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はじめに

日中戦争から太平洋戦争にあっても，日本軍の歯
科治療への対応は戦地医療の中でも最も遅れた分野
に属していた１）。歯科医の軍医（仮）が誕生したのは
陸軍が１９４０（昭和１５）年３月３０日（勅令第２１３号），海
軍が１９４１（昭和１６）年５月２８日（勅令第６２４号）２）と陸海
軍とも太平洋戦争の直前であった。名称は歯科軍医
ではなく陸軍では歯科医将校，海軍では歯科医科士
官と称した。これは医師で歯科を専門とした軍医と
の区別をするためとされている。該制度以前の軍病
院で歯科治療をしていた歯科医師は嘱託であり軍
人，軍属のいずれでもなかった。

該制度が始まるにあたって，陸軍省医務局課長
（渡邊軍医大佐）が１９４０（昭和１５）年６月１５日に陸軍将
校制度を都道府県歯科医師会長協議会で説明してい
るので纏めてみる３）。

「１．機が熟して今般の制度が創定されたが，多
年の熱望が実現されたためか，歯科医師の社会的地
位の飛躍的向上に対する観念が漏れ過ぎたためか，
今まで本制度の創設に団体としてあるいは個人とし
て運動した一部の方が，創設は自身の運動の結果だ
と言っているそうである。甚だしきに至っては今次
事変（日中戦争：著者註）の野戦における歯科診療が
円滑を欠き，治療上相当の不都合があったから本制
度が創設されたとの不穏当極まる言辞を弄する方が

あるとも聞いている。この点を明確にしておきた
い。陸軍医務当局は，今次事変における歯科診療が
不十分だったとは思っていない。一部野戦から局部
的地域で不十分と思われたかも知れないが陸軍省医
務当局としては全般を通じて不十分であるとは認め
ていない。この事をまず重ねて申し上げておく。

２．本制度が一部人士によって創設されたとの話
は陸軍においては遺憾である。陸軍は国防の責任か
ら陸軍における諸法規，諸制度は全て国防上の必要
に基づき陸軍自体の見解において決定されるべきも
のなので，外部からの運動によって左右されるべき
ものでないことは言うまでもない。

３．陸軍衛生部の武官表において新設された歯科
医少将以下少尉に至る官等は，薬剤中将以下少尉と
衛生大尉以下少尉との中間に創設されたものであ
る。歯科医将校の官等が新たに設けられたのは陸軍
において歯科医将校は軍医将校でない事を指すもの
である。世上時に口にされる歯科軍医という言葉は
絶対に無い。これは国法としての医師法，歯科医師
法と両者が明確に区別されている精神と同様であ
る。もし歯科軍医という言葉があれば医師と歯科医
師との両方の免許を持っている者に対している。歯
科軍医とは歯科医師免許だけの歯科医将校とは全然
別個の存在である事を承知してもらいたい。

４．医科と歯科との業権境界問題は軍内の要求に
おいて決められるので一般的な（社会問題として軍
の：著者註）責任問題にはならない。しかし，これ
が導火線となって社会的な，また医師，歯科医師間
の重大問題となるやも知れないし，またこれが軍内
にも影響するかも知れないので無関心では無い。な
お，武官表に歯科医少将の階級が制定されたことは
一般歯科医師の社会的地位の向上を意味するものと
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思われる。したがって歯科医師諸氏においてはこれ
を自覚され内容の向上を計画実施されるよう努力し
てもらいたいと思う。」
とし，続けて陸軍補充令および同施行細則が説明さ
れた。

軍内のことは他からの意見で事を決めるのではな
い。陸軍における歯科治療はこれまで不足の状態と
は考えていない。医師，薬剤師の最高位は中将であ
るが，歯科医師は少将でありこれは衛生兵（看護婦
など）の大尉との中間である。歯科軍医という言葉
は歯科医師にはなく，あるとすれば医師と歯科医師
の両方の免許を持った場合であり，歯科医将校とは
別個の存在である。医科と歯科の業権境界問題は軍
内の決め事として処理されるので，社会とは直接関
係ないとはいえ社会で問題となりこれが廻って軍に
影響するかも知れないので無関心ではない。陸軍歯
科将校の制度ができたことは歯科医の社会的地位が
上がったと考えるので，歯科医は自覚の上向上に努
めてもらいたいということである。陸軍省医務局の
一課長の説明，あるいは武藤陸軍省軍務局長の談
話４）などは軍の性格と歯科医師に対する高圧的な考
え方を良く示している。

しかし，一方では歯科医将校制度の成り立ちは歯
科医学あるいは歯科医療の特性を浮き上がらせてい
ることが分かる。それは日中戦争における戦線での
戦い方と兵器によった戦傷の広がりが日露戦争とは
比較にならないほどの顎顔面外科治療を数と質にお
いて必要とし，そこでは歯牙と顎が一体として持つ
機能である咀嚼の回復を必然的に要求したという現
実である。今日の日本の幅広い歯科医学・歯科医療
の重要な一構成部分は口腔顎顔面外科学にあるのだ
が，その胎動は軍医学校あるいは陸軍病院にあっ
た。教育機関の病院で行われていた顎顔面外科は陸
軍軍医学校とその関連の陸軍病院で多数の治療症例
によって進歩し，戦後その体験は歯学部の病院で継
続発展したという流れである。

本稿では歯科医学教育の視点から軍医学校におけ
る歯科医専委託生徒，陸軍歯科医将校・海軍歯科医
科士官，陸軍病院と軍医学校における口腔科と口腔
外科の成り立ち，そして戦前での歯科診療について
記したい。またこれらの理解のために最小限必要と
思われる知識も付記した。

軍の病院形態

１．陸軍５－８）

かん が

陸軍の組織は役所に相当する官衙（陸軍省・参謀
本部・教育総監部），実戦をする軍隊，将兵を教育
する学校（実施学校・補充学校），衛生を担う衛生
部，そして特務機関から構成されていた５）。軍医学
校は学校部門，病院は衛生部に隷下した。

衛生部は将校の職業区分として軍医，薬剤官，歯
科医師（太平洋戦争），衛生（看護婦，衛生兵）となっ
ていた。この医療担当者の勤務が病院と師団司令部
の軍医部となり，傷病将兵の診療，マラリアなどの
風土病に対する予防衛生，また食べ物，水などに
よった伝染病の防疫などと広範囲であった。

えいじゅ ち

病院は平時には連隊所在地（衛戍地）に常設されて
へいたん

いる陸軍病院（旧衛戍病院）であるが，戦時には兵站
病院と野戦病院が戦地に設置された。戦線の後方か
ら前線に向かって陸軍病院（昭和１１年１１月衛戍病院
から改名），兵站病院，野戦病院となる６）。

例えば最前線の塹壕で一人の兵士が顔面と顎骨損
傷を受けたとして，必要な最終治療まで患者が動く
過程を見てみる。呼ばれて塹壕の受傷兵士のところ
に駆けつけるのは衛生兵（衛生隊）である。衛生兵は
気道と出血に配慮しながら早急に担架兵と仮包帯所
に搬送する。患者は応急処置もそこそこに野戦病院
へ車輌隊によって搬送される。野戦病院は軍医が常
置され最前線の医療施設であり陣容も整えている。
とはいえ損傷は大きくこのテント作りの病院での長
期療養は適切でないので，縫合による初期的な止血
治療に限ることとして本格的な治療は後方病院であ
る兵站病院で行うこととなる。搬送された兵站病院
での治療で気道障害対策もとられ，一応の顎骨と顔
面損傷への修復も施術される。１か月の入院で治癒
経過も良いのだが，歯牙も吹っ飛び咀嚼障害が顕著
でありこのまま戦線に戻すわけにはいかない。咀嚼
の機能回復には，顎補綴とさらに口腔リハビリテー
ションも含めた長期的な治療が必要だと診断された
ことから，高度な医療が可能で安全な陸軍病院への
後送が決められる。この受傷兵の連隊に陸軍病院は
あるが口腔外科と歯科との両面からの施療は本国の
東京陸軍第一病院が適当と考えられる。同病院に収
容された患者は軍医学校口腔外科で治療されるとし
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て患者は本国へ海路搬送されるという流れであっ
た。

陸軍病院がかつて衛戍病院（後に改名）ともいわれ
たのは衛戍に由来する７）。衛戍とは大日本帝国陸軍
がその軍隊を永久に一つの地に配備駐屯することを
いい，その地を衛戍地（Garrison）と称した。陸軍は
師団，旅団，連隊，大隊，中隊，小隊，分隊から構
成されている８－１０）。

１８８８（明治２１）年（５月１２日勅令第３１号）に陸軍常備
隊配備表として発令された初期を見てみると師団は
東京，仙台，名古屋，大阪，広島，熊本にあり，た
とえば第一師団（東京）に旅団の歩兵第一旅団（東
京），歩兵第二旅団（佐倉）があり，さらに隊として

し ちょう へい

歩兵連隊と大隊（騎兵，砲兵，工兵，輜重兵）が東
京，佐倉，高崎の地に存在している。このような形
で６師団，旅団は１２地（東京，佐倉，仙台，青森，
名古屋，金沢，大阪，姫路，広島，松山，熊本，小
倉）となっていて，４８の隊が旅団のある地に加えて
豊橋，大津，姫路，丸亀に駐屯する陣容となってい
た５）。衛戍病院は連隊や旅団の駐在地に規模を変え
て置かれていたことになる。その後の日清戦争，日
露戦争，日中戦争，太平洋戦争と戦役が重なり拡大
高度化するに従って戦時編成は大型化した。

日中戦争没発時には陸軍病院８０院と分院が１９院で
あった。太平洋戦争開戦時になると陸軍病院は内地
７７，台湾７，朝鮮１１，樺太１，千島１，関東軍４３，
支那派遣軍３４の合計１７４院であり，終戦時には南方
軍１７，台湾１０，朝鮮１４，関東軍６９，内地軍等１１９で
合計２２９院と増加した６）。

東京第一衛戍病院は昭和１１年に東京第一陸軍病院
に，そして昭和１３年に臨時東京第一陸軍病院と改名
されて全陸軍病院における最大規模にして中枢機関
であった。現在の東京国際医療研究センター（東京
都新宿区）である。

兵站（Military Logistics）１１，１２）とは戦闘地帯から後
方にある軍の諸活動，機関，諸施設を総称したもの
で，物資の配給や整備，兵員の展開や衛生，施設の
構築や維持といった戦争における作戦を行う部隊の
移動と支援を計画・実施することをいう。兵站病
院１３）とはそうした機能を持つ機関に付属した病院を
指し，約１，０００名の患者を収容，救療できる人員お
よび機材を有していた。前方の師団衛生機関（隊包

帯所，衛生隊，野戦病院その他）からの後送患者，
兵站区内部隊，兵站地通過部隊の患者を収療し，で
きる限り患者を回復させて原部隊に復帰させること
が任務とされた。呼称は○地○軍第○兵站病院とい
う。伝染病などに備えるために非常収容力を設備す
る必要があるので駐留地の大病院を利用した。やむ
をえなければすべて天幕だけでも開設された。兵站
病院は赤十字条約によって交戦国間で尊重・保護を
受けていた。

野戦病院１４）とは戦時・戦場における野外病院（野
外で治療する移動式救護施設）のことである。すで
に古くなったがブラック・コメディ映画「MASH」
つまり Mobile Army Surgical Hospital がテント内
で手術などを行っていたのは朝鮮戦争下の米軍野戦
病院を映している。

日本帝国陸軍の野戦病院は一個師団（例えば昭和
１２年８月のある野砲師団は２５，２５４名１５）に３～４個程
度存在した。１野戦病院は約１００～２００名の患者を収
容でき，救急救命処置（止血を含む）が最優先される
ことが治療原則であり，これに準拠した本格的な手
術も行われた。野戦病院は自前の兵站組織や輸送手
段を持たないために，その活動は制限され自衛戦闘
は不可能であったとされている。野戦病院は戦線の
中核病院であり約２４０名の編成で軍医１７名，薬剤官
２名，歯科医将校１名，衛生部将校３名，衛生部下
士官兵１６１名，輜重兵将校２名，輜重兵下士官兵１１６
名他と乗馬・駄馬７６頭などとなっているがすべての
野戦病院がこれに順当していたわけではない。各野
戦病院は指定された歩兵連隊と行動を共にする。ま
た，傷病兵の看護は衛生隊の衛生兵が担当した。野
戦病院と兵站病院の間に野戦予備病院が設けられる
こともあった。

戦闘での最前線で将兵と一緒に動くのは非戦闘員
である衛生兵（combat medic）１６）である。衛生兵は
負傷兵士の応急処置を施し，後方の野戦病院へ搬送
することを任務としている。衛生兵は戦時国際法で
兵科の軍人とは異なる保護資格が与えられていて，
その重要性から師団の２－５％の人数を占めたとさ
れている。陸軍の衛生兵は「病院付衛生兵」と「部
隊付衛生兵」とに分かれている。病院付衛生兵は陸
軍病院で医学の講義や実地習練としての病棟勤務が
行われたが，部隊付衛生兵は兵科から選抜され，教
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育は連隊の医務室と陸軍病院で行われた。両者の医
療能力は大きく異なっていて病院付衛生兵の方が高
かった。前線で負傷兵の救護にあたるのは部隊付衛
生兵でヨーチンと蔑称されていたが，戦闘中の兵士
からはヨーチンではなく「衛生兵殿」と敬意を込め
て呼ばれていた。太平洋戦争における沖縄戦を舞台
にしたアカデミー賞（２０１７）の「ハクソー・リッジ」
は米国の衛生兵を描いた実話で，衛生兵の理解を助
けてくれる作品であった。

負傷兵の救護活動は前方作業としての戦線負傷者
の捜索，救急処置，包帯所への搬送（担架中隊）であ
り，包帯所作業は救急包帯，副木といったより厚い
処置であるが輸送に耐えられる程度の初期処置であ
る。後方作業としては包帯所で初療を終えた患者を
後方の野戦病院へ搬送する作業であり，車輌中隊が
これに服した。

軍陣口腔外科の内容については坂下英明らによっ
て最近詳しく解説されている１７，１８）。

内地に着くと軽症では所属部隊の三等病院に，重
症者は二等病院（朝鮮，台湾を含めて全国に２６か所）
に，特殊治療あるいは義肢が必要であれば一等病院

（大阪，相武台，広島，小倉の陸軍病院），さらには
陸軍大臣直轄病院（臨時陸軍東京第一および第三病
院，名古屋第二，福岡第二の陸軍病院と軍医学校）
に転送された１７）。臨時陸軍病院では精神的外傷への
リハビリも身体的なものと同様に重視された。また
退院後の自立生活のための基礎的職業準備教育も
行った。日中戦争では傷病兵の治癒率は８２％に達
し，日露戦争時の倍以上の効果が得られた１９）。

こうした軍の病院には１９４０（昭和１５）年までは歯科
治療をする軍人としての歯科医師は勤務していな
く，歯科医師は嘱託医（軍属ではない）として雇用さ
れていて軍階級はなかった。歯科医将校制度は歯科
医学専門学校生徒が軍の委託生として第一段階の衛
生部将校育成に組み入れられたこと，また兵科将校
が転科して衛生部将校になる道ができたという大き
な出来事であった。

２．海軍
海軍病院２０）は１８７０（明治３）年に芝高輪に設置され

ているが，１８７２（明治５）年の海軍省の独立に伴って
設置された海軍軍医寮が海軍における医務と衛生制

度の初めとされている。これが海軍病院の前身であ
る。１８７３（明治６）年の徴兵制の施行により軍医科が
設けられ同９年「海軍武官官等表」の改正によって
医官は文官がなくなり全て武官となり軍医制度の形
態になった。その後，１９８６（明治１９）年には薬剤官が
定められ任用された。看護科は１８９７（明治３０）年の改
正によって士官（高等官８等）の官位が新設された。
歯科医師は１９４１（昭和１６）年に海軍武官として加わっ
た。それまでは嘱託歯科医であった。嘱託歯科医の
待遇は奏任官（三等以下九等までの高等官）であっ
た。歯科嘱託医は１９３７（昭和１２）年１２名，昭和１４年４４
名，同２０年には誕生した歯科医科士官を合わせて
５７０名が実働していた２１）。

海軍病院は海軍局医務局に隷属していて，大きな
病院（第一種）は鎮守府である横須賀，呉，佐世保，
真鶴に設置され，また野比，戸塚，霞ヶ浦，湊の海
軍基地の病院はその分院を３－５か所に有してい
た。

海軍病院は３種類で第１種は戦地から送院されて
くる患者用，第２種は第１種である程度回復した患
者用，第３種は長期療養を必要とする患者のため温
泉地などに設置されていた。また各軍港の海軍病院
と戸塚海軍病院，賀茂海軍病院には「練習部」が設
けられていた。「練習部」は１９４５（昭和２０）年４月に
戸塚衛生学校，賀茂衛生学校として独立した１８）。

海軍歯科医科士官制度が始まる前には歯科診療は
すべて嘱託医によって行われていて，その配置は鎮
守府海軍病院と各艦隊司令部だけであったが，１９３９

（昭和１４）頃から兵員の急激な増加に伴い嘱託医も増
加して多方面に配置された。１９４５（昭和２０）年１月で
は兵力１２０万名，軍医３，８００名，歯科医科士官２６２
名，嘱託歯科医１５８名とされている。さらに１９４５（昭
和２０）年４月には第６期（賀茂・見習尉官任用予定
者）２８１名が採用され，またその直後に予備役歯科医
少尉が３１６名採用されて，数か月の間に約６００名の歯
科医科士官が誕生した２１）。

終戦時の歯科医科士官の配置は陸上廳（鎮守府，
海兵団，学校，作業廳，海軍病院），海上部隊（司令
部：連合艦隊，第２艦隊，第一機動艦隊，各方面艦
隊，航空艦隊，水雷戦隊，潜水戦隊，病院船，運送
艦），陸上部隊（警備隊，防備隊，根拠地隊他），航
空部隊などとなっている。歯科医師が乗艦していた
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艦船には戦艦が陸奥，大和，武蔵，金剛，日向，山
城，重巡洋艦が足柄，那智など５船，軽巡洋艦が矢
矧，能代など４船，航空母艦が翔鶴，瑞鶴など７
船，病院船の牟婁丸などが記録されている２１）。

３．軍人の階級
陸軍では軍人は「兵科」と「各部」と大別されて

し ちょう

いる２２－２４）。兵科は歩兵，砲兵，騎兵，工兵，輜重兵
（戦線に輸送・補給する一切）・航空兵・憲兵であ
り，各部は衛生，獣医，経理，軍楽，技術，法務な
どの後方部職種とされ，医療関係は衛生部に属し
た。衛生部は軍医，薬剤，歯科医，衛生で構成され
ていた。

海軍では，兵科（水兵科，機関科，飛行科，整備
科，工作科）と陸軍の各部に相当する科として，軍
医科，薬剤科，歯科医科，看護科，主計科，技術
科，法務科，軍楽科となっている（昭和２０年終戦
時）。

以下，階級を示す（陸軍と海軍の階級呼称が違う
場合は括弧内に海軍の呼称を記載）。二等兵，一等
兵，上等兵，兵長：兵。伍長（二等兵曹），軍曹（一
等兵曹），曹長（上等兵曹）：下士官。准尉（兵曹
長）：准士官。少尉，中尉，大尉：尉官。少佐，中
佐，大佐：佐官。少将，中将，大将：将官。

なお，陸軍，海軍共，各所属科によって呼称が加
わる（陸軍技術上等兵，陸軍主計中尉，海軍衛生兵
長，海軍歯科医中尉など）。

官吏は高等官と判任官に分類され，高等官として
大将は親任官（天皇が任命），中将と少将は勅任官

（内閣総理大臣が任命），尉官と佐官は奏任官（内閣
総理大臣が任命）と序列化され，下士官は判任官（大
臣が任命）でその下の兵は官吏とは認められていな
かった。尉官から上位が将校（士官）であり，親任官
と勅任官が閣下と呼ばれた２５）。

呼び方には軍人としての出自や兵科・各部の違い
などによって異なり複雑である。陸軍では少尉以上
の階級総称を兵科では「将校」と各部の「各部将校

（将校相当官）」とに分け，海軍では「将校」とは兵
科と機械科（後に兵科に併合）の軍人だけであり，軍
医科・薬剤科・歯科医科と主計科・造船科・造機
科・造兵科・水路科といった戦闘後方部門には「将
校相当官たる士官」と厳しい区別がされていた。そ

して「部」や「科」によって階級の上限が決まって
いるということである。医療職の最高位である中将
は陸軍では軍医，薬剤，海軍では軍医だけとなって
いる。歯科医師はいずれも少将までである。ちなみ
に大将は陸海軍ともに兵科だけの階級である。

