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はじめに

本編は第１編の前編として掲載した歯科学報１１８
巻３号の後編となる。本編では歯科医学と医学の専
門学校教育について記すが，歯科医学に関しては次
号で詳述するために該審議会で開催された旨の紹介
に止め，女子と男子の医学教育審議を主体にしたが
要綱決定までの審議経過は歯科医学と医学を詳述し
た。

Ⅰ．教育審議会

１．整理委員会における医歯薬専門学校に関する審議
１）歯科医専校長からの学校紹介：島峰 徹校長の

説明
清水康幸らによる教育審議会の審査経過一覧１）に

１９４０（昭和１５）年４月２６日開催の第２５回整理委員会２）

の審議事項は「大学専門部，歯科医専校長からの学
校紹介」と記されている。この歯科医専校長とは東
京高等歯科医学校長の島峰 徹３）である。島峰が提
出した資料として「一 歯科医学ニ関スル単科大学
創設理由」「一 日本ノ国ノ事情ヲ斟酌シタル歯科
医師教育並ニソノ医師トシテノ承認ニ付テ」の２編
の表題が記録されていて４），この２編は各委員への
当日の資料とされた。しかし，この資料は審議録に
添付されていなく，また公文書資料として発掘が能
わないので原文は不明である。

長尾 優の著書には上記２編と同一表題の資料が
島峰案として全文掲載されている。前者は１９３８（昭
和１３）年６月と記され，後者は１９３６（昭和１１）年第９
回国際歯科医学会委員会における日本代表としての
島峰の講演要旨とされている５）。長尾はこれらを教
育審議会資料としたとは記していないが，島峰は該
整理委員会の説明の中で「国際歯科医学会で報告し
たものを配布した」と述べているので，上記２編の
うち後者は手を加えることなく事前配布された１編
と考える。整理委員会での島峰の説明は，長尾の著
書にある論文の前者とも本旨が変わらないことから
当日の提出資料は長尾が紹介している論文２編と同
一の可能性が高いと推測される。

島峰は整理委員会で，歯科医学の発展に大学が必
要なことを強く訴えたのである。そして整理委員会
はこの件の審議のために北島多一慶応義塾大学医学
部長と橋田邦彦第一高等学校長から意見聴取をし
た。この詳細は次号に記述する。
２）医学専門学校に関して

医学専門学校の説明が１９４０（昭和１５）年５月１日に
第２６回整理委員会６）で行われた。その中で東京女子
医学専門学校長の吉岡彌生と昭和医学専門学校長の
上條秀介が説明をした。女子と男子の医学専門学校
の現状と課題がそれぞれ述べられているのでその要
旨を記す。尚，吉岡彌生は該審議会紅一点の総会委
員である。
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⑴ 東京女子医学専門学校長吉岡彌生７）の説明
吉岡彌生（現静岡県掛川市出身，旧姓鷲山）は済生

学舎８）で学び（明治２２年４月～２５年３月），医術開業
試験に及第（明治２５年１０月）し，医師免許を下付され
た（明治２６年４月）。日本で２７番目の女医である。開
業後明治３３年１２月に東京女医学校を開業していた医
院（東京至誠医院）の一室に開きその後に東京女子医
学専門学校，東京女子医科大学に発展させた。女子
医学教育の確立者である。
ⅰ）一元化教育の要望と女医への期待
「私立の医学校は，大学が慶応大学医学部，慈恵

会医科大学，日本医科大学，日本大学医学部，専門
学校が東京女子医学専門学校，東京医学専門学校，
昭和医学専門学校，帝国女子医学専門学校となって
いる。専門学校は私立だけである。

東京女子医学専門学校の志願者は１５０人の募集に
対して２，０００人と多い。しかし，卒業後には大学と
専門学校との差別待遇が大きいことから，医者だけ
は同じ教育として貰いたい。単科大学になると志願
者は減少すると考えるので４年の本科と２年の予備
校（ママ）の計６年が，その減少を抑える方法と考え
る。現在では，病院に多くが就職できているが部長
等にはなれないが，開業では専門学校だからと云っ
て患者から馬鹿にされることもない。却って女性だ
からと喜ばれることも多い。社会事業の医員，校医
等と事変後の今は引っ張り凧である。昨年の統計で
は需要が供給の７倍で特に地方では足りなく，村長
さんによれば男の医者は応召していなくなるので女
医が是非欲しいと云うことでよく来られる。初めは
無理して出していたが，今ではそれに応えることが
できなくなって，その女医不足が一番困っている。
今は非常時なので常にそう云う状況である。」
ⅱ）女医の教育と予防医学

教育に関しては以下のように述べた。「もう少し
実地をやらせて，どこに出ても引けをとらないよう
にしてあげたい。その理由は，病院の施療患者が少
ないことにある。また，女医と云うことから治療医
学よりも予防医学に向かせたい。このためには衛生
学教室を拡張したい。小児，結核，病人の死亡率な
ど，また栄養などを調べている。本人がこの方面に
進みたいと思っても親が診療医学に向かわないと承
知しないので，予防医学に進むものは非常に少な

い。大変遺憾なことと思っている。男性の医師の場
合も同様と思う。将来は予防医学も臨床医学に携わ
る医師と同じ待遇にならなければこの面での発達は
期待できない。これは大学から始めて貰わないと，
本当の根底を成すところの体位の向上は期待できな
い。」
ⅲ）医者の総数と優遇
「以前から医者が多過ぎると言われているが，自

分は多くないと主張してきた。理由は今後他国へ進
出しなければならなく，まず教育者，宗教家，医師
が先に出なければならないから医者は多くなければ
ならない。現在ではこんなに少なくなってきてい
て，特に単科大学では少ないと聞いている。為政者
は医者を圧迫しようと云う考えが多過ぎるのではな
いか。それがこのような結果をもたらしたのではな
いか。医者の数を増やして優遇するようにしないと
いけない。」
ⅳ）健康保険の医療の質
「今一番困っているのは健康保険である。良心の

ない医者は患者の数さえあれば幾らでもいい加減に
治療して胡麻化して行こうとなるが，良心のある医
者は，一本の聴診器だけでなく，高価な設備，良い
薬を使った本当の治療をする。それには相当の費用
がかかる。こうした本当の治療は健康保険ではでき
ない。従って，医療費の低下は，医療の低下と云うこ
とになって，医師の品位を下げるとこ（ママ）になっ
ていると痛切に考えている。開業医にしても病院に
しても医学校で学んだことをするのには相当の設備
が必要となる。その設備をするのにとても耐えられ
ないような社会的な待遇であることは遺憾である。」
⑵ 整理委員による質疑と吉岡彌生校長の答弁

その後林 博太郎整理委員長によって質疑応答に
移った。教育年限，医科大学昇格と専門学校存続，
語学教育，医専卒医師への差別待遇などに関してで
あった。

最初に上原種美が質問をした。「現状は予科１
年，本科４年，これを中学校５年卒を２年の予科と
４年の本科にしたいのか？ 研究科はあるのか」。吉
岡校長は答えた。「数学，物理，化学，語学などの
基礎科目を２年の予備教育でやらせたい。文部省は
語学を減らせと言っているがこれは医学の後退に繋
がる。文献を調べて本当の医者になる。研究科はな
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いが皆研究はしなければならない。少なくとも病院
に２年ぐらいいなければ卒業しただけでは外に出せ
ない。」

下村壽一は「所謂医育統一で若し医科大学になる
と入学志願者が減少することが現在の単科医科大学
の現状から予測されるが経営上の悩みはないか。ま
た単科女子医科大学と現在の需要から専門学校の二
本立ては考えられないか？」と尋ねた。吉岡は「大
学になっても当分は専門学校との並立と考えてい
る。また大学になっても募集人員に不足することは
ないと思う。」と答えた。

田尻常雄と吉岡校長の間で教育年限の差による両
者の差別待遇のことから，男子と同様にすることな
どが話された。この中で吉岡校長は「高等学校を３
年修業するとすれば単科医科大学の志願はいなくな
る。従って，大学予科を２年として本科で勉強させ
るのが良いのではないか。ただし，全体（医学専門
学校）が高等学校３年となれば女子の学校でもそう
しなければならないと思う。経営も時間（ママ）がな
くて困ることはなく，大学になることは大変幸せで
賛成だ」とした。

