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はじめに

１９４２（昭和１７）年の國民醫療法は，太平洋戦争開
戦の約４か月後に公布された。該法は，従前の医療
法の改変ではなく医療の供給制度と医療担当者の医
の心を国家統制のもとに置き，戦時に即応させるこ
とを目的とした。該法は１９４０（昭和１５）年の医薬調
査会答申に沿って作成され，さらに開戦前の近衛首
相によった刷新思想が下敷きとなっていた。した
がって，大政翼賛会医界新体制協議会における医界
の刷新内容も，時勢に同調した発表であったことは
前号で観たところである。國民醫療法が公布された
大戦初期には日本の陸海軍はマレー沖海戦，マニラ
占拠，シンガポール占領などと戦果をあげ，公布後
ではラングーン占領，ジャワの蘭印軍降伏，バター
ン半島占領，フィリピン・コレヒドール島の米軍降
伏など緒戦における破竹の戦勝は国民に希望を持た
せた。

ところが１９４２（昭和１７）年６月のミッドウェー海
戦の敗北で戦勢は転換点を迎えた。日本海軍機動部
隊の壊滅で米軍の攻勢は勢いを増し，以後日本軍は
厳しい戦局に立たされ続けた。厳しい戦局は銃後の
国民生活に直結したのは当然であった。教育は次代
を担うためという大義はすでになく，目前の戦いに
必要な員数として中学生から高等教育の男女学生生
徒は動員され，また大学・専門学校・高校の男子学

生学徒は学窓から出征した。
医療人育成の教育はその時代の医療とリンクして

いる。太平洋戦争下の医療制度は本稿で述べる國民
醫療法によって運営され，医歯学の教育は該法と同
時期に改変が要求されていた。したがって該法律は
その後の医歯学教育に直接関係したので，戦時下歯
科医学教育の検証対象とした。本稿では第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
國民醫療法の⑵として⑴と合わせた総括と考察，な
らびに文献（１・２部の連番）を記する。

その後を先導した医薬制度調査会３８－４０）

兵力および生産力の根源たる国民の保健衛生の向
上と人口増加は，総力戦体制の確立上不可欠な要件
であることから，１９３８（昭和１３）年１月に厚生省が
設置された。医制１００年史では，この頃から終戦ま
での間を三期に分けて衛生行政を展望していて，厚
生省の誕生，社会保険制度の拡充，人口政策，健民
政策の強化拡充，そして医薬制度の改革を挙げてい
る４１）。

１９３７（昭和１２）年の日中戦争以後には，国防力増
強のため国民体力の向上が国家的重要事項となっ
た。このことは，医療の普及と医療内容の向上のた
め医療制度全般の抜本的改革を強く要請した。この
ため政府は１９３８（昭和１３）年７月に「医薬制度調査
会」を設置し，「国民医療ノ現状ニ鑑ミ現行医療制
度改善ノ方策如何」と諮問して１９４０（昭和１５）年１０
月に「医療制度改善方策」の答申を受けた。１９３６（昭
和１１）年半ばの医療施設は，都心に集中し無医村が
全町村数の１／３（約３，４００）を占めるほどで，地域
分布に著しい不均衡をきたしていると医薬制度調査
会で厚生省の林衛生局長は説明している４２）。診療所
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開設は病院を除いて自由であり，経営的安定にはい
きおい都市開業となった。病院は許可制となってい
て，その９６％（病床数では８８％）が医師の個人経営
だと医薬制度調査会で林衛生局長が説明している。
医師以外の医療施設開設は官公立を除き営利的経営
阻止の理由で極めて限局され，官公立施設も十分な
発達を見ていなかった４１）。

新聞は「医薬制度調査会愈よ待望の誕生 官制と
委員決定す」と歓迎した４３）。

１９４２（昭和１７）年に政府は「医薬制度調査会」答
申を基礎として，これに「日本医療団」に関する規
定を追加したものが「國民醫療法」である。この法
案は第７９回帝国議会に提出され通過して，１９４２（昭
和１７）年２月２５日に発令された。そこでまず医薬制
度調査会を概観し，國民醫療法と歯科への影響につ
いて観察する。

１９３８（昭和１３）年６月３０日に厚生大臣（木戸幸
一）の監督に属する「医薬制度調査会官制」（勅令
４７３号）４４）がなされた。委員は工藤鉄男厚生政務次官
以下厚生文部の次官局長などが６名，貴族院議員が
６名，衆議院議員が６名，北島多一日医会長，血脇
守之助日歯会長，河合亀太郎日薬会長他１８名の委員
と厚生省から幹事として１０名の課長などであった。
歯科からは血脇守之助，奥村鶴吉の２名であり，薬
学の慶松勝左衛門，法律・医事史学者でもある弁護
士の山崎 左，慈恵医科大学長の金杉英五郎，戦後
総理大臣となる吉田 茂などが参画した。

調査項目は１．医療機構（６個の小項目は略）
２．医療費（７個の小項目は略）３．医師，歯科医
師，薬剤師等医療の人的構成要素に関する事項 ⑴
医師，歯科医師，薬剤師等の養成および資質向上
⑵専門科名および学位 ⑶医師会，歯科医師会，薬
剤師会 ⑷ ⑸は略 などに関する事項とされた。
今でいう卒後研修などは上記項目３．に含まれてい
て，第一特別委員会が担当して１９４０（昭和１５）年１０
月２８日に政府に答申された。本稿に関連ある答申に
ついて記す。

１．医薬制度調査会における医育に関する答申４０，４５）

第二 医療内容の向上
一 医術の向上

（一）医師免許前の基礎的診療に関する修練

の充実
⑴ 医師の免許には１年以上一般的診療に

関し必要な修練を経ることを要すること
に改むること

⑵ 修練は指導医師を置きて之を行うこと
とし最も其の効果を挙げ得るよう指導医
師に対する被指導者の数を按配すること

⑶ 修練はなるべく現在の学校教育期間中
において実施すること

（二）補習教育の創設
⑴ 医師に対する補習教育の制度を創設し

医師会等をして之が実行に当たらしむる
こと

⑵ 政府は必要なる経費を支出して補習教
育の励行を図ること

二 診療科名および専門標榜国家検定制度の創
設
（一）診療科名の新設

⑴ 現在の専門科名を少数に整理し之を診
療科名とすること

⑵ 診療科名は自由標榜制度とすること
（二）専門標榜の国家検定

⑴ 専門科名は診療科名より更に分化した
るものとすること

⑵ 専門科名を標榜せんとする者は厚生大
臣の許可を受けること

⑶ 専門標榜の許可は専門標榜審査委員会
に審議を経るを要すること

上記調査項目の⑶医師会，歯科医師会，薬剤師会
については会の改組が必要で，その会長は都道府県
医師会の中から厚生大臣が選任し内閣において任命
するとした。また各会に対する行政監督の強化が謳
われている。そして現行の中央衛生会を統合して，
保健国策に関して政府に献策することを目的とした
中央機関を常設することが希望意見とされた４５）

２．「歯科学報」に見る「医薬制度調査会」報告
歯科学報は医薬制度調査会に関する記事を４

号４６－４８，５０）にわたって記載している。医育制度を扱っ
た第一委員会は特別委員会を設け，問題が文部省と
の関係が強いことから幹事でも委員の立場でもな
く，第５回の特別委員会から文部官吏が求めに応じ
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て参画した。その会で文部省は次のような意見を述
べた。「明治維新以来急に外国文化が輸入せられ，
その結果外国崇拝，偏知主義に陥り，教育は専ら啓
蒙的に行われるようになり，個人主義的，自由主義
的思想は教育そのものの中に深く侵入し，医業もま
た必然的にこの思想の下に行われるようになった。
文部省でもこの弊害に気付き，只今では集団訓練
や，教授と学生との間の緊密な接触による人格教育
の完成に力を注いでいる次第であり，教育審議会も
この問題については，慎重な調査研究を進める目的
をもって進行しているのである（原文ママ）。」

委員から文部省に以下のような質問がなされた。
「１．大学と専門学校との差 ２．医科入学者の減
少理由 ３．５年制の医専は通常の４年制とどう違
うのか ４．教育に予防や公衆衛生は等閑視されて
いる理由 ５．国家試験の復活 ６．薬学教育の主
眼とする養成者 ７．教育審議会と医薬制度調査会
との関係など」

文部省は以下のように答弁した。「１．大学は研
究と教授，専門学校は教授のみ ２．高等学校の定
員を３割減らしたこと，時局がら工科の需要が多い
ことから医科大学２割の希望者減少は高等学校定員
の復元で回復する ３．５年制は学校側（大阪，熊
本）の希望であり認めた。後の１年は臨床でなく４
年では十分行えない基礎の教授に当てている ４．
教授科目の改正で衛生学を増やしている ５．視学
官による視察，指導，監督，また試験問題の一部も
視学官が出しているので国家試験の必要はない
６．薬剤師養成か化学者養成かについて名答を避け
たが，昭和１１年には薬専の教授課目を改正して応用
化学の時間を多くして，調剤からの転向を示した
が，将来調剤師養成を廃することはないだろう
７．文部省として医薬制度調査会の研究事項は十分
尊重する」４６）。

