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４１７ 

― 解 説 ―

戦時下の「教育審議会」と島峰 徹校長の大学案を巡って
第２編 東京高等歯科医学校長 島峰 徹の大学案とその意義

金子 譲 片倉恵男 高橋英子 阿部潤也
福田謙一 上田祥士 齊藤 力 吉澤信夫

東京歯科大学の歴史・伝統を検証する会
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はじめに

教育審議会は満州事変後における内外諸情勢の著
しい激動の中，教育の制度・内容の全般に関する刷
新振興の方策を審議するという重大な使命を持っ
て，１９３７（昭和１２）年１２月に設置された１）。該審議会
の高等教育に関する審議では医歯薬専門学校の現状
と要望が議題となった。該審議会は第一次大戦中に
設けられた臨時教育会議にも匹敵する重要な教育改
革会議であり，歯科教育がこうした国家的最高レベ
ルの教育会議（表１）で審議対象になったのは最初で
あった。歯科医学教育に関しては官立東京高等歯科
医学校の島峰 徹校長が聴聞された。その席で島峰
校長は歯科に大学教育が必要であることを彼の案に
よって訴えた。
島峰校長の大学設立案は医科大学である。つまり

医師を養成する案である。従って本案は，成就すれ
ば歯科医師教育との直接の関係はなくなる。しか
し，彼がこの案に至った要因は歯科大学設置を阻ん
でいた大学令と歯科医療の診療範囲とその質とを制
約していた歯科医師の職権とによっていた。島峰校
長の医科大学案は答申として顧みられることはな
かったが，教育制度の変更をしない中で歯科医学教
育における質向上の必要性は認められた。
現在では，当時求められた職権は実現し，また歯

科医師は大学教育によって輩出されている。こうし

た現状にあって今から凡そ８０年前にも及ぶ過去の状
況を知ることがいかなる意義があるのか。戦前最後
の教育改革会議であった該審議会における島峰案を
巡って歯科の今日を予見した意見もまた散見され
る。島峰校長が投げた石によって生じた波紋がこう
した先見性を引き出したとも言える。この過去を知
ることは今日をより深く観察するための資料でもあ
り，この連続性は我々の将来の指標の一助になるの
ではないかと思われる。
教育審議会整理委員会では日程として薬学・歯科

医学・医学の順番に審議されたが歯科医学審議を詳
述するためにこれを第２編とし，既に第１編として
教育審議会の概要と薬学・医学の専門学校教育に関
する審議から要綱作成までを主体として記述した。
ただし歯科医学に関する要綱作成は，薬学と同じ過
程で進んだことからその記述は第１編で纏めた２，３）。
そして，本第２編では島峰校長の説明に始まり歯科
医学に関する答申のための論議を詳述すると共に医
歯薬学の専門学校教育が抱えていた問題を該審議会
の経緯から考察した。

Ⅰ．教育審議会における島峰	 徹校長の説明と
質疑応答４）

該審議会での島峰の説明は，諮問第１号特別委員
会第２５回整理委員会（高等教育）会議録として記録さ
れている。
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表１ 学制に関する主たる諸調査会（文部省教育調査部・編，昭和１２に一部追加）

名 称

高等教育会議

教育調査会

臨時教育会議

臨時教育委員会

教育評議会

文政審議会

教学刷新評議会

会の所属

文部大臣

文部大臣

内閣総理大臣

文部大臣

文部大臣

内閣総理大臣

文部大臣

設置～廃止

明治２９年１２月１８日～
大正２年６月１３日

大正２年６月１３日～
大正６年９月２１日

大正６年９月２１日～
大正８年５月２３日

大正８年５月２３日～
大正１０年７月９日

大正１０年７月９日～
大正１３年４月１８日

大正１３年４月１５日～
昭和１０年１２月２９日

昭和１０年１１月１８日～
昭和１２年６月２３日

専門学校令

第一次大戦後の根本的教育改革審議。大学令。高等教育諸学
校の創設・拡張計画・私立大学設置に認可

臨時教育会議答申を実施に移すための細部の審議

臨時教育委員会と同じ性格

師範学校年限延長・幼稚園令・青年学校制度

教学の基本的理念。国体観念・日本精神を根本とした教育刷
新

文教審議会 内閣総理大臣 昭和１２年５月２６日～

教育審議会 内閣総理大臣 昭和１２年１２月１０日～
昭和１７年５月９日

教育の刷新振興，中等学校令，師範学校令改正，専門学校令
改正

大東亜建設審議会 昭和１７年２月～ 総合的国土計画的文教政策

１９４０（昭和１５）年４月２６日，文部省第２会議室にお
いて午後１時６分から同４時まで，特別委員長 田
所美治，整理委員長 林 博太郎と１４名の整理委員
によって歯科医学教育に関した議題として島峰校長
の説明と質疑応答が行われた。本会議には事前に２
編の資料が委員に配布されていた。林整理委員長か
ら「島峰校長の歯科医専のお話を伺います」との開
会で官立東京高等歯科医学校の島峰 徹校長がまず
歯科医育に関する過去と現在を述べ将来の希望を訴
えた。以下はその抜粋部分を転載する。『』内は記
録を抜粋し一部に削除された原文を著者が短縮して
（）として挿入した。また文末の，，，は原文では
文が継続しているが本稿ではその部分を削除した意
味である。

１．配布資料：「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」
配布資料は，「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編と
記録されている。これらの実資料は発掘できていな
いが，該審議会記録に残っている表題は長尾 優が

紹介した島峰校長の論文５）と同一表題であり，また
島峰校長は後者を国際歯科医学会６）で発表したもの
であると該整理委員会で述べている。すでに前者は
紹介２，３）したので本稿では島峰校長の提案趣旨がより
理解できるように後者を紹介しておきたい。なお，
後述する島峰校長の説明と重複する内容は項目だけ
とした。
１）日本の歯科医師教育制度，現在の歯科医学校数
と一校だけが官立，大学医学部歯科の性格，東京
高等歯科医学校の基礎医学と歯科医学全般の教育
と必要に従ったその構成の柔軟性。以上項目の
み。

２）歯科専門を標榜する医師は，１年以上の歯科医
学専攻を要す。その教育は官立高等歯科医学校・
大学歯科教室・私立歯科医学専門学校などでの終
了後に，所定の手続きで内務大臣の許可を得る。
歯科標榜医師は歯科医師と同様の治療を制約なく
行える。一方この資格無くして医師が金属充填，
義歯補綴をすれば処罰される。但し，抜歯，口内
手術，根管治療，セメント充填などはすべての医
師が自由に行える。

３）歯科医師数は１８，９９８名（１９３４年），歯科専門標榜
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医師数は８５名（１９３３年）。
４）歯科技工士の歯科医業はドイツと異なり，日本
では厳禁である。

５）医師法と歯科医師法が存する。歯科医師は法の
もと医師としての権能を持たない。歯科医師は死
亡診断書の下付，口腔・顎の大手術，全身麻酔，
静脈注射などを行うことはできない。これを行え
ば歯科医師は起訴される。

６）この法的制裁があるために歯科医師教育並びに
歯科医業に種々の故障が招来する。この理由によ
り自分は歯科医師を法律上医師として資格を与え
るように努力している。

７）この目的を達成するためには次の２条件を充す
必要がある 

⑴	 歯科医師はその能力において医師と見なされ
るように相当の医学教育を受けなければならな
い。これには基礎医学に最も重点を置き，この
基礎の上に内科学及び外科学に重点を置き，こ
れだけは医師と同等な教育を受けることにより
得られると思う。 

⑵	 歯科医師は社会的地位において医師と見なさ
れ，また法律的に医師と同位に置かれることが
必要である。

８）これらの理由から自分は末尾に示す学科時間表
（割愛：著者註）とした。 

⑴	 基礎医学の全科に重きを置き，これは殆どの
医学生と同程度である 

⑵	 一般医学の内，内科学・外科学は医学生と殆
ど同程度に果たした 

⑶	 歯科医学から云う所の隣接医学，例えば皮膚
病・耳鼻咽喉疾患・精神神経疾患などに対して
は要約した特別講義を企画した。 

⑷	 歯科医学に直接関係しない学科，例えば産婦
人科・整形外科は自分の案では省略するか，眼
科のように時間数を短縮する。

９）この案に従って基礎医学，さらに内科学・外科
学を真に研究した者は，医師と見なし非常時（例
えば戦時）には医師としての資格を有するものと
考える。以上の歯科医師教育はこの基礎を持って
いるためにさらに他の専門科を習得する上にも，
また普通の医師になろうとする者にも大なる便宜
がある。

２．島峰 徹校長の説明
１）歯科医学教育の現状と官立高等歯科医学校設立
の経緯
資料を廻してあるが読んでいない方もいるであろ

うから大体の話をしたいとした後に以下のように続
けた。「極ク本（ママ）カラ言フト歯科医学教授ト云
フモノ程無視サレタモノハナイノデアリマ
ス，，，。（医学は勿論のこと獣医，水産など）官立
ノ学校ヲ建テソレニヨッテ私立ナリ公立ノ模範ニナ
ルヨウニト云フ意味デ全テノ学校ヲ建テタ，，，。
シカルニ人間ノ体ニ衛生上必要デアルベキ歯科ノ学
校，歯科医師ノ養成機関ト云フモノハタッタ一ツ残
サレテイル，ドウ云フ訳ダカ殆ド分カリマセヌデス
ガ，長イ間今カラ十二三年前マデハ全部私立ノ学校
ニ委ネテアル，，，。所ガ之ニ一寸『カモフラー
ジ』サレルノハ，官立ノ大学ニ歯科ト云フモノガア
ル（東京帝国大学医学部歯科：著者註），アレガ官立
ノ歯科医ノ養成機関ノヨウニ一寸人ガ思イマスガ，
アレハ何等関係ガナイコトデアリマス，歯科医師ノ
養成機関デハナイ（以下東大歯科は医師になるため
に歯科のことを少し勉強させる所で世界には何処に
もなく何故日本だけあるのか不思議な存在だと述べ
ている：著者註），，，。全国ニ歯科医師養成機関
ガ皆デ九ツアリマス，東京ニ五ツ，男ノ学校ガ三
ツ，女ノ学校ガ二ツデ五ツ，大阪ニ一ツ，小倉ニ一
ツ，朝鮮ニ一ツ，コレハ皆私立学校デアリマス，私
ノ学校ヲ入レテ九ツニナル，ソノ官立ノ学校ヲ立テ
ルコトニ付イテナカナカエライ妨害ガアリマシテ困
難ガアッタ，，，。」そして官立歯科医学専門学校
設立について大蔵省の雰囲気なども含めて以下のよ
うに経緯を説明した。「松浦学務専門局長の時に官
立歯科医学校設立の話は通らなかった。と云うのも
私立の勢いが強く，官立が模範を示すなどと云って
も，そんな馬鹿なことをするよりも私立８校に年に
５万円位の補助金を援助したほうが官立で金を使う
よりは効果が大きいのではないか。こう云う論議ま
で大蔵省で出た程だった。また，田所文部次官には
設立経費案も作成してもらい，更には原内閣の時の
昇格案など皆駄目であった。ところが官立設立にこ
ぎつけられたのは，臨時教育委員会の決議事項とな
り予算が出ることになったが，ここに至るまでには
岡田良平貴族院議員，一木喜徳郎副会長，江木千之
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委員の方々に直接理解をしてもらった」とその経緯
を説明した。此の時「私ハ一木サンニモ江木サンニ
モ，ドウセ官立ヲ御建テニナルナラバ大学ニシテ貰
ヒタイ，ト云フノハ（欧米は：著者註）何処デモ大学
デス，，，。」
「国際的な状況から日本だけが専門学校では，獣
医師にしても薬剤師にしてもドイツでは大学教育に
なっている程で現状は困る。例えば，現在ドイツと
日本の医師の無試験開業を同数あて許可するという
制度を準備していて，歯科医師に対しても同様にし
たいがドイツでは大学教育で日本では異なるので大
学教育にならないかともドイツから言われた。（日
本では）専門学校から大学には至難であることか
ら，それならば仕方がないから官立歯科医学校の卒
業生をその対象にすると云うこととなった」という
話を述べて，島峰校長は以後のように大学に関する
自論を展開した。
２）大学必要論
『現在ノ儘デ大学教育ニシナケレバナラヌト云フ
コトニ御同意ヲ願ヒマシテモ，是ガ実行問題ニナリ
マスト大学令ノ改正ニナリマス，此ノ事ニ付テハ松
浦サンニモ何百遍トナクオ話シタノデスガ，今カラ
二十四五年前アタリマデハ，歯科ハ君「ビッセン
シャフト（著者註：科学）（著者註：科学）」カネ，ア
レヲ大学ニスルト云フノカネ云フ頭ガ中々取レナ
イ，ソウデハアリマセヌト言ッテモ，中々歯科ハ医
術デハナイカ（ママ），技術ヲ一ツノ「ビッセン」ト
云フコトハ言ヘナイト云フコトガ非常ニ根底ニナッ
テ居ルヤウニ思イマスノデ，（中略）果タシテ歯科医
学ト云フモノガ大学教育ニスベキダケノ品物カドウ
カト云フコトガ，一番大事ナ点ダト思フノデアリマ
スガ，是ハモウ立派ナ「ビッセンシャフト（著者
註：科学）（著者註：科学）」ニナッテ居リマシテ，
決シテ大学トシテ恥カシクナイノデアリマ
ス，，，。』
そして，島峰校長は西欧にける歯科医師の育成の

