
ほどお答えする。２．文部大臣が直接請願者にその
ようにお答えしたのかは文部大臣からは聞いていな
いが官設の教授場を作りたい希望は文部省でも無論
持っている。３．建議案については無論賛成であ
る。しかしながら来年度予算に出すかどうかそこま
では責任を持ってお答えできない。」
藤沢元造委員は更に尋ねる。「１．請願書の趣旨

だけでなく，各地の専門医学校に歯科の１科を設け
る計画はあるか。特に東京帝国大学に設けたような
講座を各地の医科大学に設ける精神か。２．在来の
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歯科は歯抜きという卑しい者として医者社会から軽
蔑されていた状態だが，医学の進歩に伴って外国で
歯科医の免状を得て帰国した立派な方々もできてき
た為にこの歯科医学の進歩も年々歳々進んでいるよ
うに思う。どうも今の医者社会からは継子扱いにさ
れている状態で，圧迫されているような状態だと
我々は認めているのだが今日では最早歯科医を養成
すべき立派な学校が建てられなければならない筈だ
と思うのに拘わらず今日に至るまで文部省が之に着
手しないのは，是らの者が阻害をしているのではな
いか。文部省はこれらの偏狭な見解を打破して立派
な歯科医を養成することに尽力する意思はないので
あるか。３．専門学校で純粋に歯科医を養成する為
の設備を設けるのには経費はどの位か。」福原政府
委員は答える。「１．歯科講座の設置と歯科医の養
成とは異なるが，歯科医の養成については攻究して
みたい。かって医学専門学校を開校した時そうゆう
問題で攻究したことがあるがその場限りだった。歯
科医養成の為に講座を置く成案は現在ない。２．そ
れが偏狭な医者の圧迫というようなことは分からな
いが，兎に角歯科医の品格を上げていかなければな
らず，学問も技術も上げていかなければならないこ
とには同意である。故に文部省でも今は攻究中であ
る。３．経費については今すぐにお答えしかねる。
府県立病院も何とかしなくてはならないし，学校の
方も建築からして掛からなければならないだろうと
思う。これは岡山医学専門学校に置けばどうなる，
千葉医学専門学校に置けばどうであるとか当たって
みなくてはならないと思うので，経費の確かなこと
はお答えしかねる。」
そして，委員会が終焉に近づいた頃山根委員「私

は今までの皆さんのご質問に対する政府委員のお
答えを見ても，歯科医に対して如何に今まで（政府
が：著者注）冷淡であったか分かるので，私共がこ
れから意見を述べるに際しては文部大臣も出席して
貰ってそこで賛成して貰うのが宜しいと思う。福原
政府委員が出席されているので十分とは思うが，如
何にも今まで文部省が歯科医の養成に対する考えが
幼稚であると考える。（文部大臣の出席のもとで：
著者注）十分な希望を述べたいと思うので，このこ
とを願う。（賛成の声起きる）今度歯科医学校を作る
のには専門学校になろうと思う。しからば一年に千

何百人という願出る状況だが，歯科医の玄関で医師
になるのが多いがこれは無理である。中学程度の卒
業で入学を許す学校の願い出に対して文部省は許可
しますか。」
福原政府委員の最後の答えである。「医者，歯医

者と薬剤師は親類のようなものですが，医者の方で
は既に医師法が改正されて明治４７年から中学を卒業
して医学専門学校を出た者でなければ試験を受けら
れない程度にまで進んできている。ところが薬剤師
とか歯科医は医者の方から見ると数歩進歩が遅れて
いる。現在では開業試験の受験資格には普通教育の
素養については何らの条件がない。それ故に普通教
育の素養を分けてみると高等小学校卒業位で歯科医
の学問，薬剤師の学問を受けに来る者が余程多いの
である。これは将来の進歩から考えると歯科医と雖
も随分と身体のことを扱うのであるから，これは高
い職業である。どうしても専門学校程度の教育を受
けなければならない。兎に角人の身体を任せるとい
うことである。ともすれば命にも関係する。どうし
ても程度を上げなければならない。専門学校位の卒
業でなければ試験を受けられないというのが理想だ
と思う。却って薬剤師の方では薬剤師会から頻りに
中学卒業者を教育した者でなければ試験を受けられ
ないようにしてくれという建議書まで出ている。恐
らく歯科医と雖も同様の方面に向かって進むと思
う。今日では普通教育について何らの制限がないか
ら今では中学卒業よりも低い者を入れて，歯科医の
学校を造りたいという願書が出ますと，これを駄目
だと止めるのは難しいのではないかと思う。将来の
進歩の傾向は無論全て中学卒業の者を教育しなけれ
ばならないと思うが，今目の前に少し低い学校が認
可願いとなって現れれば不認可というわけにはいか
ないと思う。」
山根委員から明日本件を決定する前に文部大臣の

ご意見を伺って，本件を確定議にして直ちに本会議
で諮るようにという要望が大井委員長に出された。
委員の賛同を得て閉会となった。
⑶ 第３回委員会３５）

第３回委員会は文部大臣 小松原英太郎が出席
し，委員５名と福原政府委員によって明治４３年３月
１５日に開催された。会議は約１０分間であった。
大井委員長の開会宣言の後，山根委員が小松原文
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部大臣に本建議案に対する賛意の確認と意見を求め
た。大臣は，「政府はこの案件に反対の意思はない。
追い追い相当の施設方法を立てる考えで現在攻究し
ている。しかし，近い将来の予算請求に関しては具
体的に明言はできない。必要と認めているので追い
追い適当の準備に着手したい考えを持っている」と
答え，山根議員は，「歯科医の養成を私立にばかり
委せていないで，政府は来年あるいは再来年速やか
に必ず予算を議会に請求するよう希望する。また本
会議でも本建議案が通過するようにしたい」と話し
を締めくくって委員長により閉会となった。
３）衆議院本会議３６）

三回の委員会を経て賛意を得た該建議案は，同年
３月１７日に衆議院本会議にかけられた。委員長報告
として大井議員が次のように述べた。「本建議案は
既に提出者が詳しく述べましたように歯科医学校を
作って本当の歯科医を作るという精神で真に簡単な
ことで別に述べることはない。大臣の意見も聞き，
政府の同意を得て委員会は全員一致で可決した。」
議長によって異議の有無が確かめられ異議なしとし
て本建議は採用が決定した。

上記のように官立歯科医学校設立の件は，明治３０
年から４３年に掛けて４回の請願・建議が帝国議会に
提出され，貴族院での可決の後３回が衆議院で採択
されているが，昭和初頭まで政府は官立歯科医学校
を設立することはなかった。政府が行った官制歯科
教育に関する施策は，１９０５（明治３５）年３月２１日東京
帝国大学医科大学に歯科教室を新設したことに止
まっていた。
その歯科教室主任に就任したのは佐藤三吉外科教

室に在籍していた石原 久助手で，彼は歯科学を担
当するに当たり助教授に昇任した。石原の歯科教室
は研究臨床において歯科界に指導的な役割を果たし
たとは言い難く，また行政的にも歯科教室を基にし
て例えば薬学科のように同大学医学部歯学科に変革
進展させるような機運を微塵も見せることはなかっ
た。とはいえ，東京帝国大学に歯科が開設されたこ
とは，全国の医育機関に歯科講座開設の輿論となっ
たとその限定された功績が認められてはいる３７）。
その為後述のように官立歯科医学校設立に際して

は，石原の歯科医学・医療に対する思想を是としな

い歯科を目指す東京帝国大学医学士達の意思が直接
の契機となった。

第２６回帝国議会衆議院第２回委員会（明治４３年３
月）で福原政府委員が，官立歯科医学校設立が遅れ
ているのは，そこまで手が廻らなかった以外に理由
はないと答弁している。喫緊の問題は帝国大学の新
設あるいは既設校の整備であったのであろう。帝国
大学は明治１９年に東京が最初であり，京都は明治３０
年，東北はその１０年後の明治４０年である。福原政府
委員の答弁の時期は，丁度九州福岡にその設置を決
める時期に相当している。帝国大学は総合大学であ
るのが基本となっているが分科大学の増設にはかな
りの時間がかかっている。例えば東北大学は１９０７
（明治４０）年の創設時には，理科・農科で出発し，次
の医科は１９１５（大正４）年，そして工科は１９１９（大正
８）年，最後の法文が１９２２（大正１１）年となっていて，
全分科大学完成までには都合１５年を要している。し
かも各地域に１校の帝国大学を設立する計画では
あったが，明治４３年以前に設立まで至ったのは僅か
３校に過ぎなかった。しかも，設立の財源は国庫が
主体ではなく，県財政と篤志家の多大な寄付に頼ら
ざるを得なかったと記されている３８）。つまり，福原
政府委員が述べている手が廻らないというのは，困
窮した国家財政によったことも確かであろう。しか
し，官立歯科医学校設立が著しく遅れたのは，未決
定の歯科医育成方針（後述）や大学令に見られる歯学
部歯科大学の排除という事実からも，政府文部省の
歯科軽視に起因したことは否めない。

