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はじめに

1937（昭和12）年７月に始まった日中戦争は，国
民の日常生活を大きく変えた。総力戦体制が始ま
り，教育も初等教育から高等教育まで全てが例外で
はなくなった。戦争は日本の軍部・政府の予測とは
違えて，年々兵力を増しても戦線拡大はするが戦勝
には至らなく，泥沼の深みへと進んでいった。政府
は日中戦争の終結に米国の仲介を期待した。一方
ヨーロッパでは，1939（昭和14）年９月にドイツが
ポーランドに侵攻することで第二次世界大戦が始
まっていた。日本はドイツの破竹の戦勝によって日
独伊の三国同盟を結び，またドイツの勝利を目論ん
だ軍事政策を中国と東南アジアでとり続けた。これ
によりついには米英と戦火を交えるに至り，1941
（昭和16）年12月８日に太平洋戦争を勃発させた。
国内体制は，日中戦争開戦から太平洋戦争に向かっ
て戦時体制が強化されていった。

本稿の主題である大政翼賛会医界新体制協議会は
そうした一つであって，太平洋戦争開戦直前の1941
（昭和16）年11月26，27日に催された。近衛内閣の
謳う「新体制｣，つまり国家統制に医科と歯科にお
ける教育と医療を，どのように合致させるかという
問いに対する斯界の答えを期待したのであった。し
たがって，発表者は斯界の指導者であり，歯科から
は22名が選ばれていた。複数の歯科医専校長から歯

科医育は歯科医専で行うことを止めて，口腔専門医
とした医師の育成策が新体制にふさわしいとして発
表された。つまり現行の医歯二元制を一元制にする
のが良策であるとした。歯科医師の育成課程の問題
は，世界的かつ古くからの課題で国際学会でも論議
され，また世界では二つの教育制度が動いてい
た1,2)｡

その提案者はいずれも歯科界の指導者であり，学
校制度が整備されてきた時代とともに大半を歩み，
歯科の発展に尽くしてきた。該協議会の総会ではこ
の主張はその後の進展を期待させる委員長報告にも
ならず，つまりこうした考え方が発表されたという
程度に収まっていた。しかし，歯科界では一元化希
望者による推進運動がこれを契機として先鋭的に全
国的な組織運動の様相を呈し始めた。そしてこの運
動は現行維持派と大きな軋轢を短期間生じさせた。
一元化推進運動は，すぐ先に発令が予定された「國
民醫療法」(1942（昭和17）年公布）によって示さ
れる医療者の一体化という，希望的解釈によって生
まれ進展したが，國民醫療法公布と官選歯科医師会
長の決定によって瞬く間に衰退した。この出来事は
第１回歯科医術開業試験から57年，歯科医師法制定
から35年，大学令実施から22年の後に起きた，しか
も戦時の事であった。

本稿では，この出来事が歯科医学教育のあり方に
関する論議であったことに視点をおいて検証してみ
たい。本出来事の先行研究は見当たらないが，限ら
れた資料から経緯を調査すると，戦前の歯科医学教
育史として欠落させることはできない歴史的な事実
であった。なお，考察の視野を広げるために太平洋
戦争開戦直前という時代背景に相当数ページを費や
した。
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本主題は誌面の関係から２部に分割し，１部を大
政翼賛会医界新体制，２部を國民醫療法，総括と考
察，そして参考文献とした。

大政翼賛会医界新体制協議会と歯科医育

1941（昭和16）年11月26日から大政翼賛会の主催
する医界新体制協議会が，接収された東京会館の該
会本部で２日間にわたって行われた。ここでは当時
の歯科医専の校長などによって，歯科医育のあり方
について根本的に相違する二つの意見が述べられて
いたことが記録されている3,4)。そこで医界で望まれ
る新体制に関する論議を考察する上で，当時の「新
体制」という官民一体の運動を理解しておくことが
必要なので，まず太平洋戦争前後の状況について大
政翼賛会を通して纏めておきたい。

１．大政翼賛会と第二次近衛内閣方針
大政翼賛会（1940（昭和15)．10.12－1945（昭和

20)．6.13）は，第二次近衛内閣（1940（昭和15)．
7.22－1941（昭和16)．7.18）が「新体制運動」を
推進するための組織として設置した官制国民運動団
体である。近衛は枢密院議長を辞任(昭和15.6.24)
して，自身の次期総理の出馬にあたって「新体制運
動推進」の決意表明をした。

近衛内閣（第一次）は，1937（昭和12）年７月７
日に日支兵の衝突に端を発した盧溝橋事件（支那事
変と呼称することを閣議決定（同年9.2)。現在一般
的に日中戦争と呼ばれている）の直後に発足した内
閣で，国策の方針を1940(昭和15)年７月26日に｢基
本国策要綱｣5)として以下（著者短縮）のように閣議
決定した。すなわち，

①「八紘為宇」によって世界平和の確立をもたら
すことを基本理念として，｢皇国」を核心とした日
本満州支那の強固な結合を根幹とした「大東亜の新
秩序建設」を行う。このために新事態に対応できる
国家体制を確立して，国家の総力を挙げて上記の国
是の具体化に邁進することを基本的な方針とした。

②国防および外交として，国家総力が発揮できる
国防国家の体制を基盤として，上記の国是を遂行す
るのに遺憾なき軍備を充実する。外交では大東亜建
設の新秩序建設を根幹とすることから，まず支那事
変の完遂にその重心を置く。国際的な変局情勢を大

局的に観察し（原文：達観)，建設的かつ弾力的な
施策を講じて皇国国運の進展を期す。

③国内態勢の刷新として，
ａ．国体の本義を一貫とした（原文：透徹）教学

の刷新とともに自我功利の考えを排し，国家奉仕の
観念を第一義とする国民道徳を確立する。なお科学
的精神の振興を期す。

ｂ．強力な新政治体制を確立し国政の総合的統一
を図るとして，官民協力して各職域に応じ国家に奉
仕することを基調とした新国民組織を確立するとし
た。ここで言及されている新国民組織が結果的に大
政翼賛会となった。その他，議会制度の改革や官組
織の刷新などを挙げている。

ｃ．皇国を中心とする日満支三国経済の自主的建
設を基調とした国防経済の確立のために９項目が挙
げられ，それらには自給自足経済の確立，生産・配
給・消費の一元的統制機構による計画経済，財政計
画と金融統制の強化，主要食糧の自給方策確立，交
通運輸施設の整備拡充などとともに，教育関連では
重化学工業と機械工業の画期的発展や科学の振興と
生産の合理化，日満支の一致した発展のための国土
開発計画などが挙げられている。学生報国隊の満州
北支派遣や，高等教育機関での文科系から理工科系
への変換と理工科系新設などがその後行われるが，
これらは上記の教育刷新の関連とみられる。

そして，同時に近衛は時局についての外交基本政
策として閣僚に内定した東條英機（陸軍大臣)，吉
田善吾（海軍大臣)，松岡洋右（外務大臣）の四人
だけで次の４項目をたてた。１．日独伊枢軸の強化
２．対ソ不可侵協定の締結 ３．東アジアにおける
イギリス，フランス，オランダ各植民地の東亜新秩
序への包含 ４．アメリカとの衝突は避けるが，そ
の実力による干渉は排除する。さらにこの方針に陸
海軍（昭和15.7.26．大本営政府連絡会議）によっ
て決定されていた「世界情勢の推移に伴う時局処理
要綱」(昭和15.7.27）が加わった。そこには上記の
３については仏印，蘭印，その他南方諸地域に対し
ては戦争相手を極力イギリスに限定して武力行使す
るとした。この外交基本政策でついに対米開戦の覚
悟が，このレベルの決定まで盛り込まれたと北岡伸
一は述べている6)。しかし，このような推断に対し
ては，｢ドイツ戦勝の見通しがつくようになったら
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早きに臨み，むしろ進んで独伊との提携や南方進出
も考えようという程度を出なかったのがその事実」
で，近衛は英米と対立する南方進出の考えは毛頭
持っていなく，なんとか早期に支那事変を解決させ
たいことだけが唯一の念願だったとの反論もされて
いる7)。