違いを以下のように説明している。『オースト
リー・ハンガリー・イタリーは，歯科医はすべてが
医師であり口腔医と呼んでいる。ドイツ・アメリ
カ・日本では歯科医は一般の医学を修める必要はな
い，歯科医は独立に教育して行けば良いとなってい
る。こうした育成法の違いに関しては５年毎の万国

歯科医学会で数十年に亘る懸案事項になっていて，
日本政府代表委員として，１５年前のその学会（第７
回．１９２５．フィラデルフィア：著者註）で報告した
のが配布した資料である。
医師でなければ歯科医師としない育成を甲とすれ

ば，歯科医学を内科，産科，婦人科などと同じに見
る，自然科学から理学，工学，医学と云うものが分
かれて来たのが理学の枝分かれであり，一般医学を
修めなければ歯科医学が分るものではないと云うの
が甲である。歯科医学は決して医学から分かれたも
のではなく，自然科学の中から医学と同じように直
接出たのである，医学と平行した学問であり同等の
権利を持つ。医学の分科ではないと見なしているの
がドイツ，アメリカ，日本である。このようなこと
を私たちが初めに言うと馬鹿なことを言うと言われ
た。ローマ時代にはすでに金でブリッジが造られて
いた。それでは，この時代の医学は「ビッセンシャ
フト（著者註：科学）」であったのか，加持祈祷であ
りどこが「ビッセンシャフト（著者註：科学）」で病
気などを治す所があるか。しかし，歯科はそうでは
ない。実際に「ブリッジ」があり，医者に頼る必要
はない。金が使われていたと云うことは相当の学問
的知識がなければできない「学」ではないかと云う
ことである。抜歯とか治療だとかは医者に行けば良
い，我々は入れ歯をやれば良いと云うことで，これ
は歴史的沿革からみて馬鹿にした議論話ではな
い。』と島峰校長は述べ，さらにドイツの事情を説
明した。
「ドイツは一般医学の勉強をしないで歯科医師に
なるが，歯科医学の教授になる人は医学を全部修め
た人でなければならなく，この制度がドイツの歯科
医学の進展の原因となり米国を凌駕した。ドイツで
の歯科医師医育機関の最初は高等学校専門学校で大
学ではなかったが，ドイツの歯科医学生は医学と同
様に強く大学化を望み１９１２（大正元：著者註）年には
大学教育になった。日本では医科のどの科も欧米か
ら非難されるような教育制度にはなっていないが，
たった一つこの歯科医学がどうにもならない，これ
をどうにか大学にして貰いたい。」と訴えた。
３）実行案
さて，次に実行するにあたって考えられる３つの

方策を挙げ，可能性のある方法として島峰校長は彼
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の試案を以下のように説明した。
「第一は，現状のままで大学に昇格する。これに
は大学令の改正が必要となる。第二は，オースト
リー，ハンガリーのように医師にならなければ歯科
医師になれないようにする。これには医師法の改正
が必要となる。以上どちらも困難を伴うが自分はど
ちらでも良く拘らないが，第三の自分の案は以上の
ような法律改正をしないで歯科医学教育を大学教育
にする方法である。
つまり，一旦医師になってから歯科医を作る。し

かし，これはすべの歯科医師がこの過程によるので
はなく，こう云う道を開いても良いのではないか。
その案が単科大学の案で，一つの医科大学を建て５
年制が望ましいが４年ないし４年半とする。長いと
志望者が少なくなる恐れがある。」そして『（以下マ
マ）ソレハドウ云フ医科大学カト言ヘバ，歯科医学
教育ヲ基礎トシタ医科大学デアリタイ，ソレニハ出
来ルナラバ四年デナクテ三年半位デ医学ヲ修メサシ
テ，サウシテアトノ一年デ歯科医学ヲ専攻スル，斯
ウ云フ学校ヲ造ッテ，，，。』『この案は，医師が一
年間歯科医学を専攻した証明書を厚生大臣に申請す
ることで「歯科専門標榜ノ件許可ス」という現行法
に則り，これにより医師に禁止されている義歯金属
充填が歯科医師と同じように行うことができる，と
云うことにヒントを得た』と島峰校長は述べた。ま
た，「これならば時節柄軍医として都合が良い」と
付け加えて島峰校長は説明を終えた。

３．島峰校長による説明の要点
島峰校長の説明は，約８，１００字に速記され，２５分
前後であったと推測される。その要点を纏めると以
下のようになる。
１）歯科大学教育の必要性
２）全ての歯科医師が歯科大学卒業である必要はな
い

３）官立歯科医師養成機関の役割：教員養成機関，
歯科医学研究拠点と研究者養成機関

４）大学卒歯科医師の欧米と専門学校卒のみの日本
とでは国際的な共同歩調がとれない

５）官立東京高等歯科医学校の大学昇格に関する問
題点 

⑴ 歯科大学設立は大学令によって不可能 

⑵	 大学卒の歯科医師誕生をみても職権が専門学
校卒業の歯科医師と同様。臨床での著しい法的
制約は歯科医学発展並びに人材供給の抑制に直
結している

６）上記５）の解決策 

⑴ 医科大学設立で医師を養成 

⑵	 ただし，歯科専門とする医師を養成目的とす
るため修業年限を最低４年半として，３年で基
礎医学，内科，外科を１年半で歯科を教授す
る。 

⑶ 大学令，医師法の改正を必要としない 

⑷ 現行の官立東京高等歯科医学校は継続する

４．整理委員会での質疑応答
１）整理委員の質問
島峰校長の説明に対して順次以下のような質問が

あった。要約する。
田所美治特別委員長「大学化には医学部の設備・

教授などが必要ではないか。一般の専門学校はどう
するのか。予算はどのくらいか。大学となると高等
学校出身者となるが，来る見込みがあるか。」
平賀 譲委員「通常の医学部が４年，これも４年

であると歯科を中に含めているので，普通の医者と
して力が足りないと非難が出てはこないか。また歯
科医師として十分か。」
田尻常雄委員「歯科が半年か１年ということだ

が，歯科はそんなに簡単なのか。口腔外科と義歯と
二つに分かれているようだが両方ともやるのか。あ
るいは理論的方面だけするのか。」
下村壽一委員『この審議会では，必要あれば大学

令を改正していこうと云うのだから，遠慮のない理
想を伺いたい。歯科の重要性，特に「ビッセンシャ
フト（著者註：科学）」としての立派な領域を持って
いると云うことであれば大学令改正と云うことを本
審議会はいとはぬ立場なので，遠慮のないところを
話されたい。』
小泉信三委員「新しい大学での歯科医学プロパー

の部分が，現在よりも弱くなる心配はないのか。医
者としての資格は濃くなるが，歯科の専門科を教育
する立場から見て歯科医としての資格が幾分薄くな
るのではないか。」
田所美治特別委員長『高等学校を卒業して果たし
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て歯科医師の大学に入る志望者がいるか。一般医を
１年位君のところで預かって大学部と云うもので
やって，教員の養成，理想的な口腔治療を行う，そ
して専門学校は従来通りにするのが実際に目的達成
のために万全な方法ではないか。島峰校長案をユニ
ヴァーシティにするとなると，松浦君が言ったよう
に歯科医学は「ビッセンシャフト（著者註：科学）」
であるかと云う問題が何時までも残る。また，一般
の医者として完全なものには４年でも足りないと云
う時，医師と歯科医師の両方ができるのには６年掛
かるのではないか。これでは生徒は来ない。医学士
を入れて１年あるいは２年それに接続するようにし
たらどうか。それには大学令を少し変えないといけ
ない。』
佐藤寛次委員「今までの一般医と歯科医との関係

は，発達の歴史が異なることから難しい問題があ
る。そう云うことは止めて，新しい自然科学の上に
この学科の発達を図ると云う立場に立って考えた時
に，単科大学だけを主張するのはどう云う訳か。総
合大学の医学部で内科外科と同じようにやる道はな
いか。そうして足りない所の学科については総合大
学ならば大学院，単科大学ならば研究科と云うこと
の道を考える訳にはいかないか。そうすれば今の大
学院においても何か変更を加えないで目的を達せる
のではないか。」
田所美治特別委員長「歯科医師法を改正すること

は中々できないか。そう云うように松浦さんが同意
してくれれば良いが。理屈はそれで宜しいが，実行
上の問題として入学者があるか。この問題は，大学
教育の歯科医師（甲種）と専門学校の歯科医師（乙種）
との二つに分ける。甲種は内科外科を修め４年半に
して死亡診断書などの特権を与える。こうすれば医
者で余裕や学才のある者は甲種のあなたのほうに大
分来ることで解決する。」
下村壽一委員「医師のほうから反対論が起きない

か。」
佐藤寛次委員「専門学校を卒業した人でも今日で

は立派なお医者さんになれる。その上に歯科に関す
る大学をやって行くのも一案。それは昇格ではな
い。専門学校卒業の医師をあなたの学校で３年位や
ればお医者さんであり又立派な歯医者である。すぐ
にオーストリー，ハンガリー式のものができる。」

小泉信三委員「今歯科医学で医学博士になってい
る人はどのくらいか。どう云う方法で学位を取った
か。それは歯科医学に関する論文か。」
田所美治特別委員長「口腔外科の蘊奥を究めなけ

ればならないので全部の歯科医師は大学教育でなけ
ればならない。医者は人命を扱うのだから大学程度
でなければなるまい。そう云う理屈が歯医者でも立
たないものかな。それは難しいか。あなたのその案
はかって松浦君と十分相談したことがあるでしょ
う。」
田尻常雄委員「私は歯科は専門として丁度医学と

薬学が違うように医学と独立した歯科大学を置いた
らどうかと思う。薬学と同じように３年の単科大学
を作るのであれば日本に一つくらいあっても宜しく
はないか。歯科医として専門的に立って行くことが
必要である。現在医者でなくとも立派にやって行け
るから，その方を専門的にやったら歯科としての学
問も進むであろう。」
林 博太郎整理委員長「３年の大学にして，内科

外科を多少組み入れて輸血をするとか歯に関した全
身麻酔だけは宜しいとか云う風に医師法を改正し
て，大学を３年間で纏めるわけには行きませんか。」
後藤文夫委員「歯科医学も医という学術の一部門

だと云う立場を取ることは理想である。日本の歯科
医の水準もそこに持って行かなければならないが，
現状はそこに達していない。歯科医の学術が医学部
の中の一部門としての最高水準をどこかに持ってい
る場所が日本にないと云うことであれば少しおかし
いことであって，単純な技術技巧の学問だというこ
とであれば別であるが，その点は薬学よりも一層医
学的の分量の多い学術なのではないかと思う。歯科
医は単なる技工の技術者であると云う風にしない方
が本当ではないか。」
田尻常雄委員「４年半とか５年とか医者をやろう

とするから年限が長くなる。３年の単科大学として
医者にも歯科医にもなると云うような欲を張らず
に，独立した歯科大学にするのが実現しやすいし，
３年位すれば相当志望者あると思う。」
穂積重遠委員「今東京で総合大学の医科で石原

（石原 久東大歯科教授：著者註）さんのような人で
歯医者になる人があるのか，またそれはできるか。」
小泉信三委員『日本に大学程度の高い歯科学を研
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究し，また教える学校があって宜しい。島峰校長さ
んから提案されている案を拝見すると，日本におけ
る歯科医学の最高の発達と云う見地から見ると，他
の一般の医者としての資格を得る所に時間とかを費
やしているために，歯科医学「プロパー」と云うも
のを深く精しくやって行くことが第二になっている
印象を受ける。一体この委員会でどこまで相談をす
べきものか。歯科医学の大学程度の研究機関教育機
関があることは望ましいことには違いない。それだ
け抽象的なことなら議論の余地はないように承って
おるが，しかしそれをどう云う案で行くかについて
はここで論ぜられないと思う。』
２）島峰校長の答弁
以上の質問に島峰校長は逐一答弁をして行った。

「島峰案によって歯科教育を修めた医師の免許を有
した卒業生には，口腔医学士の称号を与えるが，歯
科を行わないで医科の臨床に携わる者が殆どだろ
う。しかし３人でも４人でも残れば良い」のだと述
べている。また，島峰案を松浦鎮次郎はどのように
反応したかという田所特別委員長には，『松浦文部
大臣には最近お会いしていないが，現在では歯科は
「ビッセンシャフト（著者註：科学）」ではないとは
考えていないと思う。自分の主張するところは兎に
角歯科医学教育を大学にして貰いたい。一校でも大
学への道を開いて貰いたい。大学の作り方には色々
あるが自分はどちらでも良い。歯科医学教育を大学
にした方が良い，あるいはしても良いとなれば東京
高等歯科医学校は，潤沢な予算，揃った教授などか
ら実行は割合容易である。官立歯科医学校設立は臨
時教育委員会が決議したことによって実現したの
で，本審議会で「政府ハ速ニ歯科教育ノ高等教育機
関ヲ設立スベシト云フヤウナ決議ヲシテ戴ケバ宜イ
ト思ヒマス，，，成程必要ガアルモノダナト云フ所
ノ御考ニナッテ戴ケバ非常ニ幸ヒデアリマス」』と
訴えた。
小泉信三（以下委員を略）が質問した歯科医師の医