Ⅱ．官立東京高等歯科医学校（現東京医科歯科大
学）設立（表２）

１９２８（昭和３）年１０月１２日 勅令第２３９号を以って
文部省直轄学校官制により東京高等歯科医学校が最
初の官立歯科医学校として設置された。『本校は本
邦最初の官立歯科医学校にして文部省歯科医師試験
付属病院を母体として創立せられたものにして，そ
の実現までには相当長き歳月と幾多の紆余曲折を経
たり。官立歯科医学校の設立は最も緊要なことで
あったが，幾多の支障困難のため実現せざりしが，
臨時教育委員会の最終会議に於いて「歯科高等教育
を速やかに設置するの件」の一項が可決せられ，本
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校創設予算の成立となり漸くその創立を見るに至っ
た。』と東京医科歯科大学の学校沿革には書かれて
いる３９）。
政府は１８７４（明治７）年に医制を定めた。翌明治８

年最初の医師開業試験で小幡英之助が歯科専門の医
師になり，１８８４（明治１７）年第１回歯科医術開業試験
の実施，１９０６（明治３９）年歯科医師法の公布を経て，
１９２５（大正１４）年にはその第三次改正もなされるに
至った。この間，各種学校として歯科医学校が明治
中期に設立され，中でも高山紀齋の高山歯科医学院
は廃校せずに唯一存続し，後を継いだ血脇守之助の
東京歯科医学院は，１９０３（明治３６）年専門学校令に
従って東京歯科医学専門学校（１９０７・明治４０）として
最も古い歯科医育教育機関として時を刻んでいた。
また，１９０７（明治４０）年には中原市五郎を中心にした
共立歯科医学校が設立され，その後中原による日本
歯科医学専門学校として発展していった。
明治後期から大正前期にかけて東京女子歯科医

学校（１９１０・明治４３），大阪歯科医学校（１９１１・明治

４４），九州歯科医学校（１９１４・大正３），東洋歯科医学
校（１９１６・大正５），そして明華女子歯科医学講習所
（１９１７・大正６）が設立された。この時代に設立され
たこれ等の歯科教育機関は一校も廃校となることな
く，専門学校令の関門を突破し専門学校に昇格し，
更に困難な「公立私立歯科医学校指定規則」によっ
た文部省指定校にもなっていた４）。
つまり１９２８（昭和３）年最初の官立歯科医学校の創

立は，医療制度が公布されてから５４年後，高等教育
機関としての最初の歯科医学専門学校（東京歯科
医学専門学校）が設立されてからは２０余年後のこと
であった。この間，国は歯科医師の育成を全て篤志
家による寄付行為によって設立された私立学校に任
せていた。

１．文部省歯科医師試験付属病院と島峰 徹（図２）
東京高等歯科医学校初代校長は文部省歯科医師試

験付属病院長島峰 徹である。島峰に関しては長尾
優著による『島峰 徹先生』４０），また村上 徹が詳

表２ 官立東京高等歯科医学校設立までの経緯

事項 内容

１９１２ 大正元年 文部省松浦鎮次郎 専門学務局長就任 １９２４年事務次官昇任まで
在籍

１９１４ 大正３年１２月 島峰 徹：ドイツから帰国 １９０７年に留学（ベルリン大学医学部歯
学科）

１９０５年東京帝国大学医科
大学卒業

１９１５ 大正４年 島峰 徹：文部省医術開業試
験附属病院歯科医長就任 東京帝国大学医科大学歯科学講師兼任

１９１６ 大正５年 金森虎男：文部省歯科医術開
業試験附属病院助手就任 卒直後より同院で長尾に師事 １９１６年東京帝国大学医科

大学卒業

１９１７ 大正６年１１月 文部省歯科医術開業試験附属
病院開設 院長：島峰 徹 文部省医術開業試験附属

病院から分離

１９１８ 大正７年６月 長尾 優：文部省歯科医術開
業試験附属病院助手就任

ペン大大学院（歯科補綴学）で２年間の
留学後左記となる

１９１３年東京帝国大学医科
大学卒後に歯科学教室副
手入局、２年在籍

１９１９ 大正８年３月２４日 衆議院第２回委員会 木下謙次郎質問・官立歯科医学校建設
計画の有無：政府委員答弁・無し

大正８年１２月１１日 臨時教育委員会 官立歯科医専校設立を決める 但し「可決」の一次資料
は未確認

大正８年１２月１２日 朝日新聞による報道 臨時教育委員会での官立歯科医専校設
立

１９２１ 大正１０年１０月１３日 日本歯科新聞雑誌協会 教育評議会に陳情書提出

１９２３ 大正１２年２月７日 第４６回衆議院予算委員会 予算計上 明細不明
大正１２年６月 歯界時報記事 予算概略

１９２８ 昭和３年１０月１２日 官立東京高等歯科医学校創立 校長 島峰 徹
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細な研究を発表している４１－４４）。さらに最近では鈴木
浩一郎によって「創造的預言者」である島峰を長岡
藩の風土と人的関係からその人物像を描いてい
る４５－４８）。島峰は１８７７（明治１０）年４月３日に新潟県越
後石地に生まれた。父は漢方医，祖父は長岡藩々医
であった。島峰家は戊辰戦争後没落したが，島峰
徹は同郷の実業家（内藤久寛）の支援を得て第四高等
学校から東京帝国大学医科大学に進み１９０５（明治３８）
年に卒業し，直ちに大学院（東京市養育院）に進み，
消化器病学の副手として同院に勤務した。そして翌
１９０６（明治３９）年には小金井良精（星 新一の祖父）が
主任教授の解剖学教室に入り，半年ほど歯牙解剖や
組織学を勉強し，翌１９０７（明治４０）年に私費でドイツ
に留学した。島峰の留学目的は歯学を勉学する為で
あった。彼は直ちにベルリン大学医学部歯学科に入
学し，一年半の課程を終了して歯科医師としての公
的な資格を得た。１９０９（明治４２）年にブレスラウ大学
歯科口腔外科の無給助手となった。主任教授は口腔
粘膜切開法である「パルチェ法」を考案したCarl
Partsch であった。ここを第一歩としてその後は，
同大学衛生学教室助手，ベルリン大学歯科医学科学
術主任を務めて１９１４（大正３）年１２月に米国の歯科医
学教育等の調査とその教育機関を見学して帰朝し
た。
８年間に亘るドイツ留学時代の彼は，研究者とし

ての活躍が高い評価を受けていた。研究の対象は広
く多数の論文を執筆したが，特に１９１１（明治４４）年ス
ピロヘータ パリダの純粋培養を成功させた論文を
発表し，この研究成果はヨーロッパでは有名になっ
た４２）。この様な実績から同年日本の文部省は，島峰

を文部省留学生として歯科医学研究の為に満１ケ年
の修学を命じ，その成果に期待した。１９１４（大正３）
年暮に帰朝した後，島峰は東京帝国大学医科大学講
師嘱託として，石原 久教授の歯科学講座に関係し
たが，主体は文部省歯科医術開業試験附属病院の仕
事であった（大正４年 同病院歯科医長，同６年同
病院院長）。
東京高等歯科医学校の母体となった文部省歯科医