しかし，日本が「東亜の安定勢力として興亜共栄
圏の盟主になる構想や，対ソ攻撃，中国侵略と並ん
で南方進出」とするとの方針は1936（昭和11）年８
月７日に広田弘毅内閣の「国策の基準」8)として決
められていた。こうした方針が政府の責任ある決定
とされたのは1936（昭和11）年のこの時点が最初だ
と遠山茂樹らは述べている9)。そして，この根本国
策実現のために，｢国防軍備の充実」｢外交の刷新」
「政治行政機構の改革」｢財政経済政策の確立」が
掲げられて，陸海軍ともに軍備，兵力の増強が大幅
に図られた9)。世界最大の戦艦大和（起工：1937.
11.4.進水：1940.8.8．就役：1941.12.16．最期：
1945.4.7．沈 没)10)と 武 蔵（起 工：1938.3.29．進
水：1940.11.1．就役：1942.8.５．最期：1944.10.
24．沈没)11)はこの時の建造である。

第二次近衛内閣は「大東亜共同経済圏」を日本が
中心となって建設するための「国防国家体制」を確
立するという基本的な国防政策を変えていないが，
対米国を想定した文言である「(三）満州国ノ健全
ナル発達ト日満国防ノ安固ヲ期シ北方蘇国ノ脅威ヲ
除去スルト共ニ英米ニ備ヘ日満支三國ノ緊密ナル提
携ヲ具現シテ我カ経済的発展ヲ策スルヲ以テ大陸ニ
対スル政策ノ基調トス而シテ之ガ遂行ニ方リテハ列
国トノ友好関係ニ留意ス（原文ママ)」と明記した
のだが，その後の日中戦争から太平洋戦争に至った
推移は，外交の停滞とナチスの欧州における緒戦の
好戦況に惑わされた時代の悪い回転が窺える。

なお，第二次近衛内閣の基本方針の理念である
はっこういち う

「八紘為宇」とは，国語辞典では「(神武紀「掩八
紘而為宇」はっこうをおほひていえとせむ）世界を
一つの家のようにすること。第二次大戦中は大東亜
共栄圏の建設を意味し，日本の海外侵略を正当化す
るスローガンとして用いられた（スーパー大辞林，
三省堂)」と説明されている。そして，｢大東亜の新
秩序建設」という言葉は第一次近衛内閣（1937(昭
和12)．6.4－1939（昭和14).1.5）によって1938(昭

和13)年に中国国民政府への呼びかけとして用いら
れていて，これが第二次近衛声明(昭和13.11.3.)と
されている。日中戦争が起きた半年余のちに近衛首
相は，蒋介石の国民党が和平案（中国駐在ドイツ大
使・トラウトマン工作）に応じないことを原因とし
て「以後国民政府を対手とせず」(第一次近衛声
明，昭和13.1.16）と声明して日本政府は国民政府
との交渉を放棄した。これにより戦争終結の手がか
りを自らが捨て去った。近衛はこの前言（第一次声
明）を是正するために，10か月後に第二次声明とし
て「大東亜の新秩序建設」を用いて，中国政府が容
共抗日政策を放棄し「東亜新秩序」に協力すれば和
平を拒否するものではないとしたのであった12)。

日中戦争は，蒋介石政権の軍隊と中国国民による
抵抗が開戦時の予測とはるかに異なって，日本は長
期消耗戦に引き込まれていた。このため日本国民の
戦争体制への思想統一と全面的な動員が，画一的組
織によって行われる方策が緊急の課題となってい
た。近衛には親軍新党を望む軍部や国民の統合に
よった強力な政治指導力を期待した，ある程度軍部
に批判的な昭和研究会などの異なった意見の集団か
らも期待が集まっていた。親軍新党派はナチスに擬
した一国一党によった「国防国家」の建設を望み，
昭和研究会などは軍部や官僚の独裁を牽制するとと
もに満州事変以来の悩みであった政治と軍事の分裂
を救いたいと願っていた12)。こうした根本的な違い
が両者にありながら，既成の政党組織にとらわれな
い「革新的」な勢力を結集しようとの意図において
両者は一致していた12)。近衛自身は第一次近衛内閣
の体験から「統帥と国務が別になり，これを繋ぐの
が陸軍大臣だけとなっているが，その大臣が内閣の
死命を制するほどの力を持っていたので国務が統帥
に操られる弱い造作に過ぎなかった。このため支那
の政策から脱却するためには，もはや既成政党では
無理で国民世論の後ろ盾を得て，全国に根を張った
新しい国民的な組織と，それの持つ政治力を背景と
した政府が成立することで初めて軍部を抑制するこ
とができるとの考えに至った。これが第二次近衛内
閣での希望であったところ，期せずして昭和15年春
あたりから国民組織をという声が出てきて，これが
いわゆる新体制運動となった｡」という意味を手記
している13)。したがって近衛は支那事変の終結のた
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めに国民組織である大政翼賛会を設置して，これを
背景に軍部を牽制することを意図した（ブリタニカ
国際大百科事典：大政翼賛会（ママにあらず))14)と
もされている。しかし，近衛の意図が明確になるこ
とは同時に呉越同舟の集団の意図との齟齬を明らか
にすることでもあり，結果的に観念右翼（皇国思想
の極右）によって大政翼賛会は「幕府的存在」(天
皇の大権を封じてしまう）だという強い反対意見も
表出した。こうした経緯から大政翼賛会（総裁は総
理大臣）が発会するにあたって，近衛首相は大政翼
賛会の性格を最終的には公事結社（政治に関係のな
い公共の利益を目的とする結社。例えば衛生組合の
ようなものと近衛は説明した)として出発させた15)｡

言葉として「大政」とは「天下の政治」で「翼
賛」とは「力を添えて助けること。補佐すること」
と説明されている（スーパー大辞林，三省堂)。発
会式（昭和15.10.12）で近衛は「大政翼賛会の綱領
は大政翼賛・臣道実践という語に尽きる。国民は誰
も日夜それぞれの場において奉公の誠を致すのみで
あると思う｡」と述べたが，これは政党を解党して
まで「バスに乗り遅れるな」と大政翼賛会に合流し
た政党人など，またこれを利用しようとしていた各
方面の人々にとって唖然とした声明となった12)。

議会では旧既成政党からの翼賛会批判は強かっ
た。憲法違反，アカという攻撃が続出したのも，根
本的には大政翼賛会が「一国一党」的な存在にな
り，議会をも含めてその影響力が行使されることへ
の危惧であった16)。議会（昭和16.1）では翼賛会の
性格について近衛首相は政府が主であり，翼賛会は
これに協力する縦のものだと答弁し，観念右翼の指
導者でもあった平沼騏一郎内務大臣はさらにはっき
りと，大政翼賛会は政治結社でなく公事結社だと断
言した17)。1941（昭和16）年２月には，つまり結成
後３か月には公事結社として政治活動は禁止され，
同年４月に機構改革が行われ改組された。その後東
條英機内閣（1941( 昭和16).10.18～1944( 昭和19).
7.22）は大政翼賛会（東條首相が総裁就任）の実践
団体として大日本翼賛壮年団を結成した。また，
1942（昭和17）年６月にはそれまで各省の監督下に
あった産業報国会，大日本婦人会などの国民組織運
動団体などを大政翼賛会の傘下に収め，また町内会
や部落会をも組み入れた。大政翼賛会は設立前に立