学博士に関する島峰校長の答弁を転載する。歯科医
師の医学博士は二三十人でしょうとした上で以下の
ように述べた。
『ソレハ困ルノデス，ドコモ此処モ嫌フノデス，
歯科医師ガ学位論文ヲを出ストナルト医学部ニ出ス
ノデアリマス，サウスルト一ツハ内容ガ大シタ物デ

ナイノモ原因デセウガ，初メ気ガ付カヌデ四五年出
シテ見マシタ所ガ，出シタ後デ歯科医師ガ医学博士
ニナル，サウスルト本人モポーツト来ルシ，民間ノ
人達モオ医者ニナツタト思フ，余計ソレガ犯罪ヲヤ
ルノデス，ソレデ非常ニ困ルノデス，サウ云フヨウ
ナ関係カラ考ヘマシテ，ドウシテモ歯科医ニハ歯科
医博士トカ云フヤウナ特殊ナモノヲヤル必要ガアル
ト思ヒマス，旁々大学ト云フモノガナケレバ出来ナ
イ，社会問題トシテモ必要デアリマス，内規ガアリ
マシテ非常ニ嫌フノデス，例ヘバ仙台トカ千葉ト
カ，歯科医が医学博士ノ論文ヲ出シテモ受付ケナイ
ト云フ所モアリマス（ママ）』
本整理委員会は島峰校長の以下の発言をもって，

林 博太郎委員長が閉会とした。
「政府ニ能ク諒解シテ戴クコトハ，単科大学ヲ建
テルト云フコトニ対シテハ綜合大学或ハ単科大学内
ニアル歯科ノ教室トハ何ラ関係ガナイ，ナゼカナラ
バ，単科大学ヤ綜合大学ニアリマス歯科ハ歯科医師
養成機関デハナイノデス，要点ハ各大学ノ薬学部ノ
ヨウナモノヲ置イテ其処ヘ歯科医師養成機関を置ク
カ，単科大学ヲ置クカガ実行ノ問題ニナリマス。」

５．参考人慶応義塾大学医学部長 北島多一教授の
意見７）

１９４０（昭和１５）年５月３日に開催された第２７回整理
委員会（林 博太郎委員長）は，第２５回整理委員会
（４月２６日）における島峰校長の提案に関して慶応義
塾大学医学部長 北島多一教授の意見を聞いた。昼
休み後から北島医学部長が参加したが，委員会は再
開されると直ちに懇談会に入りこの間１時間４４分速
記が止められた。米田はこの懇談会の内容につい
て，「審議要領」によれば歯科医学，芸術，及び薬
学に関する教育制度のあり方が議論され，歯科医学
に関しては単科大学を設けるかどうか（つまり学部
の種類として歯科医学を認めるかどうか：著者註）
が議論されたが，意見の一致をみなかったと記して
いる８）。
懇談会後に委員会は，医学と薬学との関係につい

て北島医学部長の意見を聞いた後に，林整理委員長
は歯科に関する事柄に進行を変えた。
「歯科ノ方ハドウデスカ」という林整理委員長に
対して北島医学部は以下のように述べている。以下
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の項目は著者が分けた。
１）歯科と医科との関係
「医科と歯科との関係は薬学よりも密接な関係が
ある。医者は今日歯医者をやることができる。これ
は眼科と同じで，昔から日本では眼医者は普通の医
者からは独立のように見なされていたこともある
が，今では普通の医者が眼科を行っている。歯科も
そうなので，歯科は全体から見れば医学の１分科に
過ぎない。ただ歯科には技工があり，この技工は普
通の医者はあまりやっていない。これは特別にそれ
を習い，また研究しているのでその技工の点を特別
にやるのが歯科医と普通の医師との違う点になって
いる。それで現在の規則でも技工は普通の医者では
できなく，別に認可を受けなければならない。しか
し，歯痛や抜歯は現にやっている。だから歯科のほ
うは医者としては極めて近いし，またそう非常な区
別をそこにつける程のことはない。アメリカは歯医
者が非常に発達していて勢力も非常にある。だから
アメリカでは歯科は今では特別な待遇になってい
る。けれども是は学問が段々分業的になると自然に
そうなってくるのであって，時勢の進歩と云えば進
歩であるが，特にそう云う風なことを強制する必要
はない。是は自然にそうなって来る。
慶応にも歯の先生（岡田 滿教授：著者注）が居ら

れるが，その人はやはり教授会にも出て医学のほう
とちっとも待遇などは変わってない。先刻の薬学な
どと違う訳で医者として働いている。東大でもそう
でしょう。別段歯医者だからだと云って教授会に出
席することを拒むことはない，同じような待遇をし
ている。そう云う点は歯医者のほうは医者と非常に
仲がいいと云うのか殆ど区別がないと云うくらいに
なっている。学会は歯医者の学会があるからそう云
う研究の方面においては別だけれど，大した違いは
ないのではないかと思う。」
２）歯科医学専門学校の大学昇格について
『歯科医学専門学校の大学昇格についてどうで
しょう。つまり「ツアーン・アルツト」（歯科医師）
でなければ本当に歯の治療はできない。歯の細工ば
かりでは今日ではとても間に合わない。それで単科
大学にしたいと云うのですが』との質問（林整理委
員長）には，北島医学部長は，「それは人の考え方で
あり，その人の勢力によることが多いのであって，

これは学問上のこととは違う」と述べている。林整
理委員長は島峰案を説明していないが北島医学部長
はそれを念頭においた回答のようである。学問上は
専門学校で良いのかという林の質問に，「学問上か
ら云えば歯医者は医学の一分科として医学をやった
ものがやる，それで宜しいと思う」と答えている。
歯科医専はいわゆる歯医者を養成する学校だから死
亡診断書を書けないがそれで宜しいかと林整理委員
長の質問には「そう云うことになる。だから例えば
御茶ノ水を大学にすると云うことであれば，単科大
学にするか東京帝国大学の一部分にするのか，その
辺は問題である。単科大学にしたいと云うことには
研究しないと此処では良し悪しの返事はできない。
アメリカの流儀で云えば，アメリカは独立の大学に
なっているので単科大学と云うことも出来るでしょ
う。しかし今日本で直ぐにそうするのが良いのか悪
いのかはもう少し考えさせて貰いたい。」と北島医
学部長は答えている。
林整理委員長の「島峰君の学校は別にして専門学

校では間に合わない，大学でなければならないと云
う議論があるが」ということに対して，北島医学部
長「いわゆる高等な歯医者を作るのには大学でなけ
ればならないと思っている」とし，歯科医学専門学
校でも間に合うのでしょうと云う林整理委員長の言
には「普通の仕事は現在のところでは間に合う」と
述べた。
この後，整理委員会は大学と医学専門学校による

医学教育，医科と薬科との関係について，次いで田
所美治特別委員長によって島峰案による大学につい
て北島医学部長の意見が聞かれた。
３）島峰案に関して
「医学部を出た後に大学内に置かれた技工部門で
勉強をすれば免許制度は歯科医師法の改正が必要だ
が一般医兼歯科医というものができるか」という田
所特別委員長の質問に北島医学部長は以下のように
答えている。「それはできるし，自分は眼科専門医
だと云うのと同じように医者であって歯科専門医だ
と云うことは結構な訳である。しからば今までの歯
科医全部がそのようなことを考えているかと云う
と，医者でない歯科医の考え方と，医者から出た歯
科医の考え方とは大変違いがある。島峰君は医者の
方から出てきたから全て何でもかんでも医者でなけ
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ればならないと主張するが，今の島峰君のような考
え方で行けば医科大学を出て自分は歯科専門でやる
ようにすれば宜しいではないか，特別新しく歯科大
学を作る必要はないのではないかと云うことにもな
る。島峰君の言う歯科大学では内科や外科を教える
つもりではないのでしょう。」皆やるのだという田
所特別委員長に対して，「皆やるのなら単科医科大
学と変わりはない，それなら歯科大学を新しく作ら
なくても医科大学を一つ増やせば宜しいということ
になる，そう云うことは自分で自殺するようなもの
で‥。」と述べ，さらに幾つかの簡単な質疑のあと
口腔科とすることに関して，「島峰君は歯科という
ことを非常に嫌って自分では口腔科と言っているの
で，とにかく先刻のお話であれば特別に口腔科の大
学を作る必要はない，医科大学を卒業した後で専修
科みたいなものを作って，それで半年なり１年なり
歯科の特別な技工的なことを教えたら宜しい。」と
述べた。「歯科医となると少し堕落みたいに思われ
るのではないか」という平賀 譲の感想に「それが
あるので自分は医者であって歯科医専門ということ
で行けば宜しいでしょう。」とし，「医師が長いこと
勉強したことが口の限られた部分の仕事しかないと
いうことでは初め良い気分ではない。しかし，収入
や自分の希望などから他人がやらなければ一つ自分
がやってみようという人間もできてくる」と答えて
いる。また１年ぐらいで非常に込み入った彫金や他
の歯科技術を習得できると思うかという林整理委員
長の疑問には「普通のことはできるが，あとは熟練
と天才（才能：著者注）が必要で，歯医者は一種の職
人みたいなもので下手な者はいつまでたっても下手
で，上手な者は直ぐ覚える。美術学校で絵を習った
からと云って皆が上手であると云う訳には行かない
のであって，後は自分で研究して成功するのだか
ら，その点は同じことである。」と北島医学部長は
答えた。
４）歯科医学教育に関して
歯科医は注射もできないし死亡診断書も書けない

ことに悩みがあると島峰さんは言うのだが，それは
現状のままで止むを得ないのかという小泉信三の質
問に「それは止むを得ぬ。それは本当に医者の学科
を全て終えた者でなければ弊害が起きるので曲げる
ことはできないと思う」と答えている。さらに小泉

は「医学一般は知らないでも歯科だけを修めた者が
歯科医として立つ分には差し支えないのか」との問
いには「そうです」とした。
「歯科医は医学の一部として成り立っていると云
うことなので医者のやるだけのことは知っておかな
ければいけないのではないか。例えば解剖とか医事
と云うか医学を相当研究する必要はないのか。今の
制度では危険ではないのか」という添田敬一郎の質
問には「完全な歯医者は医学を修めるのが理想的で
あることは仰る通りです。ところが日本ではそのよ
うな考えで発達してきてはいないので，そのように
考えることには無理がある。」。そして添田敬一郎の
「大学が理想であろうが現在の日本として止むを得
ない制度であるとすれば専門学校でも良いと思う
が，歯科医がまるで医学のことを知らずして医学の
一部である歯科を行うことにはチョット（疑問だ：
著者注），もっと医者の医術，医学を教える必要は
ないのか」との危惧に対して「今の歯科学校は解剖
でも歯ばかりではなく大体人体の解剖は教えてい
る。だから島峰君は一通りは皆教えていると言うの
です。全体の医者の‥」と言いかけたところで添田
敬一郎が遮って「東京高等歯科医学校はそうでしょ
うが，制度の上から云って全く医術を知らない歯科
医を認めることは不合理ではないか」と続けた。
「必要な学科だけは教えていることになっている。
歯科医として知らなければならない，例えば歯が化
膿して膿を持ち大変腫れたということになると，是
は殆ど外科と同じことになるので外科の範疇に入る
消毒などのことは歯科医として知らなければならな
いことは教えている。また歯が悪ければ胃が悪くな
るとか色々なことがあるから一寸したことは教えて
いる。」と北島医学部長は話したが，添田敬一郎は
「全体の医学医術を勉強して無いで歯の外科手術を
することは危険ではないか」と迫った。
これに対して北島医学部長は「危険であるので大

きな手術はやらしていない。患者も大きなものでは
歯科医に行かない。歯科医で行うのは抜歯とか小さ
な切開とかなので歯科医としては現在の専門学校程
度（教育：著者註）で宜しいのではないかとなってい
る。」と答え，その後はしばらく医学教育における
大学と専門学校の両建て論と医師の都市偏在の話に
移った後，懇談会が約２０分開かれ午後４時１０分に閉
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会となった。