軍医学校

１．陸軍軍医学校小史
以下は「陸軍軍医学校五十年史 昭和１１（１９３６）年

発刊」２６）から纏めた。
陸軍軍医学校は１８８６（明治１９）年６月に創立され，

医師，薬剤師，看護婦（旧称），そして後発の歯科医
師を５０年間（１９３６年まで）に総数で５，１６５名卒業させ
た。しかし，軍医学校の萌芽は１８７０（明治３）年の大
阪軍事病院での軍医学校（軍医寮舎と呼称）の設立に
あった。ここでは医学教育を他には依頼しないで独
自に養成した。大阪には陸軍の中枢を担う諸機関が
あったことから，医学教育はオランダの医師ボード
イン（大阪病院）が担当して当地が軍医学校の嚆矢と
なった。

１８７５（明治８）年には東京医学校（東京大学医学部）
の整備を見たので，陸軍部内で普通医学の教育をし
ないで東京医学校生徒の中から，志願者を陸軍軍医
生徒（陸軍委託生の嚆矢）として採用し，卒業後に陸
軍病院で軍医特有の学術科を練習させて軍医に任ず
るという，軍医養成の道を開くことが陸軍当局に
よって決められた。この軍医育成法は二等軍医正石

ただのり

黒忠悳によって建議された。そして従来の軍医学校
である「軍医寮舎」を，１８７７（明治１０）年に卒業生が
出ると廃止して「軍医学講習所」とした。委託生は
１８７６（明治９）年３月に２０名，さらに明治１４年１２月に
１０名を召募した。
（委託学生は東京医学校だけに召募されたのだ

が，当時の官立医学校は東京医学校だけであった。
明治政府は旧幕府からあった医学校を，１８６９（明治
２）年１２月に大学東校とし，１８７１（明治４）年に文部
省設置により大学東校を単に東校としてその所轄と
した。１８７４（明治７）年５月にそれまでの東校を東京
医学校に改称した。東京医学校はそれまで予科３年

（医学前教育），本科（医学教育）５年制でドイツ語に
よった教育が行われていた２７）のを，日本語で授業を
行う４年制の通学生制度を別課として定員は６０名で
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開設して医学の普及を計った２８）。１８７７（明治１０）年４
月に東京医学校は，幕府時代の昌平黌と開成学校を
基とした南校と合併して東京大学となり，東京医学
校は東京大学医学部となった。そして１８８６（明治１９）
年の帝国大学令によって東京帝国大学医科大学と
なった。１８７５（明治８）年の公立医学校は東京医学校
だけであり，同年には最初の医術開業試験が３府

（東京，京都，大阪）で行われた：著者註）。）
１８８１（明治１４）年には，第一回陸軍医学生徒として

東京医学校に学んだ委託生が陸軍に入った。軍医生
徒ではなかったが同窓中第一の異才と目された森林
太郎（鴎外）も卒業後に陸軍に入った。彼らは系統的
医学を習得した新進気鋭の軍医として，先ず軍学講
習所において教鞭をとり軍陣医学の教育に清新の気
を注入した。

１８８６（明治１９）年５月に軍備の拡張，医学の進歩や
内憂外患で軍陣医学教育機関をさらに充実する必要
が生じたことから，「陸軍軍医学舎」が以下の性格
を持って開設された。

概則：陸軍軍医学舎は陸軍軍医生徒で医科大学卒
業生，医科大学卒業生にして軍医志願者（２０歳以上
３０歳以下の体格強壮）を講習生として入学させ，こ
れに軍医特科の学術を講習することを目的とした。
また体格強壮１８歳以上２５歳以下の者で軍医部下士

（著者註：下士官）に出身志願者を選抜し，これに須
要な学術を教授する。さらに近衛鎮台（著者註：後
の師団）附医官（一，二，三等軍医）を召集して学生
医官として日新の学術を教授し軍隊一般の事項，流
行病，風土病，軍陣外科学，目耳診断法を習熟させ
ること（明治１９年６月からの授業には近衛から１
名，各鎮台から１８名を招集）。学期は講習生が６か
月，下士は１２か月。なお講習生の人員不足がある場
合には，臨時に医術あるいは薬舗開業免状を所持す
る者から補充し教育する。

明治２０年：３月には東京在住の薬学講習生１０名を
募集（出願者１４名）採用し，本学舎で教育し同年１０月
に卒業式で卒業証書を授与した。彼らは薬剤官候補
として当分東京鎮台病院へ通勤が命じられた。

明治２１年：麹町の新築校舎に移転して「陸軍軍医
学校」と改称。陸軍軍医学校条例が制定（１２月２１日）
され，在職衛生官，医官，薬剤官候補生の教生（教
育実習）が目的とされた。補充条例（１２月２４日）で医

科大学生から陸軍出身志願者を召集し，選抜して医
官候補生あるいは薬剤官候補生として医学校に通学
させて，卒業の上見習医官あるいは見習薬剤官とし
て３か月以上衛生部士官の勤務に服させる。該候補
生は本校入学時から志願兵として陸軍制服着用，学
費は官費，身分取り扱いは三等看護長に同じ。

明治２２年：陸軍軍医学校教官森林太郎は陸軍衛生
教程全書２６編を編纂（３月）した。陸海軍での脚気論
争がされた。海軍は洋食，陸軍でもこれを謳歌しだ
した。石黒軍医監は日本兵食の改変を強硬に反対
し，森教官に比較研究を命じる。森は薬剤官の大井
玄洞，飯島信吉と１年あまりの研究を終了した。
「之ニ由リテ幾千年来の慣習タル日本食ニ些カノ動
揺モ与ヘズ，特ニ兵食トシテ幾回ノ戦闘ニモ実績ヲ
発揚シ，永遠ノ基礎ヲ固ムルニ至レリ。」と結論付
けた。

明治２６年：陸軍々医学校条例（７月６日）。衛生部
は上長官士官（後の佐官）２９）を召集して学生として軍
陣医学，軍陣衛生学およびこれに関係する学術を実
験講究せしめかつ軍陣衛生試験を行うところとす
る。

明治２７年：日清戦争開戦と同時に軍医不足が生
じ，民間の医師を臨時募集してその不足を補った。

かん か

この戦役は日本が初めて外国と干戈を交え，ついに
一躍世界列強に伍するに至った。

明治２７／２８年：日清戦争での戦死者および患者総
数は戦死者９７７人，患者総数２８４，５２６人であった。

明治２９年：召集した軍医学校生１３９名，短期１か
月の練習終了後に任地に復帰させた。昨年末と合わ
せて２００名の卒業生を出したが未だ充足していな
い。このため従来の士官補充の範囲を拡張して医術
開業免状，または薬剤師免状を有する者に陸軍衛生
部現役志願者を臨時募集して，軍医学校生徒として
軍医学校に入学させて４か月の特殊教育卒業の後，
見習医官，同薬剤官に任用の道を開いた。このこと
は衛生部として特筆すべきことである。また，軍陣
衛生に関する試験を行うことも追加して本校の目的
と条例が改正された（５月９日）。

明治３０年：免状所有の薬剤師１９名を薬剤官生徒と
して入学させる。これを軍医学校生の召募第一回と
して１１月に卒業式を挙げ，見習薬剤官として衛戍病
院に配属。
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明治３１年：本年中医学生徒に採用されて卒業した
ものは４６名，これを軍医生徒召募の嚆矢として他に
軍医学生３７名，薬剤官学生７名の練習を完了す（こ
こで生徒と学生を使い分け，生徒の採用を最初だと
しているので帝国大学以外の医学校からの召募に
よったことを示していると思われる：著者註）。東
京大学にすら未だないシーメンスのレントゲンを購
入した。

明治３６年：軍医学生の召集の数はますます多く
なった。また本年中の修了者は８３名。

明治３７年：日露戦争が２月勃発した。各部隊の動
員と共に学生は所属部隊に復帰した。１月に召集し
た軍医学生４０余名も３月１５日に解散した。

明治３７／３８年の戦役間における戦死者患者：戦死
４６，４２３名，行方不明１１名，患者１，６６８，０７６名（他に詳
細な統計が掲載：著者註）。俘虜は総数７２，４８０名で
患者は７，９９０名で軽症者は収容所で治療，日本の予
備病院（松山，小倉１９５名，姫路，善通寺，金沢，青
森，名古屋，対馬，大阪，仙台，静岡，習志野，佐
世保，熊本，福知山，福岡，濱田，弘前，敦賀，鯖
江）で治療した者１，２１９名，また現地の附属病院など
がある。

戦地俘虜患者２２，６４９名，内外両地入院２７，０９７名
（内死亡２，４３６名）。内地収容の俘虜患者は累計（１病
毎に１名）７２，４０８名，うち９，２０９名は収容所病室また
は予備病院に収容，このうち死亡は３２１名。

明治４０年：今年初めて歯科学専攻学生を選定し，
これを大学院に依託し石原講師（東京大学医科大学
歯科学講座 石原 久助教授：著者註）の指導を受け
しめ，また９月には普通学生の歯科実習のため在京
各部隊の該科病兵を本校に集めることを定めた（医
師あるいは委託の医学生のことである：著者註）。

明治４１年：陸軍軍医学校条例の改正（３月３日）・
従来単に学生と称していたが事実は普通学生，専攻
学生，上長官学生の三種であったので，これを条例
にその区分を明示した。後に陸軍軍医学校条例一部
改正（明治４３年１１月３０日）

陸軍軍医学校は学生を衛生部に必要な学術を練習
させ，軍陣医学を研究し教科図書の編纂または選択
をなし且つ軍事衛生に関する試験を行う。普通学生
は衛生部士官を当てる，専攻学生は練習を終わった
学生から選抜したる者とする。専攻学生は研究のた

めに，帝国大学医科大学または伝染病研究所へ派遣
することができる。

６月１日には本校の画期的事業の一つである診療
部を開始する。目的は学生の練習のため軍人軍属そ
の家族に限り，実費をもって本校内で診療をするこ
とである。先ず耳鼻咽喉科の外来診療を開始し，次
いで歯科，皮膚科と外科で臨床学科の教育上非常な
効果をあげている。従来本校には実習用患者はいな
くて，専攻学生だけは衛戍病院，東大医科大学その
他の官公立病院で実習または臨床講義の患者を求め
あるいは手術を見学したが，普通学生には全くその
研究対象を欠き研学，講習上の不便が少なくなかっ
た。診療部ができたが，歯科のように隔日交代で耳
鼻咽喉科と教室を共用し，大正元年９月に至るまで
３度教室を移転する状況であった。

明治４２年：上長官学生，一等軍医以下学生６８名
（うち専攻生２２名）を召集して科目を練習させた。普
通学生の教科目に口腔外科学が含まれている（但し
口腔外科学には軍陣外科学，軍陣内科学のように軍
陣の名はついていない：著者註）。この年，１月初
めて二等軍医岡島 格が口腔外科の専任教官に任ぜ
られる。

陸軍軍医学校教育細則（明治４２年２月制定，明治
４４年７月改定）：第１回召集の軍医学生練習期は毎
年２月に始まり同年７月に終わり，第２回の練習期
は毎年８月に始まり翌年１月に終わる。

明治４３年：召集した軍医学生１６１名，薬剤官学生
２２名。

明治４５年（大正元年）：１月から３月の間に三回に
分けて選兵医学講習院の講習をした。科目は眼科特
にトラホームと耳鼻科。軍医７４名。また歯科嚢およ
び歯科器械の改正意見を医務局長に提出した。

大正５（１９１６）年：久しく本校嘱託として口腔外科
学を講じた石原 久講師の担任を解くにおよび，該
科の教育および診療は岡島 格教官が管理する。

大正８年：口腔外科に関しては本年５月に一，二
等衛戍病院における歯科医の雇用に関する件が発令
されたのをもって，当分は本学科専攻生の教育を廃
止する。但し，普通学生教育は本科知識の緊要性に
応じ従来通り継続する。なお５月に三内多喜治教官
は済生会麹町分院口腔科医長を嘱託され，同分院に
おいては口腔治療室を新設し一般歯科患者の治療を
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開始する。
大正９（１９２０）年：今年の本長官学生は１５名の招集

しょうけつ

をみた。「時恰モ流行性感冒猖獗ヲ極メタル直後ナ
リシヲ以テ，課程ノ一部ヲ割キ本病ニ関スル教育ヲ
行ヒ，以テ軍隊防疫ノ実行ヲ挙グルニ努ム（ママ）」
また流行性感冒の猛威を防ぐために大正９年次に入
営の壮丁（陸海軍とも）に対し入営前に本病予防接種
を実施すべき接種液を本年９月から本校から交付し
た。

我が軍に於ける流行性感冒に就て
（大正９年第１回）３０）

陸軍軍医学校卒業式における御前講演集

流行性感冒の記録は古いが明瞭な記録は１６世紀か

らで特に１８・１９世紀には３０年毎に全世界で反復して

いて，その終息はいずれも数年にわたっている。最

後の流行は１８８９年から数年間流行した。本邦に於け

る１８９０（明治２３）年の流行はその余波である。

今次の世界流行は一昨年に始まり，我が陸軍では

１９１８（大正７）年の春に２，３の師団に小流行があっ

たが同年５月から７月に至り各師団がほとんど一斉

に大流行をきたした。患者数は５０，３１８名であったが

死亡者は３名と僅かであった。次が同年１０月から翌

年１月にわたり激烈な流行が反復した。この間の患

者は３８，４８１名で死亡者は５５５名となった。死亡率は

１．４４％にあたる。さらに１９１９（大正８）年１１月以降の

流行は最も猛烈悪性で本年（大正９）３月まで継続し

て以後ようやく減退の傾向を示した。この間の患者

は３３，８５０名で死亡者１，６９３名となり死亡率は約５％

の多さとなった。本流行前の５年間の部隊に於ける

年間平均死亡者は３０８患者名で死亡率は０．１６％なの

で，比較するとその惨害は頗る多大である。一昨年

来の大流行は毎常兵員の入営を機として爆発してい

て，初年兵と応召兵は古兵に比べてその罹患率は頗

る高くまた死亡率は４倍にも及ぶ。

内務省の調査によれば１９１８（大正７）年８月から翌

８年７月までの一年間の本邦内地に於ける本病患者

は２１，１６８，３９８名で，これは人口の３７％に相当し死亡

者は２５７，３６３名で死亡率は１．２１％を示した。次の流

行である１９１９（大正８）年１１月から本年４月までの６

ヶ月間の患者総数は２，３２３，４７９名で死亡者は１２４，６６０

名であり死亡率は実に５．３６％の巨数を示す。

欧州では本流行の盛期は一昨年５・６月にしてそ

れほど長期には続かなかったが９・１０月になると再

燃してその後一弛一張各地に小流行が生じた。その

罹患率は各国差異があるが人口の２０－４０％となって

いる。全世界の死亡者は初年度の流行で概算数１００

万人以上に達するといわれている。

前回の世界的流行に際して１８９２（明治２５）年ドイツ

の細菌学者リヒヤルド・ブファイフェルが微小な細

菌を患者に発見したとのことで病原に関して一大光

明を得たと信じられたが，本菌の病原的意義につい

ては次第に疑義が生じてきた。今次の世界流行に際

し各地に於ける検査成績で「インフルエンザ菌の検

出は流行の時期と場所でその数に著明な差異があ

り，我々の軍医学校防疫学教室に於ける検査によれ

ば死体解剖例から多数の本菌を証明できたとはいえ

１／３から半数の例に証明しえたにすぎない。その

他の学者の研究成績によっても本菌は本病の真因と

して確かに承認を与えるに足る根拠はなお薄弱の感

があるだけでなく，これを否定するものあるいは細

菌もしくは濾過性病体を唱えるものあり今なお確定

するに至っていない。

患者および死亡者の検査材料から「インフルエン

ザ菌以外に証明される細菌数は少なくなく，ことに

肺炎球菌および連鎖球菌は最も多い。我が陸軍各師

団に於いて多く検出されるのは前者に属する。した

がって肺炎球菌は「インフルエンザ菌」と共に本病

特に肺炎症状を呈する症例に於いて重要な意義を

持っていると考えられるので病理組織学上の研究に

よりこれを承認することができると考える。

肺炎球菌種に関しては本校での検査では本年度流

行の極期に得られた本菌種は前年度流行で得られた

ものに比べ病原性が強い菌種が多く，特に粘液性肺

炎球菌は患者及び死亡者に於いて著しく多数に検出

された。この病原性の強い菌種は動物実験に於いて

も毒力は強く，また人の格魯布性肺炎に於ける病原

としてその毒性が強いことから，本年の流行が昨年

よりも重症患者および死亡者が多かったのは肺炎球

菌の毒性の強さによっていると推定しえる。

本病の予防に関しては飛沫伝染による危険の防遇

に努めることが要義とする他に我が軍にあっては前

述の研究成績から「インフルエンザ菌及び肺炎球菌

混合予防液」を広く軍隊に使用し防疫の手段を講じ

１２６ 金子，他：戦時における軍と歯科医師
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つつあるといえども未だ所望の成果を得る域には達

していない。

古来人類に多大な禍害を及ぼしてきた本病は今再

び全世界を風靡しその猛威を振るっていることか

ら，この病原の研究は世界各地で行われている。し

かし未だに解明に至っていない状況にあり，した

がってその予防治療法に関しても将来の研究に待つ

ことが少なくない。ますます軍陣医学の研鑽に努め

て良い結果を得なければならないと考えている（現

代文に変更）。

（流行性感冒は後に云われるスペイン風邪であ
る。世界で３０００～４０００万人が死亡した。病因は上記
に触れられている濾過性物質，つまりウイルスだっ
たのだが様々な感染性疾患の病因が細菌性である思
考を超えるのには少し時間が必要だった。インフル
エンザ菌と肺炎球菌（現肺炎双球菌）の混合予防液

（ワクチン）は北里研究所によって２４８万人分（人口
５７１９万人）が製造され軍隊はもちろんのこと多くの
国民が接種を受けた。この効果について内務省の公
式見解は無効であったとしている。世界的に細菌説
が支持されている一方でこの時期に北里研究所の研
究員でもあった山内 保らは濾過性物質が病因であ
り細菌ではないことを臨床研究（北里研究所ではな
い医院）で発見し，フランスの学士院に１９１９（大正
８．４．１）に報告している。インフルエンザ・ウイルス
発見者は１９３３年英国の C. Andrews らとされている
が山内博士への再評価が進んでいるようである３１）：
著者註）。

大正１０（１９２１）年：口腔外科学科では久しく治療用
動力装置の備付をしてこなかったが，本年４月以降
これを新設し診療上一段の進歩を促せり。大正７年
度からの診療部患者は漸次増し，９年度には１日平
均２９２．５６人となり，教育上多大の便益を収めたとは
いえ，周辺の急速な発展過程に適応させるためには
現在の規模では各分科における十分な臨床材料を得
るのは難しいので，近い将来には職員の増と設備の
充実を必要とすること切であった。これが後年戸山
原頭における堂々の偉観を出現させた胚芽であっ
た。また，病理解剖室は独立したことから，我が陸
軍で胸膜炎多発の原因に関する調査研究として「軍
隊胸膜炎調査会」が軍令（陸普第二百八十号）をもっ
て設置された。

大正１１年：本年度学生入校は上長官学生１５名，甲
種士官学生７１名，乙種士官学生８９名（薬剤官学生１０
名を含む），准士官学生４名。３月２９日に軍医学校
条例改正で従来の普通学生を乙種士官学生，専攻学
生を甲種士官学生と称し，従来その練習期間の４か
月乃至１年を概ね６か月乃至１年に改めた。また，
衛生部准士官の優秀なものを本校で教育し，看護官
とする制度となったことから本年度初めてその４名
の入校があった。

陸軍軍医学校学生採用規則（４月１日）と陸軍軍医
学校教育綱領（７月２５日）が制定された。後者では学
生への学科目が軍医正・軍医と薬剤正・薬剤官，そ
して准士官に別れて記載されている（いずれの学生
にも口腔外科はない：著者註）。

大正１２年：関東大震災によって本校の大部分は崩
壊し軍陣衛生学教室と化学兵器研究室から発火し，
建造物機器備品の毀損甚大であった。しかし学校前
庭に避難して職員学生と入院患者には１名の死傷者
もなかった。本館のバラックが１２月２５日に竣工した
のでここで教育が始まる。

大正１３年：陸軍衛生部士官学生委託学生委託生徒
規則中改正・学術研究のために大学令による大学の
大学院もしくは研究科，伝染病研究所または医学専
門学校研究科に入学する衛生部士官を衛生部士官学
生と称する。

昭和２（１９２７）年：診療規定に関する内規（大正１５
年６月２５日改正）が掲載されている。口腔外科とし
て充塡，有床義歯など約５０処置の料金が記されてい
る。下顎骨骨折手術，下顎骨脱臼整復術は外科部の
手術として区分されている。陸軍軍医学校学生心得
が同年８月に制定された。