大学になった場合の高等学校，予科，本科など修
学年限に関して林 博太郎整理委員長，上原種美，
平賀 譲，下村壽一，田中穂積などの委員同士でや
りとりがあり，田所特別委員長が以下のように纏め
た。「大学は高等学校の教育を基礎にしていなけれ
ばならない。指導者に立つ人間は中学校だけの基礎
教育だけでは足りないから３年の高等学校程度の教
育で人物を作る。こう決めた。そこで女子教育も

（今回）その道を開いて女子大学を作り得るとの話に
なった。医育統一の話になるが，医者は命を司るか
ら人格ができていなくては医術だけではいけない。
世界の何処でも野蛮国なら知らぬが文明国では大学
教育でないものはない。医者にも大学程度の教育は
と云うことになりはしないか。差別待遇を受けてい
ると云う話からも緊急にあなたの方も大学でなけれ
ば納まらないのではないか。それにしても今やって
いる語学などを止めて和書で習うことだけはできる
のだが，こうした低い二等医者もやはりいるのでは
ないか。特に医者ではそう云うものが重宝である。
そう云うことになればあなたの学校は大学もあり付
属の専門学校もある，こう云う建て方が一番適切で

はないか。これを伺いたい」。
尚，この後の本稿の記述は，田所特別委員長の質

問に限られたことから吉岡校長の答弁で田所特別委
員長の質問が分かるように記した。

吉岡校長は「大学と専門学校を併置することが得
策である。」と答え，「専門学校程度の教育による医
師養成法の存在の妥当性に関しては，診療を行う上
では差し支えがないが，医学の蘊奥を極めると云う
ことになると，基礎教育がないことから論文作成に
支障を来す。大学でも専門学校でも専門教育は同じ
であるが，世の中の差別待遇には苦慮している。１
年間の予科を備えることで，語学や数学は中学校５
年卒業の程度になることから，短期間での養成を望
まれてもこの１年を取り払って４年だけで教育する
ことは無理である。

女医が男性の医師と拮抗してやって行けるかどう
かと云うことは，大丈夫である。自ずからその性差
による特長があり，それを生かすのが良い。殺風景
な病院や患者が不快に覚える男性医師の対応等への
改善とか，相当な分野がある。特に予防医学では，
食事，育児，学校衛生，女子校での身体検査などで
いくらでも必要がある。

就業に関しては，女医が開業しても十分やって行
け，兄弟を三人も四人も仕上げたも人もいる。就業
に支障を来しているものはいなく，今度の戦争で非
常に医師は足りなくなっているので，何時でも大抵
１１月には皆就職が決まっている。また，共稼ぎの女
医はそうはいないが，配偶者が共産党で，夫が牢屋
に入っていると云うような者の相談を始終やってい
る。妙なもので一人でやっている女医は結構やって
いる。

日本の女医は全部で５，２００人位だから医師６万人
の一割となっている。私の学校の卒業生はその内
２，９００名となっている。かって学校が陸軍の隣地を
譲って貰おうとしたが，陸軍は女医とは関係がない
と陸軍次官に断られた。なんとこの方は先の見えな
い方だなと思ったが，国内の衛生医療は女医の一割
がいなければ余程困ったろう。心中密かに喜んでい
る次第である。高等学校が女子にも開放されたこと
には大変喜んでいて，自分の所で率先して女子大学
にしようと云う考えには，教職員一同有頂天になっ
た。しかし，専門学校を廃止する訳には行かないの
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でこの非常時であるから何とか材料を貰って建てな
ければ思っているので，暫く文部省には目をつむっ
て貰いたい。」

以上の話で林整理委員長は吉岡校長への質疑と応
答は終了し，「これから上條さんにお話を伺いま
す。」とした。
⑶ 昭和医学専門学校長上條秀介の説明

上條秀介７）（長野県出身）は，東京帝国大学医学部
卒（大正８年１２月）の内科医である。昭和３年３月に
石井吉五郎らとともに昭和医学専門学校を設立，医
院長に就任。昭和１３年７月に校長に就任（昭和２１年
４月に昭和医科大学学長，昭和３１年５月に在職中に
逝去）。尚，昭和２年４月から日本女子歯科医学専
門学校理事を務めた。
ⅰ）医学専門学校の利点
「昭和医学専門学校は最も新しい医学校である。

医育統一で全部（官立：著者註）が大学昇格となった
が，このことは失敗であったと考えている。理由は
大学になって働く医者が本当にいるのか疑問であ
る。院長になる人は幾らでもいるが職員になる医師
はいないと云う状態である。各地方の病院などでは
困っている。このため大学では直ぐに医者になれな
いので専門学校が必要だと提案して認められた。
１５０人の募集に今年は２，１１２人が志願した。

今の大学制度の不都合な点は，長過ぎる年限と高
等学校から大学入学の間に試験があり，自分の希望
大学に入れないこと，また入学できなくて高等遊民
ができ，この間に悪い思想にかぶれる，今はこのよ
うな時勢なのでこうしたことは少ないが一時はそう
云うことが多かった。高等学校は医育教育ではない
ので最初は医者希望でもこの間に最近では工科など
他方面に変更する。こうしたことが単科大学で志願
者が少ない理由ではないかと考えている。予科を
持っている単科大学では年限が少ないことから志願
者が多い訳である。社会の考えでは短い教育年限が
重要なので専門学校が一番良いと考えている。」
ⅱ）教育成果，差別待遇と医育統一
「４年間の専門学校の医学教育は大学と同様で，

これで十分と思っている。教育内容は両者変わるこ
とはなく，大学卒は高等学校を経ているが，高等学
校は予科ではないので医科に関したことをそれほど
やってない。にも拘わらず世間から大学と専門学校

との間に非常な差をつけられるのは残念である。医
学教育それ自身から云うと中学校を出た頃が生理学
的に最も頭脳明晰なので，覚えることから比較する
と専門学校の方が大学よりも遥かによく覚えてい
る。文部省は自分の学校に対して卒業時に１科目だ
けであるが試験をしている。これはどう云う意味
か。初めはできないからと云うことであっただろう
がこうした差別待遇は良くないので，大学も一緒に
やって貰うように要望をした。しかし，君そんなこ
と言ったって大学が一番良くできるに決まってい
る，と言われた。同じ人命を扱うのに大学と専門学
校で二通りの診断法があるように誤解され，専門学
校出は藪医者であるように考えられるのは残念であ
る。このことから，「医育統一」がやはり必要と考
えている。しかし，これまでのようなものは失敗で
あったと考えているので元と同じではなく違った方
向で行かなければならないと考えている。」
ⅲ）医師の不足と実質
「現在，医学専門学校で不都合はないと考えてい

て，その特長を以下のように考えている。大学教育
では高等学校が予科教育でないために教育の連絡が
ない。専門学校は中学から直ぐに入るが，最近の中
学の教育は進歩していて，中学を５年修了した者
は，高等学校程度と同じで直ちに専門教育をしても
差し支えがない。医師が現在不足しているが，その
過不足は本来人数の問題ではない。若い医師と年寄
りでは患者の診療数でも大いに異なる。大学出の医
師が油が乗って診療できる期間は約１０年と言われて
いるが，専門学校出ならば３年間大学よりも早く出
るので約３割分医者が増加したと同じようなことに
なる。若い医者が大勢出て活躍する年限が長い方が
無医村があってもそこまで行って駆けずり廻れると
云うことで医療の徹底を図ることができる。また，
社会が要求している老練な医者と云うのも年をとっ
たから老練と云う訳には行かない。老いぼれた年寄
りのお医者さんを要求しているのではなく，もっと
老練な青年医者の方が宜しい。

また，今度の事変では軍医となって第一線で活躍
している者の大部分は医専の卒業生だと聞いてい
る。自分の学校では卒業生が１，０００余名しかないが，
３００人くらい出征している。どの部隊に行っても軍
医がいる所では私どもの仲間がいると云う次第であ
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る。この上の院長とか部長とかの上の階級の人は大
学出の人が多いようである。以上のことから医学専
門学校は存続すべきと考える。」
ⅳ）文部省指導への疑問

更に上條校長は続けた。「医学専門学校長会議で
決めた答申を文部省専門学務局長に提出したが，誤
解があるといけないので説明しておきたい。医学専
門学校をすべて六年制の大学にするようにと云うこ
とに関し，大学にしなければならぬと云うことであ
れば，高等学校から行く者ばかりにすれば年限，教
育内容そして志願者の減少の問題で専門学校がまた
必要になる。そうするとまた違った種類の医者がで
きる。このため，現在４年と５年の専門学校を予科
２年の６年の大学として統一すると云う意味なので
一応御承知置きを願いたい。