術開業試験附属病院について島峰は，会長となった
「口腔病学会」の発会式（昭和２年４月２０日）挨拶で
該附属病院について述べているのでその一部を転載
する４９）。「一番最初ハ，医術開業試験ト云ウ唯一ツ
ノ試験機関ヲ以テ，医師，歯科医師，薬剤士ノ開業
試験ヲ行イ居リシモノデ，俗ニ云ウ雑司ガ谷ノ永楽
病院ハ，ソノ附属病院トナリマシタ。然ルトコロ，
大正６年７月ニ官制ガ改マリ，歯科医術開業試験ナ
ルモノガ，医術開業試験カラ独立シタノデアリマ
ス。斯クナリマシタ以上，此ノ歯科医術開業試験ヲ
施行スルニツイテハ，等シク独立シタル附属機関ガ
必要デアルトイウコトヲ，極力申請シマシタトコ
ロ，文部当局モコレヲ認メラレテ，同年７月ニコノ
歯科病院ノ前身タル，文部省歯科医術開業試験附属
病院ナルモノガ創設サレタルシダイデアリマス。其
後大正１１年１月ニ再度官制ガ改マリ，歯科医術開業
試験ガ歯科医師試験トナリ，従ツテ此コ病院ノ名モ
歯科医師試験附属病院ヲ改称セラレ，現在ニ及ンデ
イル次第デアリマス。」
大正８年度の該付属病院と東京帝大付属病院歯科

の決算が商業歯科雑誌に報告されている５０）。前者は
総収入が１０，１４２円３９銭 後者は１２，９８３円９３銭，延患
者数は前者が１３，１１７名，後者が２０，６５３名。前者は試
験場であり，後者は研究の為の歯科であるので本来
ならば無料で然るべきであるが，それでは経済が許
さないかからとの注釈で紹介されている。因みに東
京歯科医学専門学校の大正９年度外来患者延数は
３９，１４９名５１），日本歯科医学専門学校は３２，０２４名（再
来２６，７０１名，新来５，３２３名）と報告されている５２）。

２．島峰 徹と長尾 優・金森虎男
長尾 優５３，５４）は１８８７（明治２０）年５月２２日香川県仲

多度郡本島村（現丸亀市）に生まれる。第一高等学校
から東京帝国大学医科大学を１９１３（大正２）年に卒業

図２ 官立東京高等歯科医学校初代校長 島峰 徹
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した。直ちに（大正３）石原 久助教授が主任である
歯科学教室に副手として入局した。その後１９１６（大
正５）年から２年間ペンシルバニア大学大学院に留
学し，歯科補綴学の課程を修了した。帰国して石原
の下には帰らず１９１８（大正７）年６月直ちに島峰の文
部省歯科医術開業試験附属病院助手として勤務し
た。その後長尾は島峰の下で官立歯科医学校設立に
尽力する。
金森虎男５５）は１８９０（明治２３）年９月２６日福井県大野

郡大野町（現大野市）で士族の４男として生まれる。
１６歳の時金森辰次郎｛東京帝国大学医科大学助教授
（病理学）として退官｝の養子となった。金沢第四高
等学校から東京帝国大学医科大学を１９１６（大正５）年
に卒業した。直ちに歯科医長の席にあった島峰の薫
陶を受けるべく文部省医術開業試験附属病院助手と
なった。１９２５（大正１４年）から２年間文部省の命によ
り英独米に留学した後復職し，１９３４（昭和９）年４月
２８日に東京高等歯科医学校から東京帝国大学医学部
歯科学講座主任に就任した。
さて該附属病院には，長とする島峰とその教えを

受ける為に，石原の教室と決別してきた長尾，それ
に卒後直ちに島峰の下に来た金森と共に山形朔郎が
在籍していた。山形は長い米国生活の経験者で，
島峰がドイツ時代にロンドンで開催された第６回
International Dental Congress（１９１４）５６）で知己を得
た米国のカーク（ペンシルヴェニア大学歯学部長）か
ら推薦された補綴学のエキスパートであった５７）。

３．島峰と文部省
長尾は後に以下のように記している。「石原の歯

科に関する考えは，歯科は医科の一科として医師が
行うべきで，歯科医師という職業は必要無いと云う
ことであったようである。島峰はこれに対して，歯
科医学校で歯科医を育成するという考えであった。
石原は東京帝国大学教授として高等教育機関におい
て我が国で最高の地位に居たことから文部省の方針
は石原の意見によって処している状態であった」５７）。
「島峰は自身の考えを文部省に進言し，これに
よって文部省の方針が立てられるようになった。私
学の東京帝国大学歯科に対する評価は低く官学恐る
に足らずということであったが，島峰がそこに加わ
ることで対立していた上記２者が一緒になってアン

チ島峰という雰囲気となっていた。そして，島峰へ
の嫌がらせは，大正７年永楽病院の神田移転で周辺
の歯科医師の一部が脅迫的な行動を取ることもあっ
た。」島峰が官立歯科医学専門学校設立の為に奔走
することに対して，石原はその中止を議会に陳情す
るという記事を掲載した新聞もあったことからも明
らかなように５８）石原と島峰は対立していた。
さて，大学令公布実施の大正７年末から翌年３月

までの間に丁度帝国議会（第４１回）が開催され，この
時財団法人東京歯科医学専門学校理事でもあった木
下謙次郎議員が質問をしている。「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。」
ということに対して「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。」と政府委員（赤司鷹一郎）が答
弁している５９）。
島峰はこの辺りのことを座談会で以下のように

語っている６０）。『松浦鎮次郎専門学務局長に官立歯
科医学校設立の必要性を飲み込んで貰う為に再三お
宅にお邪魔して夜の１１時頃まで話をしたことは普通
のことであった。欧米の歯科医学教育の沿革から今
日に至ることを話し，日本においても歯科教育を私
立学校のみに任せずに，模範を示すべき官立の学校
を創らなければならないと言うと，その時分の私立
学校の勢いというものが強いので松浦さんは「君そ
んなことを言い出したら大変だぞ。模範は私立学校
なんで官学の歯科なんかなっていないと言われてい
る時代なんだから，どっちが模範になるかわかった
ものでない。官立なんてできたって無用の長物だ！
と言って居るんだから。君が模範なんか言ったら抗
議が出てくるぞ。」というようなことを言われた。
これが全体の空気であったのですよ。』更に官立歯
科医学校が設立に至らない理由として島峰は以下の
重要な要因を挙げている。『官学の学校を創ること
まで話が行った。そこで予算を組んだが，通らな
かった。当時は政党内閣旺盛時代（原敬総理，中橋
文相）で地方選挙民の自民に対する好感を持たせる
為に（政友会は特に地方に勢力を有した）高等学校等
を地方に馬鹿に増やす時であった。官立歯科医学校
を東京に建てるよりも地方の地盤にそれだけの費用
で高等学校を一つ増やす方が党としては有利であ
る。というイデオロギーも働いていた。つまり，二
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つの難点（官学を嫌う空気と政党関係）の為に，独立
して予算を立てても潰されるという見当が付いてい
るので，松浦専門局長の苦心の結果，当時沢山の高
等学校その他高等商業や，工業の新設の予算が計上
されているその中に，小さく判らんように官立歯科
医学校新設予算を挟み込んで出した。ところがこれ
を原総理が見つけて削られたと聞き及んでいる。』
と記している。

４．大正８年文部省臨時教育委員会で官立歯科医学
専門学校設置を可決
１９１９（大正８）年１２月１２日の朝日新聞朝刊には１１日
に開催された「臨時教育委員会」（大正８年５月２３
日～１０年７月９日）の記事が以下のように掲載され
ている。「…前回引き続き文部省提出の高等教育増
設案に関連して……正式に会議を開き既報のごとく
先記希望事項を正式に決定し…」として三項目の希
望事項の中に「歯科の高等教育機関の施設を速に実
行する事」６１）。
日本帝国文部省第四十七年報６２）における「臨時教

育委員会」の記録によれば大正八年度の文部大臣の
諮詢事項は，１．学位令 ２．大学令により大阪医
科大学設立認可 ３．高等諸学校創設及拡張計画修
正案 ４．大学令により慶応議塾大学，早稲田大学
設立認可 ５．大学令により明治大学，同志社大
学，中央大学，法政大学，日本大学，国学院大学設
立認可の５件としている。そして，総会を計１２回も
開催した結果，上記５．の五大学の認可以外の事項
を可決した。中でも３．高等諸学校創設及拡張計画
修正案に関しては，この提案の他に希望事項三項を
加えて可決した，とある。「官立歯科医学専門学校
設立」の事項に関する文言は，文部省が刊行してい
る「学制に関する諸調査会の審議経過」６３）及び既述
の「日本帝国文部省第四十七年報」には記録がない
が，上記新聞記事と合わせ読むことで合点が得られ
る。従って官立歯科医学専門学校設立は，大正８年
に文部大臣の監督に属する臨時教育委員会によって
決定されたことになる。臨時教育委員会６４）は臨時教
育会議の後継委員会で会長は久保田 譲，副会長
は一木喜徳郎であった。
島峰は臨時教育会議（大正６年９月２１日～同８年