昭和４年：牛込区戸山町の新校舎に移転。陸軍軍
医学校移転新築工事が説明されている。

陸軍軍医学校は明治２１年に麹町富士見町に開設さ
れたが，現校舎は狭くなったことから牛込区戸山町
の陸軍用地に移転工事をすることが決定。昭和２年
６月起工し同４年３月３０日に竣工し移転を完了し
た。新校舎敷地面積５７，０７４平米（１７，３５６坪），そのう
ち牛込済生会病院の貸付地１２，９８６平米。診療部本館
の西は東京第一衛戍病院敷地。

設置：東南に済生会病院，南端は事務所，各科診
療室，手術室，南病棟他など，以北を陸軍軍医学校
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診療部とし，南方２階は皮膚科，眼科，口腔外科，
耳鼻咽喉科の４科。病室は８０床。本館および附属病
院（木造），衛生学教室並びに図書館，標本館（鉄筋
コンクリート））などとなっている。

この年の１１月７日に天皇陛下が新校舎に行幸され
る。概況が説明された。学生の種類として上長官

（現在入校していない），甲種（現在８３名，このうち
の４０名は乙種の課程を終わり隊務に服していたもの
から試験で採用した。１年間１科目を専門に学ばせ
る），乙種士官（４０名６月に初めて軍医，薬剤官に任
ぜられた者で初級軍医薬剤官に必要な学術を一年間
練習），准士官学生（６名三等看護官候補者）の４種
類となっている。他に中国から留学生が軍医として
３名入校している。創立以来学生数は４，０００名。

昭和６年：５月に第一特命検閲陸軍大将白川義則
の検閲があり，学校長が軍紀，服務，教育，研究，
診療部の業務，防疫部の業務，図書の編纂，保育

（教職員，学生の保健衛生：著者註），法規の実施，
動員（腸チフス，パラチフス予防接種液の製造交
付：著者註），会計経理，諸営造物などに関する報
告が行われ，その摘要が記載されている。これに対
して特命検閲使から与えられた訓示と指示が記され
ている（特別な指示はない：著者註）。

この年の９月１８日に満州事変が勃発した。この事
変に関する陸軍軍医学校の業務が詳しく記されてい
る。世界の情勢と本邦医学界に於ける現況に鑑みて
学校に於いては戦疫予防に関する研究は切迫してい
ること，および戦傷患者の収容に関してまず述べら
れている。研究の状況では口腔外科「顎戦傷」の研
究として「国産歯牙矯正器」「帯環顎副木及有鉤角
線副木」が製作されたことが記されている（歯科用
レントゲンはあるようだ：著者註）。また，東京第
一衛戍病院に於ける戦傷患者（昭和７年１月２１日－昭
和９年３月３１日）の延８５，５１８名のうち口腔外科（三内
一等軍医正）は５，３４２名，眼科，耳鼻科は各約２８，０００
名，２５，０００名などが表示され，軍医の全国衛戍病院
への出張表もある。

昭和８年：１１月には永久命令として各教室に分担
させる学校の研究項目を決めた。例えば，軍陣衛生
および化学兵器関係事項としては化学兵器によった
中毒患者の治療法，被毒を受けた部隊での消毒法，
防毒マスクや防毒衣の研究，兵食・兵衣・兵営の研

究など，また結核予防とチフス予防接種とともに防
疫部作業の合理化といった軍人病疫関係の研究，さ
らには戦傷，軍隊病および選兵への医学的事項など
の中には眼科的詐病看破法や梅毒の検査法および薬
物，衛生材料などその他広範にわたる。

また学生教育方針を変えるとして，主として乙種
学生の実務に熟練させるために従来の教育時間を改
め講義時間を少なくして臨床実習時間を増した。

昭和９年：陸軍軍医学校令改正（３月３０日）・学生
の名称「甲種士官学生，乙種士官学生，准士官下士
官学生」を「甲種，乙種，丙種学生」に改めるとの
ことで，准士官下士官（看護婦）が丙種となった。

また，陸軍軍医学校教育綱領が改定された（６月
３０日）。目的として高邁なる品性の陶冶が加えられ
た。軍人衛生学，軍陣防疫学，戦傷学，軍隊病学，
選兵医学などの教科目では習得すべき内容が説明さ
れている。軍隊病とは平戦両時における軍隊に多発
あるいは特発する疾病と予想作戦地での特殊疾病を
指している。また国際法と外国語がありロシア・支
那など隣邦語中一個国語を習得する。運動系では体
操および剣術，馬術，体操なども重要視されてい
る。医学のほか薬剤，看護の教育も記されている。

昭和１０年：陸軍軍医学校教則として教育の実施規
定が昭和１０年３月１９日付けで改定された。例えば外
国語では文法を習得し，簡単な日常会話ができるよ
うにするなどが加えられていて教育目標が設定され
てきている。

昭和１１（１９３６）年：陸軍軍医学校令が７月２８日に改
正された。本校は陸軍大臣の管轄に属し，学生と衛
生部幹部候補生に衛生部の勤務に必要な諸般の学術
を習得させ，軍陣医学・薬学・衛生学の調査・研
究・試験および図書編纂する。また軍陣防疫学的な
検索材料・予防剤・および治療品の製造を行うとこ
ろであり，教育・調査・研究に資するために一般患
者の診療を行うと定められた

学生は毎年１回入校させ修学期間は概ね１年とす
る。甲種学生は一，二等軍医および一，二等薬剤官
のうち選抜試験合格者を軍事衛生に関する学術を専
攻させる，必要ならば長期学生としてほぼ１年間さ
らに在学させる。乙種学生は初任の軍医，薬剤舘と
して必要な学術を学ばせる。丙種学生は三等看護官
候補者をこれに当てる。
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昭和２０（１９４５）年３２）：３月には教育と研究部門のほ
とんどと診療部の半分は旧制山形高等学校を中心と
する山形平野に分散疎開して，学校幹事が山形市に
常駐して業務を統括した。軍医学校の一部と学校長
は東京に残った。軍医学校は５月２３日の東京大空襲
で完全に焼失した。東京第一病院の本館は耐震耐火
構造であったために被害は少なくて済んだことから
戦後この建物が戦傷病患者や外地引揚者の診療の最
大の拠点となった。また，その職員は引揚船乗船救
護班員の派遣などで戦直後に目覚ましい活動をし
た。現在の東京国際医療研究センターである。

２．海軍軍医学校
１８７２（明治５）年に海軍病院に併設された「海軍病

院学舎」が海軍軍医学校３３，３４）の嚆矢とされている。
英国軍医アンダーソンが日本の１１名の医師に西洋式
の手術を指導した。その後９年にわたって医術教育
は継続し１８８１（明治１４）年に第１回の卒業生を出した
がアンダーソンの帰国で教育が続行できなくなっ
た。しかし，これを継続させたのが高木兼寛であっ
た。高木は薩摩藩の軍医であって戊辰戦争に従軍し
た。その後高木は薩摩藩が創設した鹿児島医学校に
入学し，校長の W．ウィリスに認められ教授に抜擢
された。１８７２（明治５）年に高木は，海軍軍医療（後
の海軍省医務局）に入った。１８７５（明治８）年にアン
ダーソンの推薦で聖トーマス病院医学校（現 King’s
College London）に留学した。１８８０（明治１３）年にロ
ンドン留学から帰国して東京海軍病院長となり，さ
らに１８８２（明治１５）年に海軍医務局副長兼学舎長（軍
医学校校長）に就任した。高木はその年に「海軍医
務局学舎」を再開して１０名の医師の指導を自らが始
めた。高木は海軍軍医官委託制度を同１８８２（明治１５）
年に開始し，委託生として東京大学医学部生７名を
採用した。

「海軍医務局学舎」は１８８６（明治１９）年に「海軍軍
医学校」と改称され，１８８９（明治２２）年に薬剤官候補
生の実習が始められた。１８９４（明治２７）年に軍医学校
学生と候補生の卒業を終えて医学校は廃止された。
医学教育は海軍大学校に増設された軍医科で続行さ
れ８名が編入した。

高木兼寛３４）はロンドンから帰国した後の１８８１（明
治１４）年には，松山棟庵（慶應義塾医学所初代校長，

１３年に廃校）と共に英国医学を中心とした「成医
会」と「成医会講習所」を設立した。なお，東京歯
科大学の創設者である高山紀齋は成医会の会員で
あった３５）。講習所は，医術開業試験のための夜間の
医学塾で高木など海軍軍医が講師を務めた。高木は
翌１８８２（明治１５）年に芝に施療病院として「有志共立
東京病院」を設立（高木は副院長）した。この東京病
院は皇族からの支援を受け，また１８８７（明治２０）年に
昭憲皇太后を総裁に迎えたことから「慈恵」の名を
賜ったことで「東京慈恵医院」（後に東京慈恵会医
院）と改称した。「成医会講習所」は１８８９（明治２２）年
に東京府から正式の認可（各種学校）を受け「成医学
校」と改称した。また高木は聖トーマス病院医学校
の体験から看護婦の育成機関として，明治１８年に
「有志共立東京病院看護婦教育所」を設立した看護
教育の先駆者でもあった。

「有志共立東京病院」は「海軍軍医学校」（旧海
軍医務局学舎）の臨床教育の場として継続した。学
制が各種学校から専門学校そして大学へと進展する
過程で，成医学校と東京慈恵会医院，そして有志共
立東京病院看護婦教育所は昇格した財団法人東京慈
恵会医科大学として一体化した。海軍歯科医学生が
後述しているように，東京慈恵会医科大学が海軍軍
医教育の場でもあったのは高木兼寛（最終階級は海
軍軍医総監）によった。

太平洋戦争のときの海軍軍医学校は横浜市戸塚，
元山（現北朝鮮），青島（現中国），広島県賀茂に設置
され，戸塚と賀茂には衛生学校が併設されていた。

陸軍軍医学校・衛戍病院と口腔科・口腔外科

この項は，上記の陸軍軍医学校五十年史２６）と下記
の「皇紀２６００年陸軍軍医学校口腔外科記念集談話
会」３６）から纏めた。

まず兵隊用の病院は１８６８（明治元）年にでき，陸軍
軍医学校は大阪で１８７０（明治３）年に始まったが，陸
軍病院が次第に充実してきた１８８６（明治１９）年に，陸
軍軍医学校の規則（陸軍々医学舎概則）ができて陸軍
省内に置かれた学校はその６月に始まっている。病
院は名前を数度変え東京衛戍病院となり，１８８８（明
治２１）年には陸軍軍医学校条例が制定された。そし
て１８９４（明治２７）年８月から翌年４月までの日清戦争
の時に，東京衛戍病院に歯科口腔科が設置されて嘱
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託医の歯科医師が診療した。東京衛戍病院は，日露
戦争で陸軍予備病院の本院となり分院を持つように
なった。分院は渋谷赤十字病院，戸山分院，氷川千
駄ヶ谷分院，習志野分院などであった。千葉県にあ
る習志野分院は日露戦争では捕虜となったロシア兵
の収容所であり，その数４万人で伊藤忠三郎が出張
診療の時には１日１００人は歯科治療をした。

１９０５（明治３８）年１月８日に戸山分院に「口腔科」
が設置された。病院長は下瀬謙太郎，口腔科の科長
は岡谷米三郎一等軍医（軍医大尉），嘱託歯科医とし
て伊藤忠三郎が配置され，その他に福田三等軍医の
配属で始まった。伊藤嘱託医は１週に１回午後だけ
であった。また福田軍医の勤務は長くはなく，他の
軍医が配属されても戦時には戦地に派遣されてしま
うのでいつも人出不足の状態であった。この陣容に
東京帝国大学歯科の石原 久助教授が１週に午後２
回の非常勤となり同科の佐藤運雄講師が幇助員とし
て支援した。伊藤はモデリング，失活薬，その他の
診療機械を携帯して使用した。なおの不足は伊藤や
大学から借用した。

戸山分院は収容患者が６，０００～７，０００名であり，他
の赤十字，広尾，千駄ヶ谷などの分院に比較して格
別の大きさであった。戸山分院は４区画となってい
て３，０００名を収容できる１区の外科棟１３番室を口腔
科病室とし，外来は医官室をあてがった。戸山分院
には仙台第２師団，弘前第８師団，北海道第７師団
からの患者が収容され，原隊に復帰する前の中宿病
院が戦時の兵站病院に相当する役割をしていた。日
露戦争によった戦傷者では口腔科患者はさほど多く
はなかった。

１９０６（明治３９）年：陸軍軍医学校での口腔外科は軍
陣外科の一分科となった。当時の校長は森林太郎

（鴎外）で，帝大歯科助教授の石原 久が口腔外科を
一般軍医学生に講義していたので，森校長は「石原
に依頼して軍陣口腔外科の集大成を期す」とした。

１９０７（明治４０）年：歯科専攻学生を選定し大学院に
委託する制度ができた。同年９月に普通学生を歯科
実習のため在京各部隊の該科病兵を本校に集めるこ
とを定めた。

１９０８（明治４１）年：軍医学校条例が改正されて学生
が普通学生，専攻学生，上長官（三等軍医正，後の
佐官）学生の３種類に分類された。専攻学生は普通

学生から選抜され東京帝国大学医学部，伝染病研究
所，官公立病院での実習や臨床講義，また手術見学
をすることができた。普通学生は専攻学生の如く，
手厚く教育ができない欠点を補う意味から陸軍軍医
学校に外来診療部を開設した。まず耳鼻咽喉科の外
来，次いで歯科，皮膚科，次に外科。歯科は隔日交
代で耳鼻咽喉科と共用した。

１９０９（明治４２）年：１月に軍医学校に初めて二等軍
医岡島 格が口腔外科の専任教官に任ぜられ１０年間
勤めた。この折に教育細則（教授要目第二十条，軍
陣外科学）が以下のように定められた。「口腔外科に
在りては平戦時に於ける歯牙疾患に関する主要の学
説を講授し，診療治療並に歯牙保存に関する実習を
行う」とされた。

１９１４（大正３）年：下瀬謙太郎大佐（一等軍医正）が
校長に就任（大正３．８．１０～９．４．９）し，兼任の戸山分
院長として赴任した。軍医学校に口腔外科が設置さ
れる。その設置にあたっては予算がなく，歯科商会
から８台の足踏みエンジン付き歯科用椅子や備品の
みならず技師１名，看護婦２名の提供を受けて診療
ができるようになった。

１９１６（大正５）年：陸軍軍医学校嘱託として口腔外
科学を講じていた石原 久講師が解職となり，該科
の教育および診療は岡島教官の管理となった。

１９１８（大正７）年：外科の１分科である口腔外科の
岡島教官は転出し一等軍医三内多喜治が教官となっ
た。この年，シベリア出兵にあたり司令部，兵站監
部に歯科医が配属される。また現地陸軍病院編成に
あたり，歯科医師，産婦人科医各一名配属できるよ
うになり，歯科医師は特に歯科診療所を市内に新設
しあるいは巡回診療を行った。一報告によれば，

きゅうじゅつ

「軍司令部は黒龍江沿岸地方のロシア人の救恤（哀
れみ救うこと（スーパー大辞林））目的で尼港分院の
職員が同地方の巡回診療班として軍医一，歯科医
一，看護長一，卒三，護兵四並びに衛生材料を編成
して巡回診療をした」とあり，救済並びに宣撫工作
に活躍したようだ。

１９１９（大正８）年：５月に一，二等衛戍病院におけ
る歯科医雇傭に関する発令が成されたことから，当
分の内本学科専攻学生の教育が廃止された。ただし
普通学生教育は本科知識の緊急性に応じ継続するこ
とは従来通りとされた。同５月に三内多喜治教官は
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済生会麹町分院口腔外科医長を嘱託された。同分院
での口腔科治療室を新設し，一般患者の治療が開始
された。内地における各陸軍病院に歯科医師が採用

（嘱託）されることとなり隊の歯科患者の通療が行わ
れるようになった。

１９２１（大正１０）年：軍医学校口腔外科学科では，初
めて治療用動力装置（歯科用電気エンジン：著者註）
が装着された。

１９２８（昭和３）年：済南事変（第二次山東出兵）が起
こり師団（衛生班）に歯科医師が配属された。衛生班
の編成では歯科医師を配属し各地に歯科診療所を開
設している。

１９２９（昭和４）年３月：陸軍軍医学校は麹町富士見
町から現在（当時：著者註）の牛込区戸山町に引っ越
した。

１９３１（昭和６）年：満州事変の勃発，事変当初は派
遣の各大部隊の衛生班に歯科医師１名ないし２名配
属となり，歯科医師は衛生班主力と行動を共にして
各地に診療所を開設し，また単独に遠隔の各部隊に
出張あるいは巡回診療を行った。次いで現地に陸軍
病院が開設されると，歯科医師の採用（嘱託）配属と
なり或いは衛生班附歯科医師の転属となって，全満
全軍の歯科診療に遺憾ならしむるに至った。本事変
における顔面顎部の戦傷は，現地陸軍病院において
歯科医師により比較的早期に処置されたことから，
著しい骨欠損を来さないで治癒した例が多い。長期
間の特殊治療が必要な場合は，内地還送して東京第
一陸軍病院に収容して軍医学校において治療が行わ
れた。

下瀬謙太郎軍医少将等関係者談話による
陸軍軍医学校口腔外科設立経緯

１９４０（昭和１５）年に「皇紀２６００年陸軍軍医学校口腔
外科記念集談会」が開催され軍陣歯科が回顧されて
いる。下顎骨骨折固定法としての三内式結紮法の考
案者である三内多喜治陸軍軍医少将３７）の挨拶に始ま
り，戸山分院長また軍医学校長として口腔科の確立
に尽力した陸軍軍医少将の下瀬謙太郎３８）による戸山
分院の回顧，東大医学部歯科講師として同科助教授
石原 久と共に幇助員として口腔科の診療に助力し
た日本大学専門部歯科科長の佐藤運雄３９）による陸軍
東京予備病院戸山分院口腔科に就いて，伊藤忠三郎

歯科医師４０）による日露戦争当時の東京予備病院に初
めて設置された歯科口腔科に就いて，陸軍軍医学校
口腔外科の現役教官である川又俊夫４１－４３）による日清
戦争，日露戦争，シベリヤ出兵，満州事変などの戦
役での軍陣歯科の変遷などの講演がありその講演要
旨が歯科公報に連載されている。但し，川又の講演
要旨は３回連続で掲載されているが，２回目からは
厚生歯科学会昭和十六年度総会講演要旨となってい
る。該学会の会長と掲載誌の編集者は今田見信であ
り，さらに彼は軍陣歯科の回顧（７）としてその後

（１０）までを掲載し，その（７）から４回にわたって明
治からの「歯科軍医設置要望」をその論議類纂とし
て纏めている４４－４７）。記念集談会と厚生歯科学会との
開催日の記載がないので，両者の関係は不明だが当
事者の講演録なので有益である。

軍医学校の「口腔外科」の母体は戸山分院の「口
腔科」にあった。当時戸山分院長であった下瀬謙太
郎３８）が，口腔科誕生には岡谷米三郎一等軍医の熱意
と東京帝国大学医科大学歯科の石原 久助教授の示
唆によったことを語っている。「岡谷軍医は軍医学
校で外科を専攻したが後に歯科に興味を持って石原
教授のもとで見学した。将来は歯科専門に移りたい
という希望さえ持っていた。こうゆう人がいたこと
から歯科治療は早くから手がつき，別に専門の歯科
医（伊藤忠三郎：著者註）を一名配属して貰った」。

そして，科の命名と石原との関係を下瀬は以下の
ように述べている。
石原博士が戸山分院に勤務するようになったの

は，日露戦争の結果軍医が足りなくなったところに

帝大から陸軍の戦時勤務に携わり国事に尽くしたい

がどうかとの話があった。結果青山胤通学長（医学

部長：著者註），三浦謹之助教授初め若い教室員ま

で約１２０名がこの病院に来るようになった。石原も

その幇助員の一人として勤務した。こうした時に私

も赴任したのだが，大学と陸軍の病院とは勝手が違

いなかなか文句が出ていた。石原 久助教授が来た

ことに岡谷軍医は喜んだ。私と石原とはドイツ学校

の寄宿舎や大学の下宿でも一緒の縁があった。石原

は歯科に関していろいろ注意をしてくれ，治療面で

も岡谷軍医の強い力になり，歯科に関することは石

原教授に相談してやる風だった。当時佐藤運雄講師

がやはり幇助員として歯科の治療に尽力してくれ
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た。各地の予備病院から歯科に見学に良く来た。石