６．参考人橋田邦彦教授の意見と平賀	 譲委員の発
言９）

１９４０（昭和１５）年３月８日に開催された第２８回整理
委員会では，橋田邦彦教授が島峰校長案に関連して
歯科医学教育に関する意見を述べた。橋田邦彦は東
京帝国大学医学部教授（生理学）兼東京第一高等学校
校長であり該審議会委員（中等教育）を務めてい
た１０）。この日平賀 譲が東京帝国大学医学部歯科の
金森（虎男）・鈴木（都築正男：後述）教授から聞いた
話だとして積極的な発言をした。尚，この第２８回
（３月８日）から要綱の検討が具体的に始まりその後
２回の整理委員会審議の結果要綱案が決定した経緯
はすでに既刊の第１編⑵３）に記述した。以下は著者
が項目に分けた。
１）歯医者は「テヒニカル（著者註：技術）」なもの
に限る
『歯と口腔とは密接な関係がある問題だが単に歯
だけをいじることですまない問題があると思う。歯
が悪いことは全身の疾患として意味を持つことは誰
でもが分かるので，歯医者に歯だけをいじらせるけ
れども全身の疾患の治癒（ママ）は絶対にしてはいけ
ない建前になって困っていることも察するに難くな
い。しかし，大体において今の歯医者と云われる
者，或は歯医者と云うものを業として衣食の活計を
営んでいる者は「テヒニカル（著者註：技術）」が大
多数であることは御承知の通りである。私の考えで
は，特に入れ歯の問題で入れ歯に付随して歯をいじ
る程度の者は，はっきり「テヒニカル（著者註：技
術）」として，いわゆる医療的の行為をする者は医
者でなければならないという建前になるべきではな
いかという気持ちがする。』
２）歯科ができる少数の医師養成
『中々「グレンツゲビート（著者註：境界領域）」
の問題になるとそう簡単に参らないと思うが，今の
ような歯科医学専門学校において学理的な疾病の問
題，或いは治療の問題と云うような事柄も概念的に
やらしておくと云うことは当然必要であると思う。
「ケレドモソレヲ大学ニスルト云ウコトシマシテ
（ママ），」無論これもある一面からみて不必要なこ
とではない。大学卒業程度の歯の医者があると云う

事柄は，国家において必要なことではあるが，それ
は多数の人を要しない。のみならず多数の人を養成
しようとしても恐らく出来ない仕事ではないかと思
う。片方にそう云う「テヒニカル（著者註：技術）」
な問題がある限り，大学を卒業して歯医者として，
主としてそう云う「テヒニッシュ（著者註：技術
的）」のほうで食って行かなければならない仕事を
する者は，先になると分からないが，ここ１０年や１５
年の間に出てくるとは思えない。』
３）大学医学部における歯科教育施設の充実と増設
「それで大学に歯科を置いて東大でやらして見て
も，それで歯のほうに仮に興味を持って歯医者にで
もなろうかと云うような者が，東大の歯科の教室に
入って専門に歯科のことをやろうとしても，唯教授
は一人しかいない。それに対して例えば東京高等歯
科においては教授が何十名と居りまして，色々な学
問を担当して初めて専門家ができると考えている者
に対して，東大の歯科は教授が一人しかいないか
ら，歯のほうの事に関して遺憾なく授業をさせるに
は力が足りない。ですから本当の大学を卒業した
上，或いは大学の歯科の中から将来歯医者になろう
と云う者に対して十分教育のできるような施設が今
の各大学の中にできていれば，それで歯のほうの専
門とする大学卒業生と云うものが十分足りることに
なろうかと思う。」
４）歯科医専への予科付設とその目的
「その意味で今の歯科医専と云うものが，唯の専
門学校と違って，予科を２年間置けばあとの年限も
長いようであります（ママ），相当高級な所までやっ
ておりますから，その外の低級と言っては語弊があ
りますが，私立の学校等でその所まで進んでいない
者，差等のある者ができてくれば，それが丁度大学
を卒業した人の歯の方のことを十分辨へている者の
中間の階級に立って十分連絡を取れるものであろう
と思っている。無論その積もりで今までできている
と思う。そう云うものが年々相当にできて行く，大
学自身でそう云うものが養成できると云うことにな
れば，歯の方の問題は相当円満に解決するのではな
いかと云う考えを持っている。」
橋田教授はこの考えは深く内部事情を知らない者

の個人的な意見であり参考までと思って申し上げた
次第だとして終わった。

― ５８ ― 



４２７ 歯科学報 Vol．１１８，No．５（２０１８）

５）委員との応答と平賀 譲の意見
橋田教授の話に対して平賀 譲は「歯科を習得し

た医師，例えば東大では鈴木（都築：後述）教授と金
森教授がいるが，大学の歯科を強化することでそう
云う人を養成しようとしても医師はなかなか来ない
のでそれは難しかろう」と云うのが両教授の話で
あったと述べた。また，「歯科の方では少なくとも
口腔関係の診断をしたいと云うのが熱心な希望だそ
うです。其の道が今はないですね，それですから医
者であり歯医者であると云うこの間の島峰君の言わ
れたものは中々難しい，しかしながら今の歯科を他
の大学みたいに大学にしてそれで口腔に関する限り
はお医者のこともできるような歯科医を作ることは
考えられると云う意見でした。」と歯科大学設置と
それによる医学的に修練した歯科医の養成に関する
意見を伝えた。しかし，橋田教授は「口の周囲のこ
とだけが分かる医者ができて，どの位人命を損ねる
かと云う問題がそこへ実際問題として起こってくる
と思う。」と否定的であった。
平賀 譲は，「高等学校なり或いは予科から来る

者として普通の大学のように３年で出る。口腔に関
する限りの医者である。そうして歯科医であると云
うことができますか。」と更に橋田教授に意見を求
める。橋田教授は「それはできません。」と述べ，
「それは大学の方で普通の眼科とか耳鼻科とか云う
専門になる者は，大学のうちは専門でない。卒業し
てから数年経ってから専門家に漸くなる。それが甚
だ学校の教育としてはおかしい教育でありますが
（ママ），一般の教育を経た後に専門の方で数年，少
なくとも２，３年，中には４，５年経ってから専門
を標榜してくる医者もある。ですからその位年限を
掛ければ歯科の医者も同じくできると思う。」と橋
田教授は述べた。平賀 譲は大学での教育ではなく
て「今の歯科（医学専門学校：著者註）の卒業生にも
う２年間口腔に関する医学を習わせる。お医者とし
てはそれに（外科や内科には：著者註）触れさせな
い，今の歯医者の上に２年くらいやることはどうで
すか。」橋田教授は答える「あの学校には置かない
（ママ），その学校だけでそう云う教育をしようと云
うならば内科外科の病人を収容できる病院を一つ造
らなければならない。やはり内科の病人はどう云う
ものかという云うことを本当に知らなければいか

ぬ。口腔だけの問題では医者としては一寸いかぬと
思います。」
また田所特別委員長の『島峰校長が希望した形の

歯科大学（医科大学：著者註）での４年で医学士兼歯
科医学士と云う形で口腔に関する限りは死亡診断書
もできるし全て治療もできる医者ができる，すなわ
ちそれが一般の歯医者だ，眼科の医者と同じような
歯医者である。そう云うものがどうしても欲しいけ
れどもそれはやはり一部であって数千数万と云う者
はいらぬ。こう云うので素人にはなかなか分かりに
くいが，そこで４年位やって，今問題になっている
一般の医者と「プラス」技工，今では技工専門に４
年掛っていますね，そうすると今の解剖その他の
「グルンド」と両方やって医学士兼歯科医学士がで
きますか』との問いに橋田教授は「４年では臨床的
な知識が足りないと思う。」と答えた。
田所特別委員長は「平賀さんの言はれる口腔だけ

と云うことについては生命その他も立派に最後まで
見届けてやると云うことができますか，島峰君はで
きると言っておりましたが。」に対して橋田は『そ
れは水掛け論みたいになりますが，島峰君は大学を
出ているからできる，島峰君が若し大学を出ていな
かったらそれだけ自信のあることは言えないと思
う。島峰君の説は実際に考えてみれば医科大学を出
た後に１年いるか２年いるか３年いるか知りません
が，それこそ技工のほう「プラス」それでなくては
いかぬ，そう云う訳でしょう。』と述べた。
田所特別委員長は自分の家内での抜歯（著者らの

推定）での経験からだとして出血すると大変なので
「塩田君（塩田広重東大外科教授：著者註）に電話を
掛けて来てくれと云う訳である，口腔のほうになる
と塩田君の方に譲ってしまう，口腔のことも多少は
知っているけれども怖いからやらぬのです。口腔の
ことになると塩田君が来てくれて全く塩田君の一生
懸命の領分になってくる，それを両方できるように
というのが島峰君の考えです。」という話に林整理
委員長は「両方できなくてはいけないのではない
か。塩田君を呼ぶ前に出血が甚だしくて死んでし
まってはしょうがない。そこを考えてやらなければ
ならない左右（ママ）に歯医者がやれるだけにしてお
かなければならない。」しかし，「４年では歯医者に
もならず口腔の外科にもならないと云うのができる
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と思う。」と田所特別委員長の疑念は消えない。
田尻美治は「今の歯科医専では口腔外科と技工の

ほう，これは二つに分かれて殆ど専門的にやってい
るようです。それで私は勝手に切ったり刻んだりし
ているのを知っています。今のお話のように塩田博
士を呼ばないで，自分達で研究してやっている，私
はこの前も言ったように医者もやり歯医者もやると
云うことは二兎を追って一兎も得ないことになって
しまう。私は歯科は歯科として立つ使命があるので
はないかと思う。」この意見に対して田所特別委員
長は「それは二兎ではない。こう云うことをやって
いるとそれが生命に関係するからね，敗血症も出て
くるしね。」そして「島峰君の所を大きくして医学
士を入れることができれば宜しいが島峰君の云うよ
うに４年で両方と云うことは危ない。」と言い，林
整理委員長も「一時間を争うことがある，しかし，
大学で施設を強化することは宜しいではありません
か。」と要綱に考えを巡らす。これに平賀 譲は同
意するが，平賀 譲は「大学を強化するだけでは高
等の歯科医を作る道にはなりますまい，それはもう
一つ考えるかどうか。」と課題を詰めていく。
林整理委員長が「平賀さん，特別委員会で議論を

言われては困るが，抽象的に大学程度のものが必要
だと云うことにしてやったらどうですか，はなはだ
無責任だけれども，あなたは文部省で十分調査して
おられるだろから。」との発言に平賀 譲は「その
一案が今の歯科医専の卒業生にもう２年ぐらい医学
をやらせる，それならば宜しかろうと云うのが今日
（鈴木（都築：後述）教授と金森教授から：著者註）聞
いた話です。」「それは島峰君の案ではないですね」
との田所特別委員長に対して平賀 譲はなお「今日
聞いた所では，それから単科大学にすることも一つ
考えられる。口腔に関するだけの医学士を作る，一
般の診断はさせないと云うのです。そう云う口腔だ
けに関係できると云うことを今の歯科医が非常に希
望しているのです。」とし，それは島峰君の行き方
とは違うという田所委員長に対して平賀 譲は「島
峰君のと違いますけれども，高等の歯科医を作ると
云う趣旨にはなる，その二つを研究したらどうかと
云うのが今聞いてきた話です。」
林整理委員長「とにかく強化すると云うことにな

るのですね」。田所特別委員長「どうもその具体的

な方法は素人が寄り集まってもできませんね」。林
整理委員長「歯科は大事なものであるから，大学の
中においての歯科と云うものはもっと強化する，そ
の程度にしておきますか」。田所委員長「それでは
島峰君が絶対反対するからそう書けないでしょう，
説明を敷衍することにしますか，はなはだ不完全だ
けれども抽象的なことしか決議はできませんよ。要
綱として大学程度のものが必要だということ位にし
ますか」。
田尻常雄「平賀さんにお尋ねしますが，今のお話

は向こうの大学は２年で口腔だけの医術を研究する
と云うのですか。」平賀 譲「それは大学ではあり
ません，今の歯科医専の卒業生を入れて教育する。
それを大学と云う訳ではないが，２年医学をやらし
たら宜しいのではないかと云うのです」。田尻常雄
「単科大学ではないのですね」。平賀 譲「それが
一つと，もう一つは単科大学の案と云うものが別に
ある。その両方のどっちかを考えたらどうですか」。
田尻常雄「高等学校の卒業生を入れるのか，歯科

医専の卒業生を入れるのか」。平賀『そこまでは考
えていません。高等学校から取っても困る，どうし
ても予科と云うことになると思う，予科に少し専門
学校を加味するようなものでしょうね。そんな詳し
いことは存じませんけれども「スペシャル」のもの
ではないですか』。田尻常雄「単科大学の３年のも
のをやる。そう云うものならば実行し得るのではな
いか」平賀 譲「そう云うものを研究してみたらど
うかというのです」。
林整理委員長「その辺にしておいてまた最後に

行ってやりましょう」。田尻常雄「大体歯科と薬科
は単科大学を作ると云う趣旨ですか」。林整理委員
長「大学の医学部の歯科をもう少し強化して独立さ
せて医学部と連絡を取って行く，単科大学を別に作
ることは宜しいではありませんか（ママ）（下記の言
から作ることに同意：著者註）。田所特別委員長
「単科大学の内容は島峰案にしようか，橋田案にし
ようか，我々素人では一寸分らない。島峰君は大学
でも３年でできる，４年はいるまいと言っておりま
す。」その後一旦話が薬学に移ったので，その内容
は削除する。
下村壽一『一寸伺うが歯科のほうは大学の歯科を