また，臨床実習について答申では卒前に１年以上
の修練をなるべく行い，卒業と同時に免許を貰うと
されていたが，原案では卒後の臨床修練の１年後に
免許を受けることになっていた。それは「現在ノ医
学教育ガ臨床実習ノ機会ニ乏シク学校卒業後ニ直チ
ニ医師ノ免許ヲ与エテ人命ヲ託スルニハ其ノ経験技
能ニ於イテ不十分ノ憾ガアルコトニ付キマシテハ委
員ノ殆ド一致シタ意見デアッタ（原文ママ）」から

であったが文部省の意見を斟酌した答申となっ
た４０）。

「医師の再教育」に関してはその文言を「補習教
育」とする意見が多く，その教育は特定の個人なの
か全般的なのか，またその費用弁償について，さら
に診療科名以外の科についての再教育の必要性など
で論議がまとまらなかったなどと記されている４７）。
結局一般的な制度として日進月歩の医学，医術に遅
れないように対策を講じることになった４８）。

該調査会では医師法，医師会令の改正については
厚生省と医師会との間で紛糾したまま議会は閉会と
なって頓挫した。しかし，去る６月２２日から医師会
の改組に関する研究は再開されたので，来議会には
答申が提出されるだろうと該調査会の動向が報告さ
れている４８）

３．困難な医薬分業
該調査会は官制から答申まで２年半弱を要してい

る。この間紛糾から審議が打ち切られて，委員間で
政治的折衝が行われていた様子が覗かれる。厚生省
と医師会の間で処方箋発行と医薬分業との件では意
見の相違が大きかったことが記されていて，特に医
薬分業は年来の課題で，調剤の権利を離したくない
医師会の強い意向があった。「国民の保健，体位向
上に就いて充分の知識を有し，計画を為し得るもの
は，医師のみであって，薬剤師の如き（は：著者
註）唯医師の使用する薬剤の中，化学的薬剤を製造
するのみの職である。すなわち薬剤師は大局より遠
いものである。七千萬国民の保健の計画を為さしむ
る為に，彼等を加えても利益はない。医師は素より
薬剤製造の知識を有しているから薬剤師なくとも治
療を為し得るのである。薬剤師は唯便宜の為に頼む
のである（原文ママ）。」４９）この激烈な文は「医薬制
度調査会の幹事案に就いて」とした大阪府医師会・
大阪市医師会 幹事案対策調査委員 山縣正雄による
小冊子の一文である。昭和１４年７月から４回にわ
たって「関西医事」に書かれたものを纏めて別冊と
したものである。上記は個人名で書かれているがそ
の肩書から地区医師会の考えと推測されるが，現在
では考えられない品性で強く既得権の維持論が展開
されている。

こうした記事から見てもこの問題は日本医師会と
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して後退はできなかった。歯科学報は，第三特別委
員会での薬事制度の審議について以下のように記し
ている。「１１月９日総会を開催，左記の答申案を決
定した。重点は薬事に関する諸法令の統一，医薬々
品の統制の問題であるが，例の医薬分業の声が全然
封じられた。（原文ママ）」５０）。

４．歯科に関する発言
なお，奥村は議題の表記の仕方に質問をしている

ことが医薬制度調査会の速記録に記録されている。
それは医療に関与する人的構成が「医師・薬剤師
等」となっているが，それぞれ違った独立の立場で
法規または団体が構成されているので「医師・歯科
医師・薬剤師等」と歯科医師を加えてはいかがと問
うている５１）。また，速記録三号で奥村は，薬事に関
することとして「薬品とは少し趣の違った歯科材料
というものがあり，歯科材料に関しては薬業振興調
査会で薬品と歯科材料とは並行して調査すべきで，
歯科材料に関する規格調査を行うべしと決議された
経緯がある。その後内務省，引き続いて厚生省の管
掌のもとで歯科材料規格調査会が設けられている。
しかし，今の調査会は私設団体であり材料の広範な
種類や多量の使用になっている現在では十分な調査
研究に大変不便を感じているので，これも段々に厚
生省直轄の施設にしてもらい，歯科材料に関する諸
般の法規等も漸次完備していきたい。この薬事に関
する事項の中に『歯科材料に関する事項』という一
項目を加えていただきたい。また医療機械をこの中
に含ませる場合には歯科医療機械をも中に含めてい
ただき研究を願いたい。」と要望したと記されてい
る。この要望は添田敬一郎委員長と相談した結果と
して林 信雄委員によって「薬事ニ関スル事項」は
「薬事並医療材料及医療機械ニ関スル事項」として
奥村の提案の一部が取り上げられたが，「歯科」が
付いた言葉は医療との別分類としては記載されな
かった。それらの言葉の中に含まれると言外に示さ
れた５２）。

歯科に関しては以下のような発言も速記されてい
る５３）。発言した高見之道委員は医療の人的構成要素
としての歯科医師に関して聞きたいとして，「歯の
医者が非常に制限を受けた職務であることから，そ
れが善意であったとしてもときに法律の問題になる

ことがあるが，最近の歯科医師は昔日と違い進歩著
しい，また研究が進んだと思われる。歯科医師の治
療が口腔内の病気，結核とか梅毒とかが口腔内の病
気と深い関係を持っているが，歯の医者は歯だけし
か治療できないことから，もしもそれに対して何ら
かの治療的手術をすれば法律違反に問われるという
気の毒な情勢にある。今日では歯と同時に口腔に関
する研究がされているし，歯に関する医師が口腔に
関するところの重大な役目を持って非常に働いてい
るところを見ますと，もう一歩これに対して法律を
拡張したならばどうであろうか。

もう一つは，時局がら塹壕戦など戦争に歯が非常
に深い関係があると聞いているが，今日の歯の医者
は本官に任ずることができなく単に嘱託に過ぎな
い。米国ではこの点に行き届いていて陸軍では大
佐，あるいは副少将まで途を開いているということ
だが，今日の時局から歯科軍医の制度を決定したら
如何であろうか。以上の問題が特別委員会で論議さ
れたのかをお聞きすると同時に当局の考えをこの機
会に受け承ることができれば幸い」だと希望を含め
た尋ね方をした。これに対して添田敬一郎委員長は
その問題は本委員会の取り扱う問題ではないと応答
して終わっている。

なお，高見之道（１８８０～１９６２）は富山県出身の衆
議院議員であり，東京帝国大学法科大学英法科卒業
後弁護士となった。立憲政友会に所属し，戦後は公
職追放を経て自由民主党富山県連最高顧問となっ
た５４）。また，該調査会の委員である工藤鉄男はこの
時には厚生政務次官であり，青森県出身の通算７回
の当選経歴を持ち戦後は国務大臣も務めた。日本大
学法学部卒業後には，ロンドン大学でも学んだ新聞
記者である。日大専科歯科講師を勤めた。彼は初当
選後の大正１４年２月の第５０回帝国議会衆議院におい
て，歯科大学設置の要望をめぐって文部省と激しく
論争し５５），また歯科軍医制度の設置に関する建議書
を議会に提出したりした歯科系議員である５６）。高見
の上記発言は同様に該調査会委員である血脇，奥
村，そして工藤と何らかの関係があったことを示唆
している。

５．奥村鶴吉の医療制度私見
奥村鶴吉は，医薬制度調査会の会期中に該委員の
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肩書きで「医療制度私見概要」５７）とした小冊子（A
５，３１pp．）を出版している。「現在はこれまでの
完全な自由医療から完全な統制医療に移行する過渡

期の混乱が生じている。この点で根本的な解決をし

て，それに基づく今後の医療制度を樹てることが現

在緊要である。医療の社会化に私は躊躇することな

く賛成する，少なくともその趣旨がわが国のあらゆ

る階級と，あらゆる地域にわたって医療が普及する

のであればこれに不賛成を唱える理由はない。しか

し，度をすぎた社会化はしばしばその質実において

あるいはその結果において医療を器械化する恐れが

ある。さればとて従来の開業制度をそのまま存続し

ようとしても周囲の情勢はそれを許さないだけでな

く，現在の開業医とその後継者は医療の社会化の声

に脅かされて安定を失い，将来に希望をなくすこと

から医療の実績を上げるのに非常な支障をきたすの

ではないかと憂慮する。

私は広く社会施設と名ずけべき医療機関と開業制

度に含まれる医療機関とを適当に調和並進させる医

療制度を建設していくことは決して不可能ではない

と信じている。この並進調整主義とでも名ずけべき

方針について私見の一端を述べる」として本冊の出
版意図を述べている。内容は１．医療制度改善の指
標 ａ．医療道徳の向上 ｂ．医療費の統制 ｃ．
医療機関の調整 ２．医療制度改善の方策 ａ．診
療所法の制定 ｂ．医師会の改組 ｃ．医療調整委
員会の設置 ｄ．衛生指導施設の拡充となってい
る。

また奥村鶴吉（東京歯科医専教授）は１９３４（昭和
９）年に公衆衛生学会で報告した内容を「米国ニオ
於ケル国民医療費及医療機構ニ関スル調査」５８）とし
て A５，約４０pp，にまとめて１９３６（昭和１１）年に
再版している。以上の２冊は医療全体について論じ
ていて，歯科を別個のものとして取り扱ってはいな
い。