憲政友会，東方会，国民同盟，立憲民政党，社会大
衆党など全ての党は解党して大政翼賛会に参画18)し
たほど大きな期待を多方面に一時的に抱かせたが，
結局は大山鳴動して鼠一匹に終わった17)。しかし，
大政翼賛会は官僚化した行政組織として政府の方針
を国民に伝え，国民を動員する機関18)として敗戦に
至るまで大きな役割をした。隣組は５軒ないし10軒
程度で形成された町内会の内部組織であり，すでに
1938（昭和13）年には「交隣相助，共同防衛」の目
的で制度として作られていて19)，それは常会を開く
ことで政府の意向を住民の隅々まで通達するととも
に物資の配給，貯蓄，公債の割り当て，出征兵士の
見送り，金属回収まで取り仕切った。そればかりで
なく，思想統制や住民同士の相互監視なども役目と
し，憲兵支配の強化と相まって治安対策的にはほと
んど完璧な権力支配が翼賛会によった作りあげられ
た19)。1945（昭和20）年６月13日に大政翼賛会は，
本土決戦体制への移行に伴い解散し，鈴木貫太郎内
閣のもとで創設された国民義勇隊へ発展的解消を遂
げた20)。

医界新体制協議会4,21)

さて，大政翼賛会によった医界新体制協議会は，
太平洋戦争開戦11日前の1941（昭和16）年11月26日
に開催された。その雰囲気は活気というよりは，こ
れまでにない殺気溢れた総医界の言論の場だったと
今田見信は追憶している22)。該協議会議員（ママ）
として総数138名が選ばれ，この内歯科からは22名
であった。歯科の議員は，島峰 徹案と日本歯科医
師会案などから選出された。

１．大政翼賛会と医界新体制協議会との関係
該協議会開催の経緯が厚生歯科学会例会（今田見

信会長）(昭和16.11.18）において木下正一（大日
本新医界建設同志会委員長）が以下のように講演し
ている23)。｢若手の医師（東京帝大医学部卒）たち
によって医のあり方を語り，実践するための昭医会
という同志の集まりが作られた。次第に自分たちの
精神と医道の修練から，国家社会のために直接役立
つことをすべきだと現在の国家情勢から考えるよう
になった。これまでの個人主義，自由主義から国家
意識に燃えた新医界を建設するための同志会へと変
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化した。過去３年になる日支事変は，10万前後の戦
死者が出ているというが自国では年間15万人が結核
で死亡している。実に大きな国難が日本の国土に侵
入して国力を蝕んでいる。医科，歯科，薬科，保健
衛生，看護婦，産婆は各分野で活動しているがそれ
らは目的に向かって血と精神が通った有機的な結合
がされているのであろうか。あまりにもバラバラで
はないか。医育機関は東京に８つぐらいあるが樺太
は皆無であり，学資がなくても資質が伸ばせるよう
にしなければ国家に有意な医人が養成できないなど
などと国内には不均等が普通になっている。

医界新体制を考えるとき，医界の全ての分野が一
つの目的に向かって総力を結集する。各分野がその
使命を認識して，手を繋いで心を一つにして実際に
活動しなければならないと考えて，昨年『日本新医
界建設同志会』を発会した。このような問題意識で
運動をしてきたことから，大政翼賛会の第１回中央
協力会議に医界代表は出ていなかったが，同会議の
委員である医師にお願いして『医界新体制確立の
件』という議題を出してもらった。小泉親彦厚生大
臣がその委員でもあったことから，翼賛会内部との
関係が取れ出してきた。一方私たちは翼賛会の柳川
副総裁，石渡事務総長や幹部と厚生省衛生局長をお
招きして『医界新体制有志懇談会』を開催して，医
界からの協議会を大政翼賛会のなかで作ってもらう
要請をした。今回の大政翼賛会医界新体制協議会の
目的は，この緊迫した時局下で一億の同胞を前に
『我々医人はいかなる心構えと方法によって有効適
切かつ迅速に医界の全力を集結して我ら国家的重大
使命を果たせるか』という問題を協議することで
す｣。

２．医界新体制協議会開催4,21)

当日は出席議員の125名とともに，橋田邦彦文
相，武井厚生次官，加藤衛生局長，高野予防局長他
に翼賛会本部から安藤副総裁とその関係者の出席に
よって協議会は開催された。午前９時半に開始さ
れ，宮城遥拝，国歌奉唱，出征将兵に対する武運長
久の祈願，皇軍将兵への感謝の辞，北島多一日本医
師会長による誓いの詞，大政翼賛会東條英機総裁挨
拶（代理)，橋田邦彦文相と小泉親彦厚生大臣の挨
拶（代理）があって開会式は終わった。総会議長に

吉田 茂元厚生大臣が推薦され，副議長として佐多
愛彦博士が議長から指名された。翼賛会狭間組織局
長から，該会議開催に至る経緯と趣旨が説明された
後に以下の４事項が各分科会議題とされ，それらの
議題について講演と質疑応答が行われた。また，分
科会長（下記括弧内）は吉田議長から指名された。

第一分科会：医道昂揚(高杉新一郎前海軍医務局長),
10題，歯科からの講演はなし

第二分科会：医育刷新（熊谷岱蔵東北帝大総長),
24題,この内歯科からの講演８題(演
者６名）

第三分科会：医業改善（北島多一日本医師会長，
慶應義塾大学医学部長)，
43題，同９演題（７名）

第四分科会：保険国策確立(廣瀬久忠元厚生大臣),
44題，同９演題（７名)。

歯科委員による歯科医育刷新に関連した講演とその
演者は以下のごとくであった。
第二分科会

ａ．歯科医育の向上発展に関する件：正木 正(慶
應義塾大学医学部予防歯科学教室研究主任）

ｂ．医育刷新の方向に関する提案：加藤清治（日
本歯科医専校長,日本口腔学会長(ママ))(欠席)

ｃ．歯科大学を設ける事：島峰 徹（東京高等歯
科医学校長）

ｄ．歯科医師を医師たらしむる事：島峰 徹(同)
ｅ．医界を一元化して統制強化を図る：佐藤運雄

（日本大学専門部歯科長，日本大学歯科医学会
長（ママ)）

ｆ．医育刷新の目標とその対策：佐藤運雄（同）
ｇ．歯科医師をして医学校上級に編入し修学せし

むるの件：熊谷鐵之助（広島県歯科医師会長）
（欠席）

第三分科会
ａ．歯科医学会の全国統一に関する件：岡田 満

（慶應義塾大学医学部歯科学教授，慶應義塾大
学歯科医学会長（ママ)）

第四分科会
ａ．医業改善の方策：蓮見 宏（埼玉県歯科医師

会副会長）
ｂ．歯科医師の如き末梢臓器専門医師の存在を廃

し医師に属せしめ眼科耳鼻咽喉科の如く口腔専
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門医とするの件：今田見信（厚生歯科学会代
表)

３．歯科医育に関する講演要旨
下記は今田見信による記録21)である。ただし正木

正のものはその記録にないため奥村鶴吉と高津 弌
の対談24)で語られた内容を記載した。

１）正木 正：歯科医育の向上発展に関する件24)

現状の歯科医学教育における改善策を以下の内容
とした。時代に即した学問の内容に教科内容を向上
させる。各種学校として存在している日大の夜学，
京北歯科医学校，広島の女子歯科医学校などは廃校
して整理統合すること，歯科大学を設立する希望，
歯科の教科を現在の医科大学の歯科学講座の制度の
中で教えても必然的に下級の技術者を製造するに過
ぎなくなる（著者註：医歯一元制に対する反論)，
歯科医専卒業生の医学校三年編入を可能にする，歯
科医専校長会を中心に歯科医育評議員会を設置して
教育上の必要事項について互いに相談研究したいな
どと述べた。そして「特に学校における精神教育を
高めていくように努めなければならぬと主張されま
したのです（対談の奥村鶴吉による原文ママ)｣。上
記の各種学校については1925（大正14）年の歯科医
師法中改正で歯科医師の受験資格はこれを専門学校
卒業生に限ると議会でも明言してあるので，遅すぎ
るくらいであるとこの座談会で奥村鶴吉は指摘して
いる。