５月２３日）の総裁である平田東助を訪問して，政府

は歯科医学教育を私立のみに委ねておくべきではな
く，国立の教育機関を設けて範を示すべきだとの意
見も述べていた６０）。文部省の松浦局長は官立歯科医
学校設立を政府が握り潰さない為には，堅固な理由
が必要であり，その為には開催されている臨時教育
会議での議決が最も好ましいということで，島峰が
平田総裁にその件を依願したという経緯であろうと
島峰の対談から著者は類推する。
島峰は該要望が臨時教育委員会の審議事項になる

までの緊迫した経緯を語っている６０）。『臨時教育調
査会（臨時教育委員会：著者註）の最終総会が３・４
日後に迫ったので，松浦局長を訪問し，相談した。
至急とりかかるのがよいということでまず岡田委員
を訪問した。詳しく真相を話しこの件を臨時教育調
査会（臨時教育委員会：著者註）の「決議」にしてい
ただきたいと申し上げたところ，岡田さんは誠に良
いところに気づいたと非常に喜ばれ副会長の一木さ
ん（岡田氏令息）に電話連絡してくださり，要点を伝
えてくれた。一木さんに隠さずお話をしたところよ
く御了解くださって，今後のプランを示してくれ
た。事柄は誠に適切であるので，発言者を江木くん
に依頼なさい。江木くんの説明が十分できるように
私が取りはからいましょう。また，久保田会長を訪
ねなさい。この際私立学校のことはあまり触れない
のがよろしい。彼はなかなかの私立学校の擁護者で
すから。しかし，久保田くんはこのことは賛成され
るに決まっています。久保田会長は官立歯科医学校
の設立は自分も考えていたことで，その発言は自分
がしても良いと上々の首尾であった。
そうして江木氏宅に伺ったところ高等師範学校の

昇格運動で学生が沢山応接間にいっぱいであったが
お会いすることがでた。そこで総会での決議案の形
式を「付帯決議」として文言を「政府は速やかに歯
科高等教育機関を設置すべし」ということに決まっ
て実際その通りとなった。（ママにあらず）』
官立歯科医学専門学校設立の要望は，既述したよ

うに明治中期から議会を通じて連綿と継続されてい
たが，実際に文部省が動いたのは島峰の存在による
ものと理解される。
そして『しかし，まだハードルはあるのである。

予算計上は堂々とできるが予算の通過の可否は別の
ことである。高等商業，高等工業，高等師範など５
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校の大学昇格と官立歯科医学校設立を包括して予算
を計上することにした。松浦局長の考えはこれが最
善ということであったが，当日議会に行くと山川さ
ん（東大総長）に呼び止められあの案が困っている旨
を伝えらえた。歯科医学校の設置は賛成だがあとの
５校を昇格することには反対であるということで
あった。しかし，この案はめでたく通過した。』５９）と
記している。

５．大日本歯科新聞雑誌協会の要望
官立歯科医学専門学校設立について私立歯科医学

専門学校にはどのような動きがあったのか。各歯科
医学専門学校は雑誌を発刊していることからその発
刊責任者が商業雑誌責任者と合同の大日本歯科新聞
雑誌協会を結成していた。在京同協会員（表３）は，
官立歯科医学専門学校設立に関する協議の結果，以
下のような質問と陳情を行った。
同協会は文部省が「教育協議会」（教育評議会：

著者註）に官立歯科医学校設立の件を諮問したこと
から当局者の意見を聞いた。質問は１．現在の歯科
医育機関は不備だということで官立を設立するの
か。２．歯科医学を独立の科学と認めることで，こ
れを私学に委ねるのは不可だとの見解か。３．現在
の機関では国民保健上不安なのか。４．文部大臣指
定専門学校との実質上の差異は何か。５．義務教育
費を節減してまでも官立歯科医専設立を計画する真
意はどこにあるのか。
これに対して松浦専門学務局長は次ように答え

た。１．現在の外一校が必要 ２．歯科医学は独立
の科学として研究すべき ３．現在の歯科医師数で

は不足 ４．事実上の差異はないが，５年制とした
のは中学４年から接続するため ５．既に臨時教育
調査会で可決されたので，文部省はその必要を認め
て計画をする。
その後，該協会は下記の陳情書を大正１０年１０月１３

日付けで教育評議会に提出した。『諮問第七項「官
立歯科医学専門学校新設の件」のご審議は国家のた
め慶賀の至りです。これまで歯科教育は民間の力で
多年研究し先進諸国と遜色のない程度に発達を遂げ
た。ついては今回の教育評議委員の審議の際には都
下三専門学校当事者の意見聴取をお願いいたし候
（ママにあらず）』６５）。
歯科側の願いで官立歯科医学専門学校設立の建議

が最後に行われたのは明治４３年の帝国議会で，この
時点では歯科医学専門学校は東京及び日本の２校に
過ぎなかった。その後実際に官立設立が動き出した
大正１０年には歯科医学専門学校は総数６校となって
いた。前記の大日本歯科新聞雑誌協会による文部省
への質問には，官立の歯科医学校設立を強く求めて
いた，かっての私立歯科医学校の意識とは些か距離
を感じさせることは否めない。
尚，該協会の陳情書では審議の「第七項」と明確

に記されている官立の歯科医学校設立の件は，文部
省発刊による各種教育調査審議の委員会に関する小
冊子では「教育評議会」における諮詢事項１０件中に
は記載されていない。

６．第４６回帝国議会衆議院予算委員会（大正１２年２
月７日）における官立歯科医学専門学校設立の計
上
大正１１年春の議会において創立案と，それに伴う

建設予算１３０万円は通過した，と島峰は回顧してい
る６０）。大正１１年春は第４５回帝国議会（１９２１年１２月２６
日～１９２２年３月２５日）に相当する時期であるが，そ
こでは第一予算委員会で歯科医術試験の病院につい
て大口委員と松浦政府委員の間で質疑応答が行われ
ている。松浦政府委員はその答弁において「或ハ政
府デ歯科専門学校ヲ造リマス場合ニハ，」という文
言を使用していて官立歯科医学専門学校の設立の決
定とその予算には言及がない。また政府委員答弁全
体のニュアンスからはこの時期官立歯科医学専門学
校の創設と予算が決まっていた感じを受けない６６）。

表３ 官立歯科医学専門学校設立問題を討議した在京大日
本歯科新聞雑誌協会・大正１０年１０月及び同年１１月１９日
（カッコ内）

雑誌名 代表参加者 備 考

歯科新報 青木貞亮（同） 日本歯科医学専門学校

東洋歯科月報 佐藤運雄（中川大介） 日本大学専門部歯科

歯科医報 松田秀雄（同）

歯 寺木貞芳（欠）

中京歯科評論 市川勝雄（高津 弌）

歯界時報 前田慶次（同）

歯科学報 奥村鶴吉（風間又四郎） 東京歯科医学専門学校
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更に衆議院本会議における議案の中で「歯科医学専
門学校」の文言を見つけることができない。
大正１２年２月７日開催された第４６回帝国議会衆議