原は帝大に口腔外科の名前を付けたい希望を教授会

に度々出しているが承認されずにいるという話を石

原から随分聞かされていたので，名称について岡谷

軍医から協議のあった時に直ちにそれと決めた。岡

谷軍医は軍医学校の教育の中に口腔外科を取り入れ

なければならん，歯科を軍陣医学の一部にすべきだ

と強い意見を述べていた。歯科は岡谷軍医の熱意で

基礎ができた。軍医学校の中に口腔科を設置するた

めに岡谷の名を以って意見書を分院長に上申させ，

私が分院長として平井本院長に，本院長は医務当局

に提出した。その頃はすでに日露戦争も終わってい

た。その後私は北京の日本大使館に赴任し，北京か

ら帰国後に校長になった。

として，岡谷軍医が軍医学校に提出した歯科に関す
る意見書を紹介した。これによれば岡谷軍医は以下
のような主張をしている。

１．岡谷米三郎軍医の意見書
岡谷軍医３８）は「我が陸軍は口腔科特に歯科を軍医

学の一つに加入させるべきであり，国民はその費用
を負担する義務があり軍医はこれを習得する責任が
ある。この理由を述べる。」との目的で以下のよう
な内容を記した。
１．徴兵では齲蝕罹患者を不合格としていないので

齲蝕患者の荘丁を徴兵しているが，他の傷病疾患

と同じように検診はさせていない。仮に齲歯がな

いものだけを徴兵するとしても歯科的診療の必要

はある。それは荘丁を無病息災だとして合格させ

ても入営後に種々の疾患に罹患するように齲歯が

ないのもでも齲歯になったり，銃創，体操，馬術

などで傷病となるものも多く，本来兵としての衛

生に反するものが多い。

２．歯科は口腔科の一部である。外科は軍医学の大

部分を占めているので既に外科的な頭脳を持って

いる軍医は簡単な歯科的診断をする責任がある。

しかし，実際に診療ができる者が果たして何人い

るだろうか。したがって，歯科の診療が必要な兵

士を市中の開業歯科医に送りその治療をしてもら

うことに誰も怪しく思わない。軍隊は凡百の傷病

疾病は官費で診療するが歯科的疾患だけはそうで

はない。私が見聞したところでは，在営兵士が歯

科疾患に罹患すれば隊長は休暇を与え軍医はこれ

を黙認してその診療を市中の開業歯科医に委ねて

診療費（一等症を除く）は患者の負担としている。

これを誰も怪しまないようにしているが甚だしく

不道理以外の何物でもない。

３．陸軍には歯科器械の備え付けがあるので軍医は

なぜ歯科疾患の診療をしないのかと世人は言うか

もしれないが，それは正しい見方ではない。なる

ほど歯科器械はあるが名だけのものであって，器

械があれば治療ができるものでないことは普通に

分かることである。数多の軍医の中には歯科的な

興味を持つ者もいるが，備えてある器械は不完全

なために診療ができる代物ではない。このために

不道理だと知りつつも患者を市中の歯科医に頼む

以外ない。

４．現在の日本は隆盛であるので日本内地にいる兵

士の歯科治療を市中の開業歯科医に託すとしても

占領地あるいは守備地で在勤している兵士の歯科

診療はどうすればよいのか。自分の外地の体験か

ら私物の簡易な歯科器械を携行して多いに便利を

感じたのと同時に陸軍に歯科を加える必要性が大

きいと強く感じている。

５．齲歯は軽症だと言うなかれ。軽症は診療しなく

ても良い理由がどこにあるか。いわんや齲歯に原

因した歯痛は一種特別で経験した人でないと分か

らない。また，口は消化器の入り口なので歯牙の

健否は胃腸に影響することは簡単に分かる。しか

も齲歯は伝染性を有するために初期に適切な処置

をしないと隣接歯を侵し，遂には種々の余病を発

生させる。したがって歯科的診療が必要である。

兵士において齲歯患者が多いことに異論はないと

思う。また，外傷による者も少なくない。

として岡谷軍医は１９０５（明治３８）年の戸山分院におけ
る口腔科銃砲創の入院症例数を耳鼻咽喉科や他の科
と比較をしている。岡谷は歯科疾患治療と口腔外科
との両面が口腔科として，軍で確立されるべきだと
した。岡谷の意見書の後の１９０６（明治３９）年に軍医学
校に口腔外科が導入されたが，このための意見書で
ある。

そして下瀬はその後の経緯を以下のように回顧し
ている。
三内軍医は軍医学校から大学へ派遣されて石原歯
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科に学び，後に岡谷君に変わって二代教官となっ

た。それから種々歯科教育が整ってきた。大正３年

に私が着任し，その時久しぶりに石原君と再会し，

戸山分院当時提出した意見通りに実現して，口腔外

科がとうとう軍医学校に置かれた。その時岡谷君は

大尉教官で，後に少佐に進級したが，口腔外科を

やっているがために少佐にするのもどうかという時

代もあった。後任の三内教官は少将まで栄進された

ことは口腔外科のために慶賀の至りに堪えない。軍

医学校の口腔外科の母胎が戸山分院の口腔科だとす

ることは経緯から僭越ではないと思う。

当時の軍医学校の建前として歯科についての考え

は，今のような大学院学生，専攻学生の数だけでは

軍の要求，衛生部の要求に応じられるものではな

い。別に雇用制度で間に合わせる案もあったが，軍

としては軍医たる資格を可とするので，それを何と

か研究すべきだと思っていた。時の当局には軍医に

歯科を学ばせることは勿体ないと考えていた方もい

たようである。『あれは単なる歯科ではなく軍陣医

学としての口腔外科です』と申し上げると『それな

らば尚更外科軍医の領分ではないか』と云われ，歯

科の独立性を否定されるような次第で，軍医学校と

当局の間に少なからぬ意見の食い違いがあった。し

かし，歯科の知識が軍医の常識として必要なことは

当局も認め，普通学生の教育は今まで通りに継続さ

れるようになった。しかし，歯科専攻学生制度は当

局の考えにより止めることとなった。そこで一般歯

科医を嘱託として一，二等陸軍病院に配属すること

となったのが大正８年５月以降だった。当分の間歯

科専攻学生を止めるということが，２３年も続いて今

日に至っていよいよこの度の歯科軍医制度の制定と

なった。その形は我々の希望と多少の食い違いがあ

るかも知れぬが，現にその制度ができたことは我が

衛生部にとっても歯科学界にとっても良かった。今

日の口腔科が多数の患者を収容して，豊富な研究資

料となり，好成績をあげていることは軍陣医学の特

色を発揮し得たものである。口腔外科の独立性が一

層明白になった。石原博士は明治４０年から大正５年

に至る１０年の長きにわたって講師として努力してく

れた，また岡谷米三郎，三内多喜治，松本秀治三教

官によって我が口腔外科学の基礎が確立した。

と述べて締めくくっている。

戦役が数を重ねるに従って兵員数は増大し，兵器
の破壊力は大きくなっていった。それに従って陸軍
における歯科口腔外科の必要性が増していったこと
は，陸軍病院と軍医学校における該科の進展によっ
て示されている。

軍医学校歯科委託生と陸軍歯科医将校・
海軍歯科医科士官の制度

太平洋戦争直前に歯科医将校制度が制定されたこ
とから歯科医専の学徒は軍の委託生となり，歯科医
専卒業後に軍医学校入学という過程を経ることで，
歯科医将校としての道が作られた。併せて兵科で既
に将校の位にあった歯科医師は，衛生部に転科する
ことによって歯科医療を主体にする将校に任命され
ることが可能となった。さらには兵卒から厳しい試
験を超えた歯科医師が衛生部で歯科医将校にもなり
得た。しかし，いずれも厳しい道であることを陸軍
での歯科将校が敗戦時に約３００名に過ぎなかったこ
とが示している。こうした将官とは別に，衛生部付
きとして応召して歯科診療に従事した歯科医師も存
在したし，塹壕を掘りながら休息時間には将兵の歯
科治療に多忙を極めていた兵科兵士の歯科医師もい
た。

１．軍医学校委託生
１）陸軍衛生部委託生
歯科学徒の委託生制度は陸軍歯科医将校制度に

よって，昭和１６年（２．２５陸軍省告示第１８号）から始
まった４８）。

第一回陸軍委託生試験は１９４１（昭和１６）年２月２５日
に１期生（３学年生受験），２期生（２学年生受験）か
ら３期（１学年生受験）まで同時に行われた。それぞ
れ５名が合格者となった。

１期生は東京高等歯科医学校２名（山田 裕，板倉
太郎），東京歯科医専２名（木村亮治，松前五郎），
日本大学専門部歯科１名（千葉栄一）だった。２期生
の５名は東京高等歯科医学校３名（佐野達次，富田
敬男，岡田 弘），東京歯科医専１名（河野 明），大
阪歯科医専１名（小野正中））であった４８）。また，
１９４２（昭和１７）年４月には８名（大阪歯科医専１名，
日大歯科２名，東京高等歯科１名，東京歯科医専４
名）が委託生となっている４９）そして１９４５（昭和２０）年
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に軍医学校に入学した委託生卒は，見習士官のまま
で終戦を迎えた。

陸軍衛生部による昭和１８年度の陸軍歯科医生徒募
集要項から委託生を見てみる５０）。

「就学中の学生生徒で昭和１８年３月３０日で年齢２７
歳未満の者が応募資格者となる。各学年から採用さ
れるが５年制の医学専門学校の１学年生は採用しな
い。私立専門学校は文部大臣指定校が対象となる。

委託生は途中で委託生であることを辞退すること
はできなくまた任官拒否もできない。毎月の手当と
して学生は４０円，生徒が３５円支給される。夏季休暇
中のおよそ３週間軍隊で所定の教育を受け，卒業後
は衛生部見習士官として約２か月間を軍隊に入営
し，詮衡会議を経て委託学生は軍医中尉（薬剤中
尉），委託生徒は軍医少尉（薬剤少尉，歯科医少尉）
に任官される。任官後は陸軍軍医学校乙種学生とし
て１年間全員入校し，成績優秀者は陸軍軍医学校甲
種学生または衛生部尉官学生として大学院等に入学
させる。その他，学術研究のため２カ年間海外に派
遣する。陸軍軍医（薬剤官，歯科医）は，終身その官
を保有しこれに対する礼遇を受け法律の定むるとこ
ろにより退職後は恩給を下付され，また叙位，叙勲
等の恩典が与えられる。

委託学生選考試験（５月）は身体検査合格後に学力
試験を受ける。学力検査のうち学科試験は物理，化
学，生物学，数学，外国語（英，独語のうち希望の
１か国語）の２科目以上の筆答で行われる。合格発
表は約１か月後。」

以上は歯科学報に掲載された第３回陸軍衛生部委
託学生の募集要項から抜粋した。志願の必要書類を
軍司令官あるいは師団長に提出する。修学中の学業
成績を提出することは記されていないが，志願申告
書がそれに該当するのであろうか。

陸軍衛生部歯科委託生に採用された１期生と，最
後となった将校の手記を見てみる。

ａ．１期委託生であった千葉栄一歯科医大尉の場
合５１）

千葉栄一は日本大学専門部歯科を１９４１（昭和１６）年
１２月に卒業し，翌１７年１月に近衛歩兵第４連隊補充
隊へ陸軍曹長の階級に進み，衛生部見習士官として
入隊した。３月に陸軍歯科医少尉に任官，陸軍軍医
学校へ乙種学生として入校。１０月に卒業，中支派遣

漢口第二陸軍病院付発令。１９４３（昭和１８）年１月，中
バン プ

支派遣安徽省濾州陸軍病院付（その後改名して蚌埠
陸軍病院付）発令秘匿名「第１９０兵站病院」に勤務。
終戦時に歯科医大尉に任官し，１９４６（昭和２１）年７月
佐世保港に復員した。千葉は戦後３０年を経て兵站病
院のあった合肥の蚌埠市を訪ねた（原文ママ）。厳し
い市民感情にたじろぎながら副市長との温かい交流
によって，かつての戦時からの時の流れを深い感慨
を抱いて記している。

ｂ．１期委託生であった板倉太郎歯科医大尉の場
合５２）

板倉太郎は東京高等歯科医学校を１９４１（昭和１６）年
１２月に卒業し千葉と同様に１９４２（昭和１７）年１０月に陸
軍軍医学校を卒業し，同時に南京第一陸軍病院付と
して発令を受けた。板倉は勤務歴の冒頭に「歯科医
将校は軍医と同等とする。ただし当院内に限る。」
として一切の責任を庶務主任が負うとした軍医中佐
の言をまず挙げている。同病院では顎損傷患者は外
科軍医が担当し，外科病室の一室を歯科として局所
治療を担当していた。歯科は外科診療主任の下にあ
り歯科室と呼ばれて他の科と対等ではなかった。し
かし，板倉が大尉に進級すると歯科診療主任として
独立した。患者の全身的な問題は親友である第一内
科主任の斉藤大尉に非公式に診療してもらってい
た。南京軍医団研究会（昭和２０．７）では最近４年間の
本院収容顎損傷に関する報告をしたが，そこでは戦
線病院における軍医の処置患者はほとんど再施術を
要し，歯科医師が処置した患者は完全に整復され追
加処置を要しなかった点を強調した。教官として司
令部の委託で中支方面陸軍病院要員における救急法
包帯術，火線救護などを担当，また南京政府軍医団
への顎損傷教育，衛生部幹部候補生（うち歯科１７名）
の教育を担当した。さらに教育隊隊長（兵舎主任）を
兼務した。終戦によって病院は人員と共に中国側に
接収され，呉越同舟となった。歯科の入院患者で
あった中国総司令部参謀の荘中佐を時々見舞ってい
たが，彼が「この戦争は一体何であったのだろう。
日本は技術で，中国は広大無限の資源でお互いに協
力しあえたら」と絶句したのが印象に残っていると
記している。それまで総軍直轄病院として，軍紀厳
正を誇り管理能力抜群の後藤軍医中将率いる大病院
が，敗戦によって混乱崩壊に瀕し，板倉は病院長と
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の軋轢や対立の中で何とか無事上海に下ることがで
き，病院輸送指揮官という最後の仕事を完うして
１９４６（昭和２１）年５月に復員した。

ｃ．陸軍歯科委託生として最後の将校となった河
合年朗中尉の場合５３）

歯科医将校名簿から観ると，将校となって任官し
た委託生の最後は１９４４（昭和１９）年卒となっている。
１９４５（昭和２０年）卒は見習士官として陸軍在隊中に終
戦と記されている。河合は１９４２（昭和１７）年東京歯科
医専２学年の時に陸軍委託学生となり，１９４４（昭和
１９）年９月に同校を卒業。翌月の１０月に中部２３部隊
入隊で衛生部見習士官となった。同年１２月に歯科医
少尉，陸軍軍医学校乙種学生となっている。１９４５

（昭和２０）年５月２０日に陸軍軍医学校を卒業（２５期学
生）して第８４師団第４野戦病院付（宇都宮市）とな
り，その９月には宇都宮陸軍病院付で翌月１０月に中
尉に進級している。他の例でも同様であったが，終
戦後においても一部の軍機能は残務処理で動いてい
たので河合の復員は１１月であった。つまり８月の終
戦日あるいは９月の降伏文書調印の日に軍人は，一
斉に復員して一般人になったのではないということ
である。河合は軍医学校宿舎では食事に不足はな
く，九段の偕行社に行けばすき焼きが食べられ，乙
種学生勤務に救急活動は組み込まれていなく夕方５
時には家に帰れたと記している。８月１５日の戦争終
結の報に接した時には，河合の所属していた将校団
は冷静にこれを受け止めむしろ「これでいいのだ」
という感慨で終戦を迎えたとしている。河合はその
巡り合わせの幸いに喜びながら，将校制度設置前後
に兵科の兵士として従軍した歯科医師に想いを馳せ
ている。

２）海軍歯科委託生
第１回昭和１６年度海軍歯科医生徒募集（海軍省医

務局）を，歯科医専の要綱から陸軍には書いてない
事柄あるいは異なった点を見てみる５４）。

募集は歯科医専第３学年第４学年とした。応募資
格は歯科医専卒業期に満１７年以上２５年未満（昭和１８
年度の募集要綱では応募資格の年齢が専門学校卒業
期における年齢が満１９年以上から２８年未満となって
いる）。有妻の生徒は応募できない。採用された生
徒は採用日から海軍兵籍に編入され，海軍歯科医少
尉候補生に採用される。手当は１か月３４円である。

品行不良，学業不振で卒業見込みのない生徒などそ
の他海軍士官たるに不適な生徒は委託生を免じる。
この場合にはすでに給した金額を６０日以内に弁償す
る。生徒は学校を卒業すれば海軍歯科医少尉候補生
に採用される。書類提出先は海軍省医務局である。
学力検査は口頭試問と書かれている。

海軍歯科委託生は１９４１（昭和１６）年９月の募集で７
名（１期要員３名・浅野頼雄（日本大学専門部歯科），
田口芳治（東京歯科医専），和田誠司（東京高等歯科
医学校）。２期要員４名（川井尚文，坂 正義，沢田
郁夫，水平敏知）が採用された。３期４名，４期２１
名，５期（昭和２０年）１６名と合計４８名が委託生となっ
た。２期は２年服役のみとして外されている５５）。

後述する田口芳治の文中に，海軍歯科医少尉候補
生とあるがこの名称は１期生だけであり，それ以後
は海軍歯科医見習尉官となった５６）。山﨑 智は「歯
科医科士官並びに嘱託歯科医名簿」を掲載してい
て，そこでは１９４２（昭和１７）年１月 海軍歯科医少尉
候補生出身者（横須賀），１９４２（昭和１７）年９月 海軍
歯科医見習尉官出身者（元山）となって歯科医少佐４
名，歯科医大尉５０名を実名で挙げている。海軍歯科
医見習尉官出身者は１９４３（昭和１８）年９月（青島）では
大尉１名，中尉６９名，少尉１名，１９４４（昭和１９）年７
月の戸塚出身者は少尉９７名と記されている。第１期
以外の委託生は海軍歯科医見習尉官出身者としてま
とめられている５７）。

海軍見習尉官は現役２年の尉官を目指す学徒が応
募した。ちなみに東京歯科医専の６２名の学生が，昭
和２０年３月に卒業延期の措置によって短期見習尉官
として広島県の賀茂衛生学校に入学した５８）。

以下に２名の海軍歯科委託生を追ってみる。
ａ．海軍歯科委託１期生である田口芳治歯科医科

士官（東京歯科医専昭和１６年３月卒業）の場合５９）

海軍歯科委託生の１期生の海軍入隊は委託生採用
の１９４１（昭和１６）年１１月であった。この年における委
託学生は第６８期で軍医科２５名，薬剤科１名，歯科医
科３名であり，歯科医科３名は１９４２（昭和１７）年１月
１５日に海軍省で学生服を第１種軍装に着替え歯科医
少尉候補生として横須賀の砲術学校に向かった。１
か月の基礎軍事訓練を終え２月中旬に築地の海軍軍
医学校に入校した。そして歯科医見習医官となり普
通科学生として実務教育を受け，同年５月に歯科医
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少尉に任官された。在学中の歯科研修は嘱託である
岩澤 易（後に軍医学校教授），藤原隆蔵（後に軍医学
校教授）から指導を受け，時には陸軍軍医学校で松
本秀治陸軍軍医大佐，松木正直軍医少佐から陸軍軍
陣歯科の教えを受けた。

１９４２（昭和１７）年８月３１日に軍医学校を卒業，９月
１日には横須賀海軍病院に勤務となった。６か月後

（昭和１８年）には大竹海兵団に転出し，次いでその１０
か月後（昭和１９年）にはシンガポール第１０１病院に勤
務した。戦後は２年の抑留生活後の１９４７（昭和２２）年
秋，４年振りに故国の土を踏んだ。