血脇と奥村は国家的な会議で機会があれば，常に
歯科医療・歯科医師の社会的立場の確立を直接間接
と様々な形で要望していたことを速記録等は示して
いる。

國民醫療法と歯科医療

國民醫療法が発令に至った背景を，厚生省が発刊

した医制百年史４１）は下記のように説明している。「満
州事変後から昭和７年上海事変，翌８年の国際連盟

脱退後の翌９年ワシントン軍縮条約廃棄，１１年ロン

ドン軍縮会議脱退，２．２６事件などから見られるよう

に我が国は急速に国際的孤立化へと戦争への道を歩

み，昭和１２年７月には日華事変の勃発をみるに至っ

た。事変は予期に反して長期戦となり，政府は国家

の総力をあげて戦争を完遂する決意を固め，昭和１３

年国家総動員法を制定して戦時体制の強化を図っ

た。この間わが国は国際的孤立に陥っていたドイ

ツ，イタリアと昭和１１年日独防共協定，翌年日独伊

防共協定，越えて昭和１５年には日独伊三国同盟を結

び，イギリス，アメリカ，フランス陣営と対立する

に至った。この対立は昭和１４年第二次世界大戦を引

き起こし，ついで昭和１６年１２月遂に我が国はイギリ

ス，アメリカに宣戦を布告し太平洋戦争に突入し

た。開戦ととともに我が国の総力体制はさらに強化

されたが，やがて国力の消耗甚だしく，昭和２０年に

至ってわが戦力は壊滅に瀕するに至り，同年８月我

が国の敗戦によって戦争は終結した。」と戦時下を
纏め，この間の国政は戦力増強策であり，特に太平
洋戦争突入後それは急加速した。したがって衛生行
政も戦争遂行の至上命令のために再編されたとして
いる。

１．國民醫療法の性格
國 民 醫 療 法 は１９４２（昭 和１７）年２月２５日 に 公

布５９），國民醫療法施行令（勅令第６９５号）が同年１０
月２８日，その施行規則（厚生省令第４８号）は同年１０
月３０日に通達された６０）。

國民醫療法は「国民医療ノ適性ヲ期シ国民体力ノ
向上ヲ図ルヲ以テ目的トス」（第１條）とされ，本
法における医療担当者は医師，歯科医師，看護婦を
いうとしている。医師でなければ医業を，歯科医師
でなければ歯科医業を行うことはできない（第８
條）として，日本医師会，日本歯科医師会，そして
その道府県の医師会，歯科医師会は医療，保健指導
の改良発達を図り国民体力の向上に関する国策に協
力することを目的とする（第１６條），とした。

國民醫療法の柱は以下の３つである。
ａ．組織の統制：医師，歯科医師は都道府県の医

師会ないし歯科医師会を設立し，その会員とな
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らなければならない。道府県医師会または歯科
医師会は日本医師会または日本歯科医師会を設
立しなければならない。そしてそれらの会は日
本医師会または日本歯科医師会の会員とする
（第１８條）。そしてそれらの会長は厚生大臣に
よる官選とし，地区会長は首長が決めるとし
た。大臣は医療関係者に必要な事項の修習を命
令できる（第２４條）。医療担当者の給与などに
ついて大臣は変更を命じることができる（第２５
條）などの９６條からなっている。
ｂ．医療施設の許可制：病院，診療所または産院

の開設には大臣または地方長官の許可を必要と
する（第２１條）としてこれまで届出制であった
ものを都市部への集中に規制をかけられるよう
にした。また，免許を受けて１年以内の医療担
当者に対し，大臣はその指定する業務（例えば
農村の医療機関への勤務等）に２年以内の期間
従事する旨を命令できる（第２２條）として医療
過疎の人的対策とした。「医薬制度調査会」は
「医療制度改善方策」において医療過疎地の改
善として開業規制と公営医療の充実を答申をし
ていて，國民醫療法ではこれを受けたものであ
る６１）。

ｃ．日本医療団設立：日本医療団は国民体力の向
上に関する国策に即応して医療の普及を図るこ
とを目的（第２９條）とされた。日本医療団は政
府出資の法人（無税）であり結核の撲滅と無医
地域の解消，公的病院の拡充が大きな目的で
あった。戦局の悪化や医師会の反対があり，当
初の計画ほど施設整備は進まなかったが，日本
医療団が１９４７（昭和２２）年の解散時点で都道府
県病院２０，地方総合病院１９８，結核療養所８７，
診療所２８２，産院５，奨健療養所９６と多くの医
療施設を保有していた６１）。該医療団評議員３１名
で歯科界からは奥村鶴吉が任命された６２）。

なお，山崎 佐は，本法が目的とする「国民体力
の向上」は先に制定された「国民体力法」（法律第
１０５号，昭和１５年４月６日公布）が前半であり，今
回の國民醫療法が後半であって，両法が相まって初
めてその目的が成し遂げられる，と解説してい
る６３）。

２．國民醫療法と歯科
國民醫療法が議会に提出される前に，日本歯科医

師会に当局から法案内容が説明された。これに対す
る意見聴取が行われ，かつこの成立についての協力
が求められたことから同歯科医師会は下記のような
希望意見を１９４２（昭和１７）年１月５日に提出した６４）。
國民醫療法要綱は同年１月７日に閣議決定，同８日
に発表された。

１）歯科医師会による医療法に関する希望事項
（著者註：短縮と現代文に変更）

① 歯科医師の死亡診断書について：その権能に
ついては１９０３（明治３６）年に主務官庁から明示
されているが地方庁においては未だ徹底してい
ないことから國民醫療法にこのことを加えても
らいたい。また，歯科医師の当然の診療範囲と
するものについてその実施に障害を来すことが
あるのでこの点について当局の十分な理解を希
望する。

② 歯科医師試験の受験資格：現行規定による歯
科医師試験中に修業年限３年以上の「歯科医学
校卒業者」とあるが，これを「歯科医学専門学
校卒業者」と改めてもらいたい。１９２５（大正１４）
年の歯科医師法改正の際に文部当局が「歯科医
学校」は廃止すべき旨を議会で明言しているこ
とであり，現在なおこの種の学校が存続するの
は歯科学の進歩に沿わないので，この機会に改
正を要望する。

③ 歯科医師の臨床修練：従来歯科医学専門学校
において鋭意この実行に努め第４学年において
は学習時間の殆ど全ての時間を患者実習に当て
つつあるが，将来一層この充実を図るために卒
業後更に法規をもって臨床修練を要求する必要
があると信じる。

④ 歯科医師の補習教育並びに共済制度：歯科医
師会が全国的に周到な計画を立て実行できるよ
う政府の十分な援助を与えてもらいたい。

⑤ 日本医療団の事業：普通患者療養と特殊患者
療養との２種類に区別しえる。普通診療では無
医地域と稀医階級に対する保健衛生の向上を第
一目標にすべきことは論を待たないので，一道
府県ごとに一総合病院を中心とした診療網を張
るとともにその運営は各道府県支部がその地方
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の状況に即して行い，障害とならないようにす
るのが適切である。診療所新設の場合は既存診
療施設と（特に都会において）重複しないよう
主務省の監督が必要である。結核，精神病など
の特殊療養施設については，主務省が企画立案
し，医療団に対してその設置を命じ運営を監督
する必要がある。これによってこれらの特殊施
設に対しては設立費の他経常費についても償還
を要求しない十分な補助を与えなければ運営の
完全は期し難いと考える。

⑥ 上記の他：歯科医師の開業許可制，歯科技工
所，社会保険による診療，そして医療団の開業
医への制令への危惧などが要望され，計９項目
となっている。

２）従前の医療法との差異
歯科医師に関する従来と異なる点として歯科学

報５０）では以下をあげている。
① 歯科医専卒業者または歯科医師試験合格者に

１年以上の診療修練を要求。しかし前者は在学
中にこれを修めれば良い。修練科目は保存，補
綴，矯正，外科。但し現在在学者にはこの要求
はなく，また以後３年以内に試験に合格した者
には要求されない。

② 各種学校程度の歯科医学校が廃校される。但
しその卒業者には今後１０か年間は歯科医師試験
受験の資格がある。

③ 歯科医業に関する広告制限の強化。従来の専
門科名なるものはなくなり新たに診療科名とし
て自由な標榜は「歯科」だけである。

④ 「科名専門標榜」が許可制として認められ，
歯科医師では保存科，補綴科，矯正科，歯科外
科または口腔外科が挙げられている。その他特
に厚生大臣が許可したものは他の科名でも良
い。専門標榜には本人が１０年以上診療または研
究に従事し７年以上当該科目に付診療の指導を
受けることを要する。

⑤ 歯科病院，診療所の開設は全て許可制とな
る。許可申請書には歯科技工室の設備を付記す
る。また医療報酬額および医療関係者の給与の
準則を届けなければならない。

⑥ 免許を受けてから１年以内に厚生大臣から一
定の場所に勤務すべきことを命令されることが

ある（従事命令）。但し学校卒業者が直ちに入
営または応召して１年を経過すれば命令が発せ
れることはない。

⑦ 道府県歯科医師会は診療報酬規定を定め地方
長官の許可を受け，その区域内の歯科医師は全
部これによって報酬を受けることになる。但し
特に許可を受けた者はこの限りではない。