医学専門学校の多くは私立学校であるが，それに
対して文部省から色々注意されるがそれは過ぎてい
ると感じる。私立はそれぞれ特色があるのでそれを
活かすようにさせて貰えれば色々優れた医者が出て
くる。色々の注文は，大学と専門学校とを初めから
違った医者を作るようにしているように見える。私
立をよく見てそれを助長するようにすれば医育は大
学と同じ４年なので決して社会に困る医者を出すこ
とはない。文部省は各科目の授業時間数など最低限
度の程度を示すのが良い。」
ⅴ）医学専門学校への研究支援と社会的な差別待遇

への緩和
「専門学校には研究機関はないことになっている

が，実際には医科の方ではやっている。大部分が卒
業生で，その目的は学位であることからただ学校に
残れと言っても学位研究無くしてはなかなか残らな
い。ただし学位申請は専門学校ではできない。研究
者を落ち着いて勉強させるために大学と連携してそ
の指導を分担させるような機構を作って貰えれば好
ましい。医専の教授でも大学教授に似た仕事をして
いることから指導力は十分持っている。ある大学で
は研究者が多過ぎて指導が十分できないところもあ
るので，医専の方にもそうした研究者を分配してこ
れを援助するような分担制度が作られると研究業績
は上がると思う。自分の学校は設立以来８年になる
が学位取得者は３０名位である。かように研究面でも
大学と専門学校では大した差がないので，社会的な

差別待遇を緩和していただけることを望む。」と結
んで上條は説明を終えた。
⑷ 整理委員による質疑と上條秀介校長の答弁

以後は林 博太郎整理委員長によって質問が各委
員に求められ，上條校長が答弁した。整理委員の質
問を分類し，上條校長の答弁を纏める。高等学校を
経た大学教育と中学校から専門学校に入学した学生
に対する教育への差異が主体として質問された。
ⅰ）医師の人格形成

高等学校３年間における基礎教育は，数学，物
理，動物，植物など多岐に亘った自然・人文科目を
修学させるが，一方の中学ではそうした深い学問の
修学はないことから「診断を第六感で総合するよう
なときは基礎教育のある高等学校出の方が良くはな
いか。含みが専門学校は足りないのではないか。」
「人物鍛錬に不足を感じないか。」或いは「医は仁
術であるが，危篤の患者がいても診ない利己的な医
者がいるが，この点ではどうか。」などの医師とし
ての総合力を危惧する意味の質問が田尻常雄，
上原種美から出された。
ⅱ）詰め込み教育の弊害

専門学校での授業時間は大学より多い。これに対
する質問は２つに分類できた。

ａ．詰め込み教育の弊害として，学生の過重負担
と自発的独創的な精神の喪失 ｂ．内科，外科など
主要な科目は大学と同様の授業時間であるが眼科，
産婦人科などでは少ない。「従って専門学校では内
容が少ないと云うか浅いと云うことになりますな。」
また「稀な病気でも命を預けるのだから大学の方が
医学専門学校よりも遺憾（痛恨事：著者註）が少ない
のではないか。」と云う発言が林整理委員長からさ
れている。詰め込み教育の原因としてドイツ語の授
業数の多さが田所特別委員長から指摘され，この削
減による教育改善が示唆されている。ラテン語を含
めた語学教育について多くのやりとりが上條校長と
委員の間でなされた。
ⅲ）専門学校の大学昇格，医育一元性の必要性

日本の国情から医師育成に必要な個人出費は可及
的少額であることが求められている。さらに「今日
医者ノ非常ニ少ナイ時ニ年限ヲ短クシテ早ク出スト
云ウコトハ愁眉ノ急（田尻常雄委員）」であることか
ら私立医学専門学校の存在は個人また国家にとって
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要求されている現実である。教育に関して『「現在
私共ハ一向不都合ハナイ」。しかし，専門学校出身
医師への社会的差別は専門学校医育機関として無視
できないことであるが，その是正は容易ではない。
大正１１年に２校（新潟と岡山の医学専門学校），翌年
に３校（千葉，金沢，長崎の医学専門学校）の官立が
「医育一元制度」によって昇格して単科医科大学と
なったが，失敗に終わっている。』と上條校長は述
べた。

単科医科大学に関する上條の忌憚ない意見を聞き
たいという下村壽一の発言で林委員長は速記を一旦
中断（３分間）させた。そして再開後「私立医学専門
学校としては現行の医育二元制度には賛成しない
が，大学にすると７年間の年限を要し，尚高等学校
教科と大学医学部・医科大学における基礎教科と連
動性のない現状は是としない。医学専門学校の大学
昇格は，失敗した現状のままの一元制度の再現では
なく，その是正案として単科医科大学に１年ないし
２年の予科を付設するならば賛同する。」と云うの
が上條校長の意見であった。委員からもこうした予
科付設の案が提案され，特に該委員会は「教育審議
会なので詰め込み教育にならないよう必要なら専門
教育でも１年くらい予科がいると云うような結論を
見出さないと制度が建たない（田所特別委員長）。」
また，「専門学校ノ中ニツイテ専門学校デハイケナ
イ，大学ニスベキモノデアルト云フヨウナ事柄ニツ
イテ一ツ御協議ヲ願ヒマス，速記ヲ止メマシテ懇談
会ニ入リマス」と林委員長から発言されて，懇談会
に入って速記中断（午後３時２９分～同４時）のため記
録がなされていないが，医育一元化に向けて私立医
学専門学校にとって適切な方策の意見が種々出され
たと推察される。最後に，上條校長の先の発言に
よったと推測されるが，文部省（安達 禎幹事）から
官立大学と昇格した公立大学の入学状況が報じられ
た。公立単科医科大学の定員不足は上條校長の発言
を証明していた。このような公立単科医科大学の入
学現状を放任することは該委員会として適切ではな
く，廃校させることも妥当だと云う意見で閉会され
た。
⑸ 医学専門学校に関する文部省と北島多一医学部

長の意見
第２７回整理委員会９）が１９４０（昭和１５）年５月３日に

林 博太郎整理委員長のもとで開催された。この会
には午後から番外として慶応義塾大学医学部長の北
島多一教授が出席した。すでに整理委員会は薬学専
門学校，歯科医学専門学校，そして医学専門学校の
説明を慶松勝左衛門，島峰 徹，吉岡彌生，そして
上條秀介からそれぞれ受けていたことから，これら
に関する北島医学部長の意見を該委員会では聴取し
た。北島医学部長に先立ち専門学務局学務課の有光
次郎課長から文部省の考え方が説明された。
ⅰ）文部省の考え方（有光次郎課長）

最初に医育統一論が生じた経緯について説明され
た。『「医学は人命を扱うことから非常に玄妙（道理
や技芸が，奥深く微妙なさま：スーパー大辞林 第
２版，三省堂）であり，高速な学理に基づいて研究
しなければならないと云う学問の本質的なことと官
立医学専門学校の充実によって昇格の要望が強く起
きた。」こうしたことから新潟と岡山が大正１１年に，
その翌年に千葉，金沢，長崎が専門学校から単科大
学に昇格した。「医育統一論での全ての医育機関の
大学化は理想であるが，日本の現状では国民医療の
普及からはそれで十分とは云えない。そのような事
情から医学専門学校は官立では存在しなくなったが
私立には従前からの学校が継続している。大学出の
医師による地方の医療や病院当直，研究補助，実験
などにおける不足，医学専門学校の多数の志願者の
解消などによって私立は残った。また，現在の９校
のうち５校は昭和２・３年に新設を認めた私立であ
る。視学員（著者註：視学委員）は文部省が医育統一
を堅持するようにと云う意見であり，その後は私立
専門学校の新設に文部省は慎重になっている。しか
し，事変が勃発して大陸方面にも進出しなければな
らなくなり，急速に医者を増加しなければならなく
なり様子が大分変わった。しかし，この医師増加は
臨機的な必要で，恒久的な医師養成をする私立の専
門学校あるいは大学を新設させると，その必要がな
くなったときにそれらを廃止する訳には行かない。
このために，帝国大学医学部，官立医科大学に臨時
に付属医学専門部－内容は医学専門学校－を昨年か
ら７校の帝国大学，６校の医科大学の計１３ヶ所に臨
時付属医学専門部を付設した。所要数の卒業生が出
た後は廃校にする。」』