ｂ．賀茂衛生学校で終戦を迎えた海軍歯科委託生
（昭和１８年度）佐藤精一見習尉官の場合６０）

佐藤は１９４２（昭和１７）年３月に東京歯科医専入学。
１９４３（昭和１８）年４月に２学年に進級した。
この時事務局の横に『海軍委託生募集』が掲示板

にあった。資格は『歯科医専卒業見込み』で永年現

役服務の終身海軍軍人である。俸給は月３４円５０銭で

試験は７月とあった。自分は赤貧の中から父母が家

業を転業してまで学資を捻出して入学させてもらっ

た。応募を決心した。受験希望者は試験準備で戦陣

訓や勅諭の暗記を始めたようだった。７月に築地の

海軍経理学校で試験を受けた。試験場の庭には手入

れの行き届いた松や植木があり美しい眺めになって

いたが，室内は受験生の熱気で溢れていた。順番が

来て部屋に入ると目の下に足形が二つ白墨で書かれ

ていた。その中に足を踏み入れ直立不動で試験管の

問いかけを待った。『音の速さは１秒に何メートル

だ』『３４０メートルです』『間違えないか』『はい，そ

うです』諮問は瞬時に終わった。身体検査場に行

き，一通りに検査を受け，肺活量，握力は褒められ

た。次の部屋では『パンツを脱げ』と言われ理解で

きずにそのまま躊躇っていると，再度言葉をかけら

れ慌ててパンツを下ろした。恥ずかしくて人前に出

したこともない動作だったので，軍医が何を調べた

のか夢中で何もわからなかった。

７月のある日，勤労動員で神宮外苑のテニスコー

トを畑にするために土を掘り返している時に『作業

止め』と声がかかり，皆整列して話を待った。斎藤

久教授が「只今学校から海軍委託生の合格者の通知

が来ましたので発表いたします」と私の名前も読み

上げられた。私は虚空の思いでにわかに信じられな

かったが，作業に戻った時初めて合格の喜びを感じ

た。

昭和１８年８月１５日付で海軍省から『海軍委託生を

命ず』との辞令を頂戴した。最初の２ヶ月ぐらいは

３４円５０銭の俸給だったが３５円となって広島の賀茂に

行くまで同額だった。手も切れるようなピン札で毎

月定日に支給された。帰省した時には，まず仏壇に

あげ，両親に小遣いだよと言って差し上げたことも

あった。秋が来ると新聞に海軍委託生にはイカリの

マークの襟章が制定されたという記事が載り，間も

なく学校の事務局から黒字に黄色い錦糸で刺繍され

た襟章が手渡された。これで海軍人事局の管理を受

け，軍務局兵籍課に海軍兵職階を登録されて終身海

軍軍人になるのだと身が引き締まった。翌日から詰

襟に海軍の襟章をつけて登校したが面映い心地だっ

た。

開けて昭和１９年度に髙橋庄二郎君（後年東京歯科

大学教授口腔外科学：著者註）と青森の平山州一君

が海軍委託生に合格して東歯では２期目（ママ）の見

習尉官として採用された。この年の春には臨床講義

や患者の実地見学を海軍ゆかりの慈恵会病院や慈恵

医大でするようにと学校の事務局を通じて海軍から

指示された。中島君と母校の授業を休んで都電でし

ばしば行ったものである。慈恵医大の手術見学は大

腿骨の切断術で初めてのことで全く驚いた。そのほ

か若い女性の腸の粟粒結核の開腹術や盲腸手術や

多々，術者の先生や脈を見ながら患者の顔面をしゃ

がみ込んで凝視している真剣な看護婦さんの顔が今

でも忘れられない。また，深川の下谷病院では子宮

外妊娠で開腹された患者さんでは術野に溜まった血

液が吸引の後に濾過清浄され再び輸血されていた。

患者は譫言を言っているのか全身が痙攣していた。

外に出ると母親らしい老婆が髪を乱したまま駆け

寄ってきて『容態は大丈夫ですか』と聞いてきた。

二人は同時に『大丈夫だよ』と声を発して老婆を慰

め励ました。どこの病院や医科大学でも懇切に迎え

てくれた。

戦局が日々危急を告げ昭和１９年には春だけではな

く秋の募集までになった。任用された先輩が士官帽

を被り，腰に短剣をつって母校を訪れた凛々しい姿

に，我々も早くそうなりたいと羨望したものだっ

た。戦局の惨めさなどその現実を知らなかったの
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で，軍艦に乗り，青島で訓練するのだろうと胸をと

きめかせたものだった。

空襲も激しくなって，食糧事情はなおひどくな

り，外食券があればどこの食堂でもお昼は食べられ

たが量が少ないので２枚ぐらいはすぐ使ってしまっ

た。また，友達にせがまれて外食券を何枚か上げて

しまうので，その不足分を補うために雑炊食堂の前

に１時間も２時間も並び，たった一杯の丼のおかゆ

のために辛抱し，夏の暑い日照りに額に汗をし，学

校の授業に遅れじと，駆け足で教室に入ることは日

常であった。並んでも数人前で売り切れたり，空襲

警報で蜘蛛の子を散らし，昼飯抜きの日もしばしば

であった。中島君と喫茶店に入り，大豆を焦がして

作った代用コーヒを飲み，ケーキがわりに小さく伸

びたもやしの白糸を食べて店を出たこともあった。

昭和２０年３月に東歯の海軍委託生の第１期生（マ

マ）の中島君と小生，第２期生（ママ）の髙橋君と平

山君の壮行会が全校あげてホールで開催され，奥村

校長の励ましの言葉を受けた。小生は委託生と見習

尉官予定者を代表して壮行の辞を述べて故郷に帰っ

た。家で工面してくれた『とんかつ』とビールで

『これを食って戦いに勝ってこい』と言われ，横浜

の中島君の家によって特配のビールをご馳走になっ

た。翌朝，東京駅で中島君のお父さんと妹さんに見

送ってもらって詰襟にイカリマークをつけ海軍軍刀

を手にして賀茂に向かった。

その年の春には海軍に志願した全員は身体の強健

病弱にかかわらず採用され，広島の賀茂海軍衛生学

校に集められ，薬剤と歯科と見習官予定者としての

身分で４月１５日入校と命令された。歯科の３００名近

い志願者は全員補習学生となり，我々海軍委託生

も，その補習学生という見習尉官の次位に組み込ま

れて訓練，学習をしたものであった。

佐藤のクラス名は「東京歯科大学５１期」とされて
いて，彼らの名簿の卒業年度は昭和２０年９月－昭和
２１年１０月となっていて異例である。５１期生は佐藤精
一，中島耕三，髙橋庄二郎，平山州一の委託生を含
めて６６名が卒業半年前に母校在学中のまま補修学生
として賀茂の海軍衛生学校に入学した。彼らは半年
も経ないうちに敗戦となったことから，最後の海軍
衛生学校の生徒となったが海軍歯科医科士官に任官
することはなかった。

初めての歯科医科士官１期生は，同期の医師，薬
剤師が海軍に入った時から中尉あるいは少尉に任官
したのに比べて，スタートの時点で４か月の遅れを
取らされた。しかし，その後３．４．５期の３クラス
にはそうした不平等はなかった。

戦後に大学教授となった東京歯科医専卒業生は山
崎 智による名簿５７）などによれば以下の如くであ
る。海軍歯科医見習尉官出身者として渡辺富士夫

（東京歯科大学教授，昭和１８年９月（３期青島）出身
の歯科医中尉），橋本京一（松本歯科大学教授，昭和
１９年７月（戸塚）出身の歯科医少尉），鈴木鐘美（岩手
医科大学歯学部教授，昭和１９年７月（戸塚）出身の歯
科医少尉），高橋庄二郎（東京歯科大学教授，昭和２０
年４月（賀茂）補習学生），山村武夫（東京歯科大学教
授，昭和２０年４月（賀茂）補習学生），奥村晴一（東北
歯科大学教授（現奥羽大学歯学部），昭和２０年４月

（賀茂）補習学生）。そして予備役歯科医少尉（昭和２０
年６月待機）として，松宮誠一（東京歯科大学学
長），中村保夫（慶應義塾大学医学部教授），加藤倉
三（東京歯科大学教授から松本歯科大学学長），嘱託
歯科医として福島秀策（大正１３年連合艦隊，国立ハ
ルビン医科大学歯科医学部主任教授後に東京歯科大
学学長），杉山不二（昭和４年連合艦隊，東京歯科大
学学長），岩澤 易（横須賀海軍病院嘱託歯科医（昭和
７年～）から海軍軍医学校教授となり後に横浜市立
大学医学部教授）と諸氏の名が読み取れる。

２．現役兵として入営した歯科医師の将校への
道５１，６１，６２）

医師が現役兵として入営した場合には，初期教育
の終了後に「衛生部軍医予備役士官」を志願させ
る。試験選抜後に合格者は甲種（将校要員）と乙種

（下士官要員）とに分けられて上等兵になる。３か月
の実務訓練を受けて甲種幹部候補生は軍曹となり，
陸軍軍医学校に入学して半年間の軍医教育を受けて
曹長に進級し，見習士官となる。乙種は陸軍病院な
どで訓練を受けて，３か月後に衛生伍長となり原隊
に戻り配属された。

日中戦争以後は軍医不足で１９３７（昭和１２）年から軍
医予備員制度が始まった。あらかじめ軍医予備員を
志願した４５歳以下の医師は，召集を受けて直ちに衛
生上等兵となり，その後歩兵連隊での１か月の訓練
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で衛生伍長，さらに３か月の陸軍病院での教育で召
集解除の時には予備役衛生軍曹になった。そして再
招集では直ちに軍医見習士官として即戦力となっ
た６１）。志願しないで応召されれば軍医ではなく一兵
卒として扱われた。

以上のように軍医育成機関を陸軍が独自に有して
いるのではなく，軍医は１．軍医志望の選抜医学生
による委託生，２．軍医予備役，そして３．軍医予
備員などの制度によって将校が生まれた。しかし，
歯科に対しては短期現役軍医や軍医予備員の制度は
なかったことから，徴兵あるいは応召された歯科医
が歯科医将校になるためには陸軍では以下の二つ，
海軍では加えて計三つの道があった。

１）兵科将校から衛生部歯科医将校への転科
一つは「転科」である。先ずすでに兵科の大尉以

下の将校となっている歯科医師であれば，所属部隊
長に出願し，衛生部歯科医将校に転科する。なお，
嘱託医が衛生部の歯科将校になることは陸軍ではな
かった６２）。

ａ．在郷兵科将校から陸軍歯科医将校に転科した
松前計吾大尉の場合６３）。

この例（在郷）は松前計吾一人だけだと記されてい
る。松前は１９３７（昭和１２年）３月に東京歯科医専を卒
業し，１９３８（昭和１３）年１月に徴兵検査合格で入営し
た。甲種幹部候補生試験に合格して９月１日に豊橋
予備士官学校に入学した。翌１４年３月に同校卒業し
原隊に復帰し，同日付で陸軍砲兵科見習士官とな
る。同年１０月に南支に派遣された。同地域の多数の
作戦に参戦した。同年１１月に陸軍砲兵少尉に任
官，１９４１（昭和１６）年８月には陸軍砲兵中尉に昇任し
た。翌月の９月に南支から無事に帰還した。在郷中
に依願していた陸軍歯科医将校への転科が１９４３（昭
和１８）年１２月に命じられた。そして，１９４４（昭和１９）
年４月に再度の応召で第４３師団（斉藤義次中将）の新
編成野戦病院付を命じられ，５月にサイパン島に上
陸。同月１９日に第２野戦病院歯科部主任を拝命。６
月からの米軍の上陸によった戦闘で師団は全員戦死
した。１９４６（昭和２１）年８月１０日に大尉に任官した。

なお，第１回陸軍歯科委託生として１９４２（昭和１７）
年３月２０付で初の陸軍歯科医将校に任官した松前五
郎少尉（昭和１６年１２月東京歯科医専卒）と上記松前計
吾大尉との関係は未調査である。

２）兵科幹部候補生から衛生部甲種幹部候補生を
経た衛生部歯科医将校

もう一つは学校教練で「幹部適任」の証書を授与
されている歯科医師が幹部候補生に志願することか
ら始まる道である。入営して３か月の訓練後の幹部
候補生試験を受験する。合格者は上等兵の階級が与
えられ部隊内で幹部候補生教育を受ける。３か月後
の試験と勤務状態によって甲種と乙種に分けられ
る。甲種幹部候補生は将校要員として各地の「予備
士官学校」に入学する。乙種幹部候補生は下士官要
員として部隊内で教育された。歯科医師免許を有す
る甲種幹部候補生合格者は，歯科医将校幹部候補生
に出願し合格すれば陸軍軍医学校に入学できた。不
合格者は，兵科将校の甲種幹部候補生として予備士
官学校に入学した。将校養成の甲種幹部候補生の医
師，歯科医師，薬剤師の教育は主として陸軍軍医学
校が，下士官養成の乙種幹候補生は陸軍病院が担当
した。歯科医将校は少ない採用数のことから相当な
難関であった。大部分の歯科医師は幹部候補生試験
に不合格となり，一兵卒として従軍していた６２）。

１９４１（昭和１６）年３月に東京歯科医専を卒業した菊
池美彦が歯科学報（昭和１９年３月号）に紹介されてい
る６４）。「菊池は翌１７年３月に入隊し，その後本科（歩
兵）幹部候補生試験を受け，これに合格，さらに衛
生部を志願し，昭和１７年１１月９日陸軍軍医学校に入
学した。翌１８年１月３０日同校卒業に際しては首席の
故を以て陸軍大臣賞を授与せられ，同年１２月１日附
を以て陸軍歯科医少尉に任官，目下北支にて活躍中
である」としてその名誉を知らせている。菊池の手
記を短縮して転載する。

ａ．菊池美彦陸軍中尉の場合（小題は著者によ
る）６５）

ａ）徴兵から軍医学校の銀時計へ

在学中に延期していた徴兵検査を長野で受け第１

種合格となり，昭和１７年３月に東京駅に集合して行

き先不明のまま臨時列車で西下した。結局広島で下

車して宇品港から釜山に上陸した。そこから軍用列

車で朝鮮を横断し，南満洲の公主嶺の陸軍歩兵教導

学校に入隊した。ところが１週間ほどで北支軍に転

属となった。保定にある第１１０師団（姫路）の『鷺』

兵団の上坂部隊（連隊）に改めて入隊となった。ここ

は満洲と異なり既に戦地であった。３ヶ月の厳しい
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初年兵訓練で４０度の炎天下に完全武装，防毒面装着

のまま３キロ，４キロは駆け足でこなせるだけの皇

軍歩兵の一員に鍛え上げられていた。部隊に非常呼

集がかかれば私たち教育隊の初年兵も共産八路軍

（パーロ）の銃弾の洗礼も受けた。一期の検閲が終わ

り兵科の幹部候補生試験に合格した頃に師団司令部

から衛生部幹部候補生試験受験の指示があり，石門

の師団司令部で筆記試験と口頭試問を受けた。合格

したのは私一人だった。部隊医務室で特別教育を受

けたのちに，昭和１７年１０月に衛生部甲種幹部候補生

として陸軍軍医学校入学のために保定より単身で陸

路を通り太沽から海路で神戸三宮に上陸した。１０月

末に軍医学校に入学した。１１月１日からの３ヶ月の

軍医学校生活はまさに極楽であった。伊豆畑毛温泉

に泊まり，昼は大場での図上作戦の実地演習，夜は

旅館の丹前に着替えて温泉に入ったり，御馳走を食

べながらこれが同じ軍隊かと初年兵時代を思い出し

て天地の違いを痛感した。村山貯水池の野営，富士

山麓の毒ガス演習，犬の虫垂炎手術など講義に実習

に診療にと様々な教育を受けた。松本大佐，松木少

佐の指導のもと東歯同級生の新潟の手島 聴君と組

んで顎副木の実習もよくやった。３ヶ月の間に上等

兵から見習士官になるのであるから毎月のように進

級し，最後卒業の月には１ヶ月に二回の進級があっ

た。かくして昭和１８年１月３０日，歯科の幹候として

は第二期の卒業生となった。幸運にも卒業に際し陸

軍大臣賞として銀時計を賜り，校長閣下の桃井直幹

陸軍中将の車に同乗して陸軍省の東條英機陸軍大臣

に受賞の申告に行ったことは忘れえぬ思い出であ

る。

ｂ）邯鄲の旅団司令部軍医部勤務とコレラ措置

卒後，北支方面軍司令部軍医部付を命ぜられ宇品

港から空っぽの病院船で秦皇島に着いた。北京の軍

令部に着任したが，即日軍令部在籍のまま『島』兵

団という独立混成第一旅団司令部に配属され軍医部

勤務となった。場所は漢京線を保定より南下した

『夢の枕』の故事で有名な邯鄲であった。

兵団長は温情ある小松崎力雄少将で，勤務は本来

の歯科診療のほかに各種臨床検査（細菌検査もした）

をする検査室主任と衛生兵教育の教官となった。時

には戦傷患者が発生すれば，その収容のために文字

通りの第一線に丸腰の衛生兵と僅かな警乗の兵士を

連れて出動した。しばしば敵の銃弾も浴びた。

昭和１８年７月から２ヶ月にわたって北支方面軍は

太行作戦を行い，『島』兵団も僅かな将兵を残すだ

けとなり，軍医部も部長以下軍医全員が出動した。

残留の長は見習士官の私となり，後は少数の衛生科

士官と兵だけとなった。当時，兵団が警備していた

広大な地区の住民にコレラが蔓延し，軍内への進入

も時間の問題と憂慮されていた。各部隊はコレラ予

防接種を励行し，防疫に対して万全の対策を講じて

いた。また，方面軍防疫給水部にコレラ防疫班の派

遣も依頼していた。

このような状況のある夕刻に他大隊の衛生軍曹が

司令部に来て重症患者が休養室にいるが軍医が出張

中だと私に申し出てきた。早速同大隊本部に患者を

診にいくと下痢，嘔吐などどうもコレラのような症

状であった。すぐに通信隊の軍医に来てもらい直ち

に野戦病院に入院させた。患者は翌朝死亡した。菌

の検査の結果はコレラであった。これが部隊内の最

初の発症患者で以後各地で散発的に十数名の患者が

発生し，患者の収容と防疫に昼夜を分かたぬ活動を

余儀なくされることになった。もちろん私がコレラ

に接したのは初めてである。患者の脱水状態はいく

ら水分補給しても間に合わなく恐ろしい病気だと実

感した。コレラ防疫班の岩瀬軍医大尉以下１０名の班

員が来てくれて，広く分散している一戦部隊全員の

菌検索と予防接種を私どもと分担して行うことと

なった。

折からの雨季で軍用道路は分断された。トラック

の通れないところは乗馬で器材を抱え，私も菌検索

に当たった。培養すると美しい鮮紅色の丸いコロ

ニーが現れ，これを単染色して鏡見すると教科書通

りのコンマ状の菌が認められた。さらに懸滴標本で

矢のような激しい動きを確かめ固定した。後の細か

い分類は専門の防疫班に任せた。

私の指揮した検索班も各地の部隊を廻り，保菌者

３名を検出し，野戦病院に入院させた。保菌者は全

員元気に回復したが発病者は全員死亡した。患者の

摘発，収容，消毒，軍民共に徹底した予防接種，菌

検索並びにその器材の整備，培地の作製，培養，コ

レラ情報の収集，伝達，報告のため私も部下も寝る

間もないほど大変なものであった。憲兵隊の協力も

得て，街の飲食店も全て営業停止にするなど徹底し
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た処置がなされた。私の軍服は朝から夜まで石炭酸

の噴霧を受けて乾く間もなかった。

隷下部隊の軍医全員が私より上官なため軍医部長

に軍医１名の帰隊を願ったがコレラの防疫は全て任

せるとのことで，命令書には軍医部長代行などとご

まかしていた。猖獗を極めたコロナの蔓延も２ヶ月

後には大体下火になった。兵団自体が留守部隊と

なったため兵員が少なかったことも幸いした。作戦

から帰ってきた軍医部長からは最大級の労いの言葉

をいただいた。私もこんなにコレラ菌と深い付き合

いになるとは。

昭和１８年１２月１日に歯科医少尉に任官した。翌１９

年に兵団自体で邯鄲患者療養所を開設した。司令部

の軍医４，５名に私も加わり療養所で歯科を診療す

ると共に庶務主任を兼任した。ここではよく盲腸の

手術の手伝いをした。兵団の作戦命令で部隊付高級

軍医に「歯科嚢」を使って歯科診療教育の教官をさ

せられたこともあった。さらに隷下部隊の巡回診療

にもよく出された。本当の第一線とは７，８名の兵

で守備する敵中のトーチカ陣地であったが，そこも

巡回した。私の５年間に及ぶ従軍中に遭遇した最も

激しい戦闘場面は，この巡回診療で起こった。忘れ

もしない昭和２０年１月１７日に古参の衛生上等兵と当

番兵の２名だけを連れて特殊任務を持った６０名ほど

の部隊に巡回診療に向かった。部隊で隊長と夕食を

取っていると激しい銃声が始まった。当番兵が土塀

の外は敵に囲まれたと伝えてきた。後でわかったの

だが４～５００名の敵の包囲攻撃を受けたのだった。

兵隊は重・軽機関銃や手榴弾で応戦しながら倉庫か

ら米俵を担ぎ出し，土嚢代わりに要所要所に積み上

げていた。最後の時は爆弾庫まで引きあげてくださ

いと副官の少尉に言われ，私も軍刀と拳銃だけを身

につけ，持っていた書類は全部焼いた。いよいよと

覚悟を決めた。連れてきた２名の兵は落ち着いてい

た。夜も開け戦闘は続いていた。午後２時ごろに敵

はラッパを吹いて引き揚げて行った。それから２時

間ほどして救援部隊が到着した。われわれは危うい

ところで全滅を免れた。司令部には一時，東部支隊

全滅という情報が入った。昭和２０年になると周囲の

兵団は南方へ転出のために兵員が減少していった。

逆に警備地区は増大し，当然情況は悪化した。各地

では苦戦を強いられた結果，小部隊，あるいはトー

チカ陣地の玉砕が相次いで起こっていた。

ｃ）終戦と収容所内特設天津臨時兵站病院

８月１５日の終戦は司令部で知った。兵団自体は平

常と変わりなく，９月に邯鄲を引き上げるまでこれ

までの通りの状態が続いていた。９月半ばに邯鄲を

引き揚げ京漢線を北上し定県に落ち着いた。ここで

地区内鉄道の警備に当たり，山西省方面からの軍と

居留民の引き揚げを援護した。毎日のように戦闘は

続いていた。この定県駐留中８月２０日付で歯科医中

尉に進級し，方面軍司令部から独立混成第一旅団司

令部に転属の命を受けた。昭和２１年１月に中央軍が

定県まで進駐し，そこで武装解除を受け，定県から

豊台集中営に移動集結した。さらにそこから天津の

貨物廠跡の収容所に入った。兵団長が収容所警備司

令官となり各部隊は様々な任務に着いた。軍民の膨

大な引揚者が集められた収容所で復員を待った。私

は収容所内に特設された臨時天津兵站病院に勤務

し，外科病棟診療主任を命じられた。外科，歯科，

耳鼻科，眼科，それに居留民患者のために軍隊では

必要のなかった産婦人科まで併設した。病院は軍民

双方の患者で溢れかえっていた。これまで私は司令

部付軍医のような仕事ばかりであったが，ここで初

めて病院勤務に打ち込めるようになった。１月から

４月下旬まで勤務した後，汰沽港より LST で佐世

保港に上陸した。復員完了。昭和２１年４月２４日で

あったと思う。

３）海軍における嘱託歯科医の転科
海軍で嘱託歯科医に「特任制度」（勅令第１２４号）

が適用されたのは１９４４（昭和１９）年３月であり，７月
に特別任用の３６名が採用され２８名が歯科医大尉，８
名が歯科医中尉に任官し，軍医学校で１か月の教育
を受けた。東京歯科医専出身者の海軍歯科医大尉の
任官者名は６名であった６６）