⑧ 病院診療所の医員の給与についても制限が設
けられる。

⑨ 医師にして「歯科」を標榜しまたは充填，補
綴および矯正の行為を為さんとする者は１か年
以上専ら歯科を修め相当の技能を有することを
証明され，厚生大臣の許可を受けなければなら
ない。

３）正木 正の記す國民醫療法と歯科医療３４）

國民醫療法は歯科医学教育の現場ではどのように
捉えられたのか一教授（慶應義塾大学医学部予防歯
科学教室）の解説文を見てみる。
國民醫療法の骨子：「医師法と歯科医師法とを統

合規定し，その内容にある程度の改正を加え，また
必要な規定も加えて新しい構想としての日本医療団
を設立する。」
國民醫療法の解釈：「該法の歯科医師は『医師及

歯科医師は医療及保健指導を掌り国民体力の向上に
寄与するを以って其の本文とす』としてあるので予
防にもその責務を果たさなければならない。国民の
健康は個人の幸福というだけではなく国家総力を形
成する上で重要であり，かつ国民経済の立場からは
人間の労働力の根源となる。この意味で歯科医師の
職責は公共性を有し国家的な使命がある。従来の歯
科医師会は歯科医事衛生の改良発達を図る公共団体
で，この行政事務は自治的に歯科医師の奉仕によっ
て処理されていたが，今回の医療制度の改善は歯科
医師会の目的を歯科医師の本分に照応させて『歯科
医療及保健指導の改良発達を図り国民体力の向上に
関する国策に協力する』ことに改められた。そして
任意設立であった道府県および日本歯科医師会は今
回強制設立され，歯科医師会員は従来では開業ある
いは公私立診療所で診療従事している歯科医師を原
則とし，その他の者は任意加入制度であったが，今
回の改組ではその範囲を歯科医師の免許を持ってい
る者，および免許を受ける資格のある者を含めたす
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べての歯科医師（但し現役の陸海軍人を除く）を会
員とすることとなった。

歯科医師の開業は従前では自由であったが分布を
全国的に公平にするために今回は許可制（厚生大臣
または地方長官，東京府では警視総監）となった。
歯科医師の勤務指定制度が創設され，２年を限度と
して厚生大臣が指定する業務に従事することを命じ
ることができるが，新歯科医師のすべてに指定が行
われるのではなく，これは国立，道府県立，日本医
療団が開設する病院，保健所に国家的な立場から必
要な場合だけに徴用される。このことは国家の要請
ということで医療関係者としては最も適正な職域奉
公の誠を尽くすことになる。」正木はその他，品
位，補習教育，医療報酬，俸給に言及しているが説
明は省く。
日本医療団設立：日本医療団については以下のよ

うに説明している。「該医療団は国民体力の向上に
関する国策に応じ医療の普及を図る目的で創設が規
定された。新しい歯科医師会と日本医療団は法律を
もって制定されているがその運営は民間に委ねられ
ている。したがって官の立場と民の立場とを一体化
していくのが新しい団体の指導者であって歯科医師
会は半官半民的な団体で，その会長はいわゆる半官
僚というべき者である。新しい歯科医師会は従来よ
りも強力な権限を持つ。

該医療団は道府県から村までの公立医療機関，産
業組合の医療機関，公益法人立の医療機関，個人経
営の医療機関の一部が統合されて創設される。国
立，医育機関付属病院，日本赤十字社，済生会，愛
育会，工場，鉱山などの医療機関は除外されるとい
われている。該医療団と開業医との関係では，医療
団は開業医に協力しその発展に寄与する方針で，医
療団が地方に診療所新設の際には医師会と協調し，
なるべく地方の実情に副い，かつ医療団の設立に
よって医療の官僚化を来さないように注意すると当
局は言明している。」
医療関係者の連携：「戦争の国家総力戦では国民

の各自が職域において各自の機能を最高に発揮する
ことが必要で，官民一体，あるいは国民一体となる
という一体は二つの者が混同して同じ仕事をするこ
とではなく，劃然と区別された別々の仕事が全体と
して有機的に統一を形成することである。したがっ

て医療関係者の有機的な連携が必要である。然るに
医師と歯科医師との連携は円滑を欠いている点がな
いでもなく，特に歯科医師と歯科専門標榜医師とが
相提携し相互に円満な連緊を図ることが，国策と国
家の目的に協力するのに必要であるが今日までその
両者の関係では反省することが必要ではないかと考
えさせられる。

医師とは主務大臣から医師免許を受けた者であ
り，歯科医師とは同様に歯科医師免許を受けた者で
ある以外にこれを法的に定義することはできないの
であって，医業でも歯科医業でも明確な定義はな
く，ただ社会的観念あるいは常識に基づいて判断さ
れているに過ぎない。國民醫療法では『医師ニアラ
ザレバ医業ヲ，歯科医師ニアラザレバ歯科医業ヲ為
スコトヲ得ズ』と規定され，医療関係者として医師
と歯科医師とが明らかに区別されている。それにも
拘らず，近頃においてもなお歯科専門標榜医師のあ
る一部の者と歯科医師のある一部の者の中から『歯
科医師を解消し，歯科医師を医師の中に包含して医
師とせよ』ということが聞こえ，これがあたかも歯
科医師の全体の世論であるかのように宣伝し，かつ
この目的を遂行するために政治的な実践運動が行わ
れているようである。しかし國民醫療法で明らかに
医師歯科医師の一元論は国家の目的に反することで
あり，またすでに決定した国策に反することにもな
る。」
全体主義の解釈：「大東亜戦争を遂行する上で国

民が一体となり国策に副い国防国家建設のために必
要な全体主義が要求されている。しかも，全体は部
分的に先立つとか公益に優先するとかいう言葉が示
すように，この立場からすると国家あるいは国民全
体の公益が先決問題であって，部分である個人また
は個人の私的団体の私益は第二の問題だとされてい
る。全体は部分の有機的結合体であるから，その全
体を認識することなく部分を部分としてだけ考える
のは無意味である。全体主義の立場は全体だけあっ
て部分はほとんどないに等しいと見るのではなく，
全体のより良き発展のために部分の奉仕を期待する
者であると解釈される。」
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総括と考察

１．時代背景
医界新体制協議会は，会議名が示すように医界を

「新体制」に準拠させるための協議会であった。会
議の主催者は大政翼賛会であり，会場も有楽町の翼
賛会本部である現在の東京会館で開かれた。日中戦
争はすでに４年も経過し，開戦年である１９３７（昭和
１２）年の日本軍の兵力は総数６３４，０００人であったが
翌年に１，１５９，０００人とほぼ倍増させた。以後は増員
を続けて１９４０（昭和１５）年度には開戦年の３倍弱の
１，７２３，０００人へと増した。さらに１９４１（昭和１６）年
の太平洋戦争開戦年には２，４１１，０００人に急増させて
いた。太平洋戦争開戦は１２月８日という年末である
ので前年から約７０万人の兵力の急速な著増は開戦に
向けて準備された徴兵だと読める。太平洋戦争開戦
後は戦況の悪化とともに兵力は毎年増強され終戦の
１９４５（昭和２０）年では総員７，１９０，０００人であった６５）。
これらの将兵が中国と東南アジア各地に広く展開し
た戦場で戦勝するために国家のあらゆる機能は集約
統制されなければならなく，したがって国内では日
中戦争から始まった市民の耐乏生活はついには生活
必需品である米，味噌，マッチ，砂糖にも切符制（昭
和１５．４．２４決定）が１１月に導入されるまでに至った。
一方では，戦費調達のために１９３６（昭和１１）年１１月
からはタバコや郵便料金の値上げ，給料からの源泉
徴収などで既に家計は圧迫されていた６６）。こうした
市民生活に登場した大政翼賛会のスローガンが「欲
しがりません勝つまでは」「贅沢は敵だ」であり「足
らぬ足らぬは工夫が足らぬ」などであった。

１９４１（昭和１６）年に歯科医育教育者を中心に大政
翼賛会で発表された医育制度の変革要望は，現行制
度に一石を投じたのだが波紋は広がらなかった。し
かし，投げた人も投げられた石も，そしてその波紋
も貴重な史実である。そこで既述した出来事を戦時
という時代と日本における歯科の変遷とを背景にし
ながら，この出来事が生じた理由と波紋の行方を
追って考察してみたい。

医界新体制協議会の開催は太平洋戦開戦の１２日前
であったので，開戦に至った経緯６７－６９）をみることで
より時代を認識しておきたい。

１９３９（昭和１４）年９月にドイツが始めた第２次世

界大戦においてドイツ軍は，翌年（昭和１５）６月に
はパリに無血入城をしてなお破竹の勢いを示してい
た。この勢いに魅了されていた日本陸軍は，日独伊
の３国同盟締結を反対していた米内光政首相（前海
軍大臣）に対抗するため畑 俊六陸軍大臣を辞職さ
せ後任を出さないことで倒閣を果たした。米内内閣
が発足した直後の衆議院で斎藤隆夫議員（立憲民政
党）が日中戦争政策を批判したところ，軍部は聖戦
を冒涜するものだとして斎藤を非難し，これに政民
両党と社会大衆党が同調して斎藤議員の除名を衆議
院は可決した。斎藤議員の質疑は途中から物議を醸
し発言の後半は速記録が削除されていて現在読めな
い。約半年間であった米内内閣の後を受けて再登場
したのが近衛文麿前枢密院議長である。近衛が次期
総理への出馬声明としたのが「新体制」運動の推進
であった。この運動母体としたのが官民からなった
大政翼賛会という組織である。