次に，昭和１４年から私立医学専門学校へは学科課
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程の改正を行ったことなどの文部省の管理が説明さ
れた。「ソノ趣旨ハ，医学専門学校ノ目的ハ，専門
学校令ニヨッテ医学教育ヲ施シ，卒業後患者ノ診療
ト国民衛生ノ指導ニ当タルベキ，先ズ実際的ノ医者
ヲ養成スルト云フコトニアリマシタノデ，コノ本来
ノ趣旨カラ見テ少シ行キ過ギテ居ル－脇道ニ外レテ
ハイナイカト云フ懸念ヲ本筋ニ直ソウトシタノデア
リマス，即チ単ニ医学乃至医術ノ修得と云フコトダ
ケニ止マラシメナイデ，実際診療ニ従事スル医者ト
シテ十分ナ人格ノ養成ヲ目標ニシヨウト云フコト
ト，ソレカラ医学理論ノ教授ニ偏セズ診療ニ必要ナ
学理ト臨床実習トノ統合ニ努メルト云フヨウニシ
タ」。具体的には，臨床学科と臨床実習に力を入
れ，基礎的学科や外国語の授業時間を削減するよう
にした。また，なるべく日本語を使うようにしたな
どのことを述べた。

最後に，私立医学専門学校存続の妥当性と官立臨
時医学専門学校の設立を以下のように説明した。
『第一点，医学専門学校の教育を改善して行くこと
で人命を託すべき医者の教育として不十分とは言え
ない。のみならず，医科大学の増設は，医者の都会
集中や医療費の自然増と云う悪い結果が出ている。
このため現実の社会的要求に沿うことから遠くなる
点が第二点，第三点は，将来的に「メディカル セ
ンター」方式によって集団で医療が行われ，医者は
集団組織のメンバーになるので全ての医者が最高度
の教育を受けていなくても，少数の指導者の医者が
いてその下に統率されるようになれば，完全な医療
を施す上でことを欠くことはないだろうと云う医療
制度も段々改善されるだろう。第四点，最近は単科
医科大学の志願者が著減している反面医学専門学校
は依然として定員の平均７・８倍になっている。医
学専門学校は，財政基盤が不十分で初期の計画通り
には行かないことも多いのだが廃校にする訳には行
かない。少ない分娩の実習，屍体解剖や病理解剖の
不足などがあったが，最近では病院収入や高額授業
料で教育は改善してきている。』と説明した。

質問に入り，私立医学専門学校卒業生は医師とし
て不安はないか（平賀 譲）との問いには以下のよう
に答えている。「指定校の医学専門学校は無試験で
医師登録ができるので，文部省の監督としては，専
門学校令による監督と平常の教育を特に観ている。

前期，後期の試験には文部省で１科目か２科目では
あるが試験問題を出している。常識外れの成績の学
生には文部省が進級させないよう監督している。」
また「これほど急に医者が必要になってきたのだか
ら私立の医学専門学校を作れば良さそうであるが，
そう云う申請があったか」という質問（上原種美）に
は，「正式書類で申請されたのは１０校あったが，将
来の需給関係，施設設備などから現在の私立専門学
校でも苦労をしているのだから十分なことを新設に
期待できないという理由で実現には至らなかった。
そして官立の臨時医学専門学校を併置したのは平時
を考えれば需給関係を観て調整ができるから」と有
光課長は答えた。ここで午前の審議は終了した。
ⅱ）北島医学部長の意見

北島医学部長は，「医学教育は大学において統一
して行うのが基本であり理想であるが，現状から医
学専門学校による医師育成は止むを得ない。また，
その教育レベルは以前とは異なり良い教育をしてい
て，大学よりはある点落ちるかも知れないが実際に
医者として働くには相当の手腕がある人を送り出す
専門学校に仕上げて行くことが必要だと考えてい
る。こうして段々教育を改良して行けば，お終いに
は大学に統一することができるから，この意味で現
在の専門学校を認めることは止むを得ない。」と述
べた。

大学と専門学校における卒後の医師能力の進展の
差異など北島医学部長自身の考えなどを聞いた上
で，委員会では，医学と薬学との関係についての北
島医学部長の意見を聞いた。そしてその後，林整理
委員長は歯科医に関する事柄に進行を変えた。それ
は島峰の説明を基にしての質疑であった。その後ま
た話は医学専門学校に戻った。
「医師の育成は大学が本位であり，どこまでもそ

れを原則として貰いたい。しかし，医学専門学校を
過渡時代の産物としての位置づけだと理解してい
る。」と北島医学部長は述べた。「単科医科大学には
生徒が来なくて困っているが」との林整理委員長の
言には「単科医科大学は予科を切り離したから駄目
なのだ。予科を置いてある大学に学生は集まる。」
「金を余程掛けているのに一校に５人ばかりの志願
者ではどうしょうもないので何とかして」と云う林
整理委員長に対して北島医学部長は「実際こうとな
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れば１，２の単科医科大学以外は専門学校に皆戻す
のが最も適切な施設になると思うが，それもできな
い。」「一旦上げたものを下げられないので大学で残
すならば予科を付けておかなければ駄目ですね」と
述べた。その後学生の東京志向の話が少しあり速記
を止めて懇談会（３時５０分）に入ったが４時９分に速
記を再開し，直ちに林委員長が次回の開会時間を知
らせて散会となった。

２．医歯薬系専門学校に関する要綱案審議と決定
これまでの整理委員会における当該者の聴聞と審

議の後に，答申のための要綱案作成作業が整理委員
会で始まり，その案が特別委員会で修正を受け，最
後に総会で決定された。
１）整理委員会

整理委員会としての医歯薬系専門学校に関する要
綱案は第３７回から３９回まで行われた。第３７回１０）では
これまでの整理委員会で議論された事柄を基にして
作成された要綱案が林 博太郎整理委員長の指名で
文部事務官の宮久義平によって朗読された。

医歯薬系専門学校に関する要綱案は第６項で「国
民医療保健ノ完キヲ期スル為大学ニ於ケル関係学科
ヲ充実スル外科学，薬学及歯科医学ニ関スル専門学
校程度ノ教育施設ヲ整備充実スルコト 特ニ歯科医
学ニ関シテハ大学程度ノ教育施設モ考慮スルコト」
とされていた。また第９項で「大学付属専門部ノ質
的充実ヲ期スル為教員組織ノ充実其ノ他必要ナル施
設ヲ考慮スルコト」とあり，これは薬学の慶松視学
委員の要望への対応でもあろう。

第６項の検討に入り，平賀 譲から「大学におけ
る関係学科を充実するということはどう云う訳でこ
こに入ったのか」と質問があった。幹事の安達 禎
による説明や「独立の薬科専門学校を作る意味が
入っている」との田所特別委員長の答えもあったが
意味が伝わらないとのことで宿題とされた。

第３８回１１）では医科と薬科・歯科を別項にする方が
提示しやすいことや，医科・歯科の専門学校では危
険を防止すると云うことを盛り込めないか，この意
味で病院設備の充実は重要だ（平賀 譲）と云うこと
などが討議されたが結論は持ち越された。

前回の宿題は，文部省が医科と薬科・歯科を別項
として第３９回整理委員会１２）では以下のように書き直

された。その条項が松平文部事務官によって朗読さ
れた。「十 医学ハ大学教育ヲ以テ本則トナスモ専
門程度ノ教育施設ニ関シテモ之ガ整備充実ヲ図リ就
中診療施設ノ完備ヲ期スルコト」
「十一 薬学及歯科医学ニ関スル専門学校ノ教育
施設ヲ整備充実スルコト 特ニ歯科医学ニ関シテハ
大学程度ノ教育施設モ考慮スルコト」。両項が読ま
れた後に「異議ナシ」と呼ぶ者があったが，第１０項
について平賀 譲が「診療施設の完備を期する」と
云うのでは「学生教育上の必要性が欠落して単に病
院をくっつけろと誤解されかねないのではないか」
と云うことで，小泉信三が「診療実習設備ト云フ意
味デハアリマセヌカ」との発言で「就中診療実習施
設ノ完備」と決まった。
２）特別委員会

１９４０（昭和１５）年７月５日に開催された第４８回特別
委員会１３）において高等教育に関する要綱案が林 博
太郎整理委員長によって説明された。尚，この回に
は総裁に新任となった海軍大将の鈴木貫太郎が出席
した。林整理委員長は以下のごとく紹介した「第１０
項の医学に関してはその重要性に鑑みて大学程度の
教育を以って本則とするが，実際上専門学校程度の
教育も必要があるので施設の整備充実を図り，就中
診療施設を完備して実習指導上遺漏なきを期するよ
うにした。」そして以下を続けた。「薬学及ビ歯科医
学ノ教育ニ関シテモ是ガ施設ノ整備充実ヲ図ルノ要
アルヲ認メ，特ニ歯科医学ニ関シテハ今日大学教育
の欠く実情に顧ミ，将来政府ニ於テ大学程度ノ適当
ナル教育施設ニ付キ考慮スルノ要アルヲ認メタノデ
アリマス」。その後，田所特別委員長が質問を委員
に促したが，この日は出なかったので閉会とした。
この折に該答申がぼつぼつ新聞に出だしたことを田
所特別委員長が委員に知らせ「教員検定」に関する
内容の口外を禁じた。