強化すべし，単科医科大学のほうも充実しろ，この
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二項になるのですか「アイザー」ではないですね』。
林整理委員長「アイザーではない」。下村壽一『「ア
イザー オアー」にしないと（いけないのではない
か：著者註），大学に強化することを要求し，単科
歯科大学を建てることもこの会として決議するのは
余程の確信がないとどうかと思うが。それ程われわ
れ素人としては確信を懷く（ママ）訳には行かない。
唯今お話を伺うとどっちかやったら宜しかろうと云
うようなお話のようでもあるがそこに二つ注文する
と云うことは一寸どうでしょうか』。後藤文夫「懇
談会でも話が出たが漠然と（して：著者註）自信が
どっちともつきかねる。歯科に関する学術について
は大学程度の教育並びに研究の機関を整備しろ，こ
う云うことにしたらどうですか，具体的な方法を言
わないのは少し自信がなさ過ぎる話ではあります
が」。田所特別委員長「それでは要綱を（当局に：著
者註）一つ拵えて貰いましてご覧願うことにいたし
ましょう」。林整理委員長「では単科大学のことは
余り書かずにおきますか，大学程度において整備し
ろということで宜しいですか」。以上で歯科医学専
門学校に関して核となる議論は終わった。その後は
第１編で既述したように整理委員会は第３８回１１）から
要綱作成に移り第３９回１２）で決定された。

Ⅱ．医歯薬学専門学校教育審議の総括と考察

１．医歯薬学教育機関卒業者の構成
教育行政に大きな地位を占めているのは諮問機関

＝審議会であり，明治３６年に発令された「専門学校
令」は「高等教育会議」の答申により，また大正７
年発令の「大学令」は「臨時教育審議会」に基づい
た法令である１３）。我が国の近代高等教育制度の骨格
は上記二本と諮問機関制度以前に発令された明治１９
年の「帝国大学令」とによって成り立っていたの
で，これらは近代高等教育史として重要である。
以上の過程で戦前の高等教育制度の骨格は完成し

たことから１９３５（昭和１０）年の医歯薬学校卒業生の分
野別構成を見てみる。１９３７（昭和１２）年は満州事変か
ら拡大した日中戦争が始まった年であり，これ以後
戦時体制となって官立の６帝国大学と７単科医科大
学に医師育成としては臨時医学専門学校が併設され
た。従って，医師に関する卒業生分布は臨時医専か
らの卒業生が輩出される前後で著しく異なってく

る。この意味で大学令が実施されて以後１６年を経た
１９３５（昭和１０）年は，歯科ではすでに官立の医育機関
も卒業生を輩出していて各領域の教育機関としては
最も安定していた時期と考えられる。そこで昭和１０
年の医歯薬系医育機関の卒業生数を分野別に見てみ
る１４）（図１）。尚，高等教育における構成を天野郁夫
は官公私立のごとく設立母体をセクター，大学・専
門学校・師範学校・実業専門学校などの学校の種別
をレイヤーとしているので，この文言を使用する。
まず，医学教育機関では同年の卒業生総数は

２，８８９名である。これをセクターで比較すると私立
の卒業生は総数の５７％となって官公立よりも少し多
くなるがほぼ拮抗している。一方レイヤーとして大
学卒が５６％で専門学校卒よりも僅かに多いがほぼ拮
抗している。そして大学卒業生は官公立学校からの
輩出が７６％となっていて私立２４％の３倍となってい
る。専門学校卒は全てが私立医学専門学校によって
いる。つまり，大学卒は官公立卒が圧倒的に多く
て，専門学校卒は全てが私立卒となる。そして卒業
生数全体では私立と官公立はほぼ拮抗している。
歯科医育機関では大学卒は官公私立ともに存在し

図１ 医歯薬学分野別卒業者数の構成（昭和１０年）
医歯薬教育機関卒業生（総数５，５２２人）に関して官公私

立というセクターにおいて私立機関の割合は，総数では
６８％となる。分野別では医学は５７％，歯科医学９３％，薬
学６８％といずれも私立が多いが歯学では突出した割合と
なっている。大学・専門学校（総数５，５２２人）というレイ
ヤーでは専門学校卒の割合は７０％となっていて，医学
４４％，歯学１００％，薬学９８％であり，医学は大学卒が僅
かに多くなっていて，大学卒総数１，６５３人の２４％が私立
医大卒であった。歯学は全て，薬学は０．０２％の帝国大学
卒の他は全て専門学校卒となる。天野郁夫１４）における
p．３８０表７の％データを人数に変換しグラフ化した。図
中の「専門」は「専門学校」の意味。
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なく，総数１，２３０名は全てが専門学校卒である。セ
クターとして官立は７％に過ぎなく，公立はなく私
立が９３％と圧倒的である。
薬科医育機関ではレイヤーとして大学の存在は健

全だと考えるが，その設置数においては特別な様相
をとっている。すなわち，薬学科の大学卒は古くか
ら存在するがその人数が極端に少なく，昭和１０年で
は３３名と総数１，４０５名のうちの僅かに２．３％に過ぎな
く，全てが東京帝国大学医学部薬学科卒の人々であ
る。一方，薬学専門学校卒１，３７２名のうち７０％が私
立卒であるが３０％は官公立卒となっている。
以上から歯科医育機関の特徴は，レイヤーが医薬

のように二層ではなく専門学校だけの構造となって
いること，官公立の人的貢献は７％に過ぎなく殆ど
が私立の育成によっていて医育機関として極めてア
ンバランスである。

２．中等学校卒業者の進路
高等教育卒業者は社会のエリートと位置づけられ

たのだが，その進路は中等学校で始まっていたこと
から，中等学校卒業者の進路を見てみる。
昭和１０年の高等教育（大学・専門学校）卒業者は

総数３７，０００人で大学１３，０００人（官公立１７．４％，私立
１７．５％），専門学校２４，０００人（官公立２０．８％，私立
４４．３％）となっている。同年の小学校（義務教育）卒
業者は１５２万人，中等学校卒業者（中学校・高等女学
校・実業学校甲：著者註）は２２万人とされているこ
とから高等教育機関への進学者がいかに少なかった
かが理解できる。中学卒業者の進学率をみてみると
昭和８年は約３３％であり，その進路は，高等学校
４．１％，大学予科６．５％，大学付属専門部０．５％，専
門学校８．９％，実業専門学校８．２％，高等師範学校
０．３％，軍関係０．９％，その他３．８％と報告されてい
る。そして当時の進学競争では中等学校から「上級
学校」（上記の分類）への競争が最も激しく特に高等
学校の６．５倍，専門学校の２．２倍，実業専門学校の６
倍が高倍率となっている。専門学校では医学７．７
倍，薬学４．２倍となっていて高い倍率を示してい
る１５）。同資料では歯科医学は出ていないが，東京歯
科医学専門学校学則資料内１６）に同年では出願者４２８
名，合格者１９９名（２．２倍）と記されている。

３．要綱の法令化と広報状況
「教育審議会」における専門学校に関する要綱
は，１９４３（昭和１８）年１月に発令された「専門学校令
中改正」１７）として反映された。該審議会高等教育に
関する要綱は，１９４０（昭和１５）年９月１９日に総会で可
決され直ちに該審議会総裁鈴木貫太郎から内閣総理
大臣近衞文麿に提出されたので，法令改正までには
約２年余を要している。
歯科学報は，上記の１月に発令された「専門学校

令改正」を同年３月の発刊で以下のように知らせて
いる１８）。「皇国の道に則り，皇国の民たるの人物錬
成を目的とした上級校全般に亙る画期的な刷新学制
改革に関する勅令案は去る一月十三日には枢府（枢
密院の異称：著者註）本会議，十五日には閣議に正
式決定を経て二十日附きを以って二十一日の官報
に，大学令，専門学校令，高等学校令，…（一部省
略：著者註）制定の五勅令が公布され，四月一日か
ら施行されることとなった。」として，改正の主た
る点を第１条の専門学校の目的，第５条第１項の入
学資格，第８条の官立と公立または私立の修業年
限，学科，学科目及びその程度等の文部大臣認可，
そして実業専門学校は専門学校に含まれることなど
を知らせている。ところが，本改正が教育審議会要
綱に基づいていること，要綱には歯科医学教育の充
実が盛られたことなどの解説は歯科学報にはない。
では，教育審議会答申を歯科医学専門学校は知り

得たのか。その答申には歯科医学教育が大学レベル
になるようにと云う内容があったことを当事者は知
り得たのか。いずれの私立歯科医学専門学校でもそ
の答申を早期にかつ正確に知る機会を有していた。
それは，文部行政の広報誌である「文部時報」第
７０３号（１９４０（昭和１５）年１０月１日発行）にその答申が
掲載されている１９）からである。文部時報では第１２回
総会における田所特別委員長高等教育に関する答申
報告が転載されている。既述したごとく歯科医学教
育では「今日大学程度の教育を欠く現状から適当な
教育施設を考慮する必要を認めたことから具体策に
ついては政府に希望する次第だ」と記されている。
また文部時報の半年遅れではあるが，商業誌（歯科
公報）において１９４１（昭和１６）年５月「教育審議会で
過般歯科医専を大学程度の設備にすべき旨の決議を
されたと言われているが其実否如何」２０）と質問欄で
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小さくはあるが読者に知らせている。つまり，私立
歯科医学専門学校は迅速かつ確かな官の情報を広報
誌から得ていた。しかし，島峰校長の提案は公的な
経路で外部に伝わっていたのか。島峰校長の提案を
表題から理解できる形で直接取り上げた記事は見当
たらないが，１９４２（昭和１７）年に商業誌の大政翼賛会
に関する対談で奥村鶴吉（東京歯科医学専門学校校
長）が教育審議会の歯科医学専門学校教育における
速記録を明らかに手元に有している上での話をして
いる。あまつさえ速記録の一部を転載していること
から奥村校長は速記録をも入手していたことは確定
される２１）。しかし，この速記録が公表されていたの
か校長の立場で奥村鶴吉が個別に文部省から入手し
たのかなど，その入手については興味あるところで
ある。
次に歯科，薬科，そして医科に関する専門学校教

育における審議会整理委員会を順次小括し検証を試
みたい。

４．歯科医学教育の審議に関して
１）島峰案４）

島峰校長は，医師の歯科専門医を育成するための
単科医科大学の設立を要望した。歯科医療には大学
教育を受けた歯科医師が必要だが，歯科大学設置は
大学令によって不可能である。また歯科医師の制限
された職権を解決するのには医師でなければ困難で
ある。島峰案はこの２つの理由を基に作られた。
しかし，島峰案は下記に代表される委員の意見で

先に進むことはなかった。「４年あるいは４年半の
医科大学修学年限では医師として，また歯科医師と
しての力量を十分に得られるのか，特に歯科プロ
パーの能力が弱くなり，また二兎を追って一兎も得
られらくなるのではないか（平賀 譲，小泉信三）」
と能力への危惧が出された。また，「もし修学年限
を長くした時には学生の応募が心配され，何よりも
医師になって歯科専門でやる人はいるのか（穂積重
遠，田所美治）」という懸念が強く持たれた。ま
た，後日の北島多一医学部長，そして委員会で自発
的に発言を求めたとみられる橋田邦彦教授からも島
峰案は賛同が得られなかった。
島峰校長は，官立歯科医養成機関の準備段階では

歯科大学の設立を江木千之（臨時教育会議委員）に強

く依頼していたし，設立後も文部省高官に以前にも
増して活発に働きかけていた２２）。また，既述の配布
資料でも歯科大学の必要性を記している。更に該審
議会の質疑応答で島峰校長は，大学は医科でも歯科
でも拘らないとも答えている。
歯科大学が認められたならば歯科医師の職限の制

約について島峰は配布資料に記されているように歯
科医師が医師と同等の能力を持ち，社会的地位を同
位に置かれることで解放されるとの考えであったと
思われる。従って，医科大学案は窮余の一策であ
り，島峰校長の本意は歯科大学で設立あり，この本
意は島峰校長の答弁を通して整理委員会委員に伝
わったと思われる。整理委員会では島峰案よりもむ
しろ歯科大学設立の必要性に比重が置かれた印象を
受けるからである。
該審議会において高等教育に関する要綱が決まっ

た約１年後の太平洋戦争開戦直前に「医界新体制協
議会」２３）が，丸の内の大政翼賛会会議室（東京会館
内）で開催（昭和１６年１１月２６・２７日）された。歯科側
の委員として出席した島峰 徹が提出した議題は
１．歯科大学を設けること ２．歯科医師を医師た

－らしむることであった２４ ２６）。ここでは島峰 徹は歯
科医師を医師にする方策として３つ挙げている。甲
は将来の歯科医師を医師とする大本を定める。乙は
現在の歯科医師に最低１年半の医学教育を施し，医
師になる道を拓く策を講じる。丙は現在の歯科医育
を刷新し，内科・外科を医師教育と同程度に果たし
て一般医学の大本を習得させること。以上の甲と乙
は目下事変下において軍医の不足を戦線において補
足するために急務だと信じるとしている。該協議会
では島峰は教育審議会で提案した医科大学設置によ
る歯科専門医の育成には言及しなかったが，指導的
階級の養成に歯科大学設置が急務とし，歯科大学の
必要性を強く主張した。該協議会ではいわゆる医歯
一元二元論で大論争が生じたと記述されている２５）。
また奥村鶴吉が島峰案に質問したことも記されてい
る２１）が本稿では島峰の論だけに留める。
さて審議会に話を戻すと「歯科医学の大学程度の