近衛の宣言した「新体制」とは「『日本が世界情
勢に即応しつつ，中国における戦争を完遂し，進ん

で世界新秩序の建設のうえに指導的役割を果たすた

めに，高度国防国家体制を整備しなければならな

い。そのためには強力な国内体制が必要であるが，

その基底として，万民翼賛の国家国民の総力を結集

する国民組織が結集されなければならない。経済お

よび文化の各領域において，あらゆる部門がそれぞ

れ縦に組織化され，さらに各種組織を横に結んで統

合する全国的な組織が必要である。』かくして下意
上達，上意下達で国民の総力が政治の上に結集され
るとした考えであった（原文ママ）」１７）。しかし，最
終的には大政翼賛会は既述したように政治結社には
なり得ず所期とは異なったが，近衛内閣（昭和１５．
７．２２成立）は大東亜新秩序の建設と国防国家の建設
を方針とした「基本国策要綱」を閣議決定（昭和
１５．７．２６）し，その２か月後には日本軍は北部仏印
に進駐（９．２３）した。同時に日独伊３国同盟に調印

（９．２７）した。こうした中で１９４０（昭和１５）年１０月
１２日には政治中枢とは別動組織ではあるがその後敗
戦近く（昭和２０．６．１３）まで国民生活に深く浸透す
る大政翼賛会の発会式を迎えた。

１９４１（昭和１６）年は太平洋戦争に突入する年で，
この年の４月には明治時代からの「尋常小学校（６
年制）」を「国民学校初等科（６年制）」とし，「高
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等小学校（２年制）」を「国民学校高等科（２年
制）」と改称した初等教育が始まった７０）。そして１９４４

（昭和１９）年度から義務教育年限を６年から８年に
延長するとした（実際には実施できなかった）。６～
１３歳までの国民学校の生徒には従来の「学童」を用
いず「小国民」と呼んだ。「国民」という語は戦時
を理解する一つのキーワードであり，その後「國民
醫療法」も出現するので「国民」が意味するところ
を「国民学校令」７１）からみてみよう。

「國民学校ハ皇國ノ道ニ則リテ初等普通教育ヲ施
シ國民ノ基礎的錬成ヲ為ス目的トス」（第１條）と
なっていて，この文言はこれまでの「小学校令」に
はなかった。「皇国の道」とは教育勅語に示された
「国体の精華と臣民の守るべき道との全体」を指
し，「端的にいえば皇運扶翼の道」と解され，すな
わち国民学校は皇国民の道を修練させることを目的
とした学校とした７０）。教科も尋常小学校にはなかっ
た国民科（修身，国語，国史，地理）という科目も
作った。これで教育審議会答申に従った初等教育か
ら高等教育までその目的に「皇国の道」という基底
が敷かれた。したがって，「皇国の道」にそぐわな
ければ国民にあらずということで「非国民」という
言葉は，隣組が発信地となり市民の間で簡単に使わ
れたがそのラベリングは重かった。「皇国の道」の
意識徹底のために宮城遥拝，御真影の学校への設置
と拝礼，戦時スローガンの合唱，出征兵士への武運
長久祈願と感謝，戦没将士への哀悼などの作業を学
校でも会議でも諸般の行事で使用することで日常化
させた。

さて，政府はこの４月に日ソ中立条約（４．１３）を
調印して北方の心配をなくして，日中戦争の解決の
ため米国の斡旋を期待した。ワシントンで日米交渉

（４．１６）が始まり「日米諒解案」が決まった。それ
は日本軍の中国撤退，中国の満洲国承認，蒋介石・
汪兆銘両政権の合流，日中防協共同防衛など日本に
有利な下案であった。ここで提案された中国撤退な
どに政府も軍部も原則的な賛意を表していた。近衛
首相はその返事を松岡外相の帰国を待ってからとし
た。そこにヒットラー，ムッソリーニと大戦後の日
独伊三国による世界分割などの話をして帰国した松
岡洋右外相はこの諒解案に反対した。松岡外相は日
本の三国同盟を盾にして近衛首相らを黙らせ，日米

開戦もありうることを匂わせた厳しい返答を米国に
伝えた。このため６月２１日に米国から到着した正式
提案は諒解案よりもはるかに硬化したものとなって
いた。満洲国承認や日中防協共同防衛などが外さ
れ，さらに松岡外相を辞めさせ日本の主張を根本的
に改めなければ交渉の余地はないとの趣旨も添えら
れていた。

一方，ヨーロッパ戦線ではドイツ軍はソ連国境を
越えて一斉にソ連と戦果を交え（バルバロッサ作
戦），長い厳しい独ソ戦が開戦（１９４１．６．２２）され
た７２）。独ソ不可侵条約（１９３９．８．２３）と日ソ中立条
約（１９４１．４．１３）とから，１年余前に締結した３国
同盟にソ連を加えて日独伊ソが提携して米英に当た
るというのが日本の戦略計画であった。ところが，
独ソ不可侵条約を前提に作られた日本の戦略方針は
ドイツのソ連侵攻で吹っ飛んでしまった。この情勢
を受けて政府は，ドイツ軍が有利に展開したら日本
軍は北方地域を武力で解決するという方針を決定し
（昭和１６年第１回御前会議「情勢の推移に伴う帝国
国策要綱」昭１６．７．２．），関東軍特種演習を発動して
師団を北満に集結させ対ソ連戦の開戦準備を整え
た。さらに「目的達成のためには対英米戦も辞さな
い」という重大事がこの時決められた。同時に日本
軍は南部仏印に兵を進めた（昭和１６．７．２８）。また蘭
領東インド（インドネシア）への石油確保対策も始
めたことなどから米英蘭との緊張がより高まった。
この状況から政府は政策を北方から南方へと重点化
させた。このような状況から米国は７月２５日に在米
の日本資産を凍結し，８月１日には石油と重要軍事
物資一切の対日輸出を全面禁止する極めて厳しい措
置で対抗した。

２年分しか石油備蓄のない日本にとって，石油が
輸入できないことで海軍が開戦やむなしとの考えに
変わった。陸軍はもとより開戦派である。米国は既
に日本から米国の日本大使館に打電する外交文書の
傍受と暗号解読に成功していたので日本が米英との
開戦も辞さないということは知っていた。

そして９月に入ると御前会議（第２回９．６）で対
米英蘭戦の準備は，１０月を目処に完了させることに
決められた（「帝国国策遂行要領」９．６）。１０月２日
には米政府は先の４原則の確認，中国と仏印からの
全面撤退を要求する覚書をワシントンの野村吉三郎
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大使に手渡した。しかし，陸軍はこれを容認できな
いとして交渉の打ち切りを主張し，海軍は開戦か妥
結かを政府が早期に決めることを迫った。近衛総理
は陸軍を抑えることも妥結の道を決めることもでき
ずに１０月１６日に内閣を投げ出したという経緯であっ
た。避戦ができなかった近衛内閣（３次）は辞職
し，近衛を追及していた陸軍大臣の東條英機が総理

（１９４１．１０．１８－１９４４．７．２２．陸軍大臣兼任）として後
を継いだ。近衛は第２次内閣を総辞職（７．１６）して
米国の要求に答えて松岡洋右を外した新しい組閣

（第３次７．１８）をしたが，近衛はそれ以上の強力な
避戦への指導性をもはやとれなかった。

東條内閣は，対米穏健派の東郷茂徳を外相に据え
（１９４２．９．１免）避戦を検討する様子も見せたが開戦
強硬派によって失敗する。とはいえ元来東條は開戦
派である。１１月５日の御前会議（第３回）では対米
交渉が不成立の時には１２月初旬に武力発動をするこ
とが決意された。１１月２６日に米国は最後通牒である
ハル・ノートを野村吉三郎・来栖三郎大使に手渡し
た。日本大使はハルとの交渉を願ったがハルは受け
付けなかった。米国から打電された内容は直ちに日
本政府で検討された（２７日）が，一縷の望みを託し
ていた東郷外相などの和平派はその内容の厳しさに
言葉を失った。そして１２月１日の御前会議で対米英
蘭開戦が決定された。

さて，こうした緊迫した外交交渉を国民が知るの
は戦後のことで，新聞雑誌はもっぱら国民の戦意高
揚を煽っていた。

１１月２６日の「医界新体制協議会」開催初日は，ハ
ル・ノートが日本側に渡された時となる。日中戦争
が太平洋戦争へと拡大したことで日本の戦時は最終
段階に入るのだが，こうした時に該協議会は開催さ
れたのであり，政府の統制政策である新体制を医科
と歯科が大政翼賛会において発表しろということで
あった。歯界発表者は歯科医専校長による教育当事
者と歯科雑誌の編集主幹というオピニオン・リー
ダーが歯科医育と歯科医療について現行と根本的に
異なる意見を新体制として主張した。