第５０回特別委員会１４）が１９４０（昭和１５）年７月８日に
開催され高等教育関係の三案は議了した。ここで田
所特別委員長は，高等教育に関するこれまでの３回
の総会に出席していた松浦鎮次郎文部大臣に決定し
た３案についての意見と実行の可否について「ご意
見を賜ればありがたい」と発言した。松浦文部大臣
は整理委員会と特別委員会でのこれまでの慎重な審
議に謝意を表し，あわせて以下を所信として述べ
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た。「これらは制度の制定と同時に拡張整備の問題
が伴っているので非常な経費を伴うことから，この
非常時に財政の上からこれらを一斉に行うことは困
難な問題だと思われるが当局としては最善の努力を
したい。」これを以って高等教育に関する特別委員
会は完結する旨を田所特別委員長が宣言した。
３）総会

１９４０（昭和１５）年９月１９日に開催された第１２回総
会１５）で高等教育に関する答申は決定された。本会に
は文部大臣に就任した橋田邦彦が鈴木貫太郎総裁に
紹介され挨拶した。

先ず作成された高等教育に関する要綱が田所美治
特別委員長からの中間報告（答申）として幹事から朗
読され，次いで田所特別委員長がこれまでの三要綱
全ての審議の経過と結果を説明した後に審議に入っ
た。発言者は椎尾辨匡委員と吉岡彌生委員の二人だ
けであった。

椎尾辨匡委員は長い発言の中で歯科に言及した。
「歯科衛生ヲ重ンズル点ニ付キマシテ，歯科ヲ大学
タラシムルト云フコトヲ希望サレテアルコトハ向上
進歩デアツテ別ニ異議ハアリマセヌガ，食法ガ根本
ノ前提問題デアリ，歯ノ衛生ヲ良クシテ行キマスル
ニハ，今日ノヤウナ歯科医学ノ発達ヨリモモウ一ツ
重大ナル歯科衛生ノ問題ガアツテ，最近ヤカマシク
云ハレル玄米完全咀嚼法ノ問題ノ如キ，或ハ生塩歯
磨ノ問題ノ如キ，古キ日本ガ立派ニヤツテ居ツタ衛
生法ガ捨テラレマシテサウシテ悪クナツテカラ療ス
方法バカリ高度ノ研究ガ進ンデ行クト云フコトハ真
ニ国民ヲ強クスル所以デハナイト思フノデアリマ
ス，歯科衛生ノ問題ガ国民衛生ノ総テノ根本問題ニ
ナリマスガ，其ノ点ニ付テ高クナルコトニハ異議ハ
アリマセヌケレドモ，根本ノ問題ニ付テ論議セラレ
タ点ガアリマスレバ，一言付加ヘテ戴キタイト思フ
ノデアリマス」と悪くなったら治すと云う歯科治療
面の研究だけに目を向けるのではなく，体の衛生の
基本である口腔衛生への論議はどうであったのか尋
ねた。

田所特別委員長これに対しては以下のように答え
た。「歯科の教育を整備充実すればそれらのこと（口
腔衛生：著者註）は十分やるでしょう。実際大学教
育の程度まで歯科の教育を進める必要がある。昔の
ように歯医者が大きい刀を抜いているだけはない。

口腔外科が発達して外科学の一部と云いますか，或
いはそれが致命傷になるかも知れない，重要な外科
の部分までやらなければならない。それが普通の今
日の程度で医者の所に行ったならばそれはできない
と思われる。或いは，甚だしいことでは，分かり易
い話として医者でないので死亡診断書を出すことが
できない，それは立法の改正で行くかも知れぬがな
かなか不便な事柄がある。学問の上から云うと一般
医学を修めた者が歯医者になる，これこそが理想的
でありヨーロッパ各国では歯科大学はないが大学の
中で研究施設があり，我が国よりもっと進んで広く
やっているようだ。そうしたことから今の歯科医の
養成も大学程度と云うものがどうしても必要であ
る。沢山の歯医者を充実させることは中々困難で
しょう，またそれ程いらないかも知れない。しかし
そうした施設が欠けていますから，歯科医学もやは
り大学程度が欲しいのだ。こう云う意味を謳いまし
て，文部大臣は学術の奨励をやらなければならない
地位にいられますから深くご考慮を願いたい」。

また，吉岡彌生委員（女性として唯一人の委員）は
女子大に関する答申における提言を評価した上で，
女子の学術・文化の進歩への協力に関する文言の修
正を希望したが，田所特別委員長からは原文のまま
と返答され了解した。田所特別委員長は，専門学校
における医歯薬系専門学校に関する説明の最後に
「之ガ具体的内容等ニ関シマシテハ，政府ニ於テ研
究ヲ遂ゲ，適当に善処セラレンコトヲ希望スル次第
デアリマス」とした。その後鈴木貫太郎総裁の採決
により「大学，専門学校」，そして「中学校教員・
高等学校教員・師範学校教員の養成と検定」などの
三つの事項に関する要綱が異議なく可決された。決
議された「高等教育に関する件」答申はこの日のう
ちに鈴木貫太郎総裁から内閣総理大臣の近衛文麿へ
提出された。

医歯薬の専門学校に関する審議会日程を表１とし
て纏めた。

３．高等教育に関する要綱と説明１５）

大学と専門学校に関する要綱と説明の大略を以下
に記す。
１）大学

要綱は大学の目的に始まり，２５項目に亘ってい
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る。大学の目的，理科系・武道体育の振興，そして
女子大学に関する条項を転載する。
「一 大学ハ国家ニ須要ナル学術ノ理論及応用ヲ

教授シ並ニソノ蘊奥ヲ攻究シ常ニ皇国ノ道ニ基キテ

国家思想ノ涵養，人格ノ陶冶ニ力ムルヲ以テ目的ト
ナスコト」。要綱三には国体の本義，皇国の使命の
ために学術研究を行い，国防の認識を深くすると記
されている。この内容に対して「大学ニ関スル要綱

表１ 医歯薬専門学校教育に関係した審議日程と審議事項（教育審議会）

委員会名・開催日 回数 審議事項 出典

総 会
昭和１２年１２月２４日 １ 諮問第１号趣旨説明（伊藤文部次官） 総会第１輯

特別委員会
昭和１４年９月２９日 ３７ 大学令第一条に関して．大学・専門学校の目的 特別第１０輯
昭和１４年１０月４日 ３８ 大学と研究所．松浦鎮次郎が大学令学部規定に言及 特別第１０輯
昭和１４年１０月６日 ３９ 大学・専門学校の相違 特別第１０輯
昭和１４年１０月１８日 ４２ 高等学校・大学・専門学校について 特別第１０輯

整理委員会（高等教育）
昭和１４年１１月１０日 １ 林 博太郎を整理委員長に選任．高等教育の審議方法を討議 整理第１０輯
昭和１４年１１月１５日 ２ 大学令第一条．大学・専門学校の違い 整理第１０輯
昭和１４年１１月１７日 ３ 大学令第一条．松浦鎮次郎が大学令学部規定に言及 整理第１０輯
昭和１４年１１月２２日 ４ 大学と講座．総合大学と単科大学．学部間連携 整理第１０輯
昭和１４年１２月１日 ７ 専門学校・単科医科大学・大学の医学教育 整理第１１輯
昭和１４年１２月８日 ９ 専門学校の趣旨 整理第１１輯
昭和１４年１２月１３日 １０ 医学教育 整理第１１輯
昭和１４年１２月１５日 １１ 大学と専門学校．私立大学 整理第１１輯
昭和１４年１２月２０日 １２ 改正兵役法 整理第１１輯
昭和１５年４月１９日 ２３ 慶松勝左衛門視学委員が薬学教育の現状と希望を述べる 整理第１３輯
昭和１５年４月２６日 ２５ 島峰 徹東京高等歯科医学校長が歯科医学教育の現状と希望を述べる 整理第１３輯
昭和１５年５月１日 ２６ 吉岡彌生東京女子医学専門学校長・上條秀介昭和医学専門学校長が医学教育