軍の病院で歯科を担当していた歯科医師は，嘱託
として雇用されていたことから長い間身分制度の軍
隊で階級のない嘱託歯科医に光明の射すような画期
的な改正だったと山﨑は述べている６７）。

野戦病院で歯科診療に従事した歯科医師

１．歯科医師として応召
１）藤原 寛の場合
藤原 寛は１９３４（昭和９）年に東京歯科医専を卒業
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し，同校で助手（解剖学担当）を勤めていたところ
１９３７（昭和１２）年７月２８日に召集された。応召以来師
団の野戦病院付きとなって北支戦線に従軍した藤原
は，１９３９（昭和１４）年１０月２１日に召集解除となり母校
に復職し，１９４３（昭和１８）年５月には講師に昇任して
いる。彼は北支の２年３か月間に２回の報告を歯科
学報編集部６８，６９）に送った。藤原が山東省済寧省第七
中学から歯科学報編集部宛に出した手紙（１９３９（昭和
１４）年４月１５日付）６９）を追ってみる。１９３８（昭和１３年）
暮れから同１４年２月の中旬までの行程が記されてい
る。所属は「第四野病歯科」となっている。山東省
の冬は零下１０数度で飯盒の飯も水筒の水も凍る寒さ
である。小題は著者が付けた。
ａ．濟南における歯科診療

１２月２３日に濟南から約１５里ほど黄河を下った石家

圏から黄河を遡って濟南近くに上陸する作戦におい

て赤柴部隊が成功。午後８時１５分に黄河は濁流で流

れてくる大氷塊の間を小鉄船を操って目的とした彼

岸に突入した。この渡河戦では数千名の戦死傷者を

予想したがわずかに数百名に過ぎなく一大戦果だっ

た。岸辺はソ連式の優秀な塹壕が難攻不落を誇って

いたと思われる守備になっていた。我々野戦病院も

赤柴隊に続いて渡河を完了。隊は逃げる敵を追って

寒風の中膠濟線龍山方面から濟南に追っていった。

１２月２７日に赤柴及福栄両部隊が濟南城に流血を見

ずして入城した。皇軍が如何にすさましいか想像で

きると思います。我々も２８日に堂々『野病としての

濟南一番乗り』に凱歌をあげて，敗残兵によった日

本人街焼き討ちの惨の中で接収した濟南病院を利用

して応急修理をして戦病者の収容を始めた。病院は

余燼まだ消えない１万数千坪の広大な建物です。ま

たたく間に昭和１３年の元旦を迎えました。各新聞社

のニュースや映画が収められ得意の場面を展開した

のもこの日でした。

正月２日から歯科診療を開始しました。５日には

塘沽で開業している中富誠君が慰問歯科診療にやっ

て見えて，僕のほうは１日５０人くらいで多忙ですか

ら軍（第二軍）から回状を出してもらい野戦病院は午

前中，中富さんは膠濟線駅前の兵站軍医部で午後診

療してもらったのですが，僕のほうはとても忙しく

午前中では到底片付かず夜も７時８時まで毎日活動

を続けたわけです。

濟南の街は非常に明るく活気があり，周囲は山紫

水明とでも言いましょうか四方はなだらかな傾斜を

以って望まれる一大平原で富士の裾野を思わせま

す。郊外の清遊地としてまた住宅地として最適な土

地です。市内の家賃も安く，人口３９万人余りで歯科

医が１８名，別に日本人が２千人いたのに日本人歯科

医が３名いたそうです。北支も濟南ならば開業をお

勧めしてもいいと思います。日独戦争，濟南事変，

そして今事変と山東の住民は日本軍人に慣れ，親日

的であるように直感しましたし，将来発展性の多分

にある優秀なところだと信じ，大いに推奨するわけ

です。

去年の１１月１１日に陸軍省医務局を通じて岸本部隊

長に送った歯科の器械，材料，薬品は未だ入手でき

ず，『ストッピング』はなし，『セメント』も欠乏し

たので市内へ集めに出ましたが，事変が始まり海上

封鎖以来，青島から大部分を日本から輸入していた

彼らには材料を得る道がなく少々の在庫品を使用し

て間に合わせているのでなかなか出してくれず，

やっと２・３本を集めて治療に間に合わせている次

第です。支那人の歯科医にも二通りあるようで治療

のできるいわゆるクラスのと技工が主なもの，つま

りカリエスでも綿球を詰め金冠を二日ぐらいで被せ

てしまうのがあります。それでも大変高いので驚き

ます。

１月２０日から第二軍本部附陸軍歯科医加藤敏夫殿

（日本歯科医専卒）が小生の仕事の一部を援助してく

れることになりました。西尾部隊の軍医部に行きま

したら，ここには歯科医柩（６個からなり技工もで

きて，『エンジン』と歯科が一通りできる道具が

揃っていて，一等症，換言すれば公務のための歯牙

顎骨の損傷治療はこれを治療して且つ補綴まででき

る）があって，その内から『エンジン』（軍隊では旋

盤と書いて無理な名前で呼んでいます）を借りてき

て２３日まで治療しました。２３日には野戦予備病院が

来たため，早速引き継いだため『エンジン』は数日

でしたが大いに助かりました。特務兵の某君（日大

卒）の１，０００人ぐらいの隊では歯科治療のため同君を

煩わせて特に器械を隊で買い求め，治療に当たらせ

ていたのには感心いたしました。他隊の准尉の方か

ら器械機材の融通を求められましたが自分のところ

も欠乏しているのでお断りしました。また，大阪歯
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科出で歩兵中尉の柿本さんが大隊長の少佐殿をお連

れしたこともありました。上顎左第二小臼歯に因す

る Periostaitis purulenta acuta で腫脹と発熱，それ

に波動を触知できるので切開を主張しましたとこ

ろ，自分はしばらくメスを持たないのでやってくれ

との事でしたので，齦頬移行部を３糎と大きくあけ

ましたら著しい排膿を見て，すっかり楽になったこ

ともありました。３週間の歯科治療ではありました

が新患３４８名，延治療人１，０００名を少々突破しており

ます。

ｂ．大濟口における歯科診療

「１月２５日に部隊は済南を出発し，２７日には『山

は泰山より高きはなく海は渤海より・・』で有名な

泰山を右に眺め，頂上の祠と奇岩峨々たる岩山には

心に描いていた想像を裏切られていささか悲観しま

した」として中国大人の大言壮語に微苦笑を禁じら
れないと印象を語り，夕刻麗なる泰安の街に入って
一泊した。
翌２８日には泰安を出発し，南に下って既に赤柴隊

の一部が先入した大濟口に入城する。泰安から大濟

口までは約３０kmの距離である。大濟口駅（津浦線）

近くに病院を開設した。ここでも付近の残敵との銃

声が時折思い出したように聞えてくる状況であります。

大濟口での歯科診療は２週間に及び，新患１３０名

を受け付け相当に多忙でした。大連の同期の相馬君

（東京歯科大学同窓会名簿には掲載なし：著者註）か

ら郵送された GC社の『テンポラリー，ストッピン

グ』三箱を受け取ってからは活気を呈しました。さ

らに軍が師団軍医部と藤原に足踏み『エンジン』１

台と『ラウンドバー』（「ストレート」６本，「コン

トラ」６本）を回してくれたので精神的にも肉体的

にも安心して自信を持って本格的な治療ができるよ

うになりました。

ｃ．�州における歯科診療
２月１３日に部隊は正午頃強い南風に煽られた黄塵

の中を孔子で有名な曲阜の街に入った。第一線まで

南下してきたことになる。曲阜には至聖林（孔林―

孔子一族の墓：著者註）があり，右手には大成殿（孔

子廟にある中国三大建築物：著者註）などの大きな

建物がキラキラ煌めいていて，二千年の昔を偲びつ

つ大聖人に別れを惜しんで曲阜南門の南に走ってい

る軍用道路を，�州に向かって行進していった。途

中田島閣下が負傷したことを聞いた。閣下は本校同

窓の田島弘之君の父君で幸い軟部の貫通銃傷で済ん

だ。伝令は現地から飲まず食わずに曲阜まで走って

きて報告すると安心と疲労で卒倒した。自分たちの

野戦部隊がいたのですぐに手当ができた。夕刻には

�州に到達して，川辺に待機した。付近には頑敵
（ママ）が多く，彼らは兵糧に苦しんでいて何時逆襲

にくるか分からないので警戒は最も厳重だった。２０

日に危険を侵して入城したが，ものものしい警戒に

は驚かされた。当地は人口１０万人で山東省大３の都

会として重要で，蒋介石が一時ここで督戦してい

た。銃砲声は殷殷として天地を揺るがしている。自

分たちもかつて見ないような緊張と多忙で徹夜を繰

り返して奮闘した。

�州では大きな中学校内に病院を開設し，歯科室
も１５坪の新しい部屋が貰えた。討伐から軍隊が帰る

と歯科が多忙になり，討伐のある日は暇という間欠

的な変な治療日となった。

ここでは初めて野戦衛生材料廠が燐酸『セメン

ト』を供給してくれ，同郷の先輩福井眞穂氏から燐

酸『セメント』の献品を得た。自分の現役時代の同

僚で，今は自分の忠実なる助手である安原一三君が

努力してくれ，簡単な治療とか骨折の顎間固定，抜

去ぐらいはやってくれるようになったので心強く

なってきた。

１５日までに新患受付，延人数は○○○におよび最

初から通算すると新患は○○○名になっている。疾

患では急性歯髄炎が断然多く，ついで歯髄壊疽，歯

槽膿漏，智歯周囲炎，化膿性骨膜炎，残根抜去・・

の順となる。

『今日は又，夕方から特に銃声，砲声がしきりと

聞こえて来ています。非常に近くに響いています

が，又鉄道が破壊されたのかも知れません。十五夜

の月は煌々として下界を照らしています。徐州の形

勢が急迫して来たので十七日電灯の街，懐かしの済

寧を後にしなければなりません。目指すは○○へ○

○へと，敵の主力を衝くべく，さあ僕等は愈々これ

から出発します。』

山東省済寧省立第七中学 第四野病歯科 藤原

寛

藤原は１９３９（昭和１４）年に帰還し，母校で歓迎会を
受けた７０）
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２．兵科兵士への歯科診療専従命令
１）田中正徳の場合７１）

田中は武漢三鎮攻略（昭和１３．６．１１～１０．２７）に参加
したのちの兵科の兵士として一線警備についていた
１９３８（昭和１３）年師走に一兵士として「駐屯間野戦病
院歯科派遣ヲ命ズ」という命令を受けた。野戦病院
は杜甫の漢詩で有名な洞庭湖岸岳陽楼の近くに開設
された。田中は１９３８（昭和１３）年１２月１５日から１９３９

（昭和１４）年５月末までの約５か月間を歯科診療に従
事した。田中は名古屋大学医学部歯科に在籍中に応
召し，１４年６月４日に「野戦病院歯科ヲ解ク」との
命で現隊に一兵卒として復帰し直ちに部隊帰還命令
で故国に帰った。
歯科治療室は大きいが電灯はあるが点灯しなく，

廃墟という感じである。歯科医師としては東京歯科

医学士森 毅学兄（昭和１０年卒）と私の二人で，軍属

でもなく○隊の兵隊でもない，また勿論歯科軍医で

もない一寸得体の知れぬ歯界医師として不完全な治

療室で仕事を始めたのである（原文ママ）」。歯科室
の陣容は二人の歯科医師と事務として衛生軍曹と４
名の衛生兵で人的には整った。田中は不完全な医療
器具や備えのないエンジン，技工器具はなく補綴は
できない。田中は治療歯牙の統計を初め，一線歯科
の情景として消毒，機器備品，また診療中のエピ
ソードなどを記している。歯科の開設に際して野戦
病院長から
行軍将士の戦力増進を第一に力説され，ついで口

腔内の仕事であるから伝染性の疾患の多い当地方に

おいては一層消毒に留意されたいと申し渡された。

ので彼らも大いに注意した。
器械消毒では多い患者数と多い種類の器械のうえ

消毒器が不備であり煮沸消毒ができません。このた

めにクレゾール石鹸溶液に浸す薬液消毒としまし

た。含嗽水は１日分を完全煮沸したものを使用し

た。清水が得られないことは大陸の特徴であり，揚

子江の濁流がその代表です。井戸水は汚水となって

いて，しかも硬水で煮沸すると沈殿物ができて不快

なので，含嗽水にはフクシンあるいは過マンガン酸

カリを少量加えて赤く染めて好結果をえました。ま

た硬水にクレゾール石鹸液を溶解すると石鹸分が凝

固してワタワタができ，これで手指を消毒すると強

い粘着性となって甚だ不愉快でした。そこで貯えた

雨水を使用するとこの点がないので，雨天にはあら

ゆる容器を動員して雨水を貯えたものです。

治療歯牙は１，８５２歯であり，このうち３１５歯を抜去
している。抜歯にはノボカインが良く奏功したとし
ている。
歯科疾患は約７割が炎症であり，その９割強が急

性である。戦線から５里１０里と離れている野戦病院

に兵隊は泊まりがけで来るので治療で引っ張るわけ

には行かないので抜歯を促すことになり，これも困

苦に耐える一戦兵士の一面と言えます。

と記している。彼らの駐屯地である岳州の駐兵は約
〇〇○○名ぐらいなのでその約１割が患者となった
としている。

３．侵攻中の一時的待機期間における兵科兵士の
歯科診療

１）上田重治郎の場合
１９３８（昭和１３）年の武漢攻略戦に参戦した応召兵の

上田重治郎７２）は，自隊の軍事行動に従事している中
で漢口への進軍がかなり長くとどめおかれた信陽で
歯科診療を行っている。朝９時から夕方まで診療し
て１日６０人ぐらい治療をした。
床屋の椅子のようなのがあれば良いが，普通の椅

子にくくりつけてやるのですから大変骨が折れる。

理解のある軍医がいれば誠にやりやすいが中には

『戦争して死にに来たのに，歯一本位何だ』なんて

云う人もいますから堪りません。助手を頼むのは衛

生兵となりますから勝手が何分悪いのです。注射液

は外科用ですから濃度が薄く効きにくいので，コカ

インの錠剤を溶かして使いました。これについては

毒性のことが色々論議されますがそんなことは云っ

ていられません。歯科の材料は山奥ではなかなか入

らないので，保存できないのは抜歯します。歯髄炎

はアルセニックで抜髄します。ポイトなんかで根管

充填はとてもできませんので綿花にオキシパラを浸

して挿入しておきます。一年以内には必ず治療をや

り直すように伝えておきます。

漢口にある海軍第一病院の歯科は完全でした。海

軍は椅子やエンジンなどは船でどんどん運んできま

すから，実際あそこで治療しているものは幸福だと

思った。こちらは蝋燭の火で灯りを得ますが，蝋が

おちて手に火傷をしながら注射したりしている。南
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京や漢口の都会では慰問団が時々来たり，また治療

機関もあります。しかし，第一線近くなると治療機

関はあまりありません。

だから歯科医が隊内に居ればどこでも引っ張り出

されて治療をやらされます。野戦病院にも兵站病院

にも一つ（歯科室：著者註）は欲しいのです。実際第

一線警備にあたっている兵は可愛想です。都会にい

るのはどちらかと云うと雑用するものが多く，戦っ

ている人の歯を治療するのはひどく力が入ります。

上田は兵科兵士を勤め，その余暇で皆が遊んでい
る時に歯科の治療に引っ張り出されていたので休む
暇はあまりなかったと語っている。

戦線における嘱託歯科医（昭和１４年の対談から）

１９３９（昭和１４）年１２月に歯科臨床社によって「歯科
医人の語る興亜座談会」７２）が１２名の大阪地域の歯科
医師らによってもたれ，中国での軍嘱託歯科医師の
体験が報告されている。

１．日中戦争前に巡回診療に従事した浅田彌美陸
軍嘱託歯科医の場合７２）

次に，１９３３（昭和８）年からの３年半を満洲で巡回
診療で過ごした浅田彌美の話を紹介しておきたい。

陸軍は満州事変初頭に初めて衛生機関として衛生
班を設置した。ここに歯科医師が１名配属された。
満州事変が戦時から平時に移行した時期に，現地に
陸軍病院が設置されたことから配属する歯科医師が
必要となった。浅田は三内多喜治や松本秀治のもと
で陸軍病院に勤務（歯科嘱託医：著者註）していたが
この時期に渡満を希望した。彼は１９３３（昭和８）年５
月に陸軍省から哈爾濱への赴任を命じられた。哈爾
濱には既に衛戍病院が開設されていて，浅田の所属
部隊もこの衛戍病院で勤務していた。７月の末に軍
の命令で北鐵東武線（ママ）穆稜に赴任した。この時
の携行品は「歯科の嚢」（表１）一つだった。ここに
野戦病院を開設した。患者はいるが歯科の部屋はな
く椅子もない。廊下の端に木で台を兵隊に作っても
らい「歯科嚢」一つとケーブルエンジン（足踏みエ
ンジン：著者註）で始めた。銃声が聞こえる中で１
日４，５０名の患者はきた。東部地区に出没するのは
主に共産匪（ママ）で積極性に富んでいたとしてい
る。

９月になると国境の東寧への移動を命じられ兵一

名と装甲列車で東部線端緩河から武装兵糧を運ぶ一

個○隊位の連絡兵とソ連国境に沿ってテクテクと南

下しました。１８里はあるので辛い行軍で困りまし

た。東寧では来る日も来る日も１日７０名くらいの患

者をコツコツ治療しました。随分と喜ろこばれまし

た。日本軍の兵舎から国境まで○メートルしかなく

タバコなどを投げてやるとソ連の兵士はそれを吸っ

ていました。ソ連軍は当時から先鋭化していたと云

う話でした。実際歯科の衛生材料には特に困りまし

た。病院には種々の器械は勿論技工材料まで取り添

えてありますが，自分のような巡回診療を主として

いたものには，その目的を十分に達することは到底

望み得ない。けれども「歯科嚢」が唯一の命であっ

た関係上随分大切に使い，こんな有難いものが又と

あろうかとさえ思いながら使っておりました。

在満の三年半で歯科治療をしなかったのは歩く時

間と列車の中だけでした。哈爾濱以東が自分の受け

持ちだったので実に忙しかった。牡丹江陸軍病院に

２年いましたがやはり嘱託歯科医でした。〇〇の問

題はまだやかましくありませんでしたが，実に重宝

がられました。昭和１１年に蜜山方面行きの鉄道がで

きましたのでその方面にも行きました。三年半は誠

に長くその間娯楽はありませんでした。服装は文官

軍服で剣を吊り星章のある帽子を被っていました。

表１ 歯科嚢に収められている用具

種類 数

抜歯鉗子 ４
歯用鑷子 １
歯齦刀 １

共用把柄 ２
充填子 ２
剔子 ２

セメント箆 １
セメント練板 １

除石器 １
抜歯鉗子 ２

薬液注入器 １
抜子挺子把柄 １

歯鏡 １
抜髄針 ６
探針大 ２
探針小 ６
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２．上海陸戦隊における稲本瑞穂海軍嘱託歯科医
の場合７２）

上海陸戦隊嘱託歯科医として，１９３７（昭和１２）年２
月から海軍上海基地で１年半を勤務した稲本瑞穂

（昭和６年東京歯科医専卒）が参加しているのでその
発言を抽出してみる。１９３７（昭和１２）年の海軍嘱託歯
科医は１２名とされている７３）。海軍陸戦隊とは地上で
戦闘する海軍部隊で艦隊員で編成する場合と，鎮守
府の海軍から編成する特別陸戦隊があった。稲本は
日中戦争の端緒となった第２次上海事件に遭遇して
いる。
私は初め第○艦隊司令部付きと言うことで日本を