２．口腔科専門医と歯科医師
本稿における該協議会の記述は，その資料が発表

者の一人であった商業雑誌（歯科公報）の編集主幹

でもある今田見信の詳しい報告記事等と，これが発
行された後に座談された奥村鶴吉の発言によってい
る。会議速記録等の一次史料ではないが発言の趣旨
を取り違えることはないと考える。

現行の歯科医育制度を根本的に変革させるとした
意見は，医師と歯科医師とに二元化されている現行
を歯科医師の身分をなくして医師として歯科を行う
とした。歯科を口腔科として医科の一診療科とし，
その担当者を口腔科専門医にするとした。つまりそ
のためには歯科医専をなくすという教育課程であ
り，この意見は島峰 徹，佐藤運雄，今田見信に
よった。当日加藤清治は宮内省関係の都合ができて
発言しないで文書提出とした。

口腔科という日本語は stomatology からの訳語で
あり，古代ギリシャ語の「stoma」は英語の「mouth」
意 味 で あ り，「stomato－」は「口 の・・」「小 孔
の・・」との連結形で，その語根は「stom-en－」
で「様々な身体の部分や開口部を指す」とされてい
る。「stomach」（胃）はこの派生語である。Stoma-
tology はしたがって「stomato－」の学問であり口
腔科学また口腔科とされる。なお，主張者が一元論
者でもあることから口腔科という言葉には医科の中
での診療科という意味が強いことを表している。世
界で最初の歯科医学校は Baltimore College of Den-
tal Surgery と命名されていて，これ以後の歯科医
学校は dentistry, dental surgery, oral surgery，ま
た oral medicine などが college（school）of の後に
つけられている。Stomatology を College of あるい
は School of に付した学校・学部は米国にはない７３）。
つまりこれらの言葉は「生まれ」と「性格」を表す
もので，stomatology という医科からの発展には歯
牙とその由来に関係した学問が乏しく，後発の歯牙
を中心に進歩した dentistry 等には，歯牙周辺組織
に関する学問的発展が少ないという認識に基づいた
論議である。

名は体を表すということで，「歯牙」だけに限定
された意味に取られがちな「歯科」を口腔という部
位で広がりを示し機能的な印象も与える「口腔科」
に変えるという論議は，現在の日本でも行われ古い
話ではない。２０１３（平成２５）年に福岡歯科大学の歯
学部は口腔歯学部に改名されたが，これは「歯」か
ら「口腔」への移行を長年強く推進していた田中健
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蔵理事長（当時）の考えによっている７４）。なお，文
部科学省は学部名に「歯学」が入っていない「口腔
学部」などでは学部名として認可しない。

現在では少なくとも日本では，「Dentist」の診療
内容は「Sotmatologist」といって良いと思われる
が，世界では時代によってその意味するところは資
格に関係していた。イタリアでは戦前は医師の資格
を得てから歯科の専門を修学するので「Odontosto-
matologist」と呼ばれていたが，今日では歯学部が
歯科医師を育成するので「Dentist」が普通であ
り，ドイツでは昔も今も「Zahnarzt」と呼ばれ，
第２次大戦後の「Zahnarzt」不足に対応して歯科
技工士に歯科治療が依存したことがあった。この時
彼らは時限立法的に「Dentist」と呼ばれた。現在
では「Zahnarzt」でも「Dentist」でも同じである。
中国では１資格２制度で口腔医学院卒業の医師で歯
科専門医ということである。中国と台湾では日本の
歯学部は「口腔医学院」の表記であり，英語では中
国は Stomatology を，台湾は Oral medicine や Den-
tistry を用いている。

さて，該協議会における一元論者の論拠には不足
している職権の獲得と社会的地位の自動的なスライ
ドとがあり，また戦時における医師不足の解消策も
含まれていた。

現行維持派である奥村鶴吉と正木 正の意見は以
下のようである。歯科医業が歯牙だけに限った診療
範囲ではないことは現行明らかであり，また死亡診
断書，全身麻酔，投薬などでも必要な職権は得られ
てきた。したがって不足があればその都度歯科医業
として獲得していけば良い。修学年限が医学課程を
踏んだ上に歯科科目を修学するのには，現行に多少
の延長をしたところで十分な教育はできなく質が保
証できない。また，医師免許の上に口腔専門医とし
てのさらなる教育年限が必要となったときにその供
給は需要に見合うことができるのか，できないこと
は既に歴史が示している。そして，dentistry と
stomatology との癒合によった人材育成には，歯科
医専卒業生を医学校の３年に編入させて，後の２年
の修学で医師資格を取得することで医師歯科医師の
２資格とする。このダブルライセンスの取得者によ
るその後が歯科医学の進展に寄与するだろう，たと
え歯科を継続するのが一部の人々だとしてもと述べ

てその制度化を望んでいる。この歯科医師の医学専
門学校編入制度は歯科界で広く望まれていた方策で
ある７５）。

なお奥村鶴吉は，歯科医専の大学ないしは学部昇
格については，教育審議会２）においてすでに大学レ
ベルにすべしと答申がされているので，その設立問
題はその方向に国は動くと高津との座談会で述べて
いることから，この問題はしたがって解決済みだと
彼は認識していた。奥村は１９２５（大正１４）年の歯科
医師法中改正案を巡った帝国議会衆議院において歯
科医育を大学レベルにするというの政府答弁４６）に期
待した経験を持っている。そして今回の教育審議会
でも同じ答申であってつまり進展性はなかったので
あるが，この問題に関しては諸般に優れた読みをし
ていた奥村にしてこの楽観性に不思議を覚える。

３．医歯一元論の行方
一元二元論という古くからの課題が新体制という

変革を機に，歯科界の指導者によって公の場に表出
した。このことはその後にどのような影響を与えた
のか。

一元論の主導者は都下歯科医専校長の会議を経
て，医界新体制協議会の約４か月後にまず歯科医学
専門学校聯合同窓会を結成した。ここで一元化運動
を全国的規模にすることを申し合わせ，その報国大
会（加藤清治会長）を聯合同窓会結成の２か月後に実
施した。この大会には二元論である東京歯科医専を
除いた歯科医専７校，歯科医学校３校から約１，６００
名が参加したので一元化への期待は大きかったと思
える。一元化論を継続して積極的に展開したオピニ
オン・リーダーは雑誌「歯科公報（編集者は今田見
信，奈良隆之介，山田平太）」の今田見信編集主幹
であった。

今田は計画されている「國民醫療法」では医科と
歯科との一体化の実現に期待していたが，國民醫療
法の内容が公布前に分かると「歯科新体制，即ち医
歯一元化と早合点する勿れ。國民醫療法は医歯を一
本の法律に整理したが，医歯を一元にしたのではな
い。」７６）と誤解を避けるように述べる一方では，ある
座談会出席者が國民醫療法は一元化にとって不満で
あることを表していて，この場で今田はこれをもっ
て将来は一元になるとの考えを述べている７７）。また
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その後の同誌（題言）で「教育の大刷新によって近
き将来に，今日あるが如き医歯の境界は消滅するで
あろう。医歯一元化が歯科教育の革新を出発とし
て，一日も早く当局の手において具現することを願
う」としている７８）。この不満は事前の情報から期待
した結果には繋がらなかったことによっている。つ
まり主観的解釈と希望的観測とによって作られた認
識と現実との落差だと解釈される。そして後日「こ
の國民醫療法の高度計画が医・歯一元化の実現にか
かっていることを論理的に証明しているとして，こ
れが國民醫療法の要諦だと歯科公報の表紙コラムで
述べている７９）。

國民醫療法では歯科医師会会長は官選となり，歯
科医師会も組織改編がなされることから，歯科医育
の現行維持論者である血脇守之助会長並びに奥村鶴
吉専務理事を変える必要性を歯科公報は強く訴え続
け８０，８１），また今田は座談会や論説などの企画によっ
て雑誌上で一元化運動を強力に推進した。

１９４２（昭和１７）年２月に，國民醫療法が公布さ
れ，従前からの医師法と歯科医師法には改変はない
ことが確定された。同年９月末には日本歯科医師会
が血脇会長名をもって道府県歯科医師会長宛に「一
元論には慎重な態度を持つように」との注意文を会
報に掲載した。これを歯科公報に転載するとともに
「巧妙なる医師一元化反対の意思表示」８２）と歯科公
報は反発し，１１月２１日発刊の歯科公報表紙コラムで
は「総力が一点に集結されても指導する人を得ない
限りそれは意味をなさない。旧体制が台頭するか新
体制が制圧するかの分岐点は要するに指導者に人を
得るか否かにある。その意味をもって医師会長官選
には重大な意義がある。就中日本医師会，日本歯科
医師会長に於いてである。要望の総意が何らかの形
で顕現しても不思議ではない。（原文ママ）」８３）とし
た。しかし，１９４２（昭和１７）年１２月末には官選で血
脇守之助が日本歯科医師会会長（１８．１．２８就任）に
なることが決まった８４）ことから，一元化と会長交代
とを一体化して論陣を張っていた今田にとってはこ
の運動もここまでとなった。同時に聯合同窓会も，
またいくつかの地区に設立されていた地方支部も行
き場を失った。そして歯科公報は１９４３（昭和１８）年
１月１１日発行の雑誌で「国内一元化成らざる限り
『歯』外への進展策は内燃に終始せんのみ，精鋭こ

