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はじめに

１９４４（昭和１９）年４月から全国の医学専門学校（医
専）と歯科医学専門学校（歯科医専）ではそれぞれ
一律化された学科目と学科課程が一斉に始まった。
その目的とするところは太平洋戦争に対応させるた
めであったことから，刷新とされた主たる内容は歯
科医専では医学教育化であり，学科目と学科課程は
歯科固有の科目を除いて医専とほぼ同様となった。

太平洋戦争開戦直前に開催された大政翼賛会医界
新体制協議会で医師・歯科医師指導者の意見発表１，２）

によって戦時体制へ医界の適応機運は集約された
が，その後の卒前教育の具体策は文部省の手に移っ
て進められた。

１９４２（昭和１７）年２月に國民醫療法が公布された
翌月には，医学教育刷新協議会が開催されたのを端
緒として，翌年の昭和１８年５月には官公私立医専歯
科医専校長会議が文部大臣出席のもと文部省によっ
て設けられた。昭和１９年度から使用される学科課程
は，上記の協議会・会議から派生した会議が提出し
た案をもとに文部省が作成した。昭和１７年６月の
ミッドウエー海戦の大敗を転機として緒戦に占領し
た南方地は次々に奪回され，新しい作戦は後に無謀
と評されたほど我が国の防衛圏は破壊され戦況は急
激に逼迫していった。刷新された学科課程は歯科医
師が戦地では戦傷病者に対して，銃後では来るべき

本土空襲で生じる被災者に医療救援ができるように
することが刷新学科課程の趣旨であった。さらにこ
の刷新は不足した医師確保のため歯科医師の医専編
入を円滑化する土壌となった。

國民醫療法が公布された同じ時期の昭和１７年２月
に「大東亜建設審議会」が官制（２１日）によって設
置された。該審議会は，教育審議会が閉会した後を
継続する教育審議の性格を持っていた。従前の教育
審議は，明治中期に帝国大学と専門学校との二重構
造制度の基を作った「高等教育会議」（明治１９．１２－
大正２．６）以降，教育行政では大正時代には大学令
の基となった「臨時教育委員会」（大正６．９－８．５），
そして昭和の「教育審議会」（昭和１２．１２－１７．５）な
どの内閣総理大臣に所属する重要会議だけでなく，
他の教育諮問機関でも「教育」の名称が付されて会
議の性格を示していた。しかし，太平洋戦争が始ま
ると単独の教育諮問機関は設置されることはなくな
り，昭和１７年設置の「大東亜建設審議会」３）が開戦前
に設置された「教育審議会」を引き継ぐ形で教育問
題を審議した。

大東亜建設審議会は，「教育は原則として国家み
ずからの手によって国防・産業・人口等の国策から
の要請にもとづく国家計画に従って行われるべきで
あるという，これまでになく強い国家統制の方向」
を打ち出した４）。教育は「大東亜建設」のための基
本計画を構成する重要な一部門であり，人口・経
済・鉱業工業電力・農水産林業・金融財政などの政
策との連携が国家統制のもとで取られなければなら
ない。教育は国家目標のための人材育成であり，学
童から学生生徒まで国家が命ずる駒であると明示さ
れた５，６）。

カリキュラムは，教育が目標とする人材育成をす

解 説

戦時下の歯科医学教育
第４編 決戦下の刷新歯科医学専門学校学科課程と教育理念

金子 譲 高橋英子 阿部潤也 上田祥士 福田謙一

東京歯科大学の歴史・伝統を検証する会

キーワード：太平洋戦争，刷新歯科医専カリキュラム，
教育理念，医学教育，英語教育

（２０２１年２月１日受付，２０２１年２月１９日受理）
http : //doi.org/１０.１５０４１/tdcgakuho.１２１.２３
連絡先：〒１５０‐００１３ 東京都渋谷区恵比寿４

金子 譲

２３

― ２３ ―



るために具体的な科目を教育段階に合わせて配列し
たいわゆる時間割（狭義のカリキュラム）だけでな
く，そこに到達するための教師のアプローチの仕
方，つまり教師の構えなども含めて今日では広く定
義されている７）。教育審議会答申は，国民学校から
高等教育までの教育思想として「公民から皇国への
道」を柱にしたのが特徴であり，この思想が教師の
構えとして強く求められた。当時はこうした今日的
なカリキュラムの概念はなかったが，医専・歯科医
専のために編成された学科課程は，時間割という狭
義のカリキュラムだけではなく，歯科医育の目的を
普通学科で組まれた教科目以上に，事前の協議では
その構えが確認されていてまさに広義のカリキュラ
ムを意味していた。

本稿は昭和１９年度から使用する目的で編成され
た，歯科医専学科課程とその経緯を観察するのを趣
旨とするが，それ以前に存在していた医科と歯科に
おけるそれぞれの制度上の普遍的な課題を簡単に見
ておく。それらは医育制度として医科では，専門学
校令以後の医育一元化と歯科では大学令以後の歯科
大学新設が重要な課題であった。医育一元化と歯科
大学新設問題への理解が，戦時下最後の教育改革と
なったカリキュラムの特異性をより理解し得ると考
えるからである。

太平洋戦争前の医科と歯科の教育に関する
主要な課題

医育一元化と歯科大学新設とは，高等教育制度が
帝国大学と専門学校とによって構成されていた明治
後期から大正中期までには大きな問題ではなかっ
た。医術開業試験制度が大正５年に全廃となった直
後の大学令（大正７．１２）によって，官公私立の大学
医学部・医科大学を卒業した医師が次第に増加する
に従って，医育一元化問題は大きさを増した。従来
家を除けば医専卒が多かった時代にはそれが日本の
医療標準とされたが，大学卒が増すと医療の質や医
療行政で両者によった格差が生じた。

歯科に関しては，大学令が大学・学部に該当しな
い学科としたことから，歯科大学設立資格の獲得が
それ以後歯科医専の大きな目標となった。医科と歯
科における医育制度の２つの課題が解決しなかった
理由を，医育一元化では見出せるが歯科大学設立に

関して歯科界は明快な理由を得ないままに敗戦を迎
えている。

１．医育一元化問題８）

医育は大学教育としてなされるべきだとする医育
一元化要望は，専門学校令（明治３６）の発令前から
存在した。ドイツ留学から帰国した府立大阪医学校
の校長である佐多愛彦が，１９０１（明治３４）年に「医
育論」を発表して医育の改革を主張した。当時（明
治３５）の正規の医育機関は帝国大学医科大学２校，
官立医学専門学校５校，公立医学専門学校３校があ
り卒業生はいずれも無試験の医師免許が与えられ
た。その他に私立医学専門学校が６校あった。私立
は医術開業試験を受けなければ資格は与えられな
かった。この時期の医師３４，０００人の内訳は医科大学
卒４％，官公立医専卒１５％，医術開業試験及第３２
％，残りが医術開業試験前からの開業していた従来
家（無試験）で約半数を占めていた。したがって問
題はむしろ多数の従来家の質にあったが，従来家は
一代限りでまた医術開業試験制度は大正５（１９１６）
年には全廃されると決められていたので，佐多は専
門医学校（専門学校令以前）と大学との二重構造を
問題にした。医師養成は実務的で年限の短い専門学
校ではなく，ドイツのように学問の府である大学で
一元化して行われるべきだと主張した。佐多は大阪
医学校を大学と同じレベルにすべく，予科を附設し
た大学部と称した４年制の機関を置き，文部省から
１９０３（明治３６）年に大阪高等医学校への名称変更と
卒業生には官立医専と同様の医学得業士の称号を公
立である同校は得た。さらに明治４１年には大阪高等
医学校医学士の称号を認めさせた。彼はその主張を
医学界の有力者にも働きかけ，有志らと医育統一の
建議書を明治４２年に小松原英太郎文相に提出し，そ
の同意を得た。さらに大正３年には，大阪高等医学
校を大阪医科大学の名称を使うことの許可を文部省
から得た。大正３年ではまだ大学令が発令されてい
ない時であったが，すでに早稲田，慶應義塾など多
数の私立大学が専門学校令によった専門学校であっ
たが名称を大学とすることが許可されたていた。医
科では佐多の府立大阪医科大学（後の大阪帝国大学
医学部）だけがこのような例となった。

大正中期になると，官公私立校の医専１２校が大学
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令によって大正末までには医科大学・医学部（官
立：新潟・岡山・千葉・金沢・長崎，公立：大阪・
愛知・京都・熊本，私立：慶應義塾・東京慈恵会医
科・日本医科）に昇格（慶應義塾大学は大正６年に
医学科（専門学校）を設置）した。臨時教育委員会
では医専を無くす制度改革までには踏み込めなかっ
たが，文部省は官立医専をすべて医科大学に昇格さ
せ，医育機関の一元化を方針として大正７年東京医
専設置の以後は医専の新設を認めなかった。しか
し，内務省と陸海軍はこの方針に反対していた。そ
れは学問偏重の大学卒よりも地方や最前戦では診療
重視の医専卒が必要とされているとした現実からで
あった。ところが大正末期にドイツ留学から帰国し
た額田 豊が時流に反して医専と女子医専の必要性
を強力に主張し，日本大学付属専門部の医学科と帝
国女子医専との新設を文部省に認可させたことから
医専は復活した。

大正期には医科に限らず専門学校全体についての
制度改革が「教育評議会」（大正１０．文部大臣所轄）
において諮問を受け，さらに昭和期では教育審議
会９）において両者の制度上の位置づけが重要な問題
とされた。職業人養成の面で大学は専門学校化し，
専門学校の一部は大学化してきた現実があった。組
織の整備を進め，教育の質を高め，研究機能を持ち
始めるとそれが専門学校の大学昇格化のためとして
も，大学との差は縮まってきたということで両者の
棲み分けが明確でない部分が生じてきた１０）。このよ
うな実態から大学令，専門学校令に従った規定，す
なわち前者は教授と研究，後者は教授という設置目
的を維持しようとする論と専門学校を大学に一元化
する論とが審議された。

該審議会の医歯薬の各審議において，上條秀介校
長（昭和医専）は医専の利点を１．医師になる年齢
が若いので医業に長く携われることは医師不足の対
策となる，２．都市に集中したがる大学出と違って
過疎地医療や最前線の医療を担っているとした１１）。
教育審議会答申では医科大学・医学部については何
も言及がなく，医専に関しては，「医学はその重要
性から本来大学程度の高い教育が必要であるが『医
療衛生ノ全国普及，満支ニ於ケル需要其ノ他国民生
活ノ実際ニ照ラシ専門学校程度ノ教育モ亦其ノ必要
アルヲ認ムルノデアリマシテ，……（原文ママ）』」

とかつての臨時教育委員会や軍部・内務省の意向と
同じ結論を出した１１）。

昭和１６年に開催された大政翼賛会医界刷新協議会
では，この医育一元化に言及したのは東龍太郎（東
大医学部教授）であり「二元制を廃止して新構想下
に医科大学の一本建として学術としての日本医学の
水準を維持すべく一切のことに拘泥せず改善すべき
である」としたが，他に同様の主張は見当たらなく
なっている１２）。

日中戦争勃発後では昭和１４年に７帝国大学・６官
立医科大学に１３校の臨時医専が設立された。そして
太平洋戦争下では，昭和１７年から２０年まで官立６校
（うち昭和１９．東京医学歯学専門学校：現東京医科
歯科大学），公立１４校（１７年１校・１８年３校・１９年
７校・２０年３校），そして私立４校（大学 附 属３
校・独立１校（順天堂）の医専が新増設された８）。

戦時下に医専から学部に昇格したのは日本大学医
学部（昭和１７．３）だけであった。大学令後に残った
私立の東京女子医専（吉岡弥生校長）と東京医専（佐
藤達次郎校長）では，抱えていた問題は異なってい
たが医科大学昇格は大きな課題となった。吉岡弥生
は，昭和１５年の教育審議会の席で医育一元制は好ま
しいが自校にとっては将来に希望を託すとしたほど
であった１１）。吉岡の東京女医学校は１９００（明治３３）
年に誕生したほど古い医育機関（東京女医学校）と
はいえ，昭和１０年代でも女医の医界あるいは社会で
の地位確立には壁が立ちはだかっていたほどであ
る。大学令発布当初には文部大臣指定校となってい
なかった（１９２０，大正９認可）こともあったが，大
正時代の女子教育への施策は遅れていて１３）専門学校
以上の設置を認めていなかった。教育審議会では唯
一の女子委員である吉岡弥生が，昭和１３年の総会で
男子の「知識階級」に対応する女子の育成が必要に
なってきているので，女子の高等学校制度と官立女
子家政大学を創設してほしいと発言した１４）。女子大
学に関して論じられた高等教育に関する昭和１５年の
答申では「大学令ニ依ル女子大学ヲ創設シ女子ニ対
シ大学教育ヲ受クルノ途ヲ開クコト」とされたが，
戦前に女子大学が認可されることはなかった。した
がってこのような環境にあって，女子医科大学の創
設はまた別の次元の問題であったと思われる。