１２年２月１０日に出ましたが２０日に上海に着任しまし

た。７月に支那事変が起こると私の第○艦隊は支那

方面艦隊と改名されました。配置も司令部付きから

陸戦隊のほうへ変わりました。陸戦隊は歩兵と同じ

仕事ですから銃器も弾薬も陸軍と同じです。ただ，

陸軍を誘導するという任務が違うだけです。

８月１２日に日本人経営の豊田紡績の警備をしてい
た大山中尉と斎藤一等水兵が殺されたことから事態
は緊迫しついに戦争に入るのだが，稲本はこの時の
状況を説明した。そして軍医問題について以下のよ
うに言及している。
軍医制度の問題はもはや現在戦時状態に入ってい

るのだから早急にこしらえないといけないと思う。

上海事件やその後の南京攻略では陸海軍の共同作戦

で陥落し，私はあの激戦で助かったので，これから

は軍医制問題に努力するつもりです。第一線にいま

すと歯痛で戦闘力が鈍ることは実際に見てきていま

すので歯科軍医の必要性を痛感しています。今度の

議会に軍医制問題は出ると思いますが武官としては

難しいのではないか。今は嘱託制度ですがこれに少

し毛の生えた程度と思われます。多分文官ではない

でしょうか。しかし，文官では芳しくありません。

反対する者ではありませんがもっともっと数を増や

して欲しい。上海では私一人でやってきました。陸

軍は陸上にいますからその土地土地でやれますが，

海のカッパは船でやらなければなりません。艦隊の

治療は艦隊でやることになっています。連合艦隊に

は現今○人しかいません。○○，○，○○などに歯

科医が乗っていますが小さな○には乗っていませ

ん。小さな○にいる患者は歯科医の乗っている艦ま

で行くのに相当時間がかかりますので思うように通

えなくその苦痛は大変なものです。

現在のように申し訳程度のものではなく徹底的に

できる制度になって欲しい。現今のように嘱託です

と命令系統はうまくいかないので武官制度にせよと

云うものです。歯科がいまだに嘱託制度になってい

るのは一つは歯科の大学がないからです。○○に云

はすれば大学を出ていなものと席を同じくするわけ

にはいかない。そんなものと位階勲等を同じくする

ことは○○の権威に関わると言うのであります。し

かし，また一部では認識しているものも少々ありま

す。陸戦隊の警部中のところには嘱託歯科医も軍

服，いわゆる従軍服を着てやっていますが，○○に

当たって○○の保証は全然ありません。各学校の当

事者は軍部に入れる人物を十分に見て人格者を送っ

て下さい。○○に舐められないような骨のある人物

を送って欲しいのです。医科の分科の歯科として

やった方が良いという空気がありますが，軍の衛生

方面から見たら最も駆け引きのない考えだと思いま

す。今まで歯科軍医ができなかったのは○○○○に

あり，万年嘱託にせよと言うのです。陸軍の方はわ

かりませんが○○が武官にすれば同じ歩調で○○も

即刻武官として軍医になるでしょう。

３．対談での飯塚淳一郎大阪歯科医専教授の発
言７２）

座談会では歯科医軍医制度の実現を見ないのは，
日本歯科医師会（会長血脇守之助）の無力を物語るこ
とで誠に残念だとの話も出てきたりするが，この座
談会で２年後に大阪歯科医専校長に就任し，戦後は
同歯科大学長，理事長を勤めた飯塚淳一郎教授が発
言しているので纏めてみる。
軍医制度については実現に難色がある理由の一つ

は，今までの制度に拘泥しているのではないか。も

う一つは日本は日露戦争以来歯科医師を必要とする

ほどの大きな戦役がなかったので切実な体験から○

○ができていなかったと思う。欧米では欧州大戦で

歯科軍医が活動したが日本では歯科軍医の必要を痛

感していない。ところが今度の事変で○においても

その必要性は感じたに相違ない。したがってこの事

変を契機にして実現しなければならない。難しいと

悲観したり失望せずに国家的見地からあるいは国軍
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の充実，戦闘力の発揮という点から我々の信念を貫

徹すべく推し進めるべきと思う。歯科医が軍医に敬

礼しなければならないからとかの話は幼稚な話で，

国を挙げて戦っている今日はあらゆる人的資源を動

員して全ての技能を集めて戦い抜かねばならない時

にタワケた話があろうはずはありません。○○（軍

医：著者註）が歯科の治療をやっていけると言うの

かもしれませんが，歯科が専門部門として立ってい

る以上はそんな無理を押し通さなくても宜しく，歯

科医を動員して専門的技能を発揮させれば良いでは

ありませんか。歯科の技術は特殊繊細な仕事であっ

て的確なる治療は歯科医によらなければ十分な効果

は得られないと確信します。

歯科医を文官とする制度の云々は平時ならばとも

かく，戦場で活躍する以上は文官は不完全な制度だ

と思います。軍医制度が存在する以上歯科医も武官

とすべきだと思います。不完全なものを急いで要望

する必要はないでしょう。歯科を医科の一分科とし

て包含する話が先ほど出ましたが軍医は軍医，歯科

軍医は歯科軍医と別々にしておくべきではないかと

思います。すなわち専門的な特殊なものとして制度

の設置を望みたい。

歯科の資質については，医師の持っている基礎的

医学の教育を早急につけるのは難しいと思います。
歯科の専門教育に基礎医学を同等につけるのには１

カ年ないし２カ年位の延長が必要となる。現在の歯

科医専４年制でも基礎医学知識がないわけではな

く，十分とはいかなくても医学の一分科としては十

分だと思います。したがって，薬剤官や獣医官があ

ることを考えれば４カ年の歯科医学教育を受けたも

のが歯科軍医になることは何ら支障があることでは

ないと思います。歯科医師会はもとより歯科医師が

共同し，歯科出身の出征兵士のバックを得て，また

歯科軍医の必要性を認識している各階級の有力な

人々に応援を得てこの事変を契機として実現させな

ければならないと思います。あまり騒ぎ過ぎると○

○に立ち入る恐れがあって却って実現の障害になる

と言う説もありますが，国家のため，あるいは国の

ためになると言う意見を開申することは，国軍の充

実を願う至情から出ることでありまして何ら差支え

ないことであります。

次に歯科医の大陸進出についてですが，今新秩序

を建設する，興亜の隆盛を図る目的から言いますれ

ば，あらゆる方面からの人々の知能技術を動員しな

ければならない事業ですから歯科医も当然おおいに

進出しなければならないと思います。支那は土地が

広く人口も多いが，歯科医術はまだ幼稚でまだ日本

の４，５０年前の状態だと言いますから，日本の今日

の進歩した歯科医術を持って行って興亜事業の一翼

として大いに活動し，彼の民族に口腔衛生の思想を

植え付け民福増進を図ってやらなければなりますま

い。歯科医師だけでなく歯科医学教育も進出せねば

なりますまい。問題の行く人となります。最近あち

らに行っても駄目だと帰ってきた人の話は，いきな

り美味い汁を吸おうという虫のいい話からのことで

あります。この興亜大業の一翼を務めようと出かけ

るからには気長くやる覚悟を持っていかなければな

りません。一時の出稼ぎ根性ではなく大陸に根を下

ろす覚悟で日本の歯科医術を伝え，信用を得て徐々

に地盤を築き２０年３０年の後の実を結ぶと言う行き方

でなくてはならないと思います。我が日本人は過去

に海外に随分出ましたが移民政策にしろ植民地政策

にしろ芳しい成績を見ず，どちらか言えば失敗の歴

史でした。それはつまり取ることのみを考える狭い

島国根性の然らしめた結果です。

しかし，この度の事変を一大転機として東亜新秩

序の建設をも目標として大陸に押し出す以上，経済

的にも政治的にもまたいずれの業務に従うにもわが

国民の頭は「Give and Take」でなくてなりませ

ん。もとよりいきなり提携親善の身をあげるのは難

しいことで先ず郷に入れば郷に従への法則に従うこ

とであります。人情風俗言語をこちらから習う気持

ちでいかなければ駄目だと思います。歯科も経済問

題から離れられないが，取ることを考える前に与え

ることを考える必要があります。支那人だと思って

馬鹿にしたり，ボったりしないことです。今までこ

の点において日本人は支那人に負けていました。支

那は今度の事変で莫大な損害を受けましたが彼ら特

有の粘り強い力を持ってすれば経済的回復は案外早

いのではないかと思います。

教育者の一つのスタンスである。

４．従軍した歯科医師数
日中戦争が始まった１９３７（昭和１２）年当時において
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出征した歯科医師数は，将校（陸軍）・下士官（海軍）
が２０２名，兵士１１８名，階級不明者１２４名の計４４４名
だった。太平洋戦争終戦時に陸軍現役将校は僅かに
３０名（委託生からと思われる：著者註）で，予備役の
陸軍歯科医将校は３２９名だったとされている６２）。陸
軍における第１回転科は１９４１（昭和１６）年１１月１６日で
陸軍歯科医将校に発令されたのは大尉１８名，少尉
１６１名の計１７９名であった６２）。

海軍における第１回転科（特別任用）は昭和１９年７
月１日で歯科医科士官は大尉２８名，少尉８名の計３６
名４２）が誕生した２２）。海軍嘱託歯科医師採用人数は大
正末期から敗戦まで２１５名（内女子２名）であっ
た５４）。そして太平洋戦争末期（昭和２０年）の海軍にお
ける歯科医科士官は４０６名，嘱託１５８名で合計５６４名
であった２２）。

ちなみに昭和２０年８月１５日の戦争終了時の日本軍
の現存兵員は総数７，８８９，１００人（陸軍５，４７２，４００人，
海軍２，４１６，７００人）で，このうち日本本土（含む沖縄
など）の４５０万人以外は中国，朝鮮，南アジア各地な
どで敗戦を迎えた７３）。したがって，終戦時には陸軍
約３５０名，海軍約５６０名の総計９１０名が約７９０万人の歯
科を担当していた。その割合は歯科医師１名に対し
て将兵８，７００人となる。

陸軍歯科医将校名簿（終戦時）７４）は，総数２１８名で
戦死者９名（戦病死１名を含む）と数えられる。これ
ら将校の所属（図１）は南方軍が最多（５９名）で支那派
遣軍（５２名）が次ぐ。次に北方・本土防衛軍（４４名）最
小数が関東軍（３７名）となり人数は各方面軍に分散し
ている。

病院の種類を軍で見てみると，陸軍病院勤務は関
東軍（９４．６％）と北方・本土防衛軍（６１．２％）とに多
かった。兵站病院では支那派遣軍（７６．９％）が最も多
く南方軍（２８．８％）がこれに続くが，関東軍と北方・
本土防衛軍に勤務者はいなかった。野戦病院は南方
軍（４０．６％）が最多の割合となるが，北方・本土防衛
軍（１８．９％）と支那派遣軍（１５．３％）はほぼ同じ割合で
あった。なお，支那派遣軍の陸軍病院は昭和１２年に
ほぼすべて兵站病院に改編された。

歯科医将校の所属勤務先として関東軍は陸軍病
院，支那派遣軍は兵站病院と野戦病院で占められ，
南方軍は野戦病院，兵站病院，陸軍病院の順の多さ
ではあるが３病院に分布している。北方・本土防衛
軍では陸軍病院が多い配属であったと特長付けられ
る。

図１ 陸軍歯科医将校所属（終戦時）
陸軍病院８０名，兵站病院５７名，野戦病院４０名，その他１５名。歯科医将校の多い所
属病院は関東軍が陸軍病院（９４．６％），支那派遣軍が兵站病院（７６．９％），南方軍が
野戦病院（４０．６％），北方・本土防衛軍が陸軍病院（６２．７％）であった。総数２１８名
のうち見習士官，逝去（所属軍記載）を除いた１９２名の分布である。資料は「各軍
別陸軍歯科医将校名簿」（文献７４）加古武男ら編集）による。
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考 察

遅れた陸軍歯科医将校と海軍歯科医科士官の制度
は，「大学令」における歯科医学教育方針，また官
立歯科医学教育機関の設立状況といった国家政策に
おいて同一線上に並べられる。そしてその因はそれ
らの時系列の通り歯科医師育成に大学教育を設けな
かった制度にあると思考する。１９３５（昭和１０）年に口
腔外科担当の三内多喜治陸軍軍医学校教官が歯科軍
医について当局に提出した意見書に「歯科医の素質
は医師より劣ることから優秀な者を軍医にするのに
は困難である」旨を記している。この文を後年自著
に転載した長尾 優は読者による三内評価への懸念
を示している７５）。しかし，歯科教育を受けた軍医が
歯科軍医を新設するよりも適策であるとの意見は，
岡島 格７６）も既に大正期に発言しているので軍医学
校軍医としては一貫した意見だと考えられる。東京
帝国大学医科大学を１９１４（大正３）年に卒業した医師
であり，歯科専門標榜医であった陸軍軍人である三
内多喜治にとって，大学教育のない医育制度から見
た歯科医師の評価は世間並みのことである。した
がって長尾は杞憂し過ぎであろう。劣るとすれば歯
科医師個人の資質の問題ではなく，大学教育を拒否
した制度のなせる結果である。歯科軍医の呼称を避
けて歯科医将校としたのも同様であろう。また陸軍
では軍医と薬剤官は中将に任官できたが，歯科医師
は少将までとなったがこれも同様であろう。

１８８７（明治２０）年に陸軍軍医学校では薬学講習生を
募集し，１８９６（明治２９）年には免許を持っている薬剤
師を募集して，陸軍軍医学校生として教育した後に
薬剤官の任用を開始している。１８７７（明治１０）年の東
京大学創設時には医学部に薬学科が設置されていて
大学における製薬教育の歴史は古いし，大学令で薬
学は規定学部から外されたとはいえ，明治期に高等
中学校（後の旧制高等学校）医学部に薬学科が開設さ
れ，官が薬剤師の育成を行っていた７７）。１９３６（昭和
１１）年から終戦までのある期間（各人異なる）に在任
した２２名の薬剤将校名簿を見ると，少将が１名（大
谷章一，昭和１５．１２．２－１９．１２．２２）任官している。記
載のある１５名の出身校では東大薬学部が８名，他の
７名は官立５名，私立２名となっている７８）。

敗戦まで帝国大学の歯学部は皆無であり，昭和初

頭に官立の専門学校である歯科医師育成機関が一校
設立された他は，私立専門学校だけで育成されてき
たのが歯科医師である。歯科医師と薬剤師との教育
体制の違いは上記のように存在していた。教育レベ
ルが平面上になければ職業格差は職位でも給与体系
にもあったし，したがって官尊民卑意識の強かった
時代にはその意識が社会に定着するのは自然であっ
た。特に明治以来陸軍軍医の主体は東京帝国大学出
身者であり，彼らが歯科の必要性を認識していても
大学卒業生のいない歯科医師を軍医にするという，
職業間にある意識の壁を取り除くのは簡単ではな
かった。

陸軍軍医委託生制度は東京大学医学部の整備をみ
た１８７５（明治８）年に開始されていて，その募集対象
が帝国大学以外にいつから拡大されたかは著者には
不明だが，日露戦争（明治３７．２．８－３８．９．５）中にあた
る１９０４（明治３７）年度の東京帝国大学医科大学卒業生
名簿から，吉良枝郎７９）は同委託学生の卒業生数を以
下のように記している。陸軍衛生部委託学生は７１名

（卒業生総数の８３．５％），海軍軍医学生は７名であり
卒業生のほとんどが軍委託生である。普通卒業生は
７名に過ぎない。そして多数の陸軍委託学生が各グ
ループ１０名前後の五つに別れて名簿に記載されてい
たことから，吉良枝郎は５回の反復召募があたった
可能性を指摘している。通常の医学部委託生は１年
生からなるのだが，日露戦争で他の学年からも召募
したのではないかと推測している。さらに翌年度

（明治３８年度）卒業生（明治３９年７月に卒業）では普通
卒業生は１名だけで，陸軍衛生部委託生は７グルー
プで計４５名，海軍軍医学生は４グループで４５名だっ
た。こうした委託生の多数から，成績の最優秀者を
残してすべての学生が委託生に応募しなければなら
ない雰囲気があったのではなかろうかと推測してい
る。

１９４０（昭和１５）年に陸軍衛生部歯科医将校制度の制
定に至ったが，歯科医師を軍医にする意向は三内多
喜治の意見や下瀬謙太郎の談話が伝えているように
陸軍当局も歯科口腔科の現場にもなかった。この考
えを変えたのは日中戦争であり，開戦後早期からの
顎顔面損傷の多発であった。その治療には口腔機能
回復と顔貌の修復形成という口腔外科と歯科との両
域が一連の治療として必要になったという現実が
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あった。このことは軍医学校と陸軍病院での口腔
科・口腔外科の患者数の著増によって歯科医師の活
動を要求したことを示している。長尾 優７５）はこう
した推移をある人物（池森）による調査研究の結果か
ら転載しているので引用すると「軍部に於いても満
州事変発生以来戦傷患者中，歯牙及顎骨損傷による
口腔外科患者が著しく増加し，軍陣外科中重要な，
一部門となったのみならず，出動各部隊の歯科患者
の診療並びに兵員一般に対し，歯科衛生を積極的に
実施するためには，武官たる歯科医師の配属を必要
とすることを認め，遂に１９４０（昭和１５）年３月３０日勅
令第２１３号をもって陸軍武官等を改正し，歯科軍医
将校の官等を設けられた（原文ママ）」として軍衛生
部当局の意識の変化が切実な実情によったことを示
唆している。また，このような戦傷軍人の現状が
１９３８（昭和１３）年に新任した三木良英陸軍省医務局長
（軍医中将，後に軍医学校長（昭和１８．３．１－１９．１２．
１３））８０）をして歯科医将校の設置を推進させる原動力
になったのではなかろうか。

三木局長は日本歯科医師会奥村鶴吉理事長との会
談８１）で，１．名称に就いて「歯科軍医」でなければ
ならないか ２．歯科医を補習教育によって医師に
して軍医に採用する方法はどうか，と問うている。
これに対し，奥村理事長は１．の名称については拘
泥しない，２．については歯科医師としての職種が
発揮できる立場が必要だとして反対した。衛生部課
長が陸軍における歯科治療に不足はないと述べてい
るのは抗弁であり，軍の決定は他に影響されないと
述べているのは遅かった歯科医将校制度の設置を見
ればその通りである。

既述した三内の追意見の中で「歯科医を軍衛生部
内で確立した立場（歯科軍医あるいは歯科医将校）と
して処遇することは歯科医師法にまつわる論議から
医政上の問題が出てきたときには，これが後世の禍
根となるので第１案の歯科医制度は受け入れがた
い」と島峰 徹はしている旨が書かれている。この
点を長尾は会得できないと記しているが，「兎に角
当時の世相は歯科医の地位は甚だ低調で陸軍だけで
なく他の官庁でも会社でも一般から見る目は歯科医
からは不本意なことが多かったことは忘れられな
い」と述べ，「その因は歯学教育程度の低さが主因
だ」としている７４）。

坂下英明ら１７）は松木政直陸軍軍医によった「戦傷
口腔外科学」講義録の紹介並びに解説論文におい
て，軍事医学における口腔外科と歯科との関係など
と共に，戦時に口腔外科外傷に直面した軍医による
斯学発展への貢献が多大であったことを示してい
る。また歯科医将校制度の遅れた原因は，医師によ
る歯科専門標榜医の取得が可能になっていたことも
該制度成立が迷走した一因ではなかったかと考察し
ている。口腔機能の特性が当時の一元論でも二元論
でも固定された医療態勢と，教育体系による片方だ
けの力だけでは，十全にカバーでき得なかったこと
を示していると著者は考えている。このことは今後
の口腔外科また口腔医科学の発展に対しても示唆的
である。

山﨑 智８２）は，１９３４（昭和９）年から５年弱の長い
期間にわたって陸軍省医務局長の席にあった小泉親
彦局長らによる歯科軍医制度の反対派の強固な理由
は，医師と歯科医師を並列にすることを嫌ったこと
にあるとしていて，衛生部の軍医，薬剤，衛生の中
に歯科医師を軍医とは別に加えることで，歯科医将
校を軍医がこれを統括するということをもって実力
反対派の了解を得たと思われると推理している。小
泉親彦は東京帝国大学医科大学を１９０８（明治４１）年に
卒業した陸軍軍医であり，１９３３（昭和８）年８月から
１９３４（昭和９）年３月まで陸軍軍医学校長を勤めたの
ち，陸軍軍医総監（陸軍中将相当官）となって陸軍省
医務局長に就任した。三内の意見書は１９３５（昭和１０）
年５月なので，小泉が陸軍省医務局長の職責にある
時である。小泉は１９４１（昭和１６）年から第３次近衛内
閣と東條英機内閣における厚生大臣を１９４４（昭和１９）
年まで勤めた人物である。