の一点に集中せよ（原文ママ）」８５）と記し，１月２１日
発刊号では「歯界における医歯一元二元の吟味は，
どうやら終点に達しつつある。すなわち二元論者が
医歯一元を否定しながら，医歯一如を強調する所以
のものは，理論と願望が終点に達したことを示すも
ので，政府当局もこの点を新生歯科医師会結成の上
に考慮しない筈はない，期待は今後の機構，運営等
の諸問題の鍵にかかっている。（原文ママ）」とこの
大きな課題の運動に幕が閉じられることを伝えると
同時に「本邦全歯界の一元化こそ焦眉の急（原文マ
マ）」とした８６）。そして本課題の最後の論文を同年
２月１日発刊号で金森虎男（東京帝大医学部口腔外
科教授）による「所謂医歯一元論を繞って」８７）とし
た。金森の論文は帝国大学新聞掲載（１月１８日号）
から転載した。ただし，金森は医師７万名に比し３
万名の歯科医師の動向は，医師にとっても無関心で
はあり得ないので考える資料として対比の主張を説
明するとして自身の考えは述べていない。

そして同時期に帝国議会衆議院において，歯科に
おける一元運動に対して政府委員である厚生省灘尾
局長が，「その件は聞き及んでいるが國民醫療法に
おいてもそれぞれの職域においてご奉公していただ
くことが期待されていて今日においては國民醫療法
の徹底を図る以外に何も考えていない」３６）との答弁
をした（１８．２．２３）。この答弁はこの問題にダメ押し
の役目をしたと思われる。それでも歯科公報の１９４３

（昭和１８）年７月１日号には，日本歯科医専加藤清
治校長が発表した医学的教科目を増した新カリキュ
ラムを歓迎し８８），その前号では東京高等歯科医学校
の研究科制度の発表を掲載し，日大歯科の医学化歯
科教育の強化があるのを聞き，「潮流は歯科教育を
医学科する時代も遠きにあらず」と期待感を示して
いる８９）。さらに同１８年３月１１日号では歯科医師の医
科編入に関する件に関して文部省藤野総務局長の言
をもって「果たして医会世論を把握した医歯一如化

（医歯一元化：著者註）への鉄壁言といふべし」と
現状にあってもその確信は揺るがないようであっ
た９０）。

一方，該報国大会に加藤清治校長，島峰 徹校長
は当日欠席であり，翼賛会協議会以降に歯科医専校
長が一元制推進をその立場で活動した記録は見当た
らない。ただし，１９４２（昭和１７）年５月２５日に７歯
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科医専校長（飯塚淳一郎，柳楽達見，永松勝海，宇
田 尚，長澤富次郎，加藤清治，佐藤運雄）が「歯
科教育刷新協議機関の設置」を橋田邦彦文相に要望
している９１）。陳情書は歯科教育刷新に関する協議機
関を設けて歯科教育に関する医界新体制の徹底を期
したいので，医育刷新協議会と同様に設置を陳情し
たいとしている。

１９４２（昭和１７）年１２月に発刊の歯科学報では「一
元・二元問題の結末」９２）として九州各県歯科医師会
長による決議（昭和１７．１０．２０）が以下のようになさ
れたことを掲載している。「時局重大に鑑み業界の
平静を撹乱する医師，歯科医師一元論の問題は他日
に譲り國民醫療法の精神に即応し一意職域奉公に邁
進し，以て大政を翼賛し奉らん事を期す（原文マ
マ）」。そして厚生省当局による国会での応答，文部
省永井専門学務局長によった文部省はこの問題に関
知していないことの言，陸軍省三木良英医務局長に
よるこの運動に了解を与えたことはなく，歯科医師
全体の自重を切望するとの三点を併せ伝えたことを
掲載記事とした。昭和１２・３年頃に熊本歯科医師会
が歯科医師法撤廃要望を日本歯科医師会に提出した
と記されている９３）ことから，九州の県歯科医師会で
は一元化の意向が地区全体に強かったと推測され
る。こうしたことから，九州各県歯科医師会長全体
の上記決議を以て該問題は終結したとの認識を歯科
学報（編集主任 奥村鶴吉）は示したと思われる。

１９４３（昭和１８）年５月には文部省は「高等専門学
校長会議」を開催して，時局に適応した教育内容の
改善を求めた９４）。これにより官私立歯科医専校長は
この仕事に協働して取り掛かった。しかし，この作
業が文相に陳情した「歯科教育刷新協議機関」にお
いて行われたことも，また歯科医専校長間で大政翼
賛会医界新体制協議会での提案がなお検討された記
録は著者らの調べでは見当たらなかった。

今田見信は該協議会の３５年後に以下のように記し
ている。「（協議会で一元論の発表があった：著者
註）ところが，これを契機として，一元論，二元論
の論議が巷間を支配するようになったことは注目に
値するものであった。その後わが歯界でも新医界建
設同志会にならい若い人々によって新歯界建設期成
同盟が結成され，各学校の校友会中から同志が参集
して一元化運動が全国に展開された。大政翼賛会の

医界新体制協議会での実践運動が，かくも活発に全
国を風靡しようとは筆者等でさえ思わぬことだった
のである（原文ママ）」２２）。

４．今日的な評価
さて，この出来事を今日どのように解釈をすれば

良いのか。意味のない出来事であったのであろう
か。まず，一元制の発表者の略歴は以下の如くであ
る。

加藤清治（１８７５（明治８）年生）９５）：１９１０（明治
４３）年に日本歯科医専卒業，歯科医師，約３年間の
米国留学後１９２２（大正１１）年から日本歯科医専校
長。

島峯 徹（１８７７（明治１０）年生）９６）：１９０５（明治３８）
年 東京帝国大学医科大学卒業，医師・約８年間の
ドイツ留学，この間にベルリン大学医学部の歯科履
修課程を修了，官立高等歯科医学校初代校長。

佐藤運雄（１８７９（明治１２）年生）９７）：１８９８（明治
３１）年 高山歯科医学院卒業，歯科医師，約３年半
の米国留学で歯科医学校と医学校を卒業，帰国後日
本国の医籍登録によって医師資格取得，１９１６（大正
５）年自身で歯科医学校設立，１９２１（大正１０）年同
校は歯科医専に昇格，同医専を日大に合併させ同大
専門部歯科を創設（歯科長）。

今田見信（１８９７（明治３０）年生）９８）：１９１７（大正
６）年 東京歯科医学校卒業・１９１８（大正７）年
東洋歯科医学校実地科卒業（佐藤運雄教授），歯科
医師，開業後１０年で「歯苑社」創立し並業，その後
「日本之歯界」「歯科公報」の各主幹，日本厚生歯科
学会長。なお，佐藤運雄は奥村鶴吉と高山歯科医学
院の同期である。

次に上記の方々がそのすべて，あるいは一部を過
ごしてきた歯科医学教育の変遷９９）を略記する。

幕藩政治から明治中央政権政治に変わり，医療が
社会的な構成要因として制度化されたのは１８７４（明
治７）年に発令された「医制」によった。この時，
現在の歯科に繋がる「口中科」は眼科などと同様に
医科の一科となっていた。しかし，米国からの歯科
医術が我が国で普及進展する過程で１８８４（明治１７）
年に「医術開業試験（第１回は明治８年１０月）」が
分けられて「歯科医術開業試験」が独立した。この
ため後年設置された教育体系を持った歯科医学校
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も，開業試験を目的とした塾的学校と同様に，歯科
医術開業試験の出題内容への対応を強く考慮しなけ
ればならなかったのは自然の流れであった。つま
り，日本の医療制度の初期には医歯一元制であった
が，資格試験が分けられた１８８４（明治１７）年から実
質的な二元制となった。分けた理由は患者の需要度
と生死に直接関与する急性疾患が，歯科あるいは口
腔疾患には少ないこと，歯牙疾患に対しては従来か
らの医学的手法では補完できない器械的，理工学的
要因が治療に必須であるという供給関係などと考え
られる。つまり，これらの歯科の医療内容が生命へ
の直接的な関与が少ないと見做されたことから，医
師よりも学ぶべきは少なくて良いが機械的な歯科特
有の治療内容を習得させる資格者を早急に患者の需
要に合わせることが必要だと政府は判断したのであ
ろう。医術と歯科医術の試験を分けたとき，試験日
数を医術が２日，歯科医術を１日としたことがそれ
を物語っている１００）。

１９００（明治３３）年に血脇守之助は，高山�齋から
歯科医学校の委譲を受けて改名した東京歯科医学校
の開院式で，「歯科医術開業試験には医学的問題が
出題されないが本校では試験にかかわらず医学的な
必要なことは教える。またその試験は現状では易し
すぎるので諸君が抗議するのが良い。」１０１）と校長とし
て挨拶した。訓示は，歯科診療の範囲が狭くて内容
が低いレベルで固定化されることを危惧したものと
思われる。