院予算委員第一分科会々議録第４回の速記録に，学
校創設に関する質疑応答が以下のように記載されて
いる６７）。
志賀委員がその創設理由を質問し，鎌田国務大臣

が答えている「是ハ官立ノ歯科医学専門学校ト云フ
モノガ一校モゴザイマセヌノデ，ソレデ少クモ一校
ヲ官立ノモノヲ設ケテ，之ヲ模範的ニ完全ナモノヲ
拵ヘタイ，ソウスレバ他ノ私立ノ医学専門学校ノ為
ニモナリマス，全体ノ歯科教育ノ為ニ非常ナ便宜ヲ
与ヘルコトニモナリマスカラ，ソコデ先年大分以前
カラ此必要ヲ覚エマシテ，サウシテ之ヲ計上シタノ
デアリマス」。これに対して志賀委員は，医科大学
にある歯科医の講座で官立の研究場所としてそれだ
けでは足りないのかと質問した。そこで国務大臣が
松浦政府委員から答えるようにということで，以下
のように回答している。「東京帝国大学医学部に歯
科学講座がある。そこには歯科学の授業についての
設備も多少はあるが，これと今回設置しようとして
いる歯科医学専門学校，並びに私立の歯科医学専門
学校とは少々目的を異にしている。歯科医学専門学
校は歯科医師法による純然たる歯科医師を養成する
ことが目的である。しかし，帝大の歯科は一般の医
師であって歯科の知識も持っていたいという，即ち
一般医師の業務を行うとともに歯科もやりたいとい
う人もいて，そういう人の為に歯科講座を設けてい
る。このように目的が異なっているので両方があっ
て差し支えがない。これまで政府が作ったものは一
校もないので今回一つの学校を作りたい。こういう
趣旨であります。」志賀委員「現在歯科医学専門学
校は私立があって相当成績を今日まで挙げておって
なお今後益々発展する形勢にある，其ノ私立歯科医
学専門学校ニ於テハ進ンデ歯科医学大学ヲモ設立シ
タイト云フ考エヲ以ッテ居ル，官立が無いからと
いって学校の基礎も逐次強固にして社会に歯科医師
を供給することに甚大な成績を挙げてきた私立と競
争をするようなことがどれ程の必要があるか。歯科
医が急速に必要なのか，あるいは私立では到底時運
に適合しないので已むを得ず建てるというのか。即
ち私立と競争するが如き必要がどこにあるのかお聞

きしたい。」
松浦政府委員「元来歯科医学は一般医学からその

進歩が大変遅れている。ようやく近年進んできまし
て一般医学と歩調を揃えていこうとする程度まで来
たのですが，なお余程向上発展を図らなければなら
ない余地が一般医学に比しても多い。歯科医学は元
来単純な技術から出発してきて学問的な研究は遅れ
ております。従来の私立が段々発展してきてその成
績は相当良好でありまして，これが不十分である，
到底歯科医師の養成機関としては不十分であるとは
決して考えていませんが，歯科医学は今後益々発展
向上していかければならない機運にあります。歯牙
疾患の罹患患者は多く歯科医師は沢山いなければな
らないと考えていまして，歯科医師をまだまだ養成
しなければならないと考えています。今回政府の作
る歯科医学専門学校は歯科医学の発展向上を十分考
慮して，従来十分とは言い難い医学の基礎的部分に
力を入れて，また技術方面にも十分磨いていき純然
たる歯科医を養成する立派な歯科医学専門学校を
作ってみたい。これが実際必要である。政府はこれ
まで種々の学校を設けてきましたが歯科医学専門学
校を一校も設けてこなかったのは，ある意味政府の
怠慢であったと言えるかもしれない。我が国の学制
において官公私立を問はず同じようなことは同じよ
うに見るということで私立との競争ということでは
なく互いが共存して共に発達する，互いに刺激をす
るという意味において官公私立色々なものがあるこ
とは結構な次第であります。この学校を作った為に
従来の学校が非常な打撃を受けることは毛頭あると
は考えておりません。両方の学校が相共に存在して
歯科医養成の任務を全うする次第であります。」
志賀委員は，官立の設立が東京帝国大学の石原博

士と歯科試験委員長である島峰博士との軋轢の結果
であるとの風評があるが，文部省にとっても学校に
とっても遺憾である旨を述べた後，官立歯科医学専
門学校の設立を了とした。そしてこの問題とは離れ
て，歯科医師の医師への資格取得に関する請願に質
問を移したが，これは割愛する。
大正１２年６月の歯科商業雑誌に，官立歯科医専予

算が報告されている。即ち創設費９１万４千円である
が，これは該年度予算には計上していない。しかし
大正１３年度以降から大正１６年度までの継続経費を毎
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年度１９万から２６万円の支出が計画されていたとされ
ている６８）。これによれば総額で１７９万３千円の予算
が計上されたことになる。４年間の予算計上という
ことは４年後の完成を予定したのであろうか。とす
れば関東大震災によってその創設は２年遅れたこと
になる。
尚，官立歯科医学専門学校設立の件が討議された

のが大正１２年２月７日の第４６回帝国議会衆議院予算
委員会であったことと，同年６月に予算が商業雑誌
に掲載されていることから，島峰校長の回顧にある
大正１１年春は大正１２年春ではなかろうか。即ち官立
歯科医学専門学校設立に関する政府案が議会で可決
され予算が決定されたのは大正１２年の第４６回帝国議
会衆議院であると推定される。推定は同議会で可決
された公文書が未確認の為である。

７．官立東京高等歯科医学校創立５７，６９，７０）

１９２８（昭和３）年１０月１２日に官制が勅令によって公
布され，創立となった。そして昭和４年４月１日に
付属病院が設置され，４月２０日第１回入学式が挙行
された。５月１２日には官制技工士養成科が設置され
た。
４ヶ年のカリキュラムは長尾が留学時代集めたア

メリカの歯科大学の学制を基にし，特に基礎医学を
按配した原案を作り検討して行った。この作業は創
設関係者の意見が忌憚なく披瀝されて，相互間の理
解が深められた。これによりこれから教育によって
できあげるべき歯科医師の未来像をしっかり掴むこ
とができた。一流の歯科医を育てることを目標に，
一週間計４７，８時間という過密授業が組まれた。カ
リキュラム作成に当っては，在来の日本の歯科医学
専門学校の学課課程は全く参考にせず，より医学的
知識の教授に力を入れた。
島峰校長は歯学教育の主眼点を基礎医学に置い

た。欧米においても基礎医学は口腔病理，歯牙組織
等を主とした局所に置かれていた。後発の新設校と
しては早急に先進国に追いつき，一歩前進する為に
は基礎医学に力を入れ，担当教官を置き，研究教育
に力を注ぐことだとした。これは今日から見れば当
然であるが，当時としては独創的で，世界のいずれ
にも見られない進歩的な点であり，島峰校長の慧眼
によるものであった７１）。

官制技工士養成科（修行年限４ヶ年（ママ），予算
定員８名）を設置（昭和４年５月２５日～昭和１８年３
月）したが，「当時歯科医師会幹部は技工士養成には
全く反対の態度を取りかなり批判をしていた。官立
の主な連中は医師出身者で技工ができなく技工士を
使わざるをえないのだという噂も聞かされた。私
は，批判する諸君も自らの診療所では技工士を使っ
ているではないか，同じ使うならば優秀な近代技術
を教え込んだ者の方が一層良いではないかと応酬
し，かつ私どもは医者だからと云って外科方面だけ
に手を染めているのではない，寧ろ保存補綴の方面
に力を入れているのだ。私はその為に米国留学し，
それのみ学んできたのだと密かに反発していたので
あった。」と後に長尾は述べている７２）。
永楽病院時代の大正８年から歯科診療補助のでき

る看護師が養成されていたが，高等歯科医学校の設
置に伴って看護婦養成科（３名採用）（昭和４年５月
１２日）が設立された。これは昭和１９年の医学科の併
設や戦後の大学に昇格することで現在の看護学校に
引き継がれて面目を一新している。制度上は看護婦
見習生であったが，その目標は歯科医業遂行上の補
助者の養成をただ一筋に願っていたと見るべきで，
今日の口腔衛生士（ママ）への第一歩を踏み出してい
たと見なすべきであろうと記されている７３）。

Ⅲ．官立東京高等歯科医学校と大学令

官立東京高等歯科医学校は，戦時中に医学科を併
設することで医科歯科の教育機関となったが，大正
７年に公布された大学令で規定学部から外された歯
科７４）は，大学令が改変されることがなかったので昭
和２０年の敗戦を迎えるまで専門学校のままであっ
た。従って同校は戦前に大学昇格の希望が叶えられ
ることはなかったが，それに対して同校の指導者が
どのように考えていたのか検証した。