２）島峰 徹：歯科大学を設ける事21)

医師，薬剤師，獣医師の全てに大学教授があるの
に歯科だけないのは不思議である。国内にあっては
歯科医師の実力と社会的地位の低下の原因となり，
海外に対しては大国である我が国としての均衡を失
わせている。昨年陸海軍で将校としての採用制度が
始まったが，之を軍医と呼ばないで歯科医師少尉な
どとし，また他科は中将が最高位であるが歯科は少
将で止む。これは教育程度も考慮された関係ではな
いかと危惧している。歯科においても他科と同様
に，指導的階級たる者の養成機関として大学設置は
急務と認められる。

３）島峰 徹：歯科医師を医師たらしむる事21)

歯科医師は医師ではないとする現行法によって歯
科医療行為において医師法に抵触する点が多々あ

る。このことは国民保健衛生と重大な関係を持つこ
とから，法的な制約を除き，歯科教育の向上を図る
という両面から

甲：将来の歯科医師は医師にするとの大本を定
める

乙：現在の歯科医師に最低１年半の医学教育を
行い医師とする道を開く策を講じる

丙：現在の歯科医育を刷新し，内科，外科を医
師と同程度に果たすことで一般医学の大本
を習得させる。

以上の乙丙は目下の事変において前線における軍
医不足を補足すべき急務策だと信じる。

４）佐藤運雄：歯科医師を医師たらしめ医界を一
元化して以て其統制を潤滑強固ならしむ21)

医療行為を行う者は凡て之れ医師たるべき社会常
識より見ても法規上より推しても当然の論なり（原
文ママ)。両者を合同一元化することで初めて医道
昂進の徹底がなされ，また保健衛生等の諸国策樹立
に完全が期される。

歯科医師を医師にする方策
（ア）臨床経験５年以上の者は，厚生大臣の認

定によって之れを専門医として歯科または口
腔科の標榜を認める。

（イ）上記に達しない者は以下により前条の許
可を与える
１．臨床経験５年に達した時
２．４年制医学専門学校の後半２年の学科目

と同様の学科につき２年間の講習（医学
部，医科大学，医専）を修了した時

将来養成する歯科医師に関しては次の議題で述
べる。

５）佐藤運雄：医育刷新の目標とその対策（著者
註：歯科公報における同一報告論文内で「医育
改善意見」とされている）
目標：学問的要求―医学と臨床の向上発展（専

門医養成が合理的）
国家的要求―医師増加計画（養成機関の短
縮を図る)，大陸進出および農漁村定住の
奨励（都市開業制限）

計画：専門科医の養成（社会の要望と専門に絞
ることで実質的教育期間を普通医３年，専
門医５年とすることで短縮）
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６）加藤清治：医育刷新の方向に関する提案（提
出書類からの記載)21)

医育統一体制を樹立するための一項として，現歯
科医育機関の課程を医師と同等の内容を修得させた
口腔科専門医の新教育機関の設立に政府の賛助を希
望する。新教育機関設立は国庫補助または半官半民
の医育営団組織により現存歯科医専機関を活用する
こととし，教員の身分保証，待遇改善をなし医育刷
新の積極化を図る。

７）今田見信：歯科医師の如き末梢臓器専門医師
の存在を廃し医師に属せしめ眼科耳鼻咽喉科の
如く口腔専門医とするの件21)

歯科は医学の１分野であることに異論はない。
28,000名の歯科医師と９校の歯科医専になっている
のにも拘らず，国民の口腔疾患は結核と同様に累増
をし続けている。このことは歯科医学が局所医学の
域を脱しないで，発達普及してきた結果に外ならな
い。明治時代に歯科医師法が制定された時代と歯科
医学が進歩した現在とでは異なり，口腔疾患は全身
の健康と不可分の関係にあることは判然としてき
た。このことから予防医学の進歩とともに，今後の
口腔疾患の対策は局所医療では解決できない。一
方，国民保健確立をもって国防国家建設の一翼を担
う者として，今日の高度に進歩充実した歯科の内容
から歯科医師が医でもなく技術者でもないが如き現
在の特殊な医業態を廃止し，全てを医師としての口
腔科専門医として立てるようにしてもらいたい。

４．医界新体制協議会総会委員長報告（昭和16年
11月27日)25)

大政翼賛会の出版書に該協議会の委員長報告が載
せられているので，医科での刷新と歯科関係を見て
みる。

１）医道昂進（高杉第一分科会委員長）
医界に対して今や一般社会，行政官省そして医界

自体の三方面から新体制の樹立が望まれている。未
曾有の国難に遭っている現在において，医界への国
家的要請には大なるものがある。国家の要請に即応
する新体制には，医道の昂揚による皇国医道の確立
が最重要だと確信している。その方法として医道の
理念を明徴にして，その理念に準拠する実践方法を
樹立して断行する。そもそも皇道政治の基本は祭祀

と仁愛にある。皇国の臣民たるものは大御心を奉戴
して忠と孝とを生活の骨子としているのに鑑みて，
医たるものの行いは慈愛の念をもって国民に臨み，
国民からは信頼，感謝，尊敬の対象となることが皇
道を翼賛し奉る医の道であると確信する。これには
先ず己が踏むべき道を守り，医師相互に関し，並び
に一般社会，ことに病弱者に対する道義的観念を強
化し，国民の健康を保持して国家の要望に沿う心が
けが大事だと思う。

その実施方法として１．全医師を網羅する一団体
を組織して，医道の修練を行う ２．医育を刷新し
て，特に精神教育を強化する ３．医師法・医師会
令，歯科医師法・歯科医師会令を改正して，医師，
歯科医師の使命，職分を明確にする ４．医訓の制
定（軍人訓のようなもの) ５．日本精神の根本で
ある家族主義に則り医師の累代家業を奨励する
６．医療制度によって生じる種々の弊害を除去する
７．医道精神に反する医業広告の廃止

２）医育刷新（熊谷第二分科会委員長）
医育の刷新は皇国医道に沿ったものでなければな

らない。換言すれば，医育は皇国民たる自覚を有す
る完全な医人の育成にある。医術の施行者たる人間
を社会に送るに止まらないで，医を通じて国家に奉
ずる信念を有する医人を社会に送るべきであるとい
うことが結論に達した。24提案のうち歯科医育に関
しては６議題だった。医育に関しては，１．人とし
ての修養に資する教養面を医学習得と併せて摂取す
る。指導者の修養もまた必要である ２．医育を一
元化（大学と専門学校の２方式を大学だけにする）
し，新しい構想の大学とする４年を大学の修学年限
として後半の１年は実習だけにして，卒業とともに
実務に従事できる能力を持たせる。高等学校を大学
の予科として年限を２年して一年の短縮を施す
３．予防医学をさらに充実させて治療医学を並行さ
せるが，予防医学の従事者は治療医学を知悉しなけ
ればならない ４．医学教授に外国語で行うことは
止めるべきであるが，外国語の修得すことの必要性
は別である。その他，学位，専門医，医学実習機関
などが纏められた。
歯科医の教育については「精神教育を樹立するこ

と，更に歯科医師を医師たらしめることにつきまし
て論議されましたが，歯科教育機関を整備し，歯科
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の大学教育も要望されたのであります（原文マ
マ)｡」この２点に要約できると思うと報告された。

３）医業改善方策（北島第三分科会委員長）
歯科医学に関する報告に止める。
歯科医学では「歯科を医学の一分科たらしめるべ

く，そうして口腔外科というような名前においてや
ろうといふ議論が話されたのであります。また歯科
の学会は現在分立している此学会を統一して一本に
しなければならないという議論も唱えられたのであ
ります（原文ママ)｡」