研究と教育の機関があることが望ましいことは議論
の余地がない。しかし，その具体策は本会議で決め
られない」という小泉信三によった意見が該委員会
の性格を指摘していて，これが結局要綱になった感
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じである。
歯科医学教育に関する政策的な進展は見られな

かったとは云え，医学教育者，また素人と自称した
学術的専門を有する高度な有識者委員によった真摯
な発言の多くは，歯科の社会的認知のあり方を今日
でも示唆していると考えられる。
２）求められた歯科医師像
委員の意見は多岐に亘ったが内容は，「歯科医療

の担い手」と「歯科医療を支える歯科医学研究と歯
科医学教育はどのようにあるべきか」と云うことで
あり，この視点から島峰校長案を巡って行われた発
言を検証してみたい。
「義歯や歯牙処置など歯科プロパーを行うのを歯
科医師とし，医学である口腔外科は医師に限るべき
である（橋田邦彦）」と云う当時の現行後退論とも思
える意見も出た。
これに対して「歯科は抜歯などの口腔外科によっ

ても大出血は生じるのであり，これに対処できる教
育まで必要だ（田所特別委員長，林整理委員長）」と
の意見には，橋田邦彦は「それを歯科医学専門学校
教育で行うことでどれだけ人命に悪影響を与える
か」とも言い，歯科医師の医学的素養に不信を抱い
ている発言をしている。橋田邦彦（生理学）は該審議
会直後に文部大臣に就任した程の人物だったので，
当時この言を知れば砂を噛む思いをした歯科医師も
多かっただろう。しかし，１９４０（昭和１５）年発刊の日
本医事新報の読者質問欄から当時の歯科医学専門学
校の一端が読み取れる２６）。それは東京市内の女子歯
科医学校２校に関する回答である。「出身学校長の
推薦によって願書の提出順に入学許可をする方針で
ある。ただし推薦とは必ずしも学業成績の優秀を意
味しなく，修学に差し支えない程度の学力と，歯科
医として最も必要であるところの技能を具備すれば
良いのであって，むしろ学問的優秀者よりも生来の
器用，不器用を問題とするのである。」と東洋女子
歯科医学専門学校は紹介されている。日本女子歯科
医学専門学校に関しては入学試験科目等が通常のご
とく記されているに過ぎない。回答者は「係」であ
り回答の真偽の責任の所在は分からない。官立のみ
ならず私立も大学を希求している歯科医学教育機関
がある一方で上述のような手芸を主体とする教育を
志向しているとみられる教育機関の共存が橋田邦彦

の言になっているとも推測される。私立歯科医学専
門学校はそれぞれいかなる歯科医を生み出していた
のか，また互いの教育方針の相克はいかがであった
のか更なる検証が求められるが，ここでは筆を元に
戻したい。
委員会では既に「歯科医師の口腔外科は歯科外科

に限っていて基本的な外科に必要な消毒などの教育
は行われているので現在の専門学校教育で問題な
い。」ことを北島多一医学部長から聞いていたこと
もあり，橋田教授の意見に賛同する者は皆無であ
り，こうした保守反動のような意見に委員会が影響
されることはなかった。とは云えそれはあたかも明
治中期に歯科は「産婆と同じだ」と主張した明治医
会の言を著者らには彷彿とさせた。また，「歯科医
が医学を知らないで医学の一部門である歯科を行う
ことには危険があり不合理である，医者の医術医学
を教える必要があるのではないか（添田敬一郎）。」
と云う当然の意見は，現状の歯科医学教育の不案内
とばかりとは言えない面もあったが，私立歯科医学
専門学校では医学教育が行われていないという訳で
はなかった。例えば１９３７（昭和１２）年度の学科過程表
を見ると日本歯科医学専門学校では内科学・小児科
学が８単位，外科学は外科学４単位，口腔外科学と
して１３単位で，これは保存歯科学の１２単位と比較し
て少な過ぎる医学教育とは言えない状況になってい
た。境界医学としては皮膚・花柳病学が２単位，耳
鼻咽喉科学が３単位，皮膚科・泌尿器科学２単位，
眼科・産科学・精神病学が各１単位と医学教科目に
多くの時間を当てていた２７）。さらに遡ること１９３２
（昭和７）年には後に日本歯科医学専門学校教授に就
任する松田良身は「歯科クロールエチル全身麻酔
法」（約７０頁）を歯科医師用として出版している２８）。
松田良身は同校卒業（大正１０年９月）後にペンシル
ヴァニア大学歯学部の最高学年に編入学（大正１４年）
し，卒業（大正１５年）した。在米中にフォーサイス小
児歯科病院の勤務で全身麻酔を学んだ。昭和９年に
母校の教授に就任し英語と麻酔学を担当した２９）。全
身麻酔は歯科医師には禁止されていたと筆者らは理
解しているが，内容は実施用として詳述されている
にもかかわらず気管挿管法の麻酔は含まれていな
い２８）。歯科医師の全身麻酔は非挿管であれは許可さ
れていたのかその職権を知るのに今後の検証課題と
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して興味深い。
また東京歯科医学専門学校では２０単位の保存学，

５６単位の補綴学に比重が認められるが外科学は口腔
外科学を含んで１０単位，内科学は６単位，耳鼻咽喉
科学が２単位で臨床医学教授時間は前者よりも少な
いが，保存補綴の技工的教科が全てではなかっ
た３０）。尚，１単位とは学年での１週間の授業回数と
し，修学期間の授業単位の総計を科目単位とした。
例えば内科学６単位とは，年間の授業期間が４０週と
すると２４０回の授業があり，１回が９０分とすると３６０
時間の内科学の授業時間となる。これは現在の東京
歯科大学の時間数と同じである。
では，委員会は望ましい歯科医師像をどのように

考えていたのか纏めてみたい。
「歯科は薬学よりも医学的な分量が多い学術だと
思われるので，歯科医を単なる技工の技術者にはし
ないのが本当ではないか（後藤文夫）」「歯科医学は
医学の一部門である立場を取ることが理想であり，
歯科医の水準もそこに持ってこなければならない
（後藤文夫）」「歯科医は口腔外科も歯科プロパーも
できなければならない（田所特別委員長）」とし，そ
の具体策として歯科医師に対しては「現在の歯科医
学専門学校卒業生に２年間医学を修学させる（平賀
譲）」と云う歯科医師像になる。なお，「歯科は歯科
プロパーを追求するのが使命（田尻美治）」との発言
は学術的な方向に比重をおいていて，橋田教授が歯
科を手技・技工だけの観点で捉えているのとは異
なっていることを記しておきたい。また，「（歯科：
著者註）大学にして内科外科を組み入れることで歯
に関した輸血や全身麻酔は（歯科医が：著者註）可能
になるように医師法を改正して３年の修学期間で纏
まらないか（林整理委員長）」という問いかけもされ
た。つまり委員が描いた将来の望ましい歯科医師像
は今日の歯科医師像と云える。
次に医師が歯科を行う場合には，「東京高等歯科

医学校で２年間歯科の修学をさせる」或いは「総合
大学の医学部で不足の部分は大学院，或いは研究科
（単科大学）で修学させる」のが適切だと云うのが委
員の意見であった。
３）歯科医師の育成における大学の必要性に関して
委員が考える「大学」とは大学令によっている。

大学令では大学の目的を「第１条 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
‥」３１）と記している。つまり教育と研究とである。
研究は教員の仕事であり，そうした教員によって学
生が教授される３２）。高度な教育内容を受容できるた
めには基礎教育の素養が必要であり，このために中
学から直接進学する専門学校とは異なって，大学は
中学から高等学校ないしは予科を経た学生を受け入
れる。帝国大学は高等学校を，私立総合或いは官公
私立単科大学は予科を経るルートが基本となってい
た３３）。
歯科医師の教育レベルについては以下のような意

見に纏められる。「大学程度の研究と教育の機関が
あることが望ましいことは議論の余地がない。（小
泉信三）」「（医学である：著者註）口腔外科を安全に
行うためには医師と同様に大学卒であるべきだ（林
整理委員長），大学卒でというためには人命を扱う
のだからと云う理屈がつけられないか（田所委員
長）」。「３年の単科歯科大学を日本に一つぐらい置
いて歯科医として専門的にたって行くことが必要
で，この方法が歯科としての学問も進む（田尻常
雄）」。しかし，全ての歯科医が大学卒の必要はない
という多くの意見は，医学専門学校と歯科医学専門
学校との存在，さらには官立単科医科大学の定員不
足を考慮したものと考えられる。この時代に（昭和１
３年（同１４年一部訂正））長尾 優は最大多数の歯科
医育成は国家情勢から専門学校を主体にするのが妥
当であるが，歯科医学研究の発達と上位の歯科医師
の養成には研究を第一義にした歯科大学設置が喫緊
の課題であり，歯科医の法的な職権の解放策として
口腔医科大学設立案を発表していた２，３）。
要綱案作成の最後の整理委員会（第３９回）１２）で平賀

譲は「歯科医専卒業生に２年ぐらい医学を修学させ
る」，「単科歯科大学を設置し，口腔に関する限りは
医者と同様にできる歯科医師を育成する」との２案
を提示した。これは東京帝国大学歯科講座の金森・
鈴木教授から聞いてきたとし，特に後者を「歯科医
師はこうなることを望んでいる」のでこの２案を研
究したら如何かと発言した。尚，「鈴木」と記録さ
れているが，「都築（つづき）正夫」３４）教授と思われ
る。都築教授とは，海軍委託学生として東京帝国大
学医学部を１９１７（大正６）年に卒業し，塩田広重教授
（第２外科）の大学院を修了した後に獨逸・米国に留
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学（大正１４年２月～昭和２年１２月）して口腔外科を学
び，帰国後同医学部歯科学講座所属になり昭和４年
２月に同講座教授に就任し，昭和９年３月に塩田の
後任として第２外科教授に就任した。昭和１４年１１月
には軍医少将となり同年１２月には予備役に編入され
た。１９４５（昭和２０）年８月の広島・長崎への原爆で被
爆した患者さんの東京大学付属病院への入院では担
当医となり，診断名を世界で最初の「原子爆弾症」
とした。その後原爆症患者の治療や調査への関わり
は強く続いた。日本赤十字中央病院院長（昭和２９年
９月），日本赤十字中央女子短期大学長に就任し
た。
金森虎男は昭和９年４月に東京高等歯科医学校教

授から都築教授の後を継いで東京帝国大学医学部歯
科学講座教授に就任した。築地・金森両教授の意向
を東京帝国大学総長であった平賀 譲が委員会に伝
えたという経緯である。平賀 譲はこうした彼ら専
門家の意見に反対でなかったのでこの２案を研究し
たらどうかと伝えたのだと推測される。金森虎男の
歯科医療範囲と歯科担当医育成に関する考えは時代
と共に今日的に変遷するがここでは割愛する。
つまり，口腔外科診療の質のために全身麻酔，静

脈注射，死亡診断書などへの職限を付与した歯科医
の育成には大学教育は必要だと多くの審議会委員は
思考している。しかし，現実にそれは不可能である
ことから専門学校卒業の歯科医師に卒後２年間ぐら
い医学的修学をすることを解決策とする。可能であ
れば大学令改正によって歯科大学を設置する。平賀
譲が紹介したこの２案は印象的である。
４）歯科は科学か
歯科医学が独立した「科学」の領域を持つのか，

持たないならば大学の２本柱の片方である研究機能
を必要としないので大学の１学部としての対象とは
ならない，と云うのが大学論理である。「歯科は医
学の一部門であるが歯科プロパー（歯科技工・補
綴・保存）の独自性があって医科そのものではな
い。」とする北島多一医学部長の考えに委員会から
異論はなかった。『大学令の改正は非常に困難とさ
れているが，歯科が「ビッセンシャフト（著者註：
科学）」として立派な領域を持っているならば，大
学令の改正も厭わない（下村壽一）』。そしてまた
『歯科プロパーの部分は技工的な領域で「科学」の

領域であるのか。大学であるためには「科学」であ
る証明が必要である。』と田所特別委員長は指摘し
た。「医学」は疑いなく「科学」であると委員は認
識しているので「歯科が科学か」との問いかけは上
述の北島多一医学部長の話からも「歯科プロパー」
に対するものである。そして田所特別委員長は，こ
の件を松浦鎮次郎文部大臣はどのように考えている
のかを島峰校長に尋ね，「かっては仲々理解してい
ただけなかったが，今では科学ではないとは思って
いないと考えている」と島峰校長は答えている。
文部次官の履歴を持つ田所特別委員長は，再三松