１．設立時の島峰の願い
臨時教育委員会での希望事項として官立歯科医学

校設立が議決される見通しが得られることになった
為に，島峰は議決案に「大学教育」という文言を入
れることで官立歯科大学設立を願った。この為に委
員の江木に島峰はそのことを迫った。江木は島峰の
趣旨を理解してくれた。しかし，臨時教育委員会の
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議決が政府に「大学設置」を指定することは穏当で
はないということであった。そして，議決案は「歯
科の高等教育機関」ということであるので，「専門
学校」にするか「大学」にするかは，島峰が文部省
と後に協議することにしたら如何かと江木は示唆し
た。島峰はこの意見に得心したと述べている６０）。

２．島峰の「歯科医学ニ関スル単科大学創設理由書」
島峰は東京高等歯科医学校校長として同校の単科

大学創設の理由書を作成した。昭和１３年６月のこと
で，東京高等歯科医学校が始まってから１０年を経た
時である。専門学校制度に阻まれて諸種の発展策が
学校運営に取り込めない状況から，島峰や長尾らは
歯科医学と歯科医学教育の為のあるべき姿を考えた
時に到達する所は「大学」への道であった。我が国
の歯科医学教育に大学がないことは高等学校を卒業
していないことを意味することから，科学としての
現代歯科医学の習得と発展への寄与に対する人的な
資質への危惧が島峰や長尾には存在したのは当然で
あろう。島峰は，自然科学の発展向上には専門学科
を修める年限の長さではなく，その基礎をなす高等
予備教育に重要性があるので，歯科医学専門学校を
大学教育にしなければならないのだと記してい
る６０）。
後に歯学部長の小椋秀亮は大学昇格案が出てきた

理由について以下の４項目に纏めている７５）。
１）後継者育成の問題
歯科臨床分野の教員は，自家養成以外に道がない

が，専門学校の給与は低額であり，優秀な人材が他
領域に流れていく。
２）研究費及び研究候補者の問題
研究が機関の目的とされていない専門学校では，

教室に割り当てられる研究費はなく，若い助手，副
手は教育の補助員であるが研究に従事する建前には
なっていない。従って，研究は活性を以って推し進
めることができない。
３）学位の問題
専門学校には学位審査権がない。

４）歯学の教育・研究基盤の拡充の必要性
歯学教育研究には医学と理工学の学問分野からの

取り込みが欠かせない。このことが裾野が広く，質
の高い学問体系に成長していくのだが，現状の制度

下では不可能である。
校内には創設以後１０年にわたる実体験から上記に

関する不安と不満が次第に積もってきていた。これ
を解消するのが歯科医学に関する単科大学の昇格案
であって，単なる机上の企画ではなかったことが小
椋によって力説されている。

３．島峰の「案」７６）

島峰は現行の医師法や歯科医師法及び大学令の改
正を必要としないで，文部省の意見だけで昇格可能
な案を作成したとしている。その「案」は「医科大
学」を新設することであり，この単科医科大学は一
般医学を習得させるのだが特に口腔疾患，殊に歯科
医学に重点を置くことを特徴としている。彼は，先
ずこれを実行することが早晩大学令やその他の諸法
規が改正されるに違いないと考えていた。
昭和１１年には２．２６事件に代表されるクーデタと斎

藤実内相，高橋是清蔵相の暗殺が皇道派青年将校ら
によって起こされ，これにより内務省は特高警察や
治安警察の強化に乗り出した。昭和１２年には日中戦
争が始まり，医師の需要が急増し翌年には国家総動
員法が公布されて次第に戦時体制が色濃くなったの
がこの時代である。
島峰は，この「案」の説明にこうした時代の要請

（法的な医師養成）を挙げている。また，島峰は，口
腔疾患に精通した医師を育成する医科大学を設置し
ても，日本の歯科医師養成制度（歯科医学専門学校）
は現状の継続であるからその模範となるよう東京高
等歯科医学校はそのまま継続させようとしていた。

４．長尾の歯科医学教育に関する私見７７）

口腔歯科大学（予科２年本科６年）と口腔医科専門
部（６年制）の二構造にして学校を運営する考えであ
る。口腔歯科大学は，本科でまず歯学を修め，その
後に医学を修める医師を育成する。大学は学理の蘊
奥を窮することを第一義としなければならない。そ
れには研究資質を備えた人材育成の為に普遍的羅列
的に歯科医学を教えるのではなく，歯科医学の基礎
科学，例えば基礎医学とか歯科理工学に関係の深い
化学や物理などを重点的に教授する方針でいきたい
としている。そして後者の口腔医科専門部は医師歯
科医師の両面医としての実際家を養成する。死亡診
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断書や，静脈注射など医療行為として裁判になるよ
うな歯科医師の不安はこれで解消されるとしてい
る。長尾は大学，専門部ともに歯科医師法及び医師
法に支配される両面医養成機関として昭和１３年（１４
年に一部訂正）に本案を提示した。
歯科医療の現状は予防もさることながら抜歯，保

存補綴の治療が大多数であるので，この本来の仕事
を上手にする歯科医を養成することは国家的な考え
であり，歯科教育の本体であろう。従って，この本
旨に添えば，大多数の歯科医師養成は歯科医学専門
学校によるのが妥当である。しかし，予防歯科医学
遂行の便宜上，またその指導的立場に立つ者，更に
は歯科医業を遂行する際に法的な業務範囲の束縛を
受けることのない歯科専門家の必要から，歯科医師
にして医師たる者をやや多数養成する必要がある。
上位の歯科医師を養成しかつ歯科医学の研究発達を
考えれば，大学設立は一刻の猶予もないと結んでい
る。また，アジアに侵入してきた英国，オランダ，
米国のいずれの国でも今の時代に歯科の大学が存在
しない国はないということも書き添えている。

Ⅳ．東京高等歯科医学校から東京医学歯学専門学
校へ

東京高等歯科医学校は，既述したように東京帝国
大学医科大学の医学士によって設立されたので，歯
科医学を構成している主要な要素である医学的側面
の充実発展に期待がかけられ新鮮な息吹が吹き込ま
れたものと考えられる。また，島峰や長尾には教育
水準を上げ，研究体制を取らない限り歯科の発展は
限定的であるという意識が常に存在していたことは
既述した。大正１４年の歯科医師法中改正案７９）におい
て連合歯科医師会（血脇守之助会長）が大学令改正に
よって歯科大学を成立させるように意図し，それが
衆議院において文部省の強い抵抗によって頓挫した
ことを彼らは知っていたと思う。既に島峰は文部省
松浦局長と太い人的関係を作っていたのでこの問題
への島峰の態度は興味あるところであるが，これに
言及した資料は後に提示したい。
昭和１７年の戦時中に「医科歯科一元論二元論」が

再燃した。東京歯科医学専門学校，大阪歯科医学専
門学校以外の６歯科医学専門学校（東京高等歯科医
学校を含む）及び２歯科医学校の同窓連合会が，発

令された国民医療法を根拠に歯科医師の医師資格取
得の運動を展開した７０）。各校の同窓会・校友会は今
日と異なり会長はその全てが学校長であったので，
学校と同窓会が一体となりその賛否に将来を賭け
た。該同窓連合会（加藤清治会長）の設立と事業内容
は日本歯科医学専門学校の主導であった。
島峰と長尾は，同校の卒業生から歯科診療で医師

法違反に問われかねない不安を抱えながらの日常を
強く訴えられていた。その為島峰らはそれを解消す
る方策を模索していた。またこの不安の根源は歯科
医学発展の制約にも繋がるとも考えていた。更に上
記同窓連合会の主張は，島峰らが昭和１３年に起案し
た大学昇格論に重なり合うところが大であることか
ら，一元制を目的とする同窓連合会の会員として島
峰は存在していた。長尾は『島峰先生が同窓連合会
が作成した「歯科医を“皆”医師にせよ」という請
願書に署名をしたが，そのような主張を一度も聞い
たことがなかったので先生の心中がどこにあったか
不思議に思っている』と懐古している７８）。
日中戦争以降我が国は医師不足の状況にあり，国