４）保健国策確立の方策（廣瀬第四分科会委員
長）

議題は45（ママ）と多く報告も多いが，制度，組
織に関する問題とは別に実質上の問題として１．結
核対策 ２．母性，妊産婦，乳幼児保護について熱
心な論議が多数あったと報告された。これらの問題
が実際には遅々として進まない。結核の撲滅もでき
ない，乳幼児の死亡率も減少させられないという予
防方面における進歩が遅れたのは医師だけの責任で
はない。政治家が科学を政治の内容に取り入れな
い，政治家が科学的，医学的基礎の上に政治を打ち
立てる熱意が足りなかったこと，政治家の力が足り
なく，勇気も足りなかったことが主な原因との意見
が多かったと政治家の廣瀬委員長は自省を述べてい
る｡

５．奥村鶴吉の講評24)

後日の商業誌（日本歯科評論）における対談で，
奥村鶴吉は「第二分科会では歯科医育について直接
的課題が提出された。特に歯科を医科の一科とする
いわゆる医科歯科一元制への言及が島峰 徹，佐藤
運雄などの歯科医育機関の主要人物から主張された
ので注意を引いた」とし，各講演について彼の印象
を下記のように述べている。

１）佐藤運雄発表について
佐藤氏はまず医育刷新の基本を述べて，その方針

に従って歯科の問題を解決するとした。そして，将
来の医育の基本を専門医養成とし，その専門医を都
会に開業させ一般医は都会以外の開業地とする。育
成法としては医学校においてまず３年間で一般医学
全般を習得させる。現在４年間を３年に圧縮してこ
こで医師免許を取得させる。その後に２年間を専門

医教育にあて，専門医となればその専門科を標榜し
て他の専門科は並診しない。したがって歯科医（マ
マ）になる場合も他の専門医と同様に３＋２の５年
間とすると述べた。

しかし，第二分科会の委員長報告では医育は４年
間で全ての科目を学習させる。最後の１年間は専ら
臨床修練を行う。年限を短くするとすれば高等学校
の代わりに予科を設けて予科の方で年限を短縮す
る。専門医に関しては専門の権威をさらに明確にす
る必要があるとした。したがって，佐藤講演とは一
致しない委員長結論になっている。

委員長報告では要望として「歯科医を分科医とす
る」と記述されているが，之に関しては雑誌（著者
註：委員長報告）での報告文章では簡略に過ぎて誤
解されやすい。第一に精神教育を主に歯科医育を早
急に刷新しなければならない。第二に歯科医師を医
師にすることについても討議された。第三に歯科教
育機関の整備と歯科大学設立の要望が出された，と
報告されているので歯科医師を医師にすることを委
員会で決めた，あるいはその論に傾いたという字句
はその文章中にはない。また臨床医と保健衛生技術
官，基礎学者，研究者などを専門科教育の中で別々
に行うことを佐藤講演は提議しているが，之らの社
会医学，予防医学も治療医学と並行すべきであり，
また臨床実習もすべきで臨床の修練のない者が社会
医学や予防医学を行うことはよくないというのが第
三委員会の考え方だった。

また，佐藤氏は歯科医師を専門科医師とした折に
は現在の歯科医師は次のようにするとした。開業な
いし勤務して５年以上問題なく過ぎているものには
医師とし，未満のものは講習を行って補うとした。
しかし，かようにしても内科や外科を標榜するわけ
ではなく，やはり歯科医療を行うので歯科医師出身
の所謂医師が医師界において特殊部落を作るに過ぎ
ないと思う。佐藤案通りにすると，都会には歯科専
門医があるが地方にはそれがなく結局３か年終了の
全科が医歯科診療（ママ）を行うことになる。それ
で果たして上手くいくだろうか。

２）島峰 徹発表について
歯科医師と医師との関係問題は古くから論議され

ていて世界的な課題でもあり，特に歯科医師を医師
にすることは別段新しい議題ではないが，そこに歯
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科大学問題が一緒に提出されたので複雑にはなった
が興味を惹くことになった。

1936（昭和11）年に第９回国際歯科医学会（ウ
イーン）の時にチースチンスキーン教授（ポーラン
ド）は，調査結果を提示し会議参加者の意見を求め
た。医師になってから歯科医師としての教育をする
制度は，イタリー，オーストリア，ハンガリー，
チェコ，ユーゴスラビア，ルーマニア，ソ連邦など
のヨーロッパ東部南部においてであり，これらが口
腔科制度を採っている。その他のヨーロッパ，また
日本，米国，カナダも皆最初から歯科医師としての
教育制度である。示した地図には修学年限も期して
あるが口腔科制度では７～９年と長くなっている。
彼は以下の３案についてアンケートを取った。

A 案：９年の口腔科医制度，最後の２年間で口
腔科を学習させる。B 案：A 案を８年とし口腔科の
学習期間は同様である。C 案：５年半として初めか
ら歯科医師として教育する。日本の血脇先生は歯科
大学の設置と医科と歯科との教育を互いに交流させ
る方策を骨子とした。故中原先生は C 案で，島峰
先生はそれらの案にはどれにも当てはまらないで今
度出した案と同じと思われる。島峰先生は，｢歯科
医師は死亡診断書が書けない，口腔顎外科ができな
い，全身麻酔ができない，これを行えば罰せられ
る。このため歯科診療で不都合が生じるので歯科医
師に医師の資格を与えなければならない。このため
に歯科の学校教育において医学の最重要な内科学と
外科学とを医学校におけると同様の範囲と程度とで
教える。こうした教育内容で医師の資格を与えれば
上記の欠点はなくなり十分な診療ができる」という
意見です。教育年限は大政翼賛会の会議では述べて
いませんが教育審議会2)では４年半と半年延長した
いとしました。

歯科医師を医師と同じとすると現行の医師法では
あらゆる点で一つのものにしなければならない。実
際には歯科医療を行うのであってたとえ医師という
資格を与えても現在の医師法とは違ったものができ
る。医師が２種類になることが考えられる。した
がって，歯科医師を医師にした場合は，歯科大学を
設立する目標は最早なくなる。であるから２つの協
議題はともに目的を達するわけにはいかないことに
なる。

教育審議会での島峰氏2)の論を読んでみると，氏
は二つの考えを持っていると思われる。一つは歯科
大学案で他方は４年半の医科大学案で，４年間で医
科大学と同じ医学全般を教える，つまり医師法によ
る医師を作る。しかし，医師免許はあと半年の歯科
を修学した後に口腔医学士の称号を与える。本来の
学校の目的は口腔領域の診療を担当する口腔科医の
育成だが，医師たるの資格を持つので内科あるいは
外科をやることになり得る。しかし，これでも構わ
ない（著者註：少数でも口腔科医になれば)。審議
会ではそれではどっちつかずの恐れが出るのではな
いかとの質問があったようだ。

死亡診断書，顎骨手術，全身麻酔が違反になると
したことは，死亡診断書は明治36年以来行政官庁の
取り扱いは確然と決まっていて解決している。麻酔
は歯科医師の手によって応用されたほどで，特に亜
酸化窒素は歯科医療専門といっても良いくらいであ
る。なお静脈注射も歯科医療上必要あれば治療法と
して認められることは既に判決があるので心配な
い。顎の手術は顎骨切除の意味と思われる。｢要す
るに歯科医師は正当に自分の診療に必要な途を尽く
すには困難を感じて居らない現状だと思うのです
（原文ママ)｣。