東京医専では佐藤達次郎校長の「専門学校でも大

歯科学報 Vol．１２１，No．１（２０２１） ２５

― ２５ ―



学でも何ら差別はない。実力さえあれば良い」との
考えで学生，交友の念願を積極的に受け入れること
はなかった。しかし，校友と学生の拠出金などで資
金目処がついたことから，佐藤校長は昭和１７年末に
医科大学設置を申請したが文部省は認可しなかっ
た８）。つまり，太平洋戦争の決戦下では医育の二元
化を問題とする余裕は全くなくなった。

２．歯科大学昇格問題１５，１６）

大学令によって歯科大学・歯学部の設立は法的な
対象外となった。日本歯科医専では大正８年４月に
校友会が母校の大学化を決議した。そして財団法人
資格を大正８年１２月に取得して，日本歯科大学設立
申請書を文部省に送った。東京歯科医専では強く反
応したのは学生であった。彼らは大正８年１２月に東
京歯科大学創設期成会を結成し，不当な学部規制を
講演会で訴えたりして社会活動を始めたが学校から
抑えられた。大学令発令の時には，文部大臣指定校
の歯科医専は僅かに２校に過ぎなく大学令に反発す
るには量と質で力は不足していた。

とはいえ，大学令が歯科医育を縛り歯科医師の社
会的評価に繋がる堅固な教育令だとの認識を，両校
とも持ちえなかったのではなかったかと反応の少な
さから考えてしまう。しかし，東京歯科医専では大
学令の意味するところを明確に把握していたこと
を，後の正木 正の記事１７）から著者らは知るのであ
る。東京歯科医専が，大学昇格を目標に周到な計画
を立てたことと学生運動の消火とは関連していた。
大学設立には，入学資格，施設設備，教員資格，資
産と学校の法的資格など厳しい条件が課されてい
た。東京歯科医専では財団法人を大正９年３月に取
得して，その基盤の上に大学になり得る内容の充実
に着手しだした。血脇守之助校長が日本連合歯科医
師会長との兼任で欧米の歯科教育を調査視察した時
期は，米国の歯科医学教育改革が着手されだしたと
きであったことから，その後も奥村鶴吉教授がその
改革を注視した。また学位記（医学）の取得，教員
の米国あるいはドイツへの留学を積極的に行った。
関東大震災にあって計画は遅延変更もあったが，昭
和４年には第二次校舎整備計画として当時東洋一と
評された水道橋の校舎（森山松之助設計，昭和６１ま
で使用）を竣工させた。同窓へ建設資金を募るに当

たって，血脇は大学化への準備であることをその趣
旨とした。寄付金が計画以上となったことは同窓の
期待の大きさを語っている。教育では教授陣を充実
させ，学術の振興には血脇賞（大正１４）を設定し教
員研究を活性化させ，学生の臨床実習を１年間に延
長，教育調査会設置などによって改革を継続した。
また昭和１２年前後にグランド地として複数回にわ
たって計約１１，０００坪の土地を市川に購入した１８）。グ
ランド敷地としたが大学に昇格すれば予科の付設が
必要になることが念頭に置かれた。しかし，こうし
た教育向上への努力は，昭和１２年の日中戦争の勃発
から次第に変容せざるを得なくなった。

一方，日本連合歯科医師会（血脇守之助会長）は
大正末に帝国議会への歯科医師法中改正案の中で，
正面から歯科大学問題に政府が取り組むよう仕組ん
だ１９）。議会・委員会の関連議題で議員が歯科大学の
必要性を論じたことも少なくなかった。また未だ歯
科軍医制度がないのは，歯科医師に大学卒業者がい
ないことなども理由の一つに挙げられたほどであっ
た２０）。このようなことからも歯科大学設置は，歯科
界のなすべき大きな責務であったために歯科界は，
学内外で歯科大学新設の要望を大学令発令直後から
継続して主張した。

昭和初期には，官立１校と私立６校（文部大臣指
定校）の歯科医専が揃い歯科大学設立の体制は整
のったと観られるが，教育の本質を論じる最後の機
会となった教育審議会は，島峰 徹東京高等歯科医
学校長によった歯科大学設置の要望２１）を理解しなが
らも，具体的に大学令改正という大仕事に進展させ
るのにはなお躊躇した答申とした。臨時教育委員会
（大正８．５～１０．７）は，学問の進展によって新しい
領域の学術研究が必要になるであろうという先見性
で，学部の規定には「等」を付加することでその設
置に柔軟性を持たせた答申をした。答申は文部省に
よって大学令原案として作成され，閣議もその原案
を通過させた。ところが大学学部に該当する「７学
部等」という原案は，最後の審議機関である枢密院
で８学部とされ「等」を外して勅令として発令され
た。その２０年後となった教育審議会では，島峰 徹
の大学設置の要望をめぐってこの間の経緯が氷山の
ように姿を見せた。枢密院議会での修正は文部省の
松浦鎮次郎専門局長の提案によって，末松兼澄委員
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長が議題に乗せたことを松浦鎮次郎教育審議会特別
委員（文部大臣に就任のため委員は途中で辞任）が
発言している。松浦は歯科大学に対しては「歯科は
科学か」とし，他の領域に対しても８学部から増や
すことには該審議会でも反対した。松浦の大学観
は，大正中期から戦前末期に至っても変わることな
く教育審議会委員を規制していた２２）。こうした経緯
の探究ができる資料の公表は１９７０年代に入ってから
である２３）。したがって，歯科大学昇格を目指した先
人は大学令改正という開けられる扉が作られるであ
ろうと希望を捨てることはなかったが，なぜ扉が作
られなかったのかは知ることなく戦後を迎えた。そ
して歯科界の宿願は占領軍政策によっていとも簡単
に成就した。

日中戦争から変わり始めた日本の教育ベクトル
は，太平洋戦争開戦によってさらに収斂され大きな
エネルギーで加速したことから，高等教育制度から
生じた普遍的な問題に医科も歯科も学内外が対応す
る余力はなく，また許される社会環境ではなくなっ
た。しかし，太平洋戦争開戦後の教育刷新の会議で
は，歯科はなお大学教育の必要を述べたことが記録
されていて２４），歯科医学教育が決戦下の異次元とも
感じる教育刷新の中にあっても，先達はそれを懸命
に追いかけていたことを僅かに知ることができる。

決戦下の医歯学教育刷新

日中戦争が始まると昭和１２年１２月に教育審議会が
設置され，教育刷新の検討が始まった。高等教育要
綱は昭和１５年７月に議了し９月に答申された１１）。教
育審議会における大学教育に関する答申では医学の
学科課程に言及はなかった。ちょうど同時期に日本
産業衛生協会による医学教育刷新案（実行案）が発
表された２５）。刷新のための実際の動きは，昭和１７年
３月の文部省によった医学教育刷新協議会から始
まった２６）。教育審議会における医歯薬の専門学校に
関しては既に報告９，１１，２１）した。本稿では医専・歯科医
専の学科課程を記すとともに，その背景を理解する
ために日本産業衛生協会医学教育刷新委員会と昭医
会によった大学医学教育刷新案２７）を紹介することで
当時の問題を考えてみたい。なお，表題の「決戦」
という言葉は昭和１８年６月の閣議決定「決戦体制確
立方策ニ関スル閣議申合セ」で初めて用いられてい

て，医専・歯科医専の刷新学科課程は１９年４月から
適用されたので「決戦下」とした。日本軍は昭和１８
年２月にガダルカナル島の撤退を開始し，４月には
連合艦隊司令長官山本五十六が戦死し，５月には
アッツ島の守備隊２，５００人が全滅した。それ以後か
ら戦局を「決戦下」と位置付けた。

１．民間による医育刷新案
１）日本産業衛生協会による医学教育刷新案２５）

昭和１５年に日本産業衛生協会が医学教育刷新案
（実行案）を発表した。

該案作成の委員会は有光次郎（文部省），小泉親
彦（産業衛生協会），野村 守（海軍），暉峻義等（労
働科学研究所），西 成甫（帝国大学），額田 晋（医
専），橋田邦彦（帝国大学），三宅正一（衆議院），
西野忠次郎（私立大学（慶應大学内科教授：著者
註），吉田 茂（貴族院）などと陸軍，厚生省，保険
院，単科大学，開業医など２３名からなり，その中に
歯科からは奥村鶴吉（東京歯科医専）と島峰 徹（官
立東京高等歯科医学校）が加わっている。

実行案を纏めると以下の如くである。
１．大学医学部・医科大学における現在の医育の

欠点

１）医育の本質の閑却

医育は医道を中心として，学・術・道の三者帰一

を体得することにある。しかし，従来の医道は道が

閑却され抽象的観念となり，医術は道を離れて技巧

に堕したことから医育の光彩が失われ医風の退廃が

来した。

２）基礎的把握が不十分

入門的概括的な手引きを受けることなく，唐突に

高邁な系統的専門的知識が分科的に注入される。

３）各分科の有機的関連の欠如

専門的知識が専門学者から各専門分野との関連が

なく教授されることから総合的な背景の把握なく徒

らに該博な抽象的知識の詰め込み教育に堕してい

る。

４）学習コースの不整備

医学の各分野には医学と医術に対して国家と国民

の要請に応え得る専門家の養成が弱く，専門志望者

にも画一的な同一コースを取らしている。したがっ

て徒らに広範な憮然たる知識の持ち主を養成するに
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止まり，真の国家有為の専門家養成の目的が達成さ

れていない。

５）人文的教養の欠如

医学学習は，この根底において生命―人生―世界

（即ち社会―国家）の把握を必須とする。

この把握があって初めて医学的知識は生命ある人

格的行動として発揮される。即ち医学学習者には

各々その人生観，世界観（社会観，国家観）を練磨

しえる機会と方法とを与えることが必要であるにも

拘らず，それらの教養は学習者自身の為すところに

全て委ねられている。この現状は医育における大い

なる欠陥である。

１．以上の欠陥の改善と本質的な刷新策方針

１）邦家民生に医を以って奉仕する教養高い人

材養成を医人育成の目的とする。

２）文化的教養を豊かにする。その文化とは世

界文化を包含する日本文化を意味する。

３）医育は医道の実践と宣揚を核心として樹立

されなければならない。

４）医学を構成する各分科を総合的，有機的に

関連させる医育とする。

５）学習者の機と能に応じて啓発できるように

学習過程を整備する。即ち学習は序を以って

しかつ適当な分科を設定すること。

６）国家興隆の動向に即応し国家的情勢に対応

するため適当な学科目を追加し，教授方法を

刷新し，学修内容を豊かにする。

７）専門的分科志望者に対して，学修科目を按

配して正科目の他に副科目を課し，基礎的研

鑽を積ますとともに豊かな教養を得るための

機会を与える。

８）独創力を養成し，自学の風習を涵養する。

９）講堂教育をなるべく整理し，実習や示説，

臨床講義および臨床実習あるいは演習や見学

等を重んじる。

１０）私立大学医学部および私立医科大学はこれ

を官立とするか，或いは少なくとも教授を官

が任命する。

２．医育刷新の具体案要綱

１）修学コースの改革

年次とされている４学年間の修学期間を３分科と

した。

ａ．初学年級（１か年）：医の本質を簡潔・総

合的に把握させる。科目は基礎医学総論，臨

床医学総論，国家医学総論，人文科学（医学

史，医学通論初歩，哲学概論，科学概論，国

家学），自然科学（数学を含む）

ｂ．中学年級（２か年）：大分科的な分科教育

を施し，学修者はここで志望専門分科を決め

ることにあるので分科学科における中心的把

握を目指せるような方法がとられる必要があ

る。この分科として以下を置く。

基礎医学科

臨床医学科

国家医学科―産婦人科学，小児科学，統

計学，軍陣医学の小分科を

いう

ｃ．後学年級（１か年）：中学年級における分

科教育をさらに徹底させる。小分科を体系的

かつ実習的な把握に勤め進路教育とするので

小分科間の交渉を十分に考慮する。また，必

須となる高い総合的教養を涵養する

修学者全体の共通科目は医科学，医学通論，国家

学とし，専攻科目は医学基礎学科，臨床医学科と国

家医学科に分ける。また専攻科目の副科目として主

任教授から指定を受ける。さらに専攻科目関連研究

機関における履修が以下のように用意されるとし

た。軍陣医学に進む者は後学年級に進む代わりに軍

医学校に入る。その他の専攻者として伝染病は伝染

病研究所，産業衛生学では労働科学研究所，衛生学

では公衆衛生院，体育学では体育研究所において専

攻学科を履修する。

２）卒業および資格

⑴ 修学年級の課程修了者は卒業とし，医学

士の称号が与えられる。

⑵ 臨床医学科の後学年級の課程修了者及び

基礎医学科，国家医学科の後学年級修了者

にして内科，外科，産婦人科，小児科につ

いて所定の試験に合格したものに医師の資

格を与える。

つまり３学年で将来の専攻（基礎・臨床・国家の
医学）を決め，４学年はその専攻科目を重点的に修
学する，そしていずれの専攻でも高い教養の涵養に
努めるとしている。臨床は４年制，基礎と国家医学
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科を専攻したものでは上記４科目の試験合格者に医
師資格が与えられるという３年制案である。以上の
大学案に大学院と学位制度が加えられている。研究
者志望には大学院に相当する研鑽を加えて全５年で
完成させる，また医師資格は３か年で取得できると
説明している。