医師・歯科医師の身分が確立するのは，歯科医術
開業試験の独立から２０年余も経た１９０６（明治３９）年
であり，医師法と歯科医師法の発布によった。この
法律で医業は医師が行い，歯科医業は歯科医師が行
うものと業種と担当者は明確になったが，医業，歯
科医業の診療の具体的内容の記載は医師法も歯科医
師法にもなかった。法律で決めた医療内容は変更す
るのが容易ではなく医療の進歩に追いつけないとい
う優れた条文となって，これは現在でも基本的な理
念となっている。しかし，このため日常的な診断治
療における歯科診療においては医業か歯科医業かと
いう業権への疑念が容易に生じ，その白黒は裁判で
決められてきた。医師は全身の医学を学ぶことから
その行為に制限がない，つまり医師は歯科医師を兼
ねるという法的な考えが初期であった。これでは医

師に対する歯科医師の専門性は一体何だということ
で明治以来歯科医師の「業務独占」の確立が日本歯
科医師会の重要な仕事となってきた１０２）。

歯科医師が口腔疾患の治療のために，例えば薬剤
の経静脈投与は医業の疑いで裁判になったのは１９３８

（昭和１３）年であったことを知れば，当時の歯科医
療の常識とされていた狭さは理解できるであろ
う１０３）。そして医界新体制協議会は，この時代の出来
事であったことを理解しておく必要がある。さらに
歯牙を多くの知識人でさえも生き物として見ること
は少なく，その治療は物の手細工に見なされる意識
が江戸時代の香具師による抜歯と入れ歯師の連想か
ら明治以後連綿と続いていた。そうした意識をぬぐ
いがたくした制度が，大正中期に完成した高等教育
制度の「大学令」であった。

明治政府は，日本の近代化を迅速に達成するため
に高等教育に位置付けた中身を帝国大学（帝国大学
令）に専門学校（専門学校令）を加えた二重構造と
したのが１９０３（明治３６）年のことであり，この時帝
国大学は東京と京都の２校しか存在しなかった。つ
まり官公私立の学校に大学はなく，すべて専門学校
であった。この１２年後に大学の拡大政策によって，
官公私立にもまた単科でも大学の設置認可をすると
した法律が「大学令」であった。しかし，この法律
は歯科医専にとっては悪法以外の何ものでなく，そ
の壁は厚く，またそれが与える社会への影響が大き
いことを次第に歯科界は自覚するのであった。

大学は教育と研究との両面によった人材育成とす
る一方，専門学校は教育だけを与えることで早期に
学んだ実学を社会に適用してもらうことを目的とし
た。大学はじっくり育てて創造力を養うために基礎
教育を重視するという，帝国大学の思想を新制度に
も移行させた。帝国大学入学は高等学校卒業を受験
資格とし，新規の大学では予科を付属させることで
中学卒業生を受け入れさせた。専門学校は中学卒業
生を対象としたことから，両者は実社会に出る年齢
に３～４年の差が生じた。

さて，大学令から四半世紀弱を経た医界新体制協
議会が開催された１９４１年は戦時であり，不足してい
る軍医が世界大戦を前になお必要とされていている
状況にあった。医師には大学令以後，それまでの極
めて少数の帝国大学医科大学卒の医師の他に官公私
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立の医学部・医科大学卒業の医師と医専卒業の医師
とが医業において同じように従事していたが，歯科
医師には大学卒が存在しなかった。「大学令」で政
府文部省は大学になれる学部を８学部として歯科，
薬学科，獣医科を専門学校教育にとどめおいたので
あった。しかし，薬学は東京大学（東京帝国大学以
前の名称は東京大学）において創立早期に薬学を独
立した教育課程にしていたので，薬剤師には古くか
ら極めて少数ではあるが大学卒が創薬研究で活躍し
ていた。また獣医師は食肉・農耕用家畜への疾病と
予防対策，そして軍馬がいなければ軍隊は成り立た
たないほどの重要性から確かな立場を確保してい
た。東京大学は，１８７４（明治７）年から獣医学の教
育を始めているという古さでここでの育成は継続さ
れていた。歯科医専は，大学令発令当初から歯科大
学の昇格を願ったが法令によってはねつけられた。
また１９２５（大正１４）年には，歯科医育成には大学程
度の教育が必要だと政府は衆議院で公言はするが，
その後も大学昇格の機会を与えなかった。

上記の歴史を背景にして，国家資格としての教育
制度の根本変革が歯科医学教育指導者によって企図
され，この意思が国家的な協議会で発表されたとい
うのが協議会での出来事であった。現行制度として
運用されているものを根元から変えようということ
から反体制運動と見ることができるが，しかし目標
とした新制度は戦時中に政府が求めている報国行為
に合致すると主張された内容であった。協議会での
発表事項は，その後歯科医専の聯合同窓会という全
国的な大きな舞台に移った。教育現場の長によって
書かれた脚本は公演に向かって動き出したというこ
とであった。広報は限定された雑誌によってなさ
れ，その発言は雑誌編集者と歯科医育機関の中堅に
よっていた。こうした反体制運動とも見えなくもな
い事柄ができたのは時代であった。時代は平時の仕
組みを戦時に変えている最中であり，これを刷新と
いうスローガンでより時局に合わせる変革を求めて
いた。したがって，一元論者はこの時代性を把握し
た上で姿を表に出したのだと思われる。また，資格
問題と会長問題とが抱き合わせで運動された。これ
は日本歯科医師会長が一元制反対論者であったこと
から二つが一緒の運動対象になったのは不思議では
ない。ただし，どちらが主体であったかは運動推進

者によって異なったであろう。
しかし，彼らが刷新とした制度変革を国は求めて

いなかった。国家統制を強めるための官選では，新
日本歯科医師会会長に現制度維持派の現会長を継続
させたことがそれを語っている。一元論者が希求し
ていた会長交代を，厚生大臣は受け入れなかったこ
とがこの問題に終止符を打たせた。したがって，今
回の一元二元問題に国の関与はなかったわけではな
く，官選会長専任という手段をもって関与したと解
釈される。医師，歯科医師の資格を一元化すること
は，國民醫療法の遂行に益しないことを厚生省が認
識していたことは灘尾局長の衆議院答弁で明らかで
ある。医歯一元化運動の終結に会長官選が例え副次
的な効果であったとしても国の判断は強く影響し
た。

大政翼賛会医界新体制協議会から，新機構である
日本歯科医師会会長官選までは１年余の期間であっ
た。したがって，一元論の表出によった一元化運動
はこの短期間だけであった。そしてその細部が今日
に伝わるのは，今田見信による歯科公報によるとこ
ろが多く貴重な資料となっている。語られている九
州地区歯科医師会のような要望が道府県歯科医師会
から同様にあったとする記録は目にしないし，日本
歯科医師会に内部亀裂がもたらされたことはなかっ
たので，歯科界が２分されたという表現は正確でな
い。また，日本医事新報のようにこの問題を「新会
長の争奪戦で甚だ醜い狭量な内輪揉め」と決めつけ
ることも本質を違えていると考える。

歯科医師の業権が医療の進歩と歩調を合わせられ
なく，いくつかの裁判によって歯科医療だと認めら
れたほど窮屈であったことは確かな事実である。一
元論には医師への資格移行によって身分格差も解消
させる目的も窺えるが，薬剤の経静脈投与も裁判１０２）

に怯えながらの行為であったことから，医療の区別
を外して患者に十全の方法を取ることを願うのは職
業人として当然といえる。したがって，官立と古い
歯科医専が一元化を願っても意外ではない。医術の
みならず大学化あるいは軍医制度に関しても歯科医
師の不満は少なからずあった。僅かに１年の短期間
に起きたこの出来事は，「戦時下医歯一元化運動」
とした歯科医療の進展に基づいた歯科医業の業権拡
大運動であり，同時に歯科大学設置を要望した運動
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であったと位置付けられる。したがって，歯科医学
教育史に刻まれることが適切である。

おわりに

先人が苦闘してきた歯科医業の業権は，戦後の新
制大学における歯学研究と教育によって積まれた臨
床において大方獲得されている。「戦時下医歯一元
化運動」は，歯科医学の進歩とともに必然的に生じ
た制度の歪みの解決策を意図した事件であった。そ
れはまた歯科の将来を期待した口腔科専門医を医療
として位置付けるための時代を背景にした事件で
あった。当時は歯科の進展のエネルギーになってい
たといわれる学閥は，今日でもなお歯科界に根強く
残っていて，それは歯科行政の邪魔になっている。
２００１（平成１３）年に札幌市が歯科医師の医科研修に
関して違法性の訴追を行い，その裁判過程で明らか
になった歯科医療あるいは歯科医育に関する司法と
所轄省庁の考え方は，我々に十分な対策の必要性を
知らせた１０４，１０５）。

人体のネットワーク機能は近年の研究成果として
明らかになっていて，これらを医療と歯科医療にお
ける解剖学的区分で分けることはできなく，した
がって医業と歯科医業は互いに重なり合うことにな
る。この面での診断治療では歯科における措置と処
方ではまだ制約が多い。８０年前の医歯一元化運動事
件の主題となった業権問題は，歯科医学の発展に
伴って生じる歯科医療の宿命といえる。したがっ
て，８０年前の「戦時下医歯一元化運動」における業
権問題という本旨は今日においても生きている。
歯・口腔は全身の一部であるという事実は歯・口腔
の諸機能が全身との関係でなお未知の領域が大きい
ことを予測させている。歯科医業の宿命を変えるこ
とはできないが対策は取れる。患者のために法的な
裏付けをもって，科学の進歩に即した有益な解決が
現行制のもとでなされなければならない。
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