チースチンスキーン教授以外でも，大正の終わり
に米国のカーネギー財団が歯科医育についての調査
報告を出している。歯科教育は医科とは独立してや
るのが宜しいが，歯科医学は全て医学の各分科と同
程度のものを要求する。歯科医学教育で The two
three graduate plan（カレッジ２年＋学部３年＋専
攻科制）を主張した。現在では The two four（２
＋４）になってきている。フランスでもドイツでも
論議があり，ドイツは学生がストライキして大学教
育を認めさせた。それまで歯科にはドクトルを与え
ていなかったが以後医師と同じようにドクトルと
なった。結局ヨーロッパ大戦後各国で論議がされた
のを見ると，歯科教育を別にする意味は，教育の発
達経路が違う，歯科医療における技術を治療に結び
つけて行うことが重要になっている。これを理論な
らびに実際に立って研究し，教授するには一般の医
学教育に中に入れて行うのは困難だという意味にな
ると思う。この点は島峰氏は教育審議会で力を入れ
て説明している。この意味からいえば医科大学案は
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少しく見当違いで，やはり歯科大学案の方が当然の
道筋だと思われる。島峰氏は日本の大学にある歯科
講座は世界に類がなく不思議な存在で，医者になる
のには歯科医学を少しも知らなくて差し支えないと
言っていることから，医科大学の中に歯科教育をし
て他科と同じように口腔科を教えこむという風な考
えは同氏には全くないと思われる。つまり技術が大
切だという前提と並んで現在の大学（医科：著者
註）に歯科が必要ないものだということを睨み合わ
せると，やっ張り現在の医学教育の中で歯科を教え
こむことは不可能であることを十分了解しておられ
るものと想像するほかない。

私は２点について質問した。１．仮に４年制の歯
科大学で医学校と同程度の内科，外科を教えるとな
ると時間数がかかって歯科本来の科目も教えるのは
困難ではないか ２．そのような歯科大学を卒業し
て医師の名称を与えても，事実は歯科診療をする歯
科医師ができるのであって，医師ができるわけでは
ない。他の一般医科大学を出た医師と等しくこれを
見ることは困難ではないか。歯科医師を医師にする
というが事実は，医師の中にあっても歯科医師にな
るのではないか。

１．に対して，島峰氏は全体の学科の配分は案を
持っているので可能である。２．に対しては，自分
の出した歯科大学案がいけなければ，結局医学校の
方でやるより仕方がないという意味であった。

医育は大事な問題なので，研究する場合には現在
のものに拘泥しないことが大事である。歯科大学に
ついてはすでに教育審議会で歯科の大学教育を考慮
すべきことという答申が出ているくらいで，最早論
議はない。いよいよこれが大学にするという場合に
は，医科の方と密接な連携をもって大学にするのが
良いと思うので，自分としては「単科の大学をつく
るよりも，例へば現在は医学部の中の医学科，薬学
科二つですが，その間に歯科学科というものを入れ
て，そうして医学の方との連携をとった方がいいの
じゃないかと思うのです（原文ママ)」

３）今田見信発表について
「歯科医師ノ如キ末梢臓器専門医師の存在を廃

シ・・」に対しては，本人の気持ちはどうゆうこと
か，我々には忖度できないが文章から見ると如何に
も不愉快で，歯科医師全体に大変悪い印象を与え，

また世間に対しては歯科医師を恥ずかしめた言い表
し方だと思う。大変遺憾に思う。歯科医師会関係の
ものは事前に協議題について打ち合わせを２回行っ
た。医師と歯科医師との関係については「医師と歯
科医師を交流せしめ，歯科医師に医学校の生徒の上
級に入らせる途を充分開くといふことが適当であろ
うという事になりました（原文ママ)｣。協議会の前
の晩の打ち合わせで本人から議題を言い出して皆な
不愉快になった。その説明の文章で「医にして医に
あらず芸術家にして芸術家にあらず」という切出し
なので加藤清治君が止めてもらいたいと怒り出し
た。内容の説明を聞くまでもなく表題から常識の乏
しいように思われるのであって，冷静に考えてもわ
ざわざ末梢臓器という必要はない。文章としての並
べ方が悪く，故意に歯科医を賎める嫌いがある。

以上が奥村鶴吉の講評である。なお，奥村・高津
対談では上記の「医界新体制協議会総会委員長報
告」を高津は引用しているので本稿で著者らが用い
た編輯資料（大政翼賛会発刊，1941)25)以前にすで
に同様の内容物は発行されていたと考えられる。

６．今田見信の補足説明26)

今田は自身の意見が歯科医師を侮辱したものだと
の反応が或る方面で取り上げられているので，それ
に対して記者に自身の意図を話した内容を今田が編
集している歯科公報に転載した。｢１．国民の口腔
疾患は結核と同様に増すばかりであり，これは歯科
が局所の域に閉じこもったまま発達普及したことに
よる ２．歯科医師法ができた頃は歯を中心として
見た医術として医科から分離発達した。幼稚なその
時代では歯は全身の健康とは別に切り離して考えて
いたので，不思議に思うこともなく独立して認めて
きた ３．今日のように歯を健康のシンボルとして
見，体位低下と密接不離の関係が明らかになってく
ると，昔のような局所的な見方は許されない。特に
予防歯科の発達で歯と全身の関係の見方は強くなっ
た ４．以上の観点に立てば口腔疾患の根絶には従
来の歯科医学・医術の内容ではいけない。医学と連
携し，医学の中に入っていかなければならない。し
たがって，今日のように壁を築いて相対立するよう
な制度を廃して眼科や耳鼻咽喉科のように専門医科
として口腔科専門医であるように制度を改めてもら
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いたい ５．歯科医師は従来通り医師と対立して存
立すれば良いとの者もいるが，医師との間に溝があ
る業態を廃して高度国防の保健国策に挺身させても
らいたい｡」

７．大政翼賛会医界新体制協議会の閉会と決議
文25)

協議会の二日目には午前中に分科会を閉じて，午
後から総会に入った。総会では各分科会会長による
報告がされ，その後に議事に入った。そして決議文
が満場一致で決議された。｢医界新体制のために医
人として率先挺身することと政府においては本協議
会の意見を十分斟酌して医会諸般の制度組織を速や
かに刷新するようにと要望された。さらに大政翼賛
会はその運動を通じて厚生問題を処理すべき機構を
整え，医人協力体制を確立するとともに健康に対す
る国民の自覚を促するため一層の努力を期待する」
と決議文が高杉決議文起草委員長から朗読された。
その後，狭間組織局長は翼賛会初の職能会議での成
果を謝し，今後は翼賛会に処理委員会を設けて具体
化を図っていくと述べた。この処理委員会には歯科
から島峰 徹校長と血脇守之助校長が委員となっ
た。

８．一医科雑誌（日本医事新報）が記した医界新
体制協議会の成果27)

該協議会をどのように医科雑誌では評価したのか
一雑誌ではあるが見てみたい。

医界が一丸となって決戦態勢を整備するように
なったことは慶賀に耐えないとしながら，以下のよ
うな不満を述べている。｢１．該協議会代表議員が
適切でない。理由は『医界そのものが新体制に未だ
未知なるに，欲張って歯科医師や薬剤師までを網羅
せんとしたことがその一つである。それはまだしも
二十数名の非医師の俗人を参加せしめていること
は，その意図が奈辺にあるのか了解に苦しむところ
であり，要するに六万医人の代表として果たして適
切の人選（原文ママ)』なのか。加えて医界の思想
動向を指導するに与って力ある言論機関の参加を全
面的に無視するのみか，歯科の新聞発行者に限って
参加せしめたる如きは不当の甚だしものと考えられ
る（今田見信は歯科の一学会会長の立場で参加：著

者註)。２．発表内容に新規性がなく革新的指導的
意見の開陳は見なかった。しかし，医科として一応
の言うべきことは論じ尽くした。３．今回の『言』
に対して今後の『行』が問われる。４．今後は残置
する処理委員会が決議事項等の実現を期するのだ
が，素より同委員会は実行の力も機能もない。どの
程度に厚生省を動かし得るのかは，委員の熱意にか
かっているのでこれに期待したい｡」と述べてい
る。