医専に関しても案が作られたようであるが，資料
では「略」となっていて内容を知り得ない。但し，
大学院の修学生を甲乙として，乙の院生では大学院
年限が大学卒業生の２か年よりも長い３か年として
いるので，医専卒業生にも大学院を解放した案と窺
える。

２）昭医会による医学教育刷新案２７）

昭和１４年に昭医会が医学教育刷新案を発表した。
昭医会とは東京帝国大学医学部卒業生有志で結成さ
れ，大東亜建設完遂のために医学医療の刷新を目指
した若手医師団体である。大政翼賛会医界新体制協
議会を主導した１，２）。昭医会は日本産業衛生協会から
医学教育刷新案が提出され，朝野の注意を引き一般
医科の関心の対象となっていることから，青年層の
昭医会から見て好ましい革新案を発表して識者の参
考に供したいとした。刷新案をまとめると以下の如
くである。

① 基本方針として「医道の把握実践を目的とし
た教育方針をとり制度の改革を為す」として「医
師の人格涵養のために文化的教育を重視する，
また時代の進運国家の要求に即して医育を刷新
する。」

② 従来の制度と異なる概要として「学科目は横
の連絡を重視し，３か年で一通りの医学教育を
授け４年時は臨床実習を主とする，教授は専任
の研究授業を作り教育にも研究にも徹底しない
大学教授方法を変える，個人医学から集団医学
へ変えるために社会衛生，産業衛生，民族衛
生，衛生行政，保険医学，統計学等を含む教室
を作り，社会施設との関係を保ちつつ学生一般
の集団医学への素養を高める，大学院制度を確
立し医専卒を乙種として入学の道を開く。」

③ 刷新案本論として大学教育の目的，教授のあ
り方，学科目，研究施設，大学院と学位制度，
高等学校における教育改善，医学専門学校に対
する改革，育英問題など８項目が１頁半で纏め

られている。
医専に対しては多数の実地医家を世に送る点で医

専の任務は重大であるとし，しかし刷新を要する点
は大学以上にあるとしている。「実地医家育成に遠
縁な理論や学説を避け実習に重きを置かなければな
らないことは大学以上でなければならない。私学の
医専改善には最大の根である経済的事情の解決無く
してなし得なく，学科課程の改正などでは期待でき
ない。」としている。そして，以下の改善を求めて
いる。「１．現行の１５０～２００名／学年の学生数では
実際的な教育はできないので５０～８０名に減らす，
２．教授の待遇改善，３．無料患者数を増す，４．
研究設備，生徒の保健設備を完成させる。医育問題
では医学校は経費がかさむため貧家の子弟から有為
な人材を得にくい現状から，軍学校委託生のように
国家的補助制度で官吏に採用する。また優秀な学生
には大学院進学または研究従事のための補助をすべ
きで，そうしなければ大学院は裕福階級に独占され
る。これは優秀な人材を逃すだけでなくやがて社会
的不祥事の原因となる。」として格差がもたらす社
会不安に言及している。

２．文部省による教育改革と医歯学教育委員会
歯科雑誌に報告された会議を時系列で記す。昭和

１７年２月に國民醫療法が発令されてから医学教育改
革の具体的な動きは協議会が設置されたことでまず
認められ，その直後から医学系に限らず専門学校全
体の改革が始まったようである。そして昭和１８年に
入ってから医専・歯科医専の刷新カリキュラムの作
業が着手された。完成した刷新案は，文部省で手直
しされ昭和１９年度から使用されるという手順であっ
た。

１）医学教育刷新協議会２６）

昭和１７年３月に橋田邦彦文相を会長として菊池文
部次官（副会長），小泉親彦厚生大臣（顧問），委員
として医学会から３９名が選ばれて医学教育刷新教協
議会が３日間にわたって開催された。３日目に各委
員が具陳した意見が以下のように纏められた。これ
らの意見は今後の幹事会，特別協議会で審議検討さ
れて最終決定されると歯科学報で報告されている。
ａ．医業の根本義は国家意識に基づき，個人を対象
とした医学教育を一転して団体，国家を目標とし
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て進む

ｂ．公立病院を医学教育のために全面的に解放して

患者に完全な治療をするとともに教材として活用

する

ｃ．学校附属病院の患者は全部官費として医学の実

際教育拡充を図る

ｄ．看護婦の範囲を拡充した医学補助員の制度を設

ける

ｅ．医学教育課程を立て直し，国家的な需要計画に

よって医育機関の拡充を期す

ｆ．医学校の教育課程に予防医学，軍陣医学，国防

医学の３部門を加え総合的な教授要目は文部省で

一本建てとする

ｇ．単科医大を６年制あるいは７年制とし予科制度

を取り入れる

ｈ．熱帯医学研究所をはじめ大東亜共栄圏の各地に

即した医学教育機関を設置する

ｉ．医学校の上級学年に軍医養成課程を設ける

２）私立大学予科長専門学校長会議２８）

昭和１７年６月２０日と２２日に文部省で私立大学予科
長専門学校長会議が開催された。二日目には宮中西
溜の間において，橋田邦彦文相以下３０２名の予科長
校長が天皇陛下の拝謁を受けた。

文部大臣の謹話として，全国の高等師範学校長，
高等学校長，大学予科長，専門学校長，実業専門学
校長に対して教育の使命が重大な時に当たるに際し
て，陛下の拝謁を仰せつけられたことの光栄と各校
長はひたすら奉公の真を尽くすことを固く期し奉っ
たとのことが歯科学報に記されている。

３）医専歯科医専の医育刷新
⑴ 高等専門学校長会議２８－３０）

① 全体会議
昭和１８年５月２４・２５日に文部省は全国官公私立の

高等学校，大学予科，高等師範学校，専門学校の各
校長を集めて高等専門学校長会議を開催した。２４日
には午前８時半に文部省に参集して，１０時に宮中西
溜の間で天皇陛下の拝謁を賜り３４０名の校長は心中
深く奉公を誓って退下した２８）。

午後１時から文部省において最初に岡部文部大臣
から訓示があり，その後は陸海軍当局の講演があっ
た。その夜は上野精養軒で文部大臣の招待宴が催さ
れた。岡部文相の訓示２９）は以下の通りである。

「今次の大戦は国民精神の戦いであると共に，科

学戦である。生産増強による戦力強化は科学技術の

力によるところ大であることから科学技術の振興が

時局の喫緊の要望である。したがって科学の研究と

教育には画期的躍進を期しているが資材の不足その

他の困難な事情のため教育者各位は独自の創意と渾

身の努力によって万難を排していかなる不可能をも

可能にするという気概を持って創意工夫に精進して

もらいたい。

何事も模倣は易く創造は難く，その難易は比較に

ならない。今日まで創造力に富んだ学徒の養成には

十分な力が注がれてこなかったが，それは日本の世

界史観が不徹底であったからだと信じている。将来

国家の指導的位置に立つ人材の錬成に当たる高等専

門の諸学校においては，精神根底を十分に養い大東

亜戦の真の意義を徹底させると共に，創造建設的な

科学教育の昂揚に努めることこそ，即ち皇国の道を

行く学行一体の修練を実にすることである。

近事学徒の風は著しく改善され修文練武の気風盛

んにして質実剛健の士風大いに振るい，また女子に

おいても国と家との観念ようやく旺盛になろうとし

ていることは教員の学徒の本分に対する自覚と不断

の指導薫化によるもので御同慶に堪えない。戦時下

の学徒の体力の向上は即ち戦力の増強を意味するの

であるから学校教練はもちろんその他の正課，課外

を通じ，基礎体力の増強と国防に関する各種訓練の

強化に努めて軍の服務に備え，また勤労作業による

鍛錬を通じ，進んで生産の増強，食糧の増産への協

力など広く国策の要請に対応して心身の健全な発達

に一層努力されんことを希望する（ママにあら

ず）」２９）

翌２５日午前８時半から午後４時半まで専門教育
局，体育局，教学局関係事項に関する指示と注意が
あった。校長からも種々発言がなされ，学校修練に
ついては特にその趣旨が強調された。

② 私立医専・歯科医専校長会議２９，３１）

昭和１８年５月２８日には私立の医専校長と歯科医専
校長の会議が文部省で開催された。医科７校，歯科
８校が参加して，私立学校の刷新と制度の改善に関
して文部省と意見交換が以下のように行われた。
ａ．学校経営上の問題が協議された

ｂ．私立学校を国家に接収する考えはないことが

３０ 金子，他：決戦下の刷新歯科医専学科課程
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文部省から説明

ｃ．学校法人については特別な組織とみなし，強

力に教育の意思を反映できる形態にするように

との要望がされた

ｄ．学校と教員に対しては官立学校同様の取扱の

諸待遇が必要とされた

ｅ．私立学校の監督助成の強化が行われる中で私

学の特色が失われないように考慮してもらいた

い

ｆ．私学は弱小の経済力で人材養成にあたってい

るが国家は経済的な助成を願いたい，それがで

きなければ精神的に助成してほしい

私学に対する政府の監督強化が会議の中心になっ
たと記されている２８）。

③ 官公私立医専・歯科医専校長会議２９，３０）

昭和１８年５月２９日午前８時半から岡部文相，菊池
専門教育局長などと４３名の校長が出席し，医育刷新
に関する意見が永井専門学務局長の指名により個々
に懲された。以下のような意見が開陳された。
ａ．従来の医術偏重は打破して皇国皇道に透徹さ

せる教育に転換すべし

ｂ．予防医学，軍陣医学および臨床実習の時間を

増加すべし

ｃ．当局において教科書を制定，教授の簡素強力

の資となすべし

ｄ．学生の修練強化のため全寮制を実施すべし

ｅ．官立各医大臨時医科専門部の名称に関して

「臨時」を削除すべし

ｆ．点数割りは種々の余弊が生じるのでこれを廃

止し学生の独創力涵養に務むべし２９）

歯科側からは島峰 徹，奥村鶴吉，宇田 尚の校長
が意見を述べた。他の５校長の意見は，文書提出に
よることとなった。島峰校長は，歯科学発達の推移
を述べ，日本においては将来歯科医専の基礎学を医
専と同一として歯科卒業生を医専の上級に編入する
こととし，医専卒業生も歯科医専で同様にすること
を要請した。奥村校長は歯科医学の特殊性から，歯
科診療を医師に行わせる一元論は國民醫療法を完全
にすることではない，また実行不可能である事実を
述べ，さらに医専・歯科医専卒業生の交流を速やか
に制度化することを要望した。また，基礎学は現在
歯科医専で行いつつある現状から，医専の上級に編