浦鎮次郎委員の意向に配慮した発言をしている。松
浦委員は大学令制定に深く関与し，衆議院における
歯科医師法改正の時には文部次官を務めていたこと
から，政府委員が答弁した歯科大学設置の反対意
見３５）は松浦鎮次郎の考えであったと推察される。そ
して該審議会でも大学と専門学校との設置目的など
を委員会で歴史的な経緯を踏まえて明快な説明をし
ている。また大学学部を規定した理由も話してい
る３６）。松浦鎮次郎は明治以来組み上げてきた高等教
育政策におけるキーパーソンであり，該審議会中に
文部大臣に就任（米内内閣第５１代 １９４０（昭和１５）年１
月１６日－同７月２１日）３７）したほどの重要人物であっ
たことから松浦鎮次郎の賛意がなければ島峰校長の
考えや委員からの歯科大学設置を具体策に繋げられ
ないと田所特別委員長は考えていたと推察される。
「歯科は科学か」という問いかけは，大学化を目
指す歯科医学専門学校にとって最重要のキーワード
となる。昭和１５年の私立歯科医学専門学校にとって
も何をいまさらという感じであったと想像するが，
その虚実を検証するのは本稿の趣旨ではない。こう
した事柄が国家的な最高の教育会議での確かな論議
であったことに，今日的な意義を見出すことが必要
であろう。
それは，専門学校内で行われていた歯科医学研究

成果の広報不足であり，学問と臨床とは違うとして
一般臨床医が旧態依然の治療に頼った結果によって，
患者が下した社会的な低評価の結果である。そして
こうした歯科界の体質からの脱却の願いを坂本豊美
は昭和１６年に新体制への餞として記している３８）。
松浦鎮次郎は，歯科は「科学」でないと考えてい

たのか，「科学」であると認めれば歯科医学専門学
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校の歯科大学昇格に繋がることを避けたのか，同時
に「大学令改正」に手をつけたくなかったのか真意
は不明である。長尾 優は昭和１０年頃には第１に歯
科の学問的未熟さと研究面で一大学を形成しうる域
に達しないという時期尚早論，第２に大学令よる規
制，第３に予算と云った歯科大学昇格への阻害要因
があり，これらによって文部省の専門学務局長が動
かなかったことや企画院も歯科大学昇格は認め難い
と聞いていたと記している２２）。
要綱作成は島峰案，またそこから派生した歯科大

学案，さらには平賀 譲が伝えた２案或いはその他
の考えによる案のどれを採択するのかという結論を
求められる作業だった。ところが「どれかを委員会
が決める程には自信があるのか（下村壽一）」という
自問が出た。これは先の小泉信三によった「具体的
なことはここでは決められない」との言とも重な
り，歯科医学教育に関しても他の高等教育審議と同
様に制度改革（大学令改正）に至るまでの論議には進
展しなかった。
なお，島峰校長は歯科医の医学博士取得に関して

極めてネガティブな意見を述べているが，博士論文
に対する当時の一般的な評価を理解しておく必要が
あるだろう。以下はその一端を示す昭和１１年の記事
である。「文部省は近く設置される文政刷新審議会
（ママ）で学位令改正を予定しているが，その重点は
医学博士の濫造防止であり，最近の学位の凋落，悪
用に根本的改革が強く要望されている折，文部省の
態度は注目されるとしている。医学博士は全博士
（１０，１２４名）の９割に達し，医学博士号が職業医の臨
床的手腕の標識であるかの如く悪用され，博士を有
する医師は診療報酬の値上げを行うため，博士の増
加は国民保険の上に暗い影を投じている。ある大学
での贈賄による学位売買事件，教授の縁故者が容易
に博士になるのは公然の秘密であり，公然と行われ
ている博士論文の代筆，盗用論文の販売などが起き
ている。医学博士の著増は栄誉ある博士の権威を失
墜させるとして，諸方面から非難，攻撃の的となっ
ている。」３９，４０）

５．薬学教育の審議に関して
１）薬剤師の育成
１９３９（昭和１４）年の薬剤師数は２９，８３３名で１０年前

（昭和４年）よりも６２％（１８，３６６名）増加した４１）。
薬剤師育成は早くから官立による養成がなされて

いて，歯科医師養成とはこの点で異なっていた。東
京帝国大学には明治１９年の当初から医科大学に薬学
科が置かれ，明治１９年の中学校令による５校（岡
山・新潟・千葉・金沢・長崎）の高等（中）学校には
医学部製薬科が開設されてきた。明治２７年に高等学
校令が発令され，高等中学校が高等学校と改称され
たが，この医学部の製薬科は薬学科として継続し，
これらは明治３４年に医学部が医学専門学校として分
離独立した後も存続し，明治４０年には官立医学専門
学校規定が公布され，上記５校には４年制の医学科
と３年制の薬学科が置かれた。そして大学令によっ
て大正１１年の官立医科大学発足後は岡山と新潟を除
いて慶末視学官が度々改革対象にした千葉・金沢・
長崎の医科大学付属専門薬学科として継続してい
た。さらに昭和１４年には慶末視学官が好ましい形態
とした京都大学医学部薬学科が新設された。このよ
うな経緯で１９４０（昭和１５）年時には，薬剤師の教育機
関は帝国大学薬学科２校，官立薬学専門学校２校，
官立単科医科大学専門部付属薬学科３校，公立薬学
専門学校１校，私立１５校となっていた４２）。
私立薬学専門学校１５校のうち８校が女子校であ

り，８校の内７校が１９２３（大正１２）年から１９３２（昭和
７）年の間に設立された。大正後期から昭和初期に
かけては薬科のみならず医科も歯科も女子の専門学
校が設立されたが，この傾向は医療系に限られた現
象ではなく，主要な女子高等教育の専門学校２８校の
うち１７校が大正１０年から昭和５年までの１０年間に設
立されている。この背景として上述の時期に高等女
学校の卒業生数の激増（大正９年：３万人～昭和１０
年：１１万人）が女子教育の高度化を求め，さらに上
級学校への進学熱を高めた４３）。こうした状況のなか
で薬剤師は自宅開業と主婦業とが両立可能な「婦人
職業」として女子の適職とみなされていたと天野は
記している４４）。
２）薬学科の課題４５）

説明者の慶松視学官は以下のように述べた。『薬
学専門学校の使命は国家資格である薬剤師を育成
し，その需要を満たすことにある。その需要の一つ
に薬学の知識がない４万人の「薬種商」を薬剤師に
変えて行く国の方針があると思う。薬剤師教育は人
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命に関係する薬を間違いなく取り扱えるためのもの
であり，発明や製薬の能力を養うことには向いてい
ない。従って，現在社会が求めている薬剤師として
の育成には専門学校教育環境を良好にすることで良
い。研究が必須とされる大学の必要性を現状は感じ
なく，将来の希望としたい。ただし，学生教育には
教師の研究心がなければ教授も学問も劣化するので
研究がやれるようにして貰いたい。また，薬学分野
が「ホルモン」や「ヴィタミン」などにも拡大して
いて，校長会議では教育年限を４年制へ移行する要
望が出ている。官立薬科専門学校の教育環境は良好
だが，官立単科医科大学付属専門部薬学科となって
いる３校全てには問題がある。薬学科教授は医科大
学教授会の出席資格が与えられていないことから薬
学科の運営が医科大学の意向に一存している。従っ
て独立性がなく，大学と専門学校との格差から顕著
な上下関係が学内での学生生活にまで及んでいる。
薬学科の教員も生徒も萎縮と鬱積で良好な医薬連携
はなされていない。この無駄とも言える不効率への
対策は３校を廃校として１校の新設官立薬科専門学
校とするのが解決策である。
また，多くの私立学校が劣悪な教育環境にあるの

で，政府は支援に腰を入れて貰いたい。文部省は今
後の私立薬学専門学校新設を認可しない方向であ
る。入学志望者の倍率は高いので学生の質には心配
ない。私立薬学専門学校では女子の学校が多く，女
子の職業として人気が高い。また，薬剤師の「化
学」と「分析」の能力から製薬会社からの就職募集
が増している。現在では薬剤師の需給関係に問題は
ない。』とした。委員は医科と薬科との関係からそ
の乖離を危惧し，また北島医学部長は「研究の発想
は医学部と薬学専門学校との上下関係によって生じ
る訳ではないので両者は兄弟の関係で共に研究がで
きる組織になるのが好ましい。」とした。
１９３８（昭和１３）年には明治初期に始まった医療制度
の大改革が企図されて「医薬制度調査会官制」（同
（７月１日）勅令第４７３号）が設置され，ここで明治時
代にすでに決められた医薬分業方針の実行に関する
審議が行われた４６）。そして約１年半後に答申が該調
査会総会で可決に至ったが４７），その間医師側は既得
権の保持のために処方箋発行方法の改正などに激し
く反対していた。例えば大阪府と同市医師会による

声明文は医薬分業と混合販売問題などに連動して薬
剤師の業務を否定する論調を展開している４８）。慶松
視学官が憂いた官立単科医科大学における医科と薬
科との関係は，教育環境の問題に止まらない深刻な
身分意識と経済に起因していることが推測された。

６．医学教育の審議に関して
１）医育統一と時世
１９２５（大正１４）年の医師総数４５，０００名の構成は，従
来開業医５％，検定試験によった医師３１％，そして
高等教育として大学卒が１４％，専門学校卒が４９％と
なっていて，昭和初期の日本においては医療担当者
の主軸は専門学校出身者によって支えられてい
た４９）。既にこの時期には検定試験は廃止されていた
こともあり，大学令が帝国大学以外にも大学を解放
したことから大学と専門学校の二重構造になってい
た医学教育を統一（医育一元化）して上記の分布にお
いては大学卒が基本となるための方針を文部省は取
りだしていた。このため医学専門学校への認可は
１９１８（大正７）年の東京医学専門学校を最後としてい
た。そして，１９２２（大正１１）年の官立医科大学官制に
よって医学専門学校を昇格させ単科医科大学を設置
したが，官立であっても多くが不人気で継続した定
員不足となっていた。志望者にとっては予科を修了
する必要から専門学校より２－３年修学期間を延長
しなければならず，また，軍部と内務省は強い国
民・強い兵隊を作るためには研究志向よりも臨床で
汗をかいてくれる多数の医師養成が必要だと主張し
ていた。
こうした背景から，専門学校設立を文部省方針に

抵抗して積極的に動いたのが日本大学専門部医学科
設置の中心人物となった額田 豊であり，１９２５（大
正１４）年の設立はその後の私立医学専門学校設置の
突破口になったとされている４９）。１９２１（大正１０）年に
は官立５校，公立１校そして私立３校の医学専門学
校が１０年後の１９３１（昭和６）年には官公立０校と減少
したのに対して私立が９校に著増した現象が上記の
説明である。
医育一元化計画は現実に引きずられる形で結局頓

挫し，日中戦争による医師不足によって昭和１４年に
は臨時医学専門学校が７帝国大学，６官立医科大学
に付設され，約２，０００名が輩出された。さらに太平
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洋戦争中の昭和１９年には私立大学（慶応・慈恵・日
本医大）に付属した専門学校が３校作られた。
２）女医育成の重点と課題（吉岡彌生校長：東京女
子医学専門学校・明治４５年設立）５０）

「女医への志望者は募集１５０人に対して応募２，０００
人で大変多いのだが，専門学校出身と女性というこ
とで社会的な差別待遇が大きいので，医師は同じ教
育として貰いたい。しかし，大学になって高等学校
卒業となると志願者が減少するので本科４年・予科
２年の制度が適切である。女医が社会事業，校医な
どに従事する要望は多く，女医不足で困っている。
教育では病院の施療患者が少なく臨床実地に不便を
きたしているので，実地を充実させたい。女医は治
療医学よりも予防医学に適していると思うが親の抵
抗に遭う。予防医学に従事する医師を増やすには臨
床医と同じ待遇が必要で，そのためには大学からそ
れを始めて貰いたい。医者の数は多いとされている
が，他国へも進出しなければならなく医者は多くな
ければならない。為政者は医者を圧迫していること
がこうした結果になっていると思うので医者を増や
して優遇する必要がある。
健康保険制度には困っている。本当の治療には相

当の金が掛かるので健康保険ではできない。医療費
の低下は医療の低下であり，医者の品位を下げてい
る。設備の整備に耐えられないような社会的な待遇
は遺憾である。」以上が吉岡彌生校長の説明である。
以下に質疑応答を吉岡の回答で質問が分かるよう

に作成する。
「修学が本科４年予科１年の現状を予科を２年に
して物理化学語学の基礎科目などの予備科目をやら
せたい。文部省は語学の削減を言うが，これは医学
の後退に繋がる（上原種美に対して）」。
「高等女学校の修学年限は通常３年であり男子の

中学校よりも１年短縮されている。大学になれば大
変幸せだし（田尻常雄に対して）」，「大学になっても
志願者は減少しない。また当分は専門学校と並列す
るようになると思う。現在５，２００名で医師の一割で
ある女医は男性の医師と同様にやっていける，開業
にしても同様である（下村壽一，田所特別委員長に
対して）」。
吉岡校長は，予防医学と女医の適性，教育では少

ない施療患者による不十分な臨床実地，理科系や語

学の予備科目の充実と予科２年への延長，文部省の
語学授業数削減指導による医学の後退を述べた。ま
た求められる政策として医者増加の必要性と政府の
優遇策，健康保険制度の悪弊が挙げられ，教育制度
として，女医の社会的な差別待遇と医育統一策を話
した。そして「女医不足の現在，女医は男性の医師
と同様に活動できる」と結んだ。
３）医学専門学校の利点と課題（上條秀介校長：昭
和医学専門学校・昭和３年設立）４７）