民の不安は大きくまた政治への不信も増大してい
た。戦線の拡大とミッドウエー海戦での負けを好転
させることなく敗走を続けた戦況における医師不足
は，兵士にとって切実であった。軍部は戦線の軍医
の必要に迫られていて医師の育成は大きな政治問題
となっていた。政府はその対策として，昭和１５年か
ら７帝大６医大に臨時医学専門部を設置し，昭和１８
年から非常臨時措置により医学専門学校７校を新設
した。戦局が益々厳しさを増す中で昭和１９年に東京
高等歯科医学校に定員１００名の医学科が設置された。
これにより「東京高等歯科医学校」は「東京医学歯
学専門学校」と改称された。長尾は東京医科歯科大
学２５周年（昭和２８年）記念誌で次のように記してい
る８０）。
「第２に挙げる本学の特異点は医学部の併置であ
る。これが置かれた経緯は戦況から全国に臨時医学
専門学校の増設が行われたことと軌を一つにしてい
るが，その根底には深い理由がある。それは，学問
的な刺激や，広い知識を常に多方面特に一般医学界
から注入しなくては，東京高等歯科医学校はやがて
井の中の蛙の愚に陥ると考えたからでる。口腔が人
体の一部である以上，歯学が制度上医学から独立し
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た形となっていても，それは教育上あるいは行政上
の一種の方便に過ぎない。歯学は医学の一分科であ
るから，医学部の併設によってその協力を受け，歯
学部を学問的に孤立状態に陥らせないようにするだ
けでなく，進んで医学と積極的な連結を行いつつ未
踏の分野に突き進んでいきたいと念じているからで
ある（ママにあらず）」
昭和１８年頃より健康が気遣われていた島峰校長

は，昭和２０年２月１０日に逝去した。長尾はその即日
に同校校長事務取扱いを命じられ，同月２０日から校
長に就任した。東京医学歯学専門学校は昭和２１年８
月２７日に大学令により東京医科歯科大学となり，長
尾は初代学長として昭和３６年６月までその任を務め
た。

おわりに

本稿では官立歯科医学校設立の経緯を主題にして
いるが，その前置きとして官立校設立を帝国議会に
早期から請願していた歴史も併せ記述した。明治３０
年から明治４３年に亘って貴族院と衆議院で議案とな
り，貴族院で請願は可決された後，衆議院で請願と
して１回，建議として２回官立歯科医学校設立が認
められ，衆議院から政府に送られている。しかし，
政府文部省はこれを実行に移すことはなかった。そ
れは何故なのか。
建議により明治３４年の第１５回帝国議会と同４３年の

第２６回帝国議会における，官立歯科医学校設立に関
する文部省専門学務局長（政府委員）の答弁は些か違
いを示している。前者では官立校の設立には言及せ
ず，歯科医養成の必要性は十分認めていると言いつ
つも，私立歯科医学校を「未熟で幼稚で学校とも言
えない」と評していた。しかし，後者では予算計上
の具体的時期を述べることには否定的であったとは
言え，歯科医の品格と学問，技術の向上の為にその
養成については攻究してみたいと表明した。これを
見ると明治３４年に比べ９年後の明治４３年には多少前
進した答弁をしていることが分かる。また私立歯科
医学校については，「東京歯科医学専門学校と日本
歯科医学専門学校の２校は割合程度が高く，相当に
学校の設備もできている」と委員会で評価している
ことから，私立歯科医学専門学校の懸命の努力が推
察される。

特に後者における福原専門学務局長の発言では
「歯科医養成方針は未定」との立場を表明してい
て，「現行の医師歯科医師法による二元制の継続の
可否に拘わる根源的な問題の攻究無くして官が独立
の歯科医学専門学校の設立について回答はできな
い。」と注目すべき発言をしていた８１）。なお，歯科
学報は日本医事週報に掲載されたこの福原局長の考
えを直ちに紹介している８２）。この表明をした１年後
に開かれた議会委員会で，福原専門学務局長は「設
立は喫緊の課題を解決する為に手が廻らないのだ
が，文部省は官立校設立の希望を持っていて建議案
には賛成である」と明確に述べているので，未定と
していた歯科医養成方針に変化が生じてきたものと
考えられる。
日露戦争に勝利したとは言え，賠償金への国民の

甘い期待は霧消して，国家財政は疲弊していて帝国
大学整備も儘ならなかった時代である。従って確か
に手が廻らない理由には財政的な問題が大きかった
だろうが，同時に歯科医育成に関して国として確た
る方針が決まっていなかったこともその理由であろ
う。何れにしても歯科医学教育に対して国が本腰を
入れていなかったことには違いがなく，その軽視の
実態は大正中期の大学令にも明らかである。
大正後期における官立東京高等歯科医学校設立の

計画決定は，それまで政府文部省として未定であっ
た歯科医育成方針が確定した意味を持つと思考す
る。その方針とは，医科と独立した教育機関におい
て歯科医育成を計ることであり，それはいわゆる医
師歯科医師二元制の継続を意味する。
大正初期には私立歯科医学専門学校が増設され，

また一定の質担保である文部大臣指定校も増加し，
質も向上してきていた。私立歯科医学専門学校は，
文部省としてその意向を配慮せざるを得ないほど実
績を持つに至っていた。しかし他方では歯科教育機
関の入学資格と歯科医術開業試験の制度上なお歯科
医の資質に対して文部省は大きな危機感を抱いてい
た８１）。大正期には教育レベルが多様な歯科医の増加
と歯科医業における診療内容の拡大に伴って歯科医
の質の問題を国家として無視できなくなったという
ことである。
このような時期における島峰 徹の登場であり，

適材として松浦鎮次郎専門学務局長は官立設立と運
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営を彼に託したのだと考える。
官立校の設置に関しては，強い反対の一団が存在

していたことも伝えられているし，またこの請願が
既存の歯科医育機関の助成目的だったと言われもす
るが，そうした俗的な思考を除外するだけの大義を
請願者は持っていたことを速記録は物語っていると
著者は感じる。
噛んで食べる個人の小さな喜びもさることなが

ら，口腔の消化機能の健全さが全身の健康に貢献し
ていて，尚且つこれは国家財政に大きな影響を与え
ることを請願と建議の提案者が明治の時代に縷々訴
えたものである。明治にあった歯科医師の存在価値
と意義は，現代においても変わらない。そのエビデ
ンスを社会に提示することが現在の歯科医師の義務
であろう。
島峰 徹や長尾 優の歯科医学教育の理念は既述

したように今日必要欠くべからざるものである。し
かしながら島峰の大学化への望みは大学令の壁に阻
まれた。官立東京高等歯科医学校設立の１０余年後に
設置された「教育審議会」で，島峰は窮余の一策と
も言える「大学案」を提示する。その審議会記録を
通じて当時の歯科医学専門学校の大学昇格への希求
と歯科に対する有識者や政府文部省の考えを次号で
検証したい。
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３１）官報号外 明治四十三年三月六日 第二十六回帝国議
会 衆議院議事速記録第十六號 歯科医学校設立に関す
る建議案（菊池侃二君提出）．二九二頁，１９１０．

３２）官報号外 明治四十三年三月十一日 第二十六回帝国
議会 衆議院議事速記録第十八號 歯科医学校設立に関
する建議案（菊池侃二君提出）．三五三頁，１９１０．

３３）明治四十三年三月十一日 第二十六回帝国議会 衆議
院 歯科医学校設立ニ関スル建議案委員会議録（速記）
第一回 委員会成立，三四二頁，１９１０

３４）明治四十三年三月十四日 第二十六回帝国議会 衆議
院 歯科医学校設立ニ関スル建議案委員会議録（速記）
第二回会議（三七九）三－九頁，１９１０．

３５）明治四十三年三月十五日 第二十六回帝国議会 衆議
院 歯科医学校設立ニ関スル建議案委員会議録（速記）
第三回 会議（三九〇）七頁，１９１０．

３６）官報号外 明治四十三年三月十八日 第二十六回帝国
議会 衆議院議事速記録第二十三號 歯科医学校設立に
関する建議案（菊池 二君提出）．四三九頁，１９１０．

３７）今田見信，正木 正：京都府立医科大学附属病院歯
科．日本の歯科医学教育小史，P１２６，医歯薬出版，
東京，１９７７．

３８）天野郁夫：誕生と発展．帝国大学－近代エリートの
育成装置，pp．１５－６０，中央公論新社，東京，２０１７．

３９）学校沿革梗概：学校沿革５０年の回顧 上巻（東京医科
歯科大学歯科同窓会特別事業部五十年記念誌編纂委員
会編），P．１４１．東京医科歯科大学歯科同窓会，東京，
１９７８．