入が十分できることを強調した。宇田校長は精神教
育の指向について向かうべき道を熱心に説いた。そ
の他の発言はなく午後１時に閉会した３０）。

該会議で医専・歯科医専の学科課程刷新の実施は
昭和１９年４月から予定され，その学科課程作成のた
めに以下の会議が始まった。

⑵ 歯科医学専門学校長会議３２）

私立医学・歯科医学専門学校長会議が前記のよう
に５月２８日に文部省で開催されたが，その機会に奥
村鶴吉（東京），加藤清治（日本），中川大介（日
大）の３校長による発起で５月２７日に虎ノ門晩翠軒
で会合が開かれた。出席者は上記３名と飯塚淳一郎
（大阪），永松勝海（九州），柳楽達見（京城），宇
田 尚（東洋女子），清水精一（日本女子，校長事務
取扱）であった。学校教練，学科課程，医専との連
絡，教授資材等について協議された。そして今後こ
の会を組織的に強化し，決戦下一層教育および運営
の刷新整備に邁進することを申し合わせた。

⑶ 医学及歯科医学専門学校教育刷新協議会２４）

昭和１８年７月９日から１２日までの４日間にわたっ
て文部省は官公私立医専歯科医専校長会議の延長と
して，学科課程に関する審議のために委嘱された委
員によって該協議会を上野の帝国学士院で開いた。
委員は文部省２名，文部省視学官として医科４名，
歯科３名（金森虎男，島峰 徹，長尾 優），陸海軍
省医務局長各１名，厚生省２名，帝国大学総長１名
（東北），帝国大学医学部教授２名（東京，大阪），
東京帝大臨時医専主事１名，官立医科大学教授１名
（長崎），私立大学長（日大：佐藤運雄），私立大学
医学部教授２名（慶應，慈恵），医専教授２名（帝
国医薬，東京女子），歯科医専教授２名（東京：奥
村鶴吉，日本：加藤清治），日本医師会長の２６名で
ある。

文部省の教育一般の指導方針，目標などへの意向
が永井専門学務局長から挨拶ともども話された。科
目はいたずらに増やすことはしないで，簡潔要約し
て学生が咀嚼消化し得るようにしてもらいたいとし
た。各委員から意見の開陳があった。座長を熊谷岱
蔵東北帝国大学総長が務めた。その結果，医専側は
小委員会を設けて具体案を作成することとなり，委
員長を石原 忍博士（視学官）が任じることとなっ
た。
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歯科医専側の意見として歯科大学の設置，学科目
整備問題，歯科技工士問題などが述べられた。ま
た，歯科医専卒業生の医専の上級への編入する交流
問題が強く要請された。これに対し医専側において
も同意の態度がみられ，佐多愛彦委員から医専歯科
医専の学科課程を第１と２学年においては同一とす
る旨の提案があり，なるべく双方を連絡させるとの
空気であった。

① 医専の委員会２４）

医専側は翌日１０日に小委員会が開催され，１２日の
全体委員会で案が以下のように大体決定した。
ａ．基礎科目として道義科と人文科を課して皇国

民たるの気節（気骨：著者註）態度の養成を第

一とする

ｂ．外国語に関しては極めて少数の時間として，

講義に用いるのは主として「ラテン語」とし，

英独語は現在普通に用いられている用語がわか

れば良いことを標準とする

ｃ．基礎医学においては生機学と病機学の二大別

とし，前者を生理，解剖，生化学等とし，後者

を病理，微生物，薬理学等とし，全て講義と実

習の区別をしないで実験実習を基として授業を

進める

ｄ．臨床医学においては内科と外科に重点を置

き，時間の多くを課し低学年（例えば１学年３

学期）から臨床医学に入る。どの学科も患者に

ついて修習することが基本である

ｅ．厚生医学は衛生学，予防医学，法医学，栄養

学等とし，また時代の要求に応じて医学の新方

面を開拓することに目標が置かれた

ｆ．軍陣医学が置かれて基礎医学，臨床医学，厚

生医学と併せた４部門として医学教育が行われ

る

② 歯科医専の委員会２４）

歯科医専の委員は視学官と学校側の計６名であ
り，熊谷座長の指名で島峰が委員長となった。１０日
から４回にわたり審議され，２２日に大体の成案を得
た。
ａ．学科課程の構成はほぼ医専案に準拠する

ｂ．その編成で困難であったのは第１に基礎医学

の中で歯科解剖組織病理また口腔微生物などを

如何なる形で表すか。第２に臨床学科の配列を

如何にすべきか。特に医専案では２学年で相当

多量の内科と外科が入り込んでくるので，これ

を如何にして歯科医専の課程に取り込むか。ま

た歯科外科と口腔外科の取り扱いであった。第

３に全体を総合して毎週の時間数をあまり増や

さないで歯科医学教育の特性を如何なる組み合

わせで行うかということであった

ｃ．今後は修練や鍛錬あるいは勤労に相当多くの

時間を割く用意をすべきであるからこれに対応

する学科課程の編成は甚だ困難であった

ｄ．医専と歯科医専との交流問題は文部省におい

てもその必要を認めこれを制度化するものと見

られている。すなわち医専の学則にこの件が現

れる

ｅ．この後に医専，歯科医専，薬専の学科課程お

よび教授方針が文部大臣から示されて，来年（昭

和１９年４月）から新しい課程で学徒の錬成が始

められると思われる

なお，この時期には歯科教育における器械が入手
困難となっていた。６月２９日に私立歯科医専５校の
校長連名の陳情書を携えて加藤清治，宇田 尚，奥
村鶴吉が文部省，商工省，厚生省，企画院を訪れて
次官，関係部課長に面接し歯科医育の遂行のため十
分な配慮を乞う旨委細陳情した。これに対して文部
省資材課は７月１３日に全国の各校代表者を招き，文
部省が保有する原料を使用して教授用器械を製造供
給するとして懇談が持たれた３３）ことも付記しておき
たい。

⑷ 私立大学財団法人代表者会議および私学財団
代表者会議２９）

昭和１８年６月１日に，文部省で小泉信三慶應義塾
大学塾長以下２８名の私立大学理事が集まって開催さ
れた。永井専門学務局長などから大学側への指示は
以下の通り。
ａ．私立学校の教育は国家の教育たることを再確

認すること

ｂ．財団の当事者は教育の当事者と一体たるべき

こと

ｃ．学校の経営に特に留意すべきこと

同２日にも同様に６３名の法人代表が出席して開催
された。私学側（専門学校と思われる：著者註）の
改善に関する意見の総合は以下の通り。

３２ 金子，他：決戦下の刷新歯科医専学科課程

― ３２ ―



ａ．教育は戦時下人材養成の意味から意義ある事

業で学校に対して政府が助成監督するのは当然

である。もし私学に好ましからざるものがある

なら監督の一法として事務管掌等の制度を設け

てはいかがか

ｂ．私学は同志的意識による校長を中心とする全

体としての結合が強い，これを善用すれば私学

こそは皇国の道を邁進する教育ができるのはな

いか

３．商業誌（日本歯科評論）における刷新歯科教
育に関する委員へのインタビュー

日本歯科評論の主筆である高津 弌は，上記の医
学および歯科医学専門学校教育刷新協議会における
歯科教育刷新の協議が終了した後の同年９月下旬に
加藤清治，奥村鶴吉，佐藤運雄の３委員に該協議会
における内容について個別にインタビューを行っ
た。本稿では奥村鶴吉の話を上述の補足説明として
引用する３４）。

奥村鶴吉委員の説明
ａ．基礎医学は生機学と病機学とに分類し，各学

科は実験実習を主体にして座学は少なくする。

各学科の時間数は実験実習と座学を分けること

なく各学科の総時間数とする

ｂ．歯科医専の分類はほぼ医専に準じるが，例え

ば解剖を医専と同じ教授内容に歯牙及び口腔解

剖が加えられる。歯科に必要な基礎を一般医科

の基礎の中で一緒に教えれば良いとの意見も

あったが，歯科医師にはその活動舞台が特に決

まっているので，その活動舞台の地理歴史に明

るくなくては働きができない。いろいろ協議の

結果として口腔解剖学，口腔病理学，口腔微生

物学，歯科医理学などの学科を置いて決まった

時間をそれに当てる。したがって歯科医専の基

礎は医専よりも時間数が多くなるので，そうな

らないように一般基礎医学の時間を減らすよう

にして簡素化する

ｃ．口腔外科については多くの論議がなされた。

歯科外科と口腔外科に分けるということにたい

して歯科外科は歯科医，口腔外科は医師となれ

ば将来歯科医師の専門科名も診療範囲もその括

りの中で収まることになれば非常に不適当であ

る。歯科の領域だとか医科の領域だとかの論議

に結論が出ないので自分は視点を変えた意見を

出した。診療範囲問題とした論議はここでは論

じないで教育の面からする。まず歯科医学校の

課程で臨床課程という大きな表題を置いて，そ

こに総括的な学科名である内科学，外科学，保

存学，補綴学，矯正学，臨床実習として，その

外科学の中に外科学および口腔外科学を課す

る。こうしておけば歯科医学の範囲がどのくら

い広がっても口腔外科学がどうあろうとも歯科

の学科を教えるには全体を教えるのであるから

そうしたらよかろう，こうゆう提案をした。こ

こに落ち着いた

ｄ．臨床実習の問題は今度の國民醫療法の規定に

よって１年間は大いに臨床実習をすることに

なったのだから医専でも特別の臨床実習の科目

を置いて１年はやることになる。歯科医専の方

では従来と変わりなく１年は臨床実習をする。

もしそれをやらない学校があるとすれば卒後に

それを１年やらなければならなくなる

e．外国語の問題では従来私たちの学校ではドイ

ツ語と英語を課しているのだが，他の歯科医専

でも同様に１年間の間に相当の時間を食ってい

て歯科医専の本来の学科に食い込んでいる。今

日日本医学，日本歯科医学の確立していくため

にはその方面への時間の使い方は不適当だとい

う意見があった。このため医専，歯科医専とも

に１年生に毎週３時間だけを課す。２年生以上

には外国語は課さない。しかし，解剖や薬物に

は随分ラテン語が入っていて，病理はドイツ

語，補綴は英語などといったこれまで日本人の

臨床上の常用語となっている程度の外国語は教

える，それ以外に無理に多数の時間を全ての生

徒に課すことは止め，その代わり実際に必要な

日本の団体観念を植え付ける。人文，道義に基

づいて医師，歯科医師として医道昂揚の基本と

なるところの特長を養成しようということは勿

論で，其の他実際に必要な修練とか教練とか或

いは勤労作業などに相当数時間がかかる。それ

でこんな風に時間をこしらえるために各学科と

も非常に圧縮して実際に生徒がこれを飲み込ん

で自分のものにできるように教えていく
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ｆ．やや新しいものとして厚生省の厚生をとって

厚生医学，つまり大体が予防衛生とそれに関連

したものを実践していく。生徒に予防と衛生を

実践して本義となすという観念をしっかり把握

させるため５番目に厚生医学が置かれた。歯科

の方では臨床学科の次に厚生医学科ができる

ｇ．医専と歯科医専の連絡，つまり歯科医専卒業

生の医専上級編入学については医専側になるべ

く連絡が取れたら良いという雰囲気が感じられ

た。佐多愛彦さんからの発言は「将来医専と歯

科医専の学科課程を第１学年と第２学年は同じ

ようにしたらどうか，歯科医専から医専に入り

やすくなるのではないか」との提案があった。

私は「医専と歯科医専の４年の課程には大変似

た点が沢山ある，しかし２年までを同じにした

歯科医専の学修には木に竹を継いだような形も

のができあがる。その点をよほど注意しないと

実行上支障をきたす。既に外国でもこのように

して実行した学校では長続きしなかった。」と

発言した。しかしその当時は医専の方でもまだ

学科課程の具体案ができていなかったこともあ

るし，新しい学科課程での基礎医学では医専歯

科医専を同じにすることが骨子であるという風

に私は思っていたが，医専では第１学年の後期

ごろから臨床医学の内科等を課し，第２学年に

なるとほとんど全ての臨床学科が入っている。

この臨床医学を歯科医専のほうに全て入れてし

まったのでは到底歯科医専の学科を中に入れる

余地がなくなる。そこを調節してできるだけ入

れるか全然医専とは別にするか，その点は互い

に相当の融通をつけることにして大体の案を作

成した。文部省に内意的に聞いたところ歯科医

専卒業生の医専の上の級に入れることは同意で

あって近く各医専において歯科医専卒業生に門

戸を開いて１年とか１年半とかの期間で多分卒

業できると思われる。この反対に医専卒業生が

歯科医専に入ることには非常に賛成である。こ

れは早く実行してもらいたいと文部省に頼ん

だ。歯科医師の特別学級を作ったり，一種の講

習で医師になるのではなく正規の医学生の中で

学科を修めて正規の手続きで医師の資格を取る

のでなくてはならない。それでないと将来発達

の道が狭まる。医師の資格を得た歯科医師が全

部歯科のやることには従来の経験から甚だ心許

ないが，幾分でも歯科を従来通りやるというこ

とになれば或いはそれをしなくても結構です

４．全面改訂された昭和１９年度歯科医専の学科課
程

歯科医事衛生史は，歯科医専学科課程の刷新につ
いて以下のように記している。「刷新された全面改
訂の課程は昭和１９年４月から行われるべく全国歯科
医学専門学校に文部省から発せられた。その要点は
３か年間で講義実習を完了し，第４学年は臨床実習
だけとなり，３か年間に医専の第２学年までの課程
を全部修学すること。ノート主義を廃し教科書を用
い短時間で能率的に授業する。普通学科及び基礎医
学，そして臨床医学の中の重点である内科総論，外
科総論は医専と同程度に課し，臨床医学の各論厚生
医学の時間を軽減して，この時間をもって歯科医学
を教授することが基本方針となった」３５）。