の現状と希望を述べる
整理第１３輯

昭和１５年５月３日 ２７ 慶応義塾大学北島多一病院長が医歯薬の専門学校教育に関する私見を述べる 整理第１３輯
昭和１５年５月８日 ２８ 橋田邦彦東大教授兼一高校長が医歯薬学の専門学校教育に関する私見を述べ

る
整理第１３輯

昭和１５年６月１４日 ３７ 大学・専門学校に関する要綱の逐次審議：医歯薬審議は宿題となる 整理第１４輯
昭和１５年６月１９日 ３８ 専門学校要綱案２読会：医科と薬科・歯科を別項にする案が出る 整理第１４輯
昭和１５年６月２１日 ３９ 専門学校に関する要綱案審議：医学専門学校では診療実習施設の整備充実を

決定：薬学・歯科医学専門学校に関する要綱案決定、特に歯科医学教育に大
学レベルの教育施設充実が記される

整理第１４輯

特別委員会
昭和１５年７月５日 ４８ 総裁に鈴木貫太郎就任．林 博太郎整理委員長が要綱案を説明。専門学校に

関する要綱の第１０項から第１２項に医歯薬の事項が述べられた
特別第１１輯

昭和１５年７月８日 ５０ 高等教育に関する要綱３案を議了．松浦鎮次郎文部大臣挨拶 特別第１１輯

総会
昭和１５年９月１９日 １２ 橋田邦彦新文部大臣挨拶．田所特別委員長報告（中間報告）：「高等教育ニ関

スル件」答申可決
総会第７輯

出典：「特別」は 教育審議会諮問第一号特別委員会会議録 特別第１０，１１輯，近代日本教育資料叢書 史料篇三 昭和４５年１２月
２０日復刻発行 宣文堂書店
「整理」は 教育審議会諮問第一号特別委員会整理委員会会議録 整理第１０，１１，１３，１４輯，近代日本教育資料叢書 史料
篇三 昭和４５年１２月２０日復刻発行 宣文堂書店

「総会」は 教育審議会総会会議録 総会第１，７輯，近代日本教育資料叢書 史料篇三 昭和４６年１月１０日復刻発行 宣
文堂書店
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説明」の中で以下の説明がされている。
「大学ノ国家ニ対シテ負フ最高ノ教育的，文化的

使命ヲ明ラカニシ，大学ハ最高ノ学府トシテ国家ニ
須要ナル学術ノ理論及応用ヲ教授シ並ニ蘊奥ヲ攻究
スルトコロトシ，学術ノ研究ト教授トヲ一体トシテ
国家有為ノ人材ヲ育成スルト共ニ我ガ国学術，文化
ノ創造発展ヲ期スベキコトト致シタノデアリマス。
而シテ其ノ研究シ教授スル所ノ学術ハ，特ニ我ガ国
家ニ須要ナルモノタルヲ要スルノデアリマシテ，ソ
ノ学ハ洋ノ東西ニ亙ルト雖モ，コレヲ綜合シ醇化シ
テ我ガ国学術，文化ノ創造発展ニ資セシムルヲ旨ト
スベク，又其ノ学ハ理論的ト応用的タルトヲ問ハズ
斉シク国本ノ培ヒ皇運無窮ノ隆昌ニ貢献スルトコロ
ノモノタルヲ要スルノデアリマス。更ニ後段ニ於テ
常ニ皇国ノ道ニ基キ国家思想ノ涵養，人格ノ陶冶ニ
力ムベキコトヲ明示シタノデアリマス」。

要綱四には「学術ノ発達並ニ時代ニ進運ニ伴ヒ学
部，学科，講座等ノ拡充整備ヲ期スルコト 特ニ国
力ノ発展にニ即応シテ工学部，理学部等ヲ一層拡充
整備スルコト 日本文化及東洋文化ニ関スル学科，
講座等ヲ一層拡充整備スルコト」。要綱十二には
「心身一体ノ修練ニ意ヲ用イ体位ノ向上ト共ニ剛健
闊達ナル気風ヲ振作スルコト。㈠武道，教練，体育
運動，保健衛生等ニ関スル施設ノ拡充ヲ図スコト
㈡学友会等ニオケル体育運動ヲ一層教育的ニ指導ス
ルコト」。要綱二十には「私立大学ノ堅実ナル発達
ヲ期シ其ノ内容ヲ充実セシムルト共ニ適当ナル助成
ノ方途ヲ講ズルコト。特ニ自然科学ニ関スル施設ニ
対シテハ一層之ガ助成ニ力ムルコト」。

要綱二十一には「大学令ニ依ル女子大学ヲ創設シ
女子ニ対シ大学教育ヲ受クルノ途ヲ開クコト。女子
大学ニ家政ニ関スル学科ヲ置クヲ得シムルコト」と
し，大学令改正のもと女子大学の創設を述べてい
る。そして要綱二十二では，その女子大学，学部の
設置には男子の大学とは同様ではなく国家の必要
性，学生の全体の関係など諸般の事情を考察した上
で適正に企画しなければならないとしている。尚，
「女子高等学校」の制度が該審議会の高等学校に関
する答申で認められていて，女子大学と女子高等学
校とはセットの新制度である。
２）専門学校と歯科医学教育

専門学校に関しては２８項目が「要綱」とされ，専

門学校の目的は以下のように最初に述べられてい
る。専門学校の目的，医歯薬系専門学校に関する条
項を転載する。
「一 専門学校ハ中等学校教育ノ基礎ノ上ニ皇国

ノ道ヲ体シテ専門ノ学術技芸ヲ修メシメ国家思想ノ
涵養，人格ノ陶冶ニ力ムルヲ以ツテ目的トナスコ
ト」。左記の目的を達成のために国体の本義を体し
て真摯なる校風を盛んにし，専門の学術技芸を通じ
て皇運を無限（無窮ママ）に助け（扶翼ママ）奉ると云
う信念を固く持つことであり，実業専門学校にあっ
ては経済産業の国家的意義を明確にして産業を通し
て国に報いると云う精神に徹しさせること，国防に
関する認識を持たせること，教育をして産業，文化
の実際に即応させること，そして女子の専門学校で
は特に婦徳の涵養に留意しなければならない等が記
されている。

そして医歯薬学に関する要綱説明では以下のよう
に記されている。
「一 第十項乃至第十二項ハ国民ノ医療並ニ保健

衛生ノ完キヲ期スル為，必要ナル専門教育ノ刷新振
興ヲ期シタノデアリマシテ，其ノ第十項ハ医学ニ関
スルモノデアリマス。医学ハ特ニ其ノ重要ナルニ鑑
ミ，本来大学程度ノ高キ教育ヲ必要トスルノデアリ
マスガ，医療衛生ノ全国的普及，満支ニ於ケル需要
ソノ他国民生活ノ実際ニ照ラシ，専門学校程度ノ教
育モ亦其ノ必要アルヲ認ムルノデアリマシテ，之ガ
施設ノ整備充実ヲ図リ就中診療施設ヲ完備シテ実習
指導上遺漏ナキヲ期スルコトトシタノデアリマス。
医学ト相俟チマシテ薬学及歯科医学ニ関シテモ之

ガ教育施設ノ整備充実ヲ図ルノ要アルハ申スマデモ
アリマセヌ。特ニ歯科医学ニ関シテハ今日充実セル
大学程度ノ教育ヲ欠クノ現状ニ顧ミ，之ガ適当ナル
教育施設ニ付考慮スルノ要アルヲ認メタノデアリマ
ス。之ガ具体的内容等ニ関シテハ，政府ニ於イテ研
究ヲ遂ゲ，適当ニ善処セラン事ヲ希望スル次第デア
リマス。」とされた。

Ⅱ．「高等教育」答申に関する実施状況

該審議会は，教育が戦時下にある国家体制と切り
離せない時期に設置されたことから，審議会答申の
全面的な実施は困難だとの予想をしつつ審議結果に
基づく結果をそのまま答申したと後世に解されてい
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る１６）。それでも該審議会は，提出した「建議」の４
項目のうち「３ 諮問機関設置に関する建議」と
「４ 教育尊重に関する建議」を記することによっ
て答申の完全実施を政府に強く求めた。例えば「専
門学校ニ関スル要綱」では「二十八 専門学校ノ国
家的使命ニ鑑ミ本要綱ノ実施ニ関シ必要ナル経費ハ
政府ニ於イテ特ニ之ガ支出ノ途ヲ講ズルコト」と答
申の実施のために政府が財政支出をすることに念を
押す文言を入れて要綱を閉じている。