『医学専門学校の利点として，大学の医学教育と
は修学年限が同じなので主要な科目には大きな差が
なく臨床医としての有用性が高い。また，大学卒よ
り２，３歳年少で診療の第一戦に出るので生涯の実
働年限が長く，この活動性のある期間は医師数から
は割り出せない有用性がある。今年は１５０人の募集
で２，１１２名の応募があり，中学校から直接の専門学
校に入学するが最近の中学校教育は進歩していて直
ぐの専門教育が可能である。若い脳は記憶力も良く
無医村や軍医の活動などの社会の需要に合致してい
るにもかかわらず，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な誤解をされ，専
門学校では「藪医者」みたいに考えられるのは残念
である。
私学に対して卒業時に試験の一部を課すことや私

立の特色を損ねるような文部省の指導過多は官立と
の差別待遇でもあることから避けるように要望し
た。専門学校出身者に対する社会的評価から「医育
統一」は必要と思っている。またその専門学校の修
学を医学専門学校長会議では予科２年専門４年の６
年制で統一すると決定されている。現状の医師不足
を補っているのは医学専門学校卒であり，医学専門
学校は存続すべし。』と医学専門学校の利点を上條
校長は強く述べた。さらに「専門学校での研究状況
では研究の指導力が十分にあることから，研究者が
多すぎて指導が行き渡らないような大学では，医専
に研究者を委託する分担制度を作ってくれると研究
業績は上がる。またこのように研究面でも大学と専
門学校に差が大してないので社会的な差別待遇を緩
和して戴きたい。」と研究推進の具体策へも言及し
た。
委員からの質問では医師の人格形成に高等学校で

の基礎教育が有用であるし，医師としての総合力に
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専門学校では危惧があるとの懸念が示されたが上條
校長は反論した。また，医学専門学校での詰め込み
教育には独創性の欠落や眼科や婦人科などの授業時
間が減少する弊害があることから，ドイツ語やラテ
ン語の語学授業数の減少などの必要性が委員から指
摘された。また専門学校の大学昇格，医育一元性に
ついての質問には既述した回答を上條校長は述べ
た。医育の一元化については医学専門学校から単科
医科大学に昇格した大学の定員不足という入学状況
が文部省から報告され３），上條校長の発言を証明し
ていた。官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
も妥当だと云う厳しい意見で閉会された。
４）文部省の医学専門学校への考え
「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
れで十分とは言えない。しかし，視学員（ママ）は，
医育統一を堅持するようにという意見であり，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。ところが，事変が勃発して急速に医者を増加し
なければならなくなった。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
門学校或いは大学を新設させると廃止する訳には行
かない。そこで全ての専門学校を官によって設立し
た。所要数の卒業生が出たあとは廃校にする」とし
て，その後臨時付属医学専門学校の妥当性を縷々述
べた。また，新設医学専門学校として申請のあった
１０校は十分な教育が期待できないとして認可に至ら
なかった旨を答えた。医学専門学校へは，指定校が
無試験なので文部省が試験問題を一部出題して常識
外の低い成績者は進級させないような監督をしてい
るとした。
５）参考人：北島多一医学部長７）

「医師の育成は大学が本位だが医学専門学校は過
渡期のものとしての位置づけだと理解している。そ
の教育レベルは以前と異なって向上している。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。」

おわりに

教育審議会は，１．１９３０年代の学制改革問題に決

着をつける。２．「国体明徴」「教学刷新」の延長線
上において新しい教育の理念や方向性を示す。３．
国家総動員体制に教育を即応させることを目的とし
て設置された１３）。この審議会の医歯薬系専門学校教
育に関する審議は，戦前にこれらが有していた課題
を浮上させた。改革の課題には，大学と専門学校と
いう二重構造による高等教育制度が生じる教育の質
への懸念と社会的な格差の現実が根底にあった。医
科では大学教育が本来であるとしながらも長い教育
年限による学生への経済負担や戦時下の医師不足を
補うための短期育成がむしろ加速した。薬科では国
家の期待する仕事内容としては現状の充実が第一で
あるが，教科の拡大から３年制の現行から４年制薬
学専門学校を望んでいた。そして中学校以降大学入
学までの修学年限が延長する大学化は薬科にとって
は将来の課題だとした。
島峰 徹は，医科大学新設における歯科専門医の

育成法を現行法下での可能な策として提案した。歯
科医学の行き詰まりの突破と発展には基礎学科を学
んだ広い視野を持った人材の育成と研究体制の整備
のために何としても大学が欠かせないとした島峰
は，東京高等歯科医学校の歯科大学昇格をその後も
継続して試みていた。「昭和１９年度の（同校の：著者
註）概算折衝の当初には，医学科併置という概算（マ
マ）を持っていなかった。歯科大学一本槍でやって
おったのです。われわれの歯科大学昇格案の，九分
九厘成功したかに思われましたが企画院の反対でつ
ぶれてしまった。（菊川）」５１）と述懐されている。
該審議会の要綱は重要な医歯薬学専門学校の課題

に対しては改革の一助にもなり得なかったが，高度
な有識者の発言は今日の視点でもそれぞれの医療担
当者が有しなければならない貴重な示唆を含んでい
た。
該審議会の１年後に開戦し，戦況の悪化に伴い教

育は劣化し，最終段階では国家の存亡をかけて教育
停止の中で敗戦を迎えた。従って該審議会が目的と
した上記２．及び３．の政治的意図の教育利用は霧
散したが，新しい時代へ適応するための準備は戦前
すでに始まっていたことを該審議会会議録の速記か
ら感じとれた。
昭和２１年初夏の敗戦後混乱期に歯科医学専門学校

は旧制度の大学令をもって歯科大学として出発し
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た。以来今日まで７０年を経た「現代」は，明治５年
に学制が敷かれてから，高等教育整備の完了を経て
敗戦によりその構造が破壊されるまでの「近代」と
ほぼ同じ期間である。２０１２（平成２４）年に文部科学省
は大学改革実行プランを公表した５２）。このなかで
「目指すべき大学」として，いわば教育大学と研究
大学とに分けることで自校の特色を出すように指導
しているが，歯科大学機能を教育と研究に分離する
ことは適切なのか。研究の乏しい大学で学生にリ
サーチマインドを植えつけることができるのか。ま
た，研究土壌のない大学病院で研究成果の集合集積
科学である先端的臨床を実施することが可能なの
か。研究成果の枯渇は次の歯科医療を開拓できな
く，アカデミアンとしての責務の放棄にも連動する
のではなかろうか。現在多数の私立歯科大学・歯学
部は国家試験対策のために教育への比重を重視させ
ている。それはあたかも戦時下の臨時医学専門学校
とその目的において同質性を感じさせるが，一方で
は文科省は私立大学研究ブランディング事業も立ち
上げ，私立大学の研究賦活策も行っている。
口腔の主要機能である咀嚼が及ぼす全身への影

響，例えば咀嚼が顎骨へ常に与える刺激が骨代謝を
活性化させる現象はかって証明されていた。しか
し，この刺激によって骨の細胞から放出されたメッ
センジャー物質が記憶などの中枢機能へ影響すると
云う新知見と共にそれぞれの臓器間制御が中枢を介
しないでも行われていると云う臓器間ネットワーク
説とも言われる新概念が出現している。これは生命
現象において多数の未開の神秘の一つが解明された
に過ぎないのであろう。こうした最近の研究エビデ
ンスは，全身と局所との相互関係を示していること
から研究領域間の垣根はより低くなり，歯学研究が
生命科学として新しい局面を迎えていることを物
語っている。このような生体のネットワーク現象は
今日の歯学教育・歯科医療をして全身の中での口腔
と云う概念を確実に定着させていて，生命現象にお
ける口腔機能の役割のさらなる解明が待たれてい
る。従って，歯学からの優れた研究が常に生命科学
に貢献しているようでありたい。生命科学の突出し
た研究成果は昨今のネット情報で容易に社会に伝え
られ，若者はその魅力を理解するようになることか
ら，その広報活動は歯科医学の後継者発掘における

欠かせないツールである。
戦前における教育改革の集大成ともいえる教育審

議会は，単なる教育史の１頁とは捉えられないほど
多くの示唆を新制度となった今日の歯科に与えて
いる。ガイス５３）は歯科医学を支えているのは医学
（medicine）・器械学（mechanics）そして技能（art）に
よった３本の鼎の脚であり，その一脚が外れれば歯
科医学の存在はなくなるとした。そして，この歯科
医学を強固に確立させ進展させるための基盤機関と
なるのは歯科大学・歯学部であり，そしてその大学
という鼎は教育研究そして診療と云う３本の脚に
よって支えられている。さらに歯科医療という台車
は教育研究の両輪によって走っているとも表現でき
る。教育審議会も歯科の進展はこうした構造体系の
構築にかかっていることを示唆していたと感じるの
は筆者らの我田引水ではなかろう。佐久間は該審議
会での答申が歯科にとってゼロ回答となった経緯を
ダイブルライセンス構想が割り込んだために，本来
の大学教育の必要性について十分な議論がされな
かったことによったと考察している５４）。歯科の先達
がなぜ大学昇格を願ったのか。かって専門学校との
区別において確立しようとした大学の本質を今日の
歯学教育研究の関係者は再確認する必要があるので
はなかろうか。
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日，pp．１－６，１９２５．
３６）松浦鎮次郎：教育審議会諮問第１号特別委員会第３８
回特別委員会会議録，教育審議会諮問第１号特別委員
会会議録，第１０輯，pp．２５９－２６８，近代日本教育資料
叢書 史料編第三，宣文堂書店，東京，１９７０．

３７）文部大臣（日本）：https : //ja.wikipedia.org/wiki/文
部大臣（２０１８．３．３引用）

３８）坂本豊美：歯科界の新体制に餞す．歯科評論，９：
２６－３２，１９４１．

３９）文部省が学位濫造防止の対策（学位令の対策断行
か）：新歯科医報，２３３：６２，１９３６．

４０）吉澤信夫，高橋英子，北林伸康，渡辺 賢，福田謙
一，上田祥士，齊藤 力，片倉恵男，金子 譲：学校
法人東京歯科大学の大学院建設に至る歴史的背景 ⑴
学位制度の発足から第二次世界大戦の敗戦まで．歯科
学報，１１３⑸：５１６－５３４，２０１３．

４１）医療関係者の推移：衛生統計から見た医制百年の歩
み．p．４７，厚生省医務局，東京，１９７６．

４２）薬学教育の発展：医政百年史，pp．８６－８８，厚生省
医務局，東京，１９７６．

４３）天野郁夫：興隆する女子高等教育．高等教育の時代
－大衆化大学の原点－（下），pp．３３１－３５４，中央公論
新社，東京，２０１３．

４４）天野郁夫：婦人職業としての薬剤師．高等教育の時
代－戦間期日本の大学－（上），pp．３１６－３１８，中央公
論新社，東京，２０１３．

４５）第２３回整理委員会；教育審議会諮問第１号特別委員
会第２３回整理委員会（高等教育）会議録，教育審議会諮
問第１号特別委員会整理委員会（高等教育）会議録，第
１３輯，pp．９６－１３１，近代日本教育資料叢書 史料編第

三，宣文堂書店，東京，１９７０．
４６）医薬制度の改革：医政百年史，pp．２７８－２７９，厚生
省医務局，東京，１９７６．

４７）医療国営の第一歩，遂に「答申」可決さる，医師法
改正案となって誕生，医薬制度調査会総会終了す：日
本医事新報，第９４７号：３９９８－３９９９，昭和１５年１１月２
日，１９４０．

４８）山縣正雄：医薬制度調査会の幹事案に就て．関西医
事別冊，pp．１－２１，関西医事社，大阪，１９３８．

４９）天野郁夫：医育の二元構造の復活．日本医学教育史
（坂井建雄編），pp．１７８－１８７，東北大学出版，仙台，
２０１２．

５０）第２３回整理委員会；教育審議会諮問第１号特別委員
会第２３回整理委員会（高等教育）会議録，教育審議会諮
問第１号特別委員会整理委員会（高等教育）会議録，第
１３輯，pp．９６－１３１，近代日本教育資料叢書 史料編第
三，宣文堂書店，東京．１９７０．

５１）菊川：沿革史．創立二十五周年記念史，pp．７３－
７４，東京医科歯科大学，東京，１９５３．

５２）文部科学省：大学改革実行プラン～社会の変革のエ
ンジンとなる大学づくり～http : //www.mext.go.jp/b 

_menu/houdou/２４ /０６/（２０１８．３．３引用）
５３）金子 譲，片倉恵男，高橋英子，北林伸康，渡辺
賢，福田謙一，上田祥士，齊藤 力，吉澤信夫：大正
後期から昭和初期における歯科医学教育，第１編 米
国ガイス報告と東京歯科医学専門学校「歯科医育調査
会」．歯科学報，１１６⑴：１７－３６，２０１６．

５４）佐久間泰司：１９４０年内閣教育審議会答申と歯科医専
の大学昇格問題．歯医史，３２⑶：２６３－２７０，２０１８．
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