学科課程の総時間数は歯科医専（５，０４０時間）３５）が
医専（４，８９５時間）３６）。より１４５時間多い。１週間の
修学時間は，４０時間（６日制で８コマ（５０分／コマ）
／日）３６）となるので３．９週つまり４年間で１か月分は
歯科医専の修学期間が医専よりも多いことになる。
図１は医専と歯科医専との学科課程の比較をしたも
のである。そして後述する考察のために昭和１７年度
の東京歯科医専の学科課程３７）を加えた。グラフは各
教科区分（各科目をその性格で括られている）を教
授総時間数の割合で示した。なおこの総時間数は標
準とされているので，各校で多少の自由度はあった
と思われるが現時点では未調査である。

歯科医専の教科は普通学科，基礎医学，臨床医
学，歯科医学，歯科臨床実習，厚生医学，そして軍
陣医学と７つに大別されている。この分類は歯科医
学を除いて歯科臨床実習は医科臨床実習となって基
本的に同じである。以下に歯科医専の教科を記す。

１．普通学科（１，１９０時間２３．６％）：道義，人文，
理数（統計を含む），外国語（１０５時間），教練，
体練となっていて，教練と体練が計７００時間で
普通学科の５８．８％を占めている。人文・理数（統
計を含む）・外国語は計３５０時間で２９．４％であ
る。
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２．基礎医学（９６５時間１９．１％）：解剖（生物，組
織学を含む）（２９５時間３０．６％），生理（生物，
遺伝，化学および生化学を含む）（２８０時間２９．０
％），病理（病理解剖，寄生虫，微生物，血清
および免疫を含む）（３００時間３１．１％），薬理（９０
時間９．３％）である。

この基礎科目には歯科あるいは口腔が頭につ
いた科目は見当たらないが，各基礎科目の中で
歯牙解剖等として行われた。

３．臨床医学（７１０時間１４．１％）：内科と外科は総
論と各論に分かれていて，総論では内科が診断
と放射線を含むとして２５０時間，外科が２００時間
と割り当てられている。各論では外科の時間数
（１０４時間）が内科（８５時間）よりも多いが，こ
れは口腔外科が別の学科として扱われていなく
外科の科目の中に入り込んでいるためであろ
う。総論と各論を合わせると内科は３３５時間
（４７．２％），外科は３０４時間（４２．８％）と内科が
多い。その他小児科（２０時間２．８％），皮膚泌尿
器科（１６時間２．３％），耳鼻咽喉科（３５時間４．９
％）が組まれていて，特に耳鼻咽喉科に多くの
時間が課せられているのは関連医学としてであ
ろう。

４．歯科医学（１，０２０時間２０．２％）：保存（２７０時
間２６．５％），補綴（６５０時間６３．７％），矯正（１００
時間９．８％）となっていて，補綴に歯科理工学
が含まれている。

５．歯科臨床実習（１，０１５時間２０．１％）：臨床実習
に第４学年を全て当てている。

６．厚生医学（１０５時間２．１％）：国民衛生（５５時
間），国民体力（２０時間），法医（２０時間）医事
法則（１０時間）

７．軍陣医学（３５時間０．７％）

総括と考察

１．太平洋戦争下の教育思想
昭和１９年度からの普通学科では，体練・教練・道

義などが人文・理数・外国語のほぼ倍の時間が割ら
れているので，教養より頑強な体躯と軍事訓練が重
要であったことは戦時下教育として不思議ではな
い。しかし，学科課程の科目や時間割だけからでは
十分に見えてこないものが，学科課程の基盤となっ
ていた教育理念であり，専門学科の科学を教育理念
である皇道の道に結びつける理論操作も行われた。
また，再三指摘された退廃した医道の復元には，個
人から国家的な集団への医療を対象とするなどの意
識変化が強く求められ法制化もされた。この教育理
念はあらゆる教育段階において，教師の構えとして
教育現場で浸透した。戦時下日本人の行動ムーブメ
ントはこの教育理念によっていた。したがって，戦
時下教育の核である理念を理解しておきたい。

１）教育の基軸を決めた教育審議会答申
教育審議会は「教育ノ刷新振興ニ関スル重要事

項」の調査審議を目的として，１９３７（昭和１２）年１２

図１ 昭和１９年度から使用した医専・歯科医専の学科課程（４年間）
新学科課程の対象として昭和１７年度の東京歯科医専の学科課程（５，１６７時
間）を加えた。
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月から１９４２（昭和１７）年５月まで内閣総理大臣に直
属して開催された。医歯薬の専門学校に関する会議
の速記は，すでに詳細に紹介した９，１１，２１）のでこの事項
は避けるが，該審議会は教育のあり方とその具体策
に関して小学校を改称した国民学校から高等教育の
みならず社会教育，家庭教育にいたるまで一貫した
教育思想を基軸とした答申をした。その基軸とは教
育が皇道の道に帰一する国防のため，また国家に
とって有為な人材を育成・確保するための錬成にあ
るということであった３８）。教育内容に関しては「各
教科ノ分離ヲ避ケテ知識ノ統合ヲ図るル」こと，「東
亞及世界」「国防」に関する教材の重視，体育の振
興，体位の向上などであり，教育方法では「心身一
体の訓練」の重視と学校生活，課外活動，行事活動
などの共同作業を通じて「教育ト生活ノ分離ヲ避ケ
ル」ことで皇国民の錬成を目指すこととされ，ま
た，大学・専門学校では学生の訓育（広義の道徳：
大辞林）指導に関する組織機構を整備するなどで
あった３９）。

該審議会は，昭和１５年に専門学校の目的を「専門
学校ハ中等学校教育ノ基礎ノ上ニ皇国ノ道ヲ体シ専
門ノ学術技芸ヲ修メシメ国家思想ノ涵養，人格ノ陶
冶ニ力ムルヲ以テ目的トナスコト」と定義した答申
をし，このためには１．国体の本義を心に留めて真
摯に校風を盛んにし専門の学術技芸を通して皇運
（天皇の勢威）を無限（原文：無窮）に守る（原
文：扶翼）信念を固める，２．心身の修練を重んじ
る，３．東亜および世界そして国防に関する認識を
深めるとした４０）。そして，昭和１８年１月２１日に専門
学校令が「第一條 専門学校ハ皇国ノ道ニ則リテ高
等ノ学術技芸ニ関スル教育ヲ施シ国家有用ノ人物ヲ
錬成スルヲ以テ目的トス」と「皇国ノ道ニ則リテ」
を従来の第一條に附した改正令が発布され（官報
４８０５号昭和１８年１月２１日），同年４月１日から実施
された。

昭和１７年２月に「官制大東亜建設審議会」が公布
され，同年５月に文教政策の答申が出されたが，こ
れまで示された教育の大綱と人口問題が強調されて
いるが新しい提案は見当たらない。また，特に医学
教育に対しても言及はない４１）。

具体的に医学系教育を刷新するための会議は，同
年３月に開催された医学教育刷新協議会が最初の会

議であり，医専・歯科医専に関しては学科目・学科
課程の検討が昭和１８年に着手されたが，その制作過
程では教育審議会で答申された教育思想が基盤に
なったし，坂道を転げ出した戦局の中で求められた
人材も既述した文部大臣等の挨拶から明らかであっ
た。

２）教育審議会答申の教育思想にいたるまで：教
学刷新評議会

教育審議会は官制の発令に際して「上諭」（天皇
の裁可）された。総理大臣の直属で官制に「上諭」
が付された諮問機関は，それ以前では臨時教育会議
（大正６）のみであることから，教育審議会には教
育思想に関してこれまでの様々な諮問機関の答申を
纏める重要な意味合いがあったと考えられる。そこ
で，昭和１０年の教学刷新評議会の審議事項「教育刷
新振興ニ関スル重要ナル事項」を見てみる。なお，
教学刷新評議会の後継として昭和１２年５月に設置さ
れた文教審議会は，「国民精神ノ作興に関し実施ス
ベキ基本的方策如何」と諮問案が幹事会で決定した
が，８月においても総会には諮問していないと記さ
れ４２，４３），同年１２月には教育審議会が設置されている
ことから新しい重要な内容はないと推測される。

教学刷新評議会とはどのような会であったのか。
昭和１９年２月に文部官僚有志（文政研究会）が著し
た「文教維新の綱領」では該評議会に関して以下の
ように記されている４４）。執筆者は昭和１８年１０月１２日
に閣議決定された「教育ニ関スル戦時非常措置方
策」の立案担当者である。

「満州事変は日本が世界史の絶対的主導性を確実
に把握した事件であり，満洲国の独立，国際連盟か
らの脱退を通してますます伸びていく皇国の姿は，
神代ながらの八紘為宇の皇謨（謨：はかりごと）が
現代に実現したことを自覚させ，明治維新や日清・
日露の戦争の意義も顧みてこの様な生命の発展に他
ならなかったこととして改めて反省させられた。つ
まり，皇国独自の歴史的原理がすなわち世界的原理
に他ならないことがここに明らかになった。このた
め国内のあらゆる体制が，その内容と方法とにおい
て日本的なるもので一貫すべきであると自覚させら
れた。この自覚は教学刷新をおいて他には国民に浸
透させることはできない。

文部省は思想局管轄の教学刷新評議会（昭和１０年
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１１月）を設置し，また昭和９年には道府県に国民精
神文化講習所を設置させて地方における教学刷新の
中心機関としてその基盤強化を行った。さらに昭和
１１年９月には，日本諸学振興委員会を設置して我が
国独自の学問文化の創造発展に貢献し，ひいては教
育の刷新に資するようにした。以上のようにして文
部省の思想行政は，教学刷新の機運を推進する中核
として積極的な活動へと進んでいった。

教育制度の全面的改革を予定し，その根本内容を
具体的に記する使命をもって設置されたのが教学刷
新評議会（昭和１０．１１－１２．６）である。該評議委員
会は，我が国の現状からその刷新振興を図る方策に
関する諮問に対して昭和１１年１０月に以下の答申をし
た。『明治以来欧米文化の輸入に努めてきたこと
は，我が国の文化の進展に大きな貢献をしたが，一
面では模倣追従によって精神生活への弊害が少なか
らずもたらされた。教育勅語によって教学の根本が
示されてその後はこの大詔の尊奉に努めたのだが，
時勢は欧米文化の模倣が依然として止まず，その影
響は広く，また続いて思想混乱の原因となり教育の
欠陥を招いた。』と総括し教学刷新に必要な三大項
目として１．中心機関の設置，２．実施上で必要に
なる方針，３．実施上必要な事項を挙げ，さらに詳
細に分けてそれぞれの意見を記して，教育の制度と
内容について刷新の基本的理念を明らかにした」。

教学刷新評議会の審議答申が教育審議会設置の前
提となり，文部省の思想行政が教学刷新の機運を推
進する中核（学生思想問題調査委員会，昭和６．６文
部省内設置）として積極的に活動したとしている。
そして現に進んでいる教育刷新は満州事変（昭和６．
９）が契機となったと「文教維新の綱領」は記して
いる。