１９４０年代における軍事費の国家財政歳出に占める
割合は７０～８０％を占め，その残りで国の行政全般を
賄わざるを得ない状況であったことから，答申案が
特別委員会で承認された時に，松浦鎮次郎文部大臣
から既述したように「当局として案の実現に努力す
るが，経費の問題があるので全てを直ぐに実施はで
きない」との発言も出ていた１４）。更に１９４１（昭和１６）
年１２月８日の太平洋戦争開戦によって戦時の人的な
質量に直接関係する項目は実施されたが，教育の本
義に関わる改革は結局実施されないで敗戦を迎え
た。

以下に高等教育に関する重要な改革案とその帰着
を記す。これらは清水康幸ら１７），米田俊彦１６），及び
天野郁夫１８，１９）の著作を主体にして構成した。

１．「大学令第一条」と「専門学校令第一条」
満州に駐屯していた関東軍の自己膨張は，盧溝橋

事件を日中戦争へと拡大させ，上海への侵攻は欧米
列国との対峙，国際連盟の脱退という状況を作り出
した。中国への関与の強い欧州の日本への警戒心と
圧迫は増し，米国の仲介案も日本が拒否したことか
ら一気に開戦の可能性が高まった。この難局を乗り
切るのには国民が国体，皇国，皇民などと云った思
想で纏まることが必須だと云う軍部の強い意向が政
府政策となった。このため高等教育機関の存在理由
を明記することは該会議の重要な設置目的であっ
た。大学に関する審議においてはそれが大学令第１
条問題であり，大学令第１条の改変は自ずから専門
学校令第１条の改変に繋がると云う流れであった。

１９１８（大正７年）発令の「大学令第一条」は，大学
の目的であり「大学ハ国家ニ須要ナル学術ノ理論及
応用ヲ教授シ並其ノ蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トシ
兼テ人格ノ陶冶及国家思想ノ涵養ニ留意スヘキモノ

トス」２０）となっていた。つまり大学の存在理由とし
て太字とした５語がキーワードとなっている。教育
審議会答申では「大学ハ国家ニ須要ナル学術ノ理論
及応用ヲ教授シ並其ノ蘊奥ヲ攻究シ常ニ皇国ノ道ニ
基キテ国家思想ノ涵養，人格ノ陶冶ニ力ムルヲ以テ
目的トナスコト」と記し，国家思想ノ涵養，人格ノ
陶冶は「常ニ皇国ノ道ニ基キテ」行うことを枠組み
として追加した。

１９０３（明治３６）年公布の専門学校令では「第一條
高等ノ学術技芸ヲ教授スル学校ハ専門学校トス 専
門学校ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外本令ノ規定
ニ依ルヘシ」２１）であり，キーワードは太字の２語で
大学令に規定されている「国家思想ノ涵養，人格ノ
陶冶」はない。これが答申要綱では「専門学校ハ中
等学校教育ノ基礎ノ上ニ皇国ノ道ヲ体シテ専門ノ学
術技芸ヲ修メシメ国家思想ノ涵養，人格ノ陶冶ニ力
ムルヲ以テ目的トナスコト」となり「高等の学術技
芸」が「専門の学術技芸」に変わり，「国家思想ノ涵
養，人格ノ陶冶」が加えられた。そして修学も専門
学校生としての人間のあり方の追求にも「皇国ノ道
ヲ体」することが根底になければならないとした。
要綱の大学令第１条に相当する「一」では「皇国の
道」は教育と研究に掛かっていないが，規定されて
いる「国家に須要な学術」とは「皇国の道」を体す
ることを含んでいるのは自明であると整理委員会で
は結論されてこの文言となった２２）。

専門学校要綱の特徴として専門学校の目的を達す
るための方策が「五」として挙げられていて，こう
した方策は大学に関する要綱にはなく，総力戦体制
化に伴う国家的要請への対応姿勢が，専門学校，特
に実業専門学校において積極的であると，天野郁夫
は評している２３）。上記の趣旨として挙げている内容
の５項目は以下のように短縮される。１．校風は国
体の本義を体すること，実業専門学校では産業を通
じて国に報いる精神に徹すること，２．基礎的教養
と専門の学芸の研修と共に心身の修練によって国家
有為の人材たらしめること，３．国防に関する認識
を深くすること，４．教育は産業，文化の実際に即
すものであること，５．女子にあっては婦徳の涵養
に留意すること，などである。

高等教育，中学教育でも両者ともその目的に「皇
国ノ道」を体することが基盤であると記され，小学
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校では答申に「皇国ノ道ノ修練ヲ」を旨として「産
業並ニ国防ノ根基ヲ培養シ，以テ国力ヲ充実シ外ニ
八紘一宇ノ肇国精神ヲ顕現スベキ次代ノ大国民ヲ育
成センコトヲ期セリ」としてどのような国民に小学
生を育成して行くかが目的として記された。

小学校から大学に至るそれぞれの段階で存在する
教育目的は，すべからく皇国の民として皇国の道を
修練し，修め，そしてそれを体して国家思想を養
い，人格を陶冶する。そして学術技芸の教授も皇国
の道に基づかなければならないとされた。皇国とは
天皇陛下の国と云う意味である。

大学令第１条は大学の目的を表した条項なので強
い政治的圧力に晒されていた。大学，特に帝国大学
は国家目的の達成に全面的に奉仕する教育研究の場
へ「刷新」することが求められていた背景があっ
た。整理委員会での大学令第１条の審議は，「国体
の本義」或いは「国体の観念」と云う文言を加える
べきと云う強い要求に対して，異議を唱えて「皇国
ノ道ニ基キテ」に落ち着かせたのは東京帝国大学総
長の平賀 譲や同大法学部教授の穂積重遠などの東
京帝国大学関係者であった。こうした彼らの論拠に
なっていたのは東京帝国大学内に１９３９（昭和１４）年に
設置された「大学制度（臨時）審査委員会」における
結論であり，それは高等教育制度の「現状維持」に
よって「学問の自由」を守るためであったとされて
いる２４，２５）。

しかし，大学令は改正されなかったので大学令第
１条の変更も行われなかった。理由は橋田邦彦が
１９４３（昭和１８）年４月まで文部大臣を務めたことによ
ると米田俊彦は推論している１６）。

２．女子大学設置
かねてから要望のあった女子大学の創設は，「篤

学ノ女子ニ対シ大学ノ教育ヲ受クルノ途ヲ開キ，時
代ノ要望ニ応ズル指導的女性ノ育成ト我ガ国女性文
化ノ発揚トニ貢献セシムルコトハ，蓋シ喫緊ノ要務
ナリトイワネバナリマセヌ。」と答申された１５）。た
だし，如何なる学部でも良い訳ではなく，女性の特
性を生かした家政に関係した学部，また文学部，理
学部，医学部が適切であると但し書きが付けられた
が，女子の大学教育は女子大学においてなされるべ
きことが期待されると説明された１５）。しかし，女子

大学設置は学制改革論者や女子高等教育関係者の要
請に応えると云うよりは，総力戦のための人的資源
の動員・活用が求められる「歴史的重大時局」の到
来に，止むなく女性に大学教育の機会を開くのだと
云う認識が読み取れると天野郁夫は述べている２６）。
そして，官公私立いずれにあっても女子大学の新設
は実行されることはなかった。

３．科学技術振興と「科学振興調査会」２７，２８）

工業専門学校や理工系学部・研究所などの拡充
は，１９３７（昭和１２）年頃から始まり１９４０年代に入ると
加速度的に増していた。この状況は自然発生的では
なく明治からの「富国強兵」「殖産振興」の継続で
あり，大正時代からの工業国家となってからも変わ
ることのない基本政策であった。また，日清，日露
戦争，第一次大戦に戦勝して昭和に入ると一等国の
立場となっていて，同時に満州を発火点として遂に
は第二次大戦に突入するのであるから，理工学・医
学の人材は文教政策を超えた国家的要望であった。
しかし，理工科系科学技術者の多数養成に関しては
教育審議会ではこの動向に殆ど関わりを持たなかっ
た２７）。それは，同時期に「科学振興調査会」が設置
され，大学における科学技術研究の進展策や工学，
理学，農学，医学の各学部での定員増と科学研究費
の増額などの答申１９３９（昭和１４）年３月１１日が既に該
調査会（１９３８（昭和１３）年７月２０日 文部省内部規定に
より発足～１９３８（昭和１３）年８月１５日 官 制 公 布～
１９４１（昭和１６）年最終答申提出～廃止１９４５（昭和２０）年
１０月）から出されていたことによった。
「科学振興調査会」は，各省の次官，軍と官立大