日本医事新報は「翼賛会には医界新体制機構を運
用し活動させるだけの経費も政治力もなく，単に斡
旋し召集するに過ぎない。したがって実行のための
方策が得られなければ如何に華々しく論争が展開さ
れ，如何に透徹した理論が述べられ，如何に整然と
した組織が使わられても一枚のペーパープランに過
ぎず，折角の協議会も一遍のお題目に過ぎる他な
い｡」と医界新体制協議会の会議体における実行力
つまり権限を疑問視していた28)。

歯科医学専門学校聯合同窓報国大会と
その後の活動

１．歯科医専聯合同窓会の結成と報国大会
1942（昭和17）年５月17日に歯科医学専門学校聯

合同窓報国大会（会長佐藤運雄）が，全国歯科医学
校８校（除く東京歯科医専）の同窓会あるいは校友
会の会長の下で神田で開催された。同会では「一．
大東亜共栄圏確立の聖業翼賛を期す 一．吾等は八
絋為宇皇国医道の理念に則り日本医学の確立，新医
界の建設の為医師，歯科医師の一元化を期す」と決
議された28)。この決議文が示すように，該聯合同窓
会は大政翼賛会医界新体制協議会での一元化の発表
が契機となって結成された。

歯科医学専門学校聯合同窓会は，1942（昭和17）
年３月12日に都下５校の同窓会あるいは校友会の会
長が参集し（除く東京歯科医専)，同20日に都下５
校が歯科医学専門学校聯合同窓会を設立した旨の書
面を関係各位に送ったことでその設立が確定され
た。本会は校友会・同窓会によった出来事であるが
当時のそれ等の会長は例外なく，校長が勤めていた
ので専門学校あるいは歯科医学校が校友会・同窓会
と別の動きであったわけではなく，学校と同窓が一
緒に動いた出来事であった。そして，その出来事は

340 金子,他：大政翼賛会における歯科医育論争と国民医療法⑴

― 96 ―



歯科医学教育の根源である現行の医育制の変換を医
界の全国的公的な会で主張したことから生じた動き
であったことから本稿で取り上げた。

該報国大会の経過報告が歯科医専聯合同窓会代表
原 房吉28)によってなされているのでこれを参考に
する。報国大会参加団体の代表者として飯塚淳一郎
（大阪歯科医専校友会会長，以下は学校名とす
る)，柳楽達見（京城歯科医専)，大久保通次（京北
歯科医学校)，永松勝海（九州歯科医専)，島峰 徹
（東京高等歯科医学校)，宇田 尚（東洋女子歯科医
専)，加藤清治（日本歯科医専)，長澤富次郎（日本
女子歯科医専)，佐藤運雄（日本大学歯科)，熊谷鉄
之助（広島女子高等歯科医学校）が挙げられてい
る。歯科医専聯合同窓会設立の経緯が以下のように
書かれている。｢大政翼賛会主催の医界新体制協議
会の議題として島峰 徹，佐藤運雄，加藤清治の校

長，蓮見 宏，今田見信の諸氏から医師・歯科医師

の一元化が提案された。これに対して血脇守之助校

長（東京歯科医専）同席のもとで同校教授の奥村鶴

吉と正木 正の両名が反対意見を発表した。ここに

現在の歯科界には医歯を一元下におくべしとする論

と，二元下におくべしとする論の対立がはっきりと

現れた。そして歯科界には一元化の賛成者が多いの

であって，極少数を除いて全医人の賛成ありと見る

のは大きな誤りでないことはその後の動向でも明ら

かになった。このような機運の中で一元化賛成の有

志の集結が所々で顕著に企てられ，ことに島峰，佐

藤，清水の校長を戴く三校の同窓の有志が和合懇談

の機会を重ね，歯界一本結成の芽生が日々に強く

なってきたのは当然のことであった。大東亜戦必勝

完遂の国策に即応する大見地から歯科界の一本集結

の促進ならびに医界新体制確立が急務であるとの意

見が強くなった。こうした機運の中で昭和17年２月

13日に国民医療法が議会の通過を見て，従来の歯科

医師法と医師法は統合せられて国民医療法中に編成

包含されることになり，医師，歯科医師の国家的使

命が明徴され，同時に医師会も歯科医師会も改組さ

れ会長は官選されることが決定になった。

今回の国民医療法には医師，歯科医師に二本立て

として内包されているが，今日の歯科医学の内容に

おいて既に癒合化がなっているように，この制度上
の二本立ては段々と本質的に癒合して一元化される

ことが予防歯科学の結論から見ても当然のことであ
る。そこで医・歯一元論賛成同窓有志等はこの転換
期に際し，職域奉公の完璧を期すために，同窓を通

じて大成翼賛体制の総結集を計り，以って有機的連

結の高度化を期した。同時に国民医療法の範囲にお
いても医・歯一元癒合化に進むように努力しつつ遂
には完璧な日本医学を確立することが喫緊であると
の結論に達した。このため先ず積極的に医・歯一元
論賛成を提唱している学校の同窓有志が懇談会を開

催する運びに自然となった｡」該大会は開催当日に
は神田警察の関与も依頼した，日本歯科医師会血脇
守之助会長や東京歯科医専同窓会有志による開催撤
回要求など大きな対立の中で行われた28)。

大阪歯科医専校友会（会長 飯塚淳一郎）は，上
記では該同窓聯合会員とされているが，正式加入は
していないとして，その理由と経緯を明記したパン
フレットを同校友会員に配布している29)。

歯科医専同窓聯合会は，その後同年９月頃まで各
地（北海道，東北地区，栃木，千葉，茨城，北陸，
山梨，近畿）に支部が結成され，埼玉では医・歯一
元化期成同盟会が結成され広島では一元化期成大会
が開かれたことが記録されている30)。ただし，該聯
合会の会則には学校相互の有機的連絡と国家的使命
の完遂が謳われているが医・歯一元化の文言は見当
たらない。

東京歯科医専同窓会は「我等の態度｣31)と題し
て，現状制度維持の主張を公表し，これに一元論者
が反対論文を商業誌に掲載して医界新体制協議会と
國民醫療法を契機にして激しい対立が生じていた。
これ等は本稿の趣旨とは外れるので，東京歯科医専
同窓会の主張はいくつかの文献32,33)を記すにとどめ
るが，正木 正が国民医療法に関する解説（上述）
の中で後半にこの問題に触れているので紹介してお
きたい。

２．正木 正による現行制度維持論34)（項目は著
者作成）

歯科医師分断への危惧と歯科の本質：「歯科医師
全体が一丸となって各自の職務を遂行するのに全能

力を発揮しなければならない時に相克摩擦を生じる

行動を起こすことは自局下に慎むべきで反省しなけ

ればならない。歯科医師を否定する論議が起るの
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は，『医』を誤って解釈するために生じるのであっ