以上の教育思想を確立させる萌芽は，遡って大正
中期の臨時教育会議の建議「教育ノ効果ヲ完カラシ
ムヘキ一般施設ニ関スル件」（１９１８．１．１８付）に由来
すると平原春好らは述べ，教育刷新評議会について
以下のように解説している４５）。「臨時教育会議の建
議では学校教育の効果を実現するためには『社会ノ
状態』の改善を求め，『国体ノ本義ヲ明徴ニシ』『我
ガ国固有ノ淳風美俗ヲ維持シ』『独創的精神ヲ振作
セシムル』ことが強調され，あるいは『建国ノ精神
ニ基キ正義公道ニ依リ世界ノ大勢ニ処スルカ如キ社

会ノ協調ヲ図』ることが必要だとされていた。教育
刷新評議会の設置は，このような観点からの学問・
教育の理念的な再編成を進めるためのものであっ
た。第一次世界大戦後の世界的なデモクラシー思想
の高まりの中で，我が国も高等教育機関の学生生徒
による思想運動も大正８・９年には活発になった。
これに対し文部省は学生思想問題調査委員会（昭和
６）を設け，さらに国民精神文化研究所（昭和７）
へと発展させ，省内では学生部を廃して思想局（昭
和９）年を置いた。満州事変の勃発は日本軍の大陸
侵攻展開の徴しであり，日本が軍事国家体制へ移行
する中で思想統制が強化され，教育政策も強力な国
家的統制の中に組み込まれていった。以上の経緯で
教学刷新協議会は教学刷新の基本方針を確定し
た」。

教育審議会は，その基本方針に準拠して学童から
成人に至る各教育段階における学校の設置目的を答
申に落とし込んだ。つまり戦前の教育思想は満州事
変（１９３１）の時期に種が撒かれ日中戦争（１９３７）で
芽が地表に出てきたことになるが，その企ては第一
次世界大戦終結によった世界的なデモクラシー潮流
への同調を否定することであった。日本は欧州にお
けるナチズムと合流し，世界第二次世界大戦に勝利
することで大東亜建設の完遂を目論んだ。教育の思
想は，デモクラシー潮流への逆流を揺るがせない手
段として定められていったことになる。結果的に戦
争は，中国から太平洋南シナ海周辺国へと拡大し沖
縄決戦・本土爆撃で終結するまで戦局とともに教育
行政が行われた。

２．医育機関の学科課程刷新に関して
昭和医専上條秀介校長は，教育審議会（第２６回整

理委員会）で昭和１５年５月１日に以下のように述べ
ている。「文部省の注文は大学と医専とを初めから
違った医者を作るようにしているように見える。私
立をよく見てそれを助長するようにすれば医育は大
学と同じ４年なので決して社会に困る医者を出すこ
とはない。文部省は各科目の授業時間数など最低限
度の程度を示すのが良い。」として文部省の指導に
疑念を表している１１）。

文部省は，１９３９（昭和１４）年１月１４日に「私立医
学専門学校学科課程及試験方式ニ関スル件」（専門
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学務局長通牒）を表記の学校に通知した。この通牒
には「医学専門学校学課程要綱」「医学専門学校学
課程制定要旨」「医学専門学校試験方要綱」が添付
された。通牒の本文には「医育を刷新し医師資質の
向上を図ることは喫緊の要があるので，学課課程を
統一し試験施行の方法に検討を加えて各校一斉に実
施することを可能ならば来年度から実施してほしい
（原文ママあらず）」とされていた。米田俊彦は該
通牒の起案日（１９３８．１０．２４）が，厚生省によった医
薬制度調査会において医専の教育，特に臨床実習の
徹底を強く求める方向で審議されていた数日後であ
ることから文部省が厚生省の審議を察知して該通牒
を作成したのではないかと推測している４６）。文部省
と厚生省の教育をめぐった綱引きがあったのではな
いかということであろう。いずれにせよ審議会での
上條の上記発言は，通牒を指しているのだと思われ
るので医専に対する教育内容の統一，進級卒業試験
への一部文部省の介入による厳格化が昭和１４年初頭
から具体的に始まったと考えられる。

さて，昭和１５年に日本産業衛生協会が大学・医科
大学を対象に医育刷新案を発表した記録が残ってい
る。その大略を本文で既述したように，医育は医道
を中心とした学・術・道が一体となっていなければ
ならないが，医道が抽象的観念的となり技巧に堕し
ていると現状を評し，人生観，世界観（社会観，国
家観）の教養が学習者自身に任されていて，これで
は国家有為の人材は育たないとしている。この改善
策として，まず医人育成の目的は邦家民生のために
医を以って奉仕する教養のある人物であり，その教
養は日本文化が世界文化を包含していることを理解
するのが前提だとしている。また，修学の４年間を
初・中・後に分け中学年を２か年として細かく分類
した基礎，臨床，そして産婦人科学，小児科学，統
計学，軍陣医学など人口と軍関係を国家医学として
大枠を３つの科とし正科目と副科目を分けている。
中学年で全体を修得した後の後学年（４年生）で
は，基礎，臨床，所謂教養，軍陣医学など正科目と
副科目に分けられた約３０科目が基礎医学科，臨床医
学科，国家医学科への進路によって決められていて
より専門的に履修する過程となっている。臨床医学
科を選び臨床医を目指す学生には臨床実習を十分考
慮するとしてある。

では，日本産業衛生協会という一学会がなぜ医育
教育に関する全体的な刷新案を出すようになったの
か，あるいは資料として教育史に保たれるほどの案
となったのかを探ってみたい。

初めに日本産業衛生協会の性格である。現在の日
本産業衛生学会（１９７２．協会から学会に改称）の前
身が日本産業衛生協会であり，日本衛生産業協会は
てるおか ぎ とう

暉峻義等が発起人となって，昭和４年２月１０日に第
１回総会が産業衛生協議会として開催されたもの
で，その後に該協会と改称（昭和７．１１）された。暉
峻はこの時倉敷労働科学研究所長の席にあった。暉
峻は日本の労働科学の確立者でありその発展に尽く
したとされている４７）。暉峻が労働衛生科学の泰斗と
なったのは，倉敷紡績創業者の子息である二代目社
長大原孫三郎の女工への労働環境の改善の熱意が発
端になっているようである４８）。

大原は自社と地域の改善のために，自設の科学研
究所の成果を基にした。大原は大原社会問題研究所
（大正８．２．９．現法政大学附置研究所），同研究所社
会衛生関係部門から分離した倉敷労働科学研究所
（大正１０．７．１．現公益財団法人大原記念労働科学研
究所），大原奨農会農業研究所（大正１３（１９２４）．４）
を岡山県倉敷に設立した。暉峻義等は大正７年１２月
に東京帝国大学医科大学を卒業して同学生理学教室
に入った。大原は遠縁にあたる同教室教授である永
井 潜博士（昭和１０年発行された東京歯科医学専門
学校要覧には生理学の担当教授として永井 潜博士
が掲載されている：著者註）に，研究者の人選を依
頼したところ推薦されたのが暉峻義等であった。暉
峻は大正８年２月に大原社会問題研究所に入所し，
倉敷労働科学研究所の創立にあって彼が初代所長と
なった。

また大原は昭和４年には女工の深夜業を禁止し，
後にこれは婦人の深夜業禁止の内容を含む工場法改
正に繋がった。労働時間の短縮や，女性労働者の福
利施設の改善の必要性を科学的に裏付けていった。
また今日では珍しくない職場体操の先駆けである
「補償体操」が同研究所から初めて提案された。栄
養バランスの重要性を，「労研万頭」を関西地区で
発売し社会に訴えた。工場の温度・湿度の調節は実
現しなかったが，その工場設立も考えられたりし
た。建物の壁を蔦（ivy）で覆うことがその一策で
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あった。現在の倉敷アイビースクエアの名称はこれ
に由来している。日本の労働衛生科学の生みの親は
人材育成と研究場所から大原孫三郎といえるのでは
ないか。

次に刷新案発表の経緯である。日本産業衛生協会
は昭和１３年に既述の人物に依頼して医学教育刷新委
員会を結成した。１４年に決定案が作成されたので医
界の有力者に意見を聴取したところ，理想に過ぎる
とのことで修正した実行案が昭和１５年に完成した。
一学会の私的委員会であることから，さらに一歩進
めて公設の委員会になるべく資料を作成して識者に
意見を求めて完成させた２５）。

暉峻は自身の協会が医育の問題に立ち入った理由
を以下のように述べている。「協会員の研究は対象
も成果も社会の動きといわば共同体である。協会員
の多くの同僚は産業の戦線の生産組織の中で働いて
いる。しかし社会的にはそうした同僚の地位が自分
の考えと違ってどんどん落ちていく。産業衛生とい
う研究の重要性が，社会に理解され自分たちの地位
確保のためには自身の世界観や国家的教養の不足を
反省するとともに，医育刷新が必要だとの意識が協
会内で強くなった。これが総会の決意となって医育
刷新に取り組むことなった。」そして橋田邦彦が中
心になって委員会の人選が行われたと読める。また
暉峻はこのようにも述べている「医学の現在の思潮
と実践の動向はこれまでの対象療法から根本療法へ
と移ってきている。これは体質とか遺伝とか個人を
離れて現在の医学は成立しないところまで追い込ま
れている（原文ママ）。一方，一般の社会と民衆の
考えている医学に対する希望は個性を考えないで大
多数を治療しろというのが希望で，これは相反した
考えである。根本的医療は時間と金と科学的手段と
が必要になるのだが，健康保険制度のようにできる
だけ安く早く治してもらいたいという大衆の考えと
は根本的に異なっている。ところが国家の医学への
要望は医学が持つ本質的な動向とは，全然相反した
ことを医学に要求している。これについて医学の側
から，国家の定義の取り方や社会政策の実行につい
て批判がなされていない。大学の研究室からこそこ
うした問題に，明快に国家の政治的動向に支配力を
及ぼすだけの有力な論拠が示されて，政治の歪み，
大衆が希望する歪みを是正しなければ本当の国家の

幸福は成立しない。医育刷新は科目や年限の改正な
ど教科課程問題として，大学内で治るのではなく国
家の文化問題であり政治問題である。」として医学
医療の本質的な問題が刷新という名で歪められるこ
とに懸念を示している４９）。

また，緒方富雄（東大助教授）は医育刷新に際し
て当時の風潮に対して以下のように述べている。「近
頃，西洋医学が分析を基本として成り立っているこ
とに対して東洋独特の総合的なものが加味されなく
てならないと相当強く唱えられている。しかし，科
学の道を歩む医学が分析的な過程を基本とするのは
当然であって非難されるべきではない。自分には西
洋医学が分析的形態だけが採られているとする論は
理解できない。もし，そうであるとするならば『そ
れは西洋医学の罪というよりは，それをそんななも
のにした，これまでの日本の医学の罪である。医学
そのものが進歩の過程にあるという事実と，現在の
医学が不完全であるという事実とを混同してはいけ
ない。これが近頃刷新を叫ぶ人々の間によく誤解せ
れている。それを私は警告したい（原文ママ）５０）』。

該委員には産業衛生協会の所属として小泉親彦が
参加している。小泉は厚生省の生みの親であり，軍
医学校長や医務局長を歴任し昭和１３年１２月に軍医中
将で予備役に編入した。小泉は昭和１６年７月から第
３次近衛内閣の厚生大臣に就任した。該刷新案は小
泉が丁度予備役になり大臣に就任するまでの間に作
業されていて，小泉はこの時期の昭和１３年に社団法
人となった日本産業衛生協会の初代会長となってい
る５１）。一方，倉敷労働科学研究所は昭和１１年１１月に
解散し，日本学術振興会に寄託され東京に移転し
た。翌年１月に東京青山に日本労働科学研究所（所
長 暉峻義等）が設立され，その３月に吉田 茂が理
事長に就任している。日本労働科学研究所は，太平
洋戦争開戦直前に大日本産業報国会に統合（昭和
１６．１０）され，昭和１７年１月に暉峻義等は大日本産業
報国会労働科学研究所長に就任した。以上の関係か
ら産業衛生協会は，一学会といえども産業労働者の
衛生環境などの研究或いは軍との関連研究によって
国家的な役割も大きかったと考えられる。こうした
ことから暉峻義等と，小泉親彦の積極的な動きに
よって斯くの如くによった重厚な委員会が結成でき
たと推察され，したがってその案も価値を帯びたの
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であろう。
なお，昭医会刷新案へ医事新報は以下のように評