４０）長尾 優：島峰 徹先生，医歯薬出版，東京，１９６８．
４１）村上 徹：島峰 徹とその時代㈠群馬県歯科医学会
雑誌．１５：５１－７４，２０１１．

４２）村上 徹：島峰 徹とその時代㈡ 順調なドイツの
島峰，逆境の明治歯科界．群馬県歯科医学会雑誌，
１６：３７－５７，２０１２．

４３）村上 徹：島峰 徹とその時代㈢ 確執の消失，兆

す日本の崩壊．群馬県歯科医学会雑誌，１７：６９－１０１，
２０１３．

４４）村上 徹：島峰 徹とその時代㈣ 炎上する医・歯
一二元論，死，大日本帝国の崩壊．群馬県歯科医学会
雑誌，１８：４７－７９，２０１４．

４５）鈴木浩一郎：東京医科歯科大学創設者 島峰 徹と
その時代をめぐって．第１回．東京医科歯科大学歯科
同窓会会報，１９８：５３－５６．２０１６．

４６）鈴木浩一郎：東京医科歯科大学創設者 島峰 徹と
その時代をめぐって．第２回．東京医科歯科大学歯科
同窓会会報，１９９：５６－６４，２０１６．

４７）鈴木浩一郎：東京医科歯科大学創設者 島峰 徹と
その時代をめぐって．第３回．東京医科歯科大学歯科
同窓会会報，２００：６２－６７．２０１７．

４８）鈴木浩一郎：東京医科歯科大学創設者 島峰 徹と
その時代をめぐって．４回．東京医科歯科大学歯科同
窓会会報，２０１：５９－６４．２０１７．

４９）島峰 徹：発会の辞，５０年の回顧 上巻．（東京医科
歯科大学歯科同窓会特別事業部五十年記念誌編纂委
員会 編），pp．１４２－１４４．東京医科歯科大学歯科同窓
会，東京，１９７８．

５０）帝大歯科部と文部省歯科病院の収入は幾何あるか：
歯界時報，３⑼：３０，１９２０．

５１）東歯医専校評議員会：付属医院外来患者延人員．歯
科学報，２６⑶：６０－６７，１９２１．

５２）最近二十四年間外来患者年度別統計表：日本歯科医
学専門学校三十年記念誌，綴じ込み．財団法人日本歯
科医学専門学校，東京，１９３６．

５３）長尾 優：はじめに，私のおいたち，小学，中学時
代，一高から東大時代，その頃の思い出，歯学へ志し
たいきさつ．一筋の歯学への道普請，東京医科歯科大
学のあゆみ，pp．１－８，医歯薬出版，１９６６．

５４）榊原悠紀田郎：長尾 優，歯記列伝（榊原悠紀田郎
著），pp．２５２－２５９，クインッテセンス出版，東京，
１９９５．

５５）榊原悠紀田郎：金森虎男，続歯記列伝（榊原悠紀田
郎著），pp．９９－１００，クインッテセンス出版，東京，
２００５．

５６）金子 譲，高橋英子，北林伸康，渡辺 賢，福田謙
一，上田祥士，片倉恵男，吉澤信夫：東京歯科大学黎
明期における海外への発信－高山紀齋・血脇守之助の
国際性－．歯科学報，１１３：２５４－２７２，２０１３．

５７）長尾 優：永楽病院時代の歯科医局の回顧．５０年の
回顧 上巻（東京医科歯科大学歯科同窓会特別事業部五
十年記念誌編纂委員会 編），pp．１４０－１５７，東京医科
歯科大学歯科同窓会，東京，１９７８．

５８）都下の新聞紙に現れたる記事に一瞥を与えよ：歯界
時報，６⑵：１７－１９，１９３３．
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５９）木下謙次郎，政府委員（赤司鷹一郎）：第四十一回帝
国議会衆議院 小児児童口腔衛生施設ニ関スル建議案
委員会議録（速記）第二回，p５．大正八年三月二十四
日．１９１９．

６０）島峰 徹：本校設立案の議会通過より震災を経て創
立まで．５０年の回顧 上巻（東京医科歯科大学歯科同窓
会特別事業部五十年記念誌編纂委員会 編），pp．１７２－
１８９，東京医科歯科大学歯科同窓会，東京，１９７８．

６１）臨時教育委員会，希望条件可決：東京朝日新聞，
１９１９年１２月１２日

６２）臨時教育委員会：日本帝国文部省第四十七年報上
巻，自対象八年四月至大正九年三月．p３３５，文部大臣
官房文書課，１９２２．

６３）文部省教育調査部：臨時教育委員会．学制に関する
諸調査会の審議経過，p．１５，１９３７．

６４）文部省教育調査部：臨時教育委員会，学制に関する
諸調査会の審議経過，p．１，１９３７．

６５）「官立歯科医専校設立問題と歯科雑誌協会」：歯科学
報，２６⑾：５５－５６，１９２１．

６６）大口委員，松浦政府委員：第４５回帝国議会衆議院
予算委員第一分科（外務省，司法省及文部省所管）会議
録（速記）第４回，p．１３，１９２２．

６７）志賀委員，松浦政府委員：第４６回帝国議会衆議院
予算委員第一分科（外務省，司法省及文部省所管）会議
録（速記）第４回，pp．８－９，１９２３．

６８）官立歯科医専創設費：歯界時報，６⑵：３７，１９２３．
６９）東京高等歯科医学校の創立，５０年の回顧 上巻（東京
医科歯科大学歯科同窓会特別事業部五十年記念誌編纂
委員会 編），pp．７４－７６，東京医科歯科大学歯科同窓
会，東京，１９７８．

７０）一元論について，５０年の回顧 上巻（東京医科歯科大
学歯科同窓会特別事業部五十年記念誌編纂委員会 編），
pp．３７９－４０４，東京医科歯科大学歯科同窓会，東京，
１９７８．

７１）長尾 優：基礎学者，pp．３４－３５，一筋の歯学への
道普請－東京医科歯科大学のあゆみ－，医歯薬出版，
１９６６．

７２）長尾 優：技工士養成のこと－技遊会，pp．７６－
８１，一筋の歯学への道普請－東京医科歯科大学のあゆ
み－，医歯薬出版，１９６６．

７３）長尾 優：歯科衛生婦養成のこと－名薫会．pp．
８１．一筋の歯学への道普請－東京医科歯科大学のあゆ
み－，医歯薬出版，１９６６．

７４）金子 譲，吉澤信夫，片倉恵男，福田謙一，上田祥
士，齊藤 力：なぜ歯科医学は大学学部から除外され
たか－大正期大学令とその成立過程－．歯医史学誌，
３２⑴：７０－８２，２０１７．

７５）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，pp．６４－７７，国立大学
法人東京医科歯科大学，東京，２０１０．

７６）島峰 徹：歯科医学ニ関スル単科大学創設理由書，
（長尾 優著：一筋の歯学への道普請－東京医科歯科
大学のあゆみ－）pp．１１２－１１６，医歯薬出版，東京，
１９６６．

７７）長尾 優：歯科医学に関する私見，pp．１２７－１３３，
一筋の歯学への道普請－東京医科歯科大学のあゆみ
－，医歯薬出版，東京，１９６６．

７８）長尾 優：業界に起きた一元，二元論争，pp．１３４－
１４０，一筋の歯学への道普請－東京医科歯科大学のあ
ゆみ－，医歯薬出版，東京，１９６６．

７９）金子 譲，片倉恵男，高橋英子，北林伸康，渡辺
賢，福田謙一，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⑶ 臨時教
育会議答申と帝国議会での大論争．歯科学報，１１４：
４１１－４２７，２０１４．

８０）長尾 優：創立２５周年記念誌の序．５０年の回顧 上
巻（東京医科歯科大学歯科同窓会特別事業部五十年記
念誌編纂委員会 編），pp．５２４－５２５，東京医科歯科大
学歯科同窓会，東京，１９７８．

８１）歯科試験の大紛榎：日本医事週報，第７５６号，明治
４２年９月１１日，１９０９．

８２）福原専門学務局長談：歯科医育の現状及将来，歯科
学報，１４⑼：５９－６１，１９０９．

４７２ 金子，他：官立歯科医学校設立の島峰 徹と血脇らの帝国議会請願
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