官学である東京高等歯科医学校が軍医学校に強い
影響力を持ったことなどから官学と私学，大学と
専門学校などの関係における裏面史について，山﨑
智８３）は豊富な資料から歯科医将校成立までの経緯に
血を通わせていることに言及しておかなければなら
ないが，本稿の趣旨とは異なるのでこの課題はここ
で筆を置く。

野戦病院の歯科はどのように行われていたのか。
本稿では，北支軍隊で異なった野戦病院で歯科診療
に従事した藤原 寛６８）と田中正徳７１）との報告をみ
た。共に武漢攻略戦に参加していることから同時期
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に従軍していたと思われる。東京歯科医専の解剖学
助手（帰還後口腔外科助手）であった藤原は応召の時
に野戦病院の歯科診療に従事することを命ぜられ，
２年２か月間を戦闘隊と一緒に移動し，その間歯科
診療に専従した。しかし，事前の軍医学校での教育
は受けていない。一方の田中は歯科医師だという兵
科一兵卒が，転戦の途中で野戦病院歯科に派遣され
５か月間を歯科診療に専従した。

召集された兵士は慌ただしく入隊して直ちに戦地
に赴くので，歯科疾患を国内で治療する時間はな
い。最前線では口腔清掃ができないので，歯髄や歯
周の炎症が急性化し痛みと咀嚼障害でみるみる痩せ
ていく。歯で死ぬことはないと司令部は考えても，
戦地の部隊長にとっては士気に影響するので何とか
したい。藤原や田中は歯科に専従したが，隊長に
よっては隊内の歯科医師に戦闘の合間を縫って歯科
診療をさせていた。

また野戦病院の歯科医師が前戦に巡回診療した
り，他の野戦病院で臨時に治療したりしている。野
戦病院は軍直轄でなく師団下にあることから歯科医
師を兵科将兵から適宜選択して野戦病院付きにして
いたようである。融通を隊長が利かせることができ
たということで田中の場合がそうであろう。

戦闘時の兵士が歯牙疾患を兵站病院まで行って受
診することはなく，急性痛や急性炎症の寛解は勢い
野戦病院の歯科の仕事となる。将兵が歯科疾患で不
都合を囲っていたことは予測を超えているが，同時
に歯科医師も器材薬品などが初期から不足していて
状況に適した満足な治療が行われていない。

藤原の応召は盧溝橋事件（昭和１２．７．７～同年７．９）
の発生した３週間後である。盧溝橋事件（同月１１日
北支事変と近衛内閣が命名）は一旦停戦協定（１１日支
那駐屯軍参謀長と天津市長，１９日対国民政府第２９軍
首脳）が成立したが，１１日の時点で日本政府は内地
３個師団の華北派兵を臨時閣議で決定した。２７日に
は日本政府は３個師団の動員を承認し，参謀本部は
事変の拡大を決定した８４）。この辺の経緯が藤原の召
集に関係したのではなかろうか。盧溝橋事件勃発後
に武力による拡大派と外交力による不拡大派との対
立は激しくあったとされているが，結果的にはその
後に北京や天津など各地で衝突が起こり日本軍はこ
れらの地を７月２８日までには占領した。８月９日に

上海で大山事件が生じたことで，８月１３日には日中
両軍が戦闘を開始（第２次上海事変）した。８月１５日
に日本政府は「支那暴戻膺懲」（支那のぼうれいを
ようちょうす）を声明し，南京への渡洋爆撃を開始
した。この南京爆撃によって日中戦争の火蓋が切ら
れた。このことから実際の日中戦争は８月１５日を
もって始まったというべきであろうと小林英夫は述
べている８４）。

藤原が同年８月２９日付で歯科学報編集部に送った
第１報６８）では，日時，場所はすべて○○でそれと知
らせるのは「排日大学として有名な南海学院」が書
かれているだけである。内容は
上陸したが連日の豪雨で１２里の行程は泥海と化

し，時には臍まで浸かる深さとなって目的地まで

４，５日を必要とした。先発隊は車両の転覆，人馬

材料共に泥にまみれようやく目的地に達したが，行

李部隊は引き返すなど難行軍になることが判明した

ことから，貴重な医療材料と多くの荷物を持つ彼の

部隊は行程の変更命を受けて船路で河を遡って日本

租界に到着した。寝場所が床だったり入浴洗濯は求

むべくもなく，水筒の数滴で洗面をしたり内地では

想像もできない食事であった。また当地の人心は概

ね安定しているが租界では将士が狙撃を受けること

もあり，また少数部隊の単独行動では襲撃された

り，宿営に夜襲があったりで警戒は厳を極めてい

る。しかし，全軍は小癪な支那軍を蹴散らし，一気

呵成の勢いで○○線を南下する機会も遠くないと

思っている。残暑が厳しい時期だが雨のためか夜間

は毛布１枚では寒いぐらいで，自分は健康も順調で

全員元気旺盛で来るべき大開戦に思うように活動が

できると確信している。

という調子である。この報告から７か月余後の第２
報では既述したように○○はほとんど無く，行程が
日時，場所と明確に書かれている。

藤原と田中の手紙・報告から興味を引かれるのは
次の３点である。

第１点は藤原の場合は歯科医師という専門職で応
召された。上海で日中両軍の戦闘が開始され実質的
な戦争となりだしたのは８月１３日（南京）だが，藤原
の応召は内地３個師団の満州派遣を司令部が命じた
７月２７日のその日である。一方の田中は兵科から衛
生班付歯科医の転属となった。藤原も田中も衛生部
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歯科医の所属であったろうが階級が不明である。
１９３１（昭和６）年の満州事変後に大部隊の衛生班に歯
科医は１名ないし２名が配属になったとされてい
る。また歯科医将校の誕生後は野戦病院に１名の歯
科医将校が軍医１７名に加わるとされているが，充当
できるだけの歯科医将校数は得られていない。野戦
病院，兵站病院，陸軍病院での一部の方の手記を見
たが歯科医療担当者の実態調査は，加古武男の調査
によった歯科ペンクラブ（廃刊）の論文が貴重な資料
となっているに過ぎないようであり，また既にオー
ラル・ヒストリーを取集する８５）のには遅過ぎる時代
となっている。

２点目は歯科治療に必要な薬品材料，機器など携
行は日中戦争開戦初期から不十分であったことか
ら，陸軍は現地調達が最初からの計画であったの
か。藤原とやや遅れた田中の歯科治療への従事は，
開戦直後からなので次第に必要品の携行あるいは補
給が不足したということではないようである。戦時
は平時と異なりあらゆることが不足不便となるので
それを勘案しても，戦時における将兵の口腔管理に
陸軍衛生部は人的に，また物量的に注意を払った施
策をとっていたとはとても考えられない。「陸軍に
おける歯科治療はこれまで不足の状態とは考えてい
ない。」と１９４０（昭和１５）年に陸軍医務局課長が，全
国歯科医師会長に説明した言を拝聴し同意した各地
区歯科医師会長はいなかったであろう。

第３点は藤原の所属している第４野戦病院の行程
の記載が第２報では一転して示されていることであ
る。憲兵隊による検閲は満州だけでなく華北，華
中，華南の日本占領地まで広がっていて８６），出征兵
士が現況を家族等に知らせることは検閲され軍規か
ら厳しく制約されていた。隊の行動日程と場所を藤
原が記した第２報は，「防諜上要注意通信」として
処理されることなく野戦郵便局から水道橋の東京歯
科医専に配達されていた。ただし，この件は本稿の
趣旨に含まれないところである。

さて，召集された４名の歯科医師は最前線で種々
の立場で歯科治療を将兵に行っていた。戦火の中で
藤原は入隊した時から野戦病院付き，田中は途中か
ら野戦病院への派遣を命じられ，上田は兵科の一兵
卒の働きの合間を縫っての二役であった。浅田は満
州事変と日中戦争の戦間期にソ連国境近く（満洲の

東側）の部隊へ巡回診療を嘱託歯科医として行っ
た。彼ら歯科医師は戦線の多数の将兵が歯科医によ
る治療を求めていたことを示している。同時に器
機，薬品，歯科材料の不足によって知恵と腕に多く
を頼ってもなお不十分な治療をせざるを得なかった
ことも示している。さらに，部隊と行動を共にする
野戦病院の歯科医は戦傷患者で病院が忙しい時には
その治療を助け，その後に近隣部隊からも押し寄せ
た多数の歯科患者に忙殺される。藤原は「僕自身と
しては常に多忙，辛苦の限りを尽くしていたと言い

得る」と述べ，浅田は３年半の間に歯科診療をしな
かったのは「歩く時間と列車の中だけでした」と
語っている７１）。

では野戦病院より前方の地で戦っている第一線部
隊での救急的な歯科治療はどのようにして行われて
いたのか。藤原は言う８７）。
歩兵，騎兵，砲兵，工兵，輜重兵，衛生隊など移

動の激しい部隊には隊医扱があり，その中の『歯科

嚢』で軍医が暫間的にやるか衛生兵に言い含めてや

らすかしているが，到底『歯科嚢』（表１）の道具や

薬品では我々のような専門家でさえ困難を感ずるの

であるから，まして〇〇に於いておやである。軍医

部では将兵に『クレオソート丸』を持たせている

が，歯痛の兵隊には『クレオソートを詰めておけ』

と言うのが普通で，それでも治らなければ医務室に

行って軍医か衛生兵に『歯科嚢』によって治療して

もらうのだから，暫間的なことしかできないことに

なる。であるからして当然の要求として，たまたま

兵隊に歯科医がいると，それを引っ張ってきてやら

せるのであるが，例の『歯科嚢』だけではしょうが

ないのである。部隊長の判りが良いと別途会計か何

かで『足踏みエンジン』とか歯科要請生材料若干を

買ってくれるものもある。』

さらに進んで瀬戸安雄８８）によれば以下のような部
隊も存在した。
野戦病院での歯科治療開始が広報で知らされると

門前市をなすほどの将兵が潮の如く我先にとやって

きた。我々の方が面食らったほどだ。長い間の戦闘

でいかに歯痛に苦しんでいたかが現れている。それ

に比し歯科治療には毛頭考えが及ばなかった現今の

〇〇医学（軍陣医学：著者註），これで長期戦に入っ

た現在では体力に自信が置けるのであろうか。大い
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に疑問とする。昔から『病は口から』と言うではな

いか。しかし，最近ではようやくその必要が認めら

れてきつつある。その好例として最近派遣された軍

属歯科医のごときもその適例と言えよう。現在我が

〇〇隊では，技工班なるものを構成して，部隊の駐

屯地を十日，二十日と巡回して欠損歯牙の補綴を

行っている。この技工班なるものは兵下士官にして

歯科医なるものが当てられ非常なる好成績を上げて

いる。

と報告している。
野戦病院では彼らは歯牙疾患だけですむわけでは

なく，中支では罹患者が９割にもなるマラリア患者
は肝臓と脾臓の肥大に陥るが，この患者は口内炎特
に潰瘍性や重篤な壊疽性を伴いやすいので注意が必
要だとしている。また，チフスとして入院してくる
発熱患者が白血病の口腔内所見で診断され輸血で治
癒して痛快を感じたこともあったとしている。

瀬戸は歯科に関係する戦場における戦傷患者とし
て砲弾破片創，寒中銃創，馬蹄傷を挙げている。馬
蹄傷は船積みの際や行軍の途中で馬が暴れて顎骨骨
折，歯牙破折，歯牙脱臼がかなりの数になることを
藤原も指摘している。

藤原は体験から将来の希望として以下のように記
している。
戦線での歯科治療機関を完備して，即ち一ケ個大

隊○名の軍医を必要とする如く，歯科医も大隊に○

名は必要であって，勿論野戦病院にも常置の『歯

科』を編入して，常に兵隊のよき相談相手であり，

治療機関であり，戦闘に際し，歯科疾患に対し一つ

の不安もなからしめる様，平素より心掛けるべきこ

とが肝要であると思考するのである。即ち，歯科軍

医制度によって，従来のものと，変換せられるべき

ものであることを熱望している一人である（原文マ

マ）。

日本軍将兵に対する戦時の歯科診療体制をこれま
で観てきたところであるが，対する米国軍隊につい
て簡単に観てみる。

米国陸軍における歯科部隊の芽は古く１９０１（明治
３４）年とされていて，J．S．マーシャル軍医 MD が陸
軍歯科部隊設立の父といわれている。陸軍歯科軍医
試験ともいえる Army Board of Dental Examina-
tion は同年２月に第１回が行われこの年の１２月の第

３回試験で３０人の定員のうち２８名が決定した。１９１１
（明治４４）年３月に法律で「US Army Dental Corps」
の設置が決められた。このことはそれまで「den-
tistry」「dental profession」「dental surgeon」とい
う用語は法的な意味を持たなかったが，軍に正式な
歯科部隊が設置されたことで歯科が専門職だという
正式な認定を受けたこととなった。つまり，歯科医
の社会的な地位が確立したことを意味していた。
軍医と遜色のないためのロビー活動が歯科医師に
よって活発になされた。第一次世界大戦（１９１４．７－
１９１８．１１）では移動用のシェルターに治療椅子を備え
たユニットを開発した。この時歯科軍医は１，６８４名
がヨーロッパに駐留して活動した。

１９２３（大正１２）年には歯科軍医学校が開校した。志
願兵に歯牙と歯周，そして咀嚼機能に関する口腔審
査が果たされ戦間期には８％もの兵役不適格者が生
じたが，戦時中にその基準を緩くしたことで０．８％
まで減少して多数が召集された。１９４１（昭和１６）年１２
月８日の真珠湾爆撃の時には現役歯科将校は３１６
名，予備役２，５８９名（計２，９０５）だった。１９４４（昭和１９）
年１１月には歯科将校は１５，２９２名の今戦時最大数とな
り，内７，１０３名が海外にいた。１９４２年に Major Gen-
eral（歯科軍医少将）が生まれた。各師団（army divi-
sion）には通常３０人以上の歯科医師が配置されてい
た。第二次世界大戦では１８，０００人以上の歯科医師が
活動した８９）。

米国陸軍医務局の医史部門による報告には，特に
第二次世界大戦における歯科医療のあり方が記され
ている。入隊にあたっての口腔審査の基準によった
入隊不適格者，入隊後の歯科ケア，また戦時におけ
る審査基準の緩和と戦線における治療方針などかな
り詳しく記されている。戦時における治療の原則は
将兵が歯科疾患と咀嚼障害で，彼らの十分な戦闘能
力が発揮できなくなることを避けることに置いてい
る。平時のように食事の種類を選択できない野戦で
は，劣悪な咀嚼機能が兵士に与える心身への悪影響
は避けられなく，したがってこの点から急性炎症治
療だけでなく歯牙，粘膜と欠損歯牙に対する治療方
針が建てられている。補綴治療の適応と処置内容は
かつて歯科軍医自身に任されていたのが，第二次大
戦では明確な基準が作成された。将兵に対する歯科
医療提供のポリシーを明確にすることで戦時に適し
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た治療の細部を具体化した９０）。
海軍では「US Navy Dental Corps」が１９１２（明治

４５）年に医務部の一部として法的に設置された。将
校は現役と予備役からなり，まず少尉か中尉に任命
された。１９１６（大正５）年に歯科将校は海軍将兵
１，０００名に１名の割合と決められた。１９２３年に歯科
医学校（US Naval Dental School）が海軍軍医学校の
歯科部門として開設された。真珠湾攻撃で２名の歯
科軍医が死亡し，４名が受傷した。大戦で最終的に
歯科将校は７，０００名，歯科技工士は１１，０００名に達し
た。南太平洋では将兵に顔面外傷が多発したし，多
数の歯科軍医がガダルカナル，タラワ，サイパン，
硫黄島の戦闘で戦死した。１９４５年１月には移動式の
歯科治療ユニットの第一号が動き出した。これは艦
隊から離れて地上での隔離された地域や埠頭での分
隊などに適応できた。また，４隻の歯科診療用船が
造船される予定になっていたが，これは終戦になっ
たことから中止となった９１）。

日本における歯科医将校制度の成立は，歯科医師
あるいは歯科医療の社会性の確立を求めた日本歯科
医師会のみならず歯科界の長年に及ぶ願いが叶った
ことであった。軍制度の中に専門職の部門を設置す
ることが，その職業の社会性を確立する上で重要な
ことは，米国陸軍の歯科軍医制度においても記述さ
れていて各国共通であろう。階級制度の軍隊にあっ
て軍内における歯科供給に関する公的な意見が歯科
医師から発言できるようになったことは重要であっ
たし，歯科将校の誕生で歯科医療の需給環境も好転
し，また歯科学生への好影響も多かった。

軍人であっても国民の一人として，健康への配慮
は政府として平時であろうと戦時であろうとあって
然るべきであり，軍国主義であろうと民主主義であ
ろうとそれは普遍的なことだと思う。野戦病院や兵
站病院に勤務した歯科医師が，個人的な努力で歯科
治療の将兵への医療供給に工夫し，そこには軍医と
部隊長の意向が強く影響していたことが伺われた。
また，現地に開業していた日本人歯科医師の支援も
大きかった。日中戦争開始の時から歯科医師を衛生
部付きで野戦病院で歯科診療させていたこと，戦場
で一兵卒の歯科医師に歯科診療をさせたり，転科し
て歯科室を作った歯科医将校に兵士から歯科医師を
選択して助手として移動させたり様々な場面を知る

ことができた。如何せん歯科への軍と政府の目線は
斜め下方であり，それは制度として歯科医療供給の
量と質の不足を招ねかせたと考えられる。当時の困
窮さを考慮しても歯牙と歯周組織などへの急性疾患
に対しては戦時兵士の歯牙疾患統計から勘案して軍
としての適切な措置が採られるべきであったと考える。

吉田 裕は兵士が直面した死と飢餓・疾病・戦傷
からアジア・太平洋戦争の一面を著していて，その
中で軍における歯科治療の遅れを長期戦への対応不
備の一要因として指摘している１）。

おわりに

日中戦争から太平洋戦争終戦までの８年間で，戦
病死した将兵は約２５７万人（日中戦争４４万６５００人，太
平洋戦争２１２万人）であった７３）。終戦時には７２０万人
の日本軍将兵が国内外に残置していた。本稿では軍
医学校の性格から主に歯科医将校について記載し
た。この中で数人の手記を紹介させてもらった。さ
らに歯科診療に従事した歯科医師によった野戦病院
での状況も記した。軍隊に専門職としての歯科医師
の職位制度設立が遅かったことは，将兵への歯科診
療の供与が戦中を通じて極めて低かったことの象徴
だと考えられた。戦局はいよいよ厳しく国内経済は
逼迫していたのだが，動き出した歯科医将校制度に
は畑を作ったら種は播いてもらいたいという印象で
ある。

政府や軍部が戦争に突き進んだのは，全面的な長
期戦争を予想したことではなかったとされている。
杉山 元陸相が事変は２か月で片付くと天皇に上奏
したくらいである９２）。しかし，目論見は楽観に過ぎ
事態は８年間に及び最悪の結末となった。加古武男
氏らは後世われわれに伝えるべく，陸軍歯科医将校
の資料と手記を纏められた。また１９４４（昭和１９）年に
海軍見習尉官となって終戦時には歯科医少尉であっ
た山崎 智氏は日本海軍歯科医士官の歴史を膨大な
資料から独力で著作とした。国家存亡に際して自身
の職業で貢献できた達成感，母国に帰還がかなわな
かった同業者である兵科将兵と歯科医将校への哀
悼，そして何故歯科医将校制度がかくも遅い設置で
あったのかという無念が両書共通の思いであった。

軍陣医学における口腔外科が，今日の歯科医学歯
科医療の一面の礎になっていることが軍医学校の歴
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史から知り得た。加古氏は自著の中で想像を働かせ
て読んでもらいたい旨を編集者として書かれてい
る。軍という膨大な人数の組織，そして平時戦時と
私たちには想像のつきにくい環境の中での歯科医師
の仕事を理解するための背景知識は著者にはほとん
どなかった。したがって，その一端の基礎知識とし
て軍病院と日本軍階級とについて触れたが，記述は
不十分とのお叱りを受けるかもしれない。

軍医や歯科医将校は本来の任務を常に遂行できる
わけではなく，爆砲撃によって設備を破壊され，衛
生材料，薬剤がなくなった時に無用の長物となった
歯科医将校の諸官が，警備隊長，輸送指揮官，夜間
切り込み隊長となり一般軍医と共に死闘せざるを得
なかった事実，つまりこれが戦場の常であったと加
古氏は記している９３）。

軍医がどのような実戦の場を送っていたのかは帚
木蓬生作「蠅の帝国」「蛍の航跡」（新潮社）から教
えられた。文献として引用していないので優れた著
作にお礼を申し上げたい。
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