している５２）。「案は現状を打破して社会的要求に対
応するのが基本精神となっている。文化的科目を入
れて人格涵養に努め，個人医学から一歩進めて時代
に即した集団医学の完成を期し，広範な衛生学の新
設で医学の社会的拡充を企画している。」として民
間から提案されたことは喜ばしいとした。

３．医専・歯科医専における刷新学科課程
医学系刷新学科課程は以下の経緯で完成した。文

部省によった医学刷新学科課程作成の着手は昭和１７
年３月から始まった。最初の医学教育刷新協議会に
おいて，医学教育の刷新方針が３３名の医学教育者に
よって決まった。未決定とされてはいるが，９項目
の最初に挙げられているのが「医業の根本義は国家
意識に基づき，個人を対象とした医学教育を一転し
て団体，国家を目標として進む」とある。これは同
年の２月末に発令された國民醫療法が示す意図であ
るが，國民醫療法発令以前の民間による刷新私案に
よっても医療の優先性は国家，団体にあり個人では
ないことを教育するのが刷新だとしばしば記されて
いる。具体的には疾患の緊急度や重症度よりも，国
家的任務の軽重で患者の治療優先順を決めることや
開業地は個人の希望よりは，過疎地での診療を指定
されるなどが決められたことからも，国家統制に違
和感を抱かないように教育することを意味してい
る。

その後私立大学予科長専門学校長会議では，橋田
邦彦文相を長として約３００名が天皇陛下の拝謁を賜
わり，それぞれの領域に分かれて実質的な作業に
入っている。私立の医専７校と歯科医専８校との合
同会議は昭和１８年５月に行われ，私立学校としての
刷新と制度の改善について文部省と意見交換が行わ
れた。会議の中心課題は政府の監督強化であったと
記されている。

その数日後（２４日）には２日間にわたって高等専
門学校長会議が開催された。岡部文相は「科学技術
の研究と教育が今次の戦争にとって重要であるこ
と，また大東亜戦争の意義を徹底させ，学徒の体力
増強は戦力増強を意味するものであるから学校教
練，学内外での基礎体力の増強と国防に関する各種

訓練の教科に努め，さらには勤労作業での生産の増
強，食料の増産など国策の要請に対応してもらいた
い。」などと訓示している。

そして，同月２８日には私立の医専と歯科医専の校
長会議，翌日（２９日）には官公私立の医専と歯科医
専の校長が参集した。２９日の会議では岡部文相の出
席のもと医育刷新に関する意見が個々に聴取され
た。文部省永井局長は該会議の趣旨を以下のように
話したと後に長尾 優が座談している５３）。「専門学校
教育が大学の真似をしているので，本来の目的であ
る実用化した医師を養成する学科課程にする。戦時
下にある現在は特にそれが要求されている。医学の
目的は治療医学だけでないので，予防医学に重点が
置かれるべきであるので，専門学校においても厚生
医学を設ける必要がある。」また南方戦線の視察か
ら帰国したばかりであった陸軍の神林局長からは，
「軍医が足りない戦線の状態から今医師を作るの
は，軍医を作るつもりで教育してもらいたい。」と
の発言もあったと長尾は話している。

そして座長から意見を聴取された島峰 徹東京高
等歯科医学校長は，歯科医専の基礎医学は医専と同
一にすること，歯科医師が医専の上級に編入できる
ように要望した。また，奥村鶴吉東京歯科医専校長
は歯科診療を医師に行わせる一元論は國民醫療法か
ら逸脱していること，島峰校長と同様に医専・歯科
医専卒業生の交流（相互の専門学校への上級編入）
の法制化を要望した。なお，医専との会議の前日（２７
日）には私立８校の校長が集合し事前の協議をして
いる。そして，これから作業に入る学科課程は昭和
１９年４月から採用されることが決まったと記されて
いる。

さて，実質的な医専・歯科医専における共通の教
育方針は，昭和１８年７月９～１２日の医学および歯科
医学専門学校刷新案協議会で決められた。本協議会
は医専・歯科医専の協議会だと命名されているが医
専・歯科医専からの委員数は少ない。該協議会は，
全体委員会と医専・歯科医専との各種委員会によっ
た協議構成を取ったようである。歯科医専の委員会
では歯科視学官と歯科医専との計６名であり，委員
長は島峰が座長（総会座長と思われる：著者註）か
ら指名された。医専委員会の委員名は記載されてい
ないが，医科視学官と医専教授に医学部教授が加

４０ 金子，他：決戦下の刷新歯科医専学科課程

― ４０ ―



わっていると推察する。該審議会では，医学部・医
専・歯科医専における学科課程では３者に共通した
基本を作成するという前提が既にあり，医専・歯科
医専の各委員会によった具体案が総会で協議されて
決定された経緯であったと推測される。該協議会決
定案は文部省に持ち帰られた。その決定案の正文を
著者らは発掘していないが，大略は文部省下で行わ
れたときの既述事項や奥村へのインタビュー記事か
ら推量される。完成された学科目と課程は１９年４月
から適用されたが，医学および歯科医学専門学校刷
新案協議会において決定された案が，奥村のインタ
ビュー内容の通りであったとすれば約８か月の間に
文部省でかなり修正されたことになる。

さて，実際の刷新歯科医専学科課程の内容は以下
のようになる。歯科医専と医専の刷新学科課程を，
s１９歯科カリキュラムと s１９医科カリキュラムと名
付ける。s１９歯科カリキュラムは３か年で講義実習
を完了し，第４学年は臨床実習のみとなった。s１９
歯科カリキュラムは，４か年の修学年限で作られて
いるが，既に卒業時期は早められていた。昭和１２年
４月の入学者は１６年３月に通常通り卒業したが，太
平洋戦争が始まると生徒の卒業は１６年１２月となり３
か月の短縮，そして１７・１８・１９年度では９月が卒業
となっている。したがって修学期間が３年半という
現実の中で４年制のカリキュラムを組んだことにな
る。これに関して長尾 優はあくまでも４年間とい
う平時のカリキュラム作成を目標としたこと，その
上で短縮期間によってカリキュラム内容の適宜修正
を念頭にしたとしている５３）。

以下に s１９歯科カリキュラムの特徴を s１９医科カ
リキュラム３６）と比較し，また前者を東京歯科医専に
おける昭和１７年度のカリキュラム（s１７）３７）を用い
て，s１９歯科カリキュラムの変わり方を見てみた
い。ただし，s１７（原文は学科目および学科課程）
の記載法は，各学科目の総時間が示されている s１９
歯科カリキュラムとは異なり，学年別で前後期にお
ける時限数（コマ数）が１週間におけるものとされ
ている。したがって，東京歯科医専の原資料を s１９
歯科カリキュラムに合わせるために１時限を５０分と
し，１年間の修学を３５週として計算する。これに
よった科目時間数を s１９歯科カリキュラムと比べて
みる。s１９歯科カリキュラムの７大教科目（例えば

基礎医学，臨床医学等の分類を大教科と呼ぶ）に合
わせるために，s１７の各科目を筆者が７大教科目に
纏めた。なお，s１７の図では普通学科，体操（教
練・体練とはされていない）は普通学科の教練・体
練に配分した。配分は s１９歯科カリキュラムと同様
に教練３：体練２とした。

１年間で履修する普通学科の科目と時間数は，歯
科医専と医専とでは変わりない。各学科目は事前に
いわれていた如く大教科目となり，その中に従前の
学科目が納められている。歯科医専は７大教科（臨
床実習を含む）で，医専には歯科医学の大教科目は
ないので６大教科である。新しい教科目は，a．臨
床医学では小児科，皮膚泌尿器科，耳鼻咽喉科が s１７
東歯カリキュラムのものに比すると加わっている，
b．厚生医学の大教科目が設けられその中では国民
体力の科目が新しい。

以下に３カリキュラムを適宜観ていく。
４年間の履修時間数は，s１９医科カリキュラム

４，８９５時間，s１９歯科カリキュラム５，０４０時間となっ
ていて両者ほとんど同じである。また参考とした昭
和１７年度の東京歯科医専５，１６７時間に比較すると，
s１９歯科カリキュラムは約３週間の修学期間が短く
なるので，策定時に学徒動員によることなどを考慮
して４年間の総時間数を減少したと考えられる。

大教科目の配分は，臨床医学と歯科医学という医
専と歯科医専特有の大教科目を除けば各両者はほと
んど変わりない。s１９歯科カリキュラムにおける普
通学科の教授時間数は１，１９０時間となっていて教練
と体練とがその５８．８％，外国語は１０５時間（８．８％）
の時間数となっている（図２）。教練・体練の時間
数（７００時間）に当てられている時間は，s１９歯科カ
リキュラムの臨床医学（７１０時間）とほぼ同じ，歯
科医学１，０２０時間の７割弱に相当する。そして s１７
教練・体練（３２０時間）の倍以上となっている。な
お，東京歯科医専では教練・体練の教科目は見当た
らないが，「体操」とされている科目名が教練・体
練であろう。

外国語はドイツ語と英語のいずれかを指定してい
ないが，某医専と某歯科医専とされている第１学年
前期の時間割／週３６）ではドイツ語は前者が６回（５０
分授業）と医語１回（ラテン語と英語も含まれる：
著者註），後者がドイツ語６回組まれている。医学
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用語してラテン語・ドイツ語・英語などの外国語
は，常用されていたので，医専では特別に「医語」
が組まれた。１日は７～８時限となっていて土曜日
も全日で，週４５時限（医専），４８時限（歯科医専）
となっていることから語学は，共に１週間の総時限
数の約１３％となっていて両者は同じといえる。s１９
歯科カリキュラムで割り当てられた外国語１０５時間
は，某歯科医専前期時間割（６コマ／週）だと２１週
（前期１７．５週と後期４．５週）で外国語は終わってし
まう。したがって秋以降の後期では，語学の回数／
週は前期より減らした時間割となっていたのではな

いか。英語教育については，s１９医専・歯科医専の
週単位時間割にその名を見つけることはできない。

外国語の扱い方は医育刷新における大きな問題と
認識されていた。一つは英語・ドイツ語に関わらず
外国語の必要性として，もう一つは英語かドイツ語
かという問題である。大学でも医専でも教育年限の
短縮と，教練体練・勤労動員等を増さなければなら
ない中で，従来多数の時間を使ってきた外国語が削
減対象となった。特に医専では従前から６７９時間４６）

が割かれていて，外国語時間数が過度だと強く指摘
されていていた。外国語問題は，教育上の問題と決
戦下での短期便宜的な対応といった目前の実質とは
別次元で外国語特に英語に対して下記のような時勢
があり，この背景が刷新の目的であったことを医
専・歯科医専のカリキュラムの観察には念頭に入れ
ておく必要がある。この潮流が英語は米英という敵
国言語であり，さらには国粋主義的な日本医学の確
立を意図している者が特に英語を排他的な扱いにし
ていた５４）。

まず，東歯カリキュラムにおける英語教授時間数
の変遷を見ると図３のようになる。昭和１０年度学科
課程（s１０）５５）では英語・ドイツ語ともに授業は１学
年が最多（英語６コマ・ドイツ語４コマ／週）で３
学年まで行われている。英語の修学総時間数は２９１
時間，ドイツ語は２３２時間で合わせて外国語は５２３時
間当てられていて，その比率は英語５６％，ドイツ語
４４％で大きな差ではない。昭和１２年度学科課程５６）

図３ 戦前の年度別外国語授業数／週（東京歯科医専）
日中戦争の前後（昭和（s）１０・１２）で英語教育への影響が強く生じてい
る。太平洋戦争になるとそれまでわずかに残っていた英語教育は全く教授
されなくなる。