学の科学技術者から構成されていて，従って教育審
議会と併任している委員も多かった。該調査会は科
学技術の政府諮問に対する答申を臨時教育委員会と
の全体の教育方針との整合性において重視していな
い。むしろ，該調査会設置時の説明文では両者が矛
盾することもあり得ることを示唆しているように読
めると米田俊彦は記している１６）。その第一次答申
は，第１に科学技術に従事する技術員と研究員の養
成で現状の３倍強とし，また高等学校理科の学級数
と定員増，実業学校の拡張計画の実現であり，第２
に研究機関の整備拡充と科学行政の中枢機関の設置
であった。第二次答申では，本邦科学の源泉は大学
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の研究であると位置づけ，このため大学院，研究科
及び大学研究所の整備拡充，研究者数と研究費の増
加とした。こうした研究重視は国策としての総力戦
体制の強化であったとは云え，従来の研究軽視ない
し無視の大学政策から見ると大学の研究機能を重視
した画期的な提言であったと天野は述べている２６）。
教育審議会が，教育制度全体の根本的な改革や教育
内容の充実に論議が傾斜してきた２７）ことから，政府
文部省は時局に適応すべく国防と産業振興の意向を
反映し易い会議体を教育審議会とは別に設置したと
云うことであろう。

尚，名古屋大学工学部と東京帝大第二工学部設置
は該調査会答申が根拠になっているとされている。

４．医学専門学校教育問題２９）

文部省は該審議会で医学専門学校の審議に入る１
年以上前（１９３９（昭和１４）年１月１４日）に「私立医学専
門学校学科過程及試験ニ関スル件」を専門学務局長
から私立医学専門学校に既に通牒していた。

これは「医育ヲ刷新シ医師資質ノ向上ヲ図ル」必
要が緊急になってきたので「医学専門学校ニ於ケル
学科過程ヲ統一シ更ニ試験施行ノ方法ニ検討ヲ加エ
各学校一斉ニ実施スル」ためであった。『現在の学
科過程は１９０７（明治４０）年制定の「官立医学専門学校
規定」を基準にしているため，時代の変化や医学の
進歩に合わなくなってきた。このため，１．教育は
単に医学医術の習得に止まらないで実際に診療に従
事する医師として十分な人格の養成を目標とするこ
と ２．医学理論の教授に偏ることなく診療に必要
な学理と臨床実習との統合に努めること』とした。

教育内容を具体的には臨床医学と臨床実習に重点
を置き，基礎学科の時間数を減少し，基礎医学でも
臨床医学に必要な基礎知識の習得を目的とすること
を指示している。そして，授業に使用する術語や用
語はなるべく邦語を用いて，外国語授業時間数を減
じて，最終学年の３学期は全期間を通じて付属病院
その他において患者の診療実習に当たらせるとし
た。また試験方法では，各学年末に試験を実施し，
更に最後に「臨床学科目ノ学説及実施（ママ）」に亘
る卒業試験を実施することとした。試験問題は文部
省に報告することとされ，場合によっては文部省が
答案を審査，また卒業試験の文部省指定科目では試

験問題の出題と採点を場合により文部省が行うこと
があると云うように試験の厳格化が求められた。上
條秀介校長によった説明と委員との質疑応答はこの
通牒を前提にしたものである。この通牒の経緯につ
いて米田俊彦は調査した結果を詳述し，「医薬制度
調査会」（１９３８（昭和１３）年６月３０日 官制公布。答申：
１９４０（昭和１５）年１０月２８日）と「教育審議会」との関
係を考察している２９）。

この「医薬制度調査会」設置を新聞は「医薬制度
調査会愈よ待望の誕生 官制と委員決定す」として
医薬機関の整備，医療機関の普及，医療費の合理
化，医療費負担の軽減，その他医薬制度の改善に関
し根本的な調査研究に乗り出すこととなった訳であ
ると歓迎した３０）。会長は木戸幸一厚生大臣，委員４０
名の中に血脇守之助（記事では朱脇守助），奥村鶴吉
が日本歯科医師会代表として就任している。学生の
医育に関しては，「第二 医療内容ノ向上 一 医
術ノ向上 ㈠医師免許前ノ基礎的診療ニ関スル修練
ノ充実」として医師免許で一年以上の一般的診療に
関して必要な修練の義務化に改正すること，修練に
は効果を上げるために指導医と修練医との数の比に
按配すること，修練は学校教育中に実施することな
どの３項目が記されている３１）。この医学生の臨床実
習の充実を修学期間中に行うことを強調した該調査
会答申案が確定された期日は，教育審議会整理委員
会でのこの件に関する審議前であったことから教育
審議会の意向は医薬制度調査会の結論には反映され
ていないと米田俊彦は考察している。

文部省の上記通牒や医薬制度調査会などにおいて
医師の臨床力の向上を主体とした教育改革が重要視
されていたが，医学専門学校教育に関する教育審議
会整理委員会における討議で語学の授業時間を減ら
して臨床実習に充てることまで特別委員会委員長に
よって発言されていたことなど，医学教育改革には
戦時体制と強い関係があった。

５．歯科医学専門学校の充実
歯科医学専門学校に関しては，既述したように大

学レベルの施設充実が答申内容となっているが，こ
の答申に沿う措置が少なくとも官立の東京高等歯科
医学校に充当されたか否かは明らかではない。ま
た，島峰 徹校長が望んだ東京高等歯科医学校の医
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科大学化も具体化しなかった。
政府による歯科医学専門学校の大学程度への充実

は既に１９２５（大正１４）年２月の第５０回帝国議会衆議院
で約束されたことであった３２）。その後にこの約束は
どのような具体策として実現されたのか今後の検証
を必要とするが，その１５年後の教育審議会において
歯科医学教育に関する審議結果も同様の内容で答申
されたことになる。大学昇格を認めなかった代案と
して，特別研究科が１９４３（昭和１８）年に設置されたと
長尾 優は記している。該研究科は，修業年限２カ
年で隣接医学と一般教養を教授することで大学卒業
生と同等の歯科医を養成するための機関であった。
このために内科，外科，耳鼻咽喉科の教授を配した
医科系の付属病院を開設した。戦争の熾烈化と広報
不足で入学者が少なく，卒業したのは１名だけで
あった３３）。

該審議会での論議から天野郁夫は歯科医学専門学
校の大学化に関して以下のように記している。『歯
科医学が「蘊奥ヲ攻究スル」ことを目的とする大学
が必要だとする学問分野であるならば，その学問分
野の正当性を証明しなければならない困難な問題が
存在していた。また主に技術に専門性があるなら歯
科学を教授して医師を輩出する大学を造ればよいこ
とになるが，それは従来からの歯科医学専門学校の
将来にかかわる容易に答えの出し難い問題だっ
た。』２３）。この指摘こそが戦前の歯科医学教育史の検
証を行っている筆者らの理由でもある。

おわりに

教育審議会は明治から整備してきた教育制度が昭
和１０年代には適合しなくなっていたために設置され
た大掛かりな教育改革委員会であった。戦時下で
あったため総力戦に挑むための国民の意識統一を強
く政府が意図していたことがよく分かる。同時に高
等教育制度では大学と専門学校とによる重層構造の
人材育成が，医科と薬科との審議において実社会で
顕著な格差を生じていることが強く訴えられた。医
科では同一の国家資格内での格差であり，同時に基
礎学力の少ない専門学校卒業生への医学的力量の危
惧も表されていた。しかし，戦時下の国家的な緊迫
のなかで医師増員は臨時医学専門学校を併設しても
尚専門学校教育に多く依存して行くのが現実であっ

た。薬科では教育過程が専門学校に限られていたこ
とから生じる医科との上下関係であり，その実際は
学生にとって残酷とも思えるほど生々しかった。こ
うした歪みの是正を発言者の誰もが望んでいたが制
度改革へは波及しない制約が該審議会では準備され
ていたことから，改革の大きなエネルーギーにはな
り得なかった。しかし，敗戦後に米国式の高等教育
システムが教育界に容易に受容されたことは，戦前
に旧制度を実体験していたことが大きな要因になっ
たと考えられる。

本稿では医科と薬科の専門学校の記述に多数の紙
面を費やしたが，教育審議会と云う官制の高度な場
での速記録から生の声を再現することで次号に予定
している島峰 徹校長による発言をより立体的に理
解できるようにしたいと云うことが本旨である。
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