て，『医』とは病を治すことである。病を治す医療

は国民医療法によって明確に示されているように医

療関係者によって行われる者で医師だけが行うので

はなく，また医療を医師だけによって行われねばな

らぬという理由は成り立たないし，また法律的にも

医療を行う者は医師に限るという規定を設けること

はできない。

世界ではイタリー，ロシア（ママ）のような南

ヨーロッパの国では歯科医師という資格は認めず医

師であって歯科を専門としている歯科専門医師よっ

て歯科医業が行われている。一方，米英独仏の如き

大多数の国では歯科医師の資格を認め，歯科医業を

行わせている。我が国では歯科医師は法律の上では

医師と対等に存在し世界の大多数の国の制度に似て

いるが，また医師に対しては厚生大臣の許可を得て

歯科専門を標榜することができる制度であって，イ

タリー，ロシア（ママ）の制度に似ている。

歯科医業は本質的に医業の一部だと解釈されてい

るにも拘らず，なぜ歯科医業を行う者には特殊な歯

科医師の資格を与えて是を許し，医業全般に従事す

る医師に対し歯科専門を標榜する際には一定の制限

を設けて許可制にしているのは何故か。この理由

は，歯科医業は医業の一部であると解釈せずに医業

とは別個に独立した職業であると認めているからで

ある。

歯科が他の専門分科と比較して特異な点は歯牙，

顎，口腔の欠損に対する機能を回復し，治療および

予防を目的とする人工的な補綴を行う点にある。し

たがって，補綴は補綴的治療であって，補綴の基礎

である材料を理化学的に，あるいは工学的にまたは

生物学的に研究し，その結果を医学の一部分に応用

することが歯科医学ならびに歯科医術の本質であ

る。歯科医学は生物学的な医学的要素と物質的な理

工学的要素とから成り立っている。この学問を患者

に応用し実施するのが歯科医療であり，また歯科医

術である。しかも歯科医術は歯科医師がその職務と

して実施する技術であり，この技術は最高の芸術で

なければならない。歯科医学ならびに歯科医術の取

り扱うべき範囲は学術の進歩とともに変化すべきも

ので，その範囲の限界は予め法律的に規定しておく

ことはできないけれども，その特異な歯科医学の特

殊性は不変のものである。歯科医業の範囲は歯科医

学の進歩とともに拡大されるべきだと主張しても，

もしこれが極端に拡張される際には歯科医学医術の

特殊性が失われて医業の中に包含される。しかし，

その特殊性を考慮すると歯科医業は無制限のもので

はなく，そこには自ずから限界がある。歯科医師の

特性が失われ，歯科医師の資格が解消される結果は

歯科医業の発達を大いに妨げる。これは歴史的な現

実を見ても明らかである｡」

歯科医師の職権：「歯科医師は局所的な治療だけ
行うべきだという者がいるが，歯科医師が内服薬を

投与することは差し支えない（明治44年４月衛生局

長回答第14号）ことで，凡そ全身に影響を及ぼさな

い病気はあり得ないし，全身に影響しない治療はな

い。したがって，全身への影響のいかんによって診

療範囲を決めることはできない。また死亡診断書に

関しては，明治36年９月に内務省衛生局が歯の疾患

での死亡診断書を歯科医師が書けるとの回答をして

いる。今回の国民医療法に関する国会の質疑でも，

政府委員が歯科に関係ある死亡診断書が歯科医師に

よって作成できることを答弁している。それにも拘

らず歯科医師には死亡診断書を書く権限がないと

言っている人がいるが，それは国家の意見ではなく

その人が持っている個人の私見に過ぎない。

現実に医師以外に歯科医師が存在している事実は

現在の医学では足りないところがあり，医師だけで

は解決できないものがあることを示しているので

あって，この意味からしても歯科医師を抹殺できな

い。何故に世人が社会的に歯科医師を医師より低い

地位にあるように考え，同時に未だ一般に歯科医師

が医師より尊敬されないのかということは，歯科医

師が歯科医師自らを尊敬しないからである。宗教革

命の時にルーテル，カルビンなどによって凡ゆる職

業は神聖なものとして開放された。職業についた者

は，自己および他人に対して神聖な任務を成しつつ

あるという自覚と自重がいるのであって，自己の職

業を侮辱する者は自己を軽蔑することである。歯科

医師が自己を尊敬しないのは，歯科医師が歯科医師

としての自己の偉大さを知らない結果で，独立自尊

の精神が欠けているからである。自己の価値を知ら

ない者は他を羨み，あるいは卑屈になり，歯科医師

を否定し，歯科医業という神聖な職業を忌避し，医
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師に統合しようとする思想が生まれるのであって，

この際我々は自己を反省し歯科医師という自己を知

ることが最も大切である。

今回発布された国民医療法では，明らかに医師と

歯科医師ならびに医師会と歯科医師会との二元制が

確立されている。それにも拘らず歯科医師と歯科医

師会の制度を否定し，それに関わる政治的策謀と政

治的実践運動とを行うことは戦時下の国策に反する

ものとして許すべからざるものであり，かつ現下の

非常時局の認識を欠くものとしてまた医道にもとる

ものとして断固これを排撃し，徹底的にこれを撃滅

せねばならぬ｡」

３．日本医事新報の見方35)

この問題を日本医事新報は（1030号昭和17.8.
22）｢歯界の対立抗争，医・歯一元化と二元制の可
否，他山の石として医界も戒めよ」と題して以下の
ように報道している。｢医育の増強と資材の節約の
一石二鳥を狙う案として，すでに吾人は歯科医学校

を医専に改組して歯科を専門科として併置すること

を提唱した。これに歯科医学校側でも熱望している

のだが，独り東京歯科医専一派のみはこれを喜ば

ず，右両者は暗闘を演じていたところ，日本歯科医

師会の改組を前にこの暗闘は俄然明るみに持ち出さ

れ，歯界は歯科医学専門学校聯合同窓会と水道橋系

統の東京歯科医学専門学校同窓会との二派に別れて

相対峙し，前者は医・歯一元論を，後者は医・歯二

元論を振りかざし，新会長の争奪を含めて目下盛ん

に鎬を削っている（原文ママ)。両論は一長一短で

あるが，両者対立の原因は実はそうした一元二元の

可否ではなく一部幹部の対立抗争から来た感情問題

の延長であって詮ずるところ甚だ醜い狭量な内輪揉

めであり蝸牛角上の争いに過ぎない。しかし，わが

医界にもかかる例も絶無とせず以って他山の石とし

て兄弟墻に鬩ぐの愚を悟るべきであろう｡」との見
方をしている。

４．厚生省の立場36)

1942（昭和17）年の歯科界に対立構造の形で燃え
盛った歯科医師制度の廃絶問題は，1943（昭和18）
年初頭の第81回帝国議会（1942.12.26－1943.3.
25）特別委員会（薬事法案外二件委員会２月23日）

において持ち出された。該委員会の山田順策理事が
この一元・二元論の運動について衛生当局の考えを
聞いている。これに対し灘尾弘吉政府委員（厚生省
衛生局長）は「そうした論議がなされていることは
聞いている。現在は二元制で一般の診療と歯科診療

が別れて行うことが建前となっている。これが理論

上の問題，学問上の問題はしばらく置きまして國民

醫療法は『医師，歯科医師ソレゾレ之を分チマシ

テ，各，其ノ職域ニ於イテ御奉公セラレルヨウニト

云フコトヲ期待シテ出来上ッテイルモノデアリマ

ス，今日ノ場合ト致シマシテハ，此ノ國民醫療法ノ

趣旨ノ徹底ヲ図ル以外ニ何モ考エテ居リマセヌ（原

文ママ)』」と答弁している。

おわりに

日中戦争は止むことなく太平洋戦戦争の開戦をも
たらし，日独伊の枢軸国と米英を中心とした連合軍
との世界大戦となった。太平洋戦争必勝のために国
家統制は社会のあらゆる活動に及んだ。国是となっ
ていた大東亜共栄圏の成立完遂を目的に，内閣総理
大臣として再登場となった近衛文麿は新体制運動を
推進した。その運動母体として成立した大政翼賛会
は政府補助機関として生活の隅々まで網をはり上意
下達の役を行い，また民間の自主的団体を解散させ
て官製とした。このような性格の大政翼賛会によっ
て主催された「医界新体制協議会」は，国家主義に
おける医界のあり方に関して医科歯科の人々にその
覚悟を問いかけたのであった。

歯科医育刷新に関してその指導者から現行制度の
根本的な変革を求めた医歯一元論が複数発表され
た。そしてこの発表が契機となって，歯科界に先鋭
的な運動が１年間という極めて短期間ではあったが
一部に展開された。歯科医学教育史にとって戦時期
の欠かせない出来事であった。次号に予定されてい
る第３篇 大政翼賛会医界新体制協議会における歯
科医育論争と国民医療法⑵では，医界新体制協議会
での歯科医育機関長の発言の影響と國民醫療法と歯
科について検証し考察したい。

文献は第３篇，第４篇を連続番号として次号に掲
載する。
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