図２ 昭和１９年度歯科医専学科課程における普通学科科
目（１，１９０時間）の構成
人文・理数・外国語のいわゆる一般教養は３０％に過
ぎなく，道義は理数や外国語の各１．３倍の時間数で
ある。道義・教練・体練などの多さが決戦下普通学
科教育の特徴である。
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（s１２）では，外国語の総時間数は５２３時間となって
いて s１０と同じであるが英語は１学年で終了，ドイ
ツ語は時間数が増して３学年まで続けられていて，
約８割弱の外国語修学時間がドイツ語に当てられて
いる。s１７東歯カリキュラムになると英語の修学は
なくなりドイツ語が３学年まで続けられるが，その
総時間数は４０７時間となり従来の約２２％減となって
いる。これらの時間数は１年を３５週の修学期間と仮
定したもので，実際はこの前後と思われるが，s１９
の外国語時間数の１０５時間は直前カリキュラムであ
る s１７東歯カリキュラム（４０７時間）のおおよそ１／４
に相当するので大きな縮小である。

太平洋戦争が始まると，東京歯科医専の英語教育
は上記のように消え去ったが，「英語教育縮廃論」
は大正時代から生まれていたようで，その理由は一
等国の仲間入りした日本は欧米文化の模倣によった
発展の仕方を止めるべきであり，英語教育のもたら
すところは日本精神に合わないということと日常に
役立たないとのことであった。特に藤村 作（国文
学者，東京帝国大学教授）は昭和２年に「中等学校
での英語科廃止の急務」を論文発表し，以後の対米
関係を反映した英語排斥の流れを作った５７）。日中戦
争が始まると藤村は「中学英語全廃論」（昭和１３
年）を発表し，教養価値も実用価値もないので教育
の教科に値しないばかりでなく，欧米思想輸入超過
が問題であるとした。昭和１５年にはたばこのゴール

きん し

デンバットが金鵄，チェリーが桜に改名されたりし
て英語は「軽佻浮薄」なもので「敵性」に当たると
し，また開戦後は「敵国語」として排斥が強くなっ
た。こうした動きは法的に基づいたものではなく，
国民やマスメディアによった自発的な戦意高揚運動
であったと説明されている５８）。

昭和１７年度から英語教育をなくした東京歯科医専
ではあったが，昭和１９年度の入学試験では「外国語
（英文和訳，和文英訳）但シ希望ニヨリ獨逸語又ハ
仏蘭西語ヲ以テ英語ニ代ルコトヲ得」として英語試
験を主体にしている５９）。中学校では世間の英語排斥
運動とは離れて，校内では英語教育が続けられてい
たようである。昭和１８年１月に教育審議会の答申を
受けて「中等学校令」が公布され４月１日に施行さ
れた。これまでの中学校令・高等女学校令，実業学
校令がまとめられて該学校令となった。これにより

同年４月の新入生から，従前の修学年限５年は４年
に短縮された。外国語の時間数はこれまで各学年で
５・５・６・７・７／週であったが，４・４・４・
４／週となり３・４年生は週４時間の選択科目と
なった。学徒勤労作業や学校報国隊活動の強化，ま
た学徒動員等に即応するために止むを得ない短縮措
置の中で，英語はなお年間の総時間数が現在の高等
学校と大差なく確保されていた。しかも文部省の外
国語指導要綱は教授要旨として適切な指導であり，
戦時下にあって外国語教育理想を捨てずに最大の努
力がなされたものと英語教育者の勇気に敬意が表さ
れている６０）。ただし，外国語とは「英語・独語・仏
語・支那語・マライ語又ハ其ノ他ノ外国語ヲ果タス
ベシ」（中学校教科教授及修練指導要目）となって
いるので学校によって「敵国語」の扱いには相違が
あったと思われる。あるいは昭和１８年には THE
SCHOOL WEEKLY という学徒を対象とした英字
新聞が発刊されてもいた６１）ことからも，学習のため
の英語には隣組も目くじらを立てなかったのではな
いかと思われる。

さて，昭和１５年１１月に陸軍軍医学校長を退官した
下瀬謙太郎の司会のもと，１３名で医育刷新問題の座
談会が開かれていて，まず外国語教育が取り上げら
れている５４）。座談会では外国語教育は，大学医学部
の問題というよりは，高等学校における問題として
論じられている。医学部としての外国語は，ドイツ
語や英語での論文作成やカルテなど，外国語偏重か
ら日本語への移行に話は流れている。外国語を人物
能力の評価基準にするほど価値化しているのが世間
であった。そこで座談会では，中学校や高等学校で
も英語ができる生徒はそれだけで一目置かれるほど
であることから，外国語教育の縮小にはこうした社
会的な雰囲気の是正が必要だとも話が及んでいる。
医専に関しては，「ドイツ語の時間が解剖学と生理
学を合わせた時間と同じでこれはやり過ぎだろう。」
「外国語を全廃しても日本語教科書で今では学べる
ので，外国語の修学時間削減は教育年限の短縮手段
の一策にできる。」などの意見も出されている。論
議は英語排斥の世情，外国語教育偏重への反動と医
学部・医専の適正な外国語教育における実利と教養
の捉え方などについてなされたが，座談会は「医学
教育では現今のように外国語教育を必須科目として
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画一的に果たすことは考慮を要す」と纏めた。全体
的に外国語教育へは後ろ向きであった。その中で教
養としての外国語の必要性を強く論じた以下のよう
な意見があった。「世界の歴史を見れば例えば唐文
化は外国文化を入れたことで作られたが，隆盛にな
るとその後は陰陽五行思想が主張されて排他的にな
り客観的に物と見る眼が衰えてきた。国家も医学も
隆盛するためには，いつも外国を知りその持つ知識
を吸収しておかなければならない。自分以上の外国
がなければ自分に次ぐ外国文化を知らなければなら
ない。他の文化を吸収して自分の文化に同化させて
向上させる。明治になってそれまでのオランダ，フ
ランスからドイツ文化の導入になったが，既に当時
米国と英国はドイツとともに大強国であった。これ
までの英米独文化に日本は頼り過ぎたと今は，非難
を受けるが当時としては為さねばならないことを為
したのであってそのために我が国の現在がある。我
が国は現在自力だけで進んでいけるようになり，外
国文化依従の排斥，外国語不必要の論議も出てきた
が，ヒットラーも青年に英語を習得すべしとしてい
る。孫氏の兵法で敵を知らねばならぬという意味か
らでも，今後はすべての学生かどうかは教育の専門
家の考慮に任せるとして文化の前線に立っているも
のは外国語を知らなければならない。」この発言に
数人が「我々は決して外国語を排せよというのでは
ない，が外国の文化は国民が皆前線に立って採り入
れるのではない」とした。外国語の修学意義を述べ
たのは，東京帝国大学の太田正雄皮膚科教授であっ
た。太田は木下杢太郎の筆名で詩人，劇作家として
既にこの座談会の時（５５歳）は高名であった。森
鴎外を師とした鴎外研究者でもある６２）。

そして東京歯科医専の英語教育を見ると，最も時
間数が多かった英語はドイツ語に逆転され，次の時
間割改正で消滅するという推移を辿っている。しか
し，入学した学徒に英語教育は教授されないが，入
学試験には英語を課している。英語教育の推移は，
日中戦争と太平洋戦争という時勢に合致させてはい
るが，入学試験を種にして英語の命脈をかろうじて
繋げていたのであろうか。

基礎医学は事前の協議では，生機学と病機学と
いった中分類に各学科目を２分するとされたが，
s１９カリキュラムでは歯科も医科もこの分類は取ら

れなかった。基礎医学では歯科医専の解剖・病理は
医専よりも各１５時間多く，これらは歯牙解剖や口腔
病理の履修時間が加わったことによる。s１９歯科カ
リキュラムの基礎医学の時間数は，s１７の時間数よ
り約２３％減少した。

臨床医学では歯科医専の時間数は，各科目ともに
s１７東歯カリキュラムよりも大きく増している。臨
床医学は s１９歯科カリキュラム（７１０時間）で，s１７
（２９０時間）の２．４倍の時間数となっている。s１７東
歯カリキュラムでは外科，内科，耳鼻咽喉科，レン
トゲン科に過ぎないが小児科，皮膚泌尿器科が加え
られた。内科・外科は総論・各論（計６５０時間）と
もに重きがおかれ，s１７の総時間数（２６１時間）の
２．５倍となっている。口腔外科は s１９歯科カリキュ
ラムにはその言葉はないが，外科学に包含されると
奥村は述べていた。また s１７東歯カリキュラムで
は，口腔外科理論（５８時間）として独立した教科目
となっているが，外科学（他に総論・同臨床講義お
よび実習）の中に含まれている。

歯科医学では s１９歯科カリキュラムは，保存・補
綴・矯正の総時間は１，０２０時間で s１７の１，３６６時間
（１年の修学期間を３５週とする）の２５％の削減であ
る。s１９歯科カリキュラムの補綴（歯科理工を含
む）は，６５０時間で歯科医学の６３．７％と多く配分さ
れているが，s１７の時間から２５％の減少となってい
る。s１７では補綴の実習は補綴学総時間の７８．６％と
講義時間の４倍弱の時間が当てられていてラボワー
クに注力されていた。補綴学に関しては，実習で無
駄に時間が使われていて改善の余地が大いにあるこ
とが，担当外教授から一様に座談会で語られてい
る５３）。

某歯科医専時間割では，理工の理論と応用が歯科
医学の補綴学に含まれないで，独立科目として１学
年から週計３時間組まれている。s１７東歯カリキュ
ラムでは，材料学として２学年から理論・実習が行
われていた。

つまり，刷新学科課程は医専・歯科医専では臨床
医学を除けば普通学科，基礎医学，軍陣医学，臨床
実習での時間配分に両者で大きな差はない。厚生医
学では国民体力の教科目が医専にとって新しく，厚
生医学に含まれている国民衛生と国民体力の学科
は，医専では歯科医専の各３倍の時間数となってい
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る。しかし全体の時間数の割合からすると，それぞ
れ５％と２％となっている。従前の歯科医専との比
較では基礎医学を減らして普通学科を増やし，臨床
医学を増やして歯科医学を減らし，増やした普通学
科では外国語を激減させて教練・体練に時間を当て
たといえる。

以上が決戦下における歯科医専医育の刷新とされ
た学科課程である。

おわりに

昭和１２年の日中戦争から始まった戦時下に，高等
教育でどのような人材を望んでいたのかは，昭和１５
年に答申した教育審議会とその後の昭和１８年１０月に
決戦体制への対応策として閣議決定された「教育ニ
関スル戦時非常措置方策」の解説書である「文教維
新の綱領」とに明確に示されている。明治時代から
自由を欧米文化から学んできた日本の教育は，第一
次世界大戦を経て満州事変から次第に排他的で，国
家主義的方針を強固に育てあげ日中戦争後は，国民
学校から高等教育まで戦争遂行力の増強に焦点を当
てた。刷新とされた医育の学科課程の作成は，戦局
がいよいよ切迫を増す時期であった。昭和１８年１０月
２１日には明治神宮外苑競技場で出陣学徒壮行会が行
われた。東京周辺の２５，０００人の学生学徒が，冷たい
秋雨の中で徴兵適齢前学生学徒と医学系学校生や女
子学徒６５，０００人に送られてトラックを後にした。

この世情の中で戦局に対応した医専と歯科医専の
カリキュラム案は完成し，昭和１９年４月の新入生か
ら用いられるはずであった。その２か月前の２月に
は文部省は軍事教育強化方針を発表し，さらに食糧
増産に学徒５００万人を動員することや，１年を通し
て学徒動員を実施する決定をした。戦局の悪化に伴
い，外米輸入や台湾・朝鮮からの穀物移入が困難に
なり，消費規制と農家からの供出を奨励したがその
不足は腹にこたえた。最早学園で教育方針を叩き込
める状況もなくなった。

昭和１９年度東京歯科医専は，約３０倍の難関を超え
た１７０名の新入生を水道橋に迎えた。彼らが刷新学
科課程によった最初の学習者であった。彼らは勤労
動員が年に３回あったと追憶し，２学年に進級した
７月には沼津，伊豆に４分散して疎開している中で
終戦を迎えた６３）。また，昭和２０年度新入生はその６

月２９日に入学式が水道橋校舎で予定されたが，東京
大空襲で延期され後に秋田県仙北郡六郷町に集合す
る通知を受けた。７月２３日に同町の国民小学校で開
校式が行われた。彼らが水道橋校舎に初めて参集し
たのは１０月近くになってからであった６４）。刷新歯科
医専学科課程はわずかに１年５か月であったがどの
ように運用されたかは分からない。

本論文完成にご尽力いただいた辻村育郎歯学博士にお
礼を申し上げます。
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