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はじめに

日中戦争開戦から太平洋戦争終戦までの８年間
は，日本が総力をもって戦ったことからすべての学
徒は平時とは一変した教育体制のもとで在学生活を
送った。特に太平洋戦争時では，教育は皇国民の育
成であり，国防国家としての戦争完遂のためである
と明確に決められた１）。戦局は厳しさを増し，筆舌
に尽くし難い戦線と銃後の経緯を経て戦争は敗戦に
終わった。したがって教育も戦局に順応したことか
ら，本来の教育から遠くなっていった。高等教育で
は，学徒が年齢と専攻分野によって在学生のまま兵
役につくことも次第に増えた。また，教科目として
の軍事訓練などは兵役準備として重要度を増した。
太平洋戦争になると拡大した戦場は多数の将兵を必
要とし，昭和２０年にその数は約８００万人であったと
いわれている２）。８００万人とは現在の横浜，大阪，札
幌の各市人口の総合計数である。しかも将兵は，働
き盛りの２０代，３０代を中心とした男子である。約
８００万人が国内の日常的社会活動からすっぽり抜け
ていることを想像すれば，国内の生産，経済等が立
ち行かなくなることは容易に理解できる。これを補
填したのが，国民学校高等科から高等教育までの学
童，学徒の男女に課せられた学徒動員であった。

エネルギー源や農作物生産量が元来乏しい日本国
土の条件から，人口７，０００万人の総力で戦勝するた

めには，銃後の日常生活は厳しくならざるを得な
かった。すべてが統制下の生活となり，戦争遂行の
障害になる思考に対して政府行政は多様な策をとっ
た。日中戦争が開戦された直後に官制設置された
「教育審議会」が，初等学校，中等学校，高等学
校，大学予科，専門学校，大学の教育目的をそれぞ
れの教育令第１条に明記することを答申したのは，
教育思想の一貫性を示したものであった。また，戦
争目的は「大東亜圏の確立」としたアジア植民地諸
国の開放であり，その根底には「国体の本義」とさ
れた国のあり方が存在し３），これをあらゆる年代で
徹底した。

太平洋戦争が近くなると「刷新」というキーワー
ドで，戦争遂行のための施策が次々に発令された。
歯科医学教育では，教科目・教課程を医学教育に近
づけることが，軍医不足と被災者医療のために行わ
れた４）。卒業時期が前年の９月に繰り上げられたこ
とから，歯科医学専門学校（歯科医専）の教育はす
でに３年半に短縮されていたのだが，課程は４年間
として制作された。戦時はいつか平時に戻るだろ
う，という願いが込められていたのではないか。国
防国家とは統制国家のことで，医療は國民醫療法に
よって個人のためではなく，国家のための医療だと
医療理念が変換され，刷新運動のもと医療系担当者
への補習教育が，錬成と称した思想教育とともに始
まった。戦時の高等教育は変革と激動の時代である
とともに，学徒にとっては戦場という命の分岐点に
赴くことを前提とした教育の場であった。

戦時であらゆる段階の教育は空洞化したのだが，
一方高等教育は量的な拡大がもたらされ，システム
としての教育構造の転換は「現代化」をもたらした
と天野郁夫５）は以下を指摘している。研究費の増額
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や附置研究所の大量増設など，自然科学系の研究機
能が著しく強化され，理工系の大幅な拡充，高等教
育機関の地方分散化が進められ，女子高等教育の躍
進，教員養成所学校の高等教育機関への昇格，育英
制度の創設などが実現したのは戦時下である。これ
ら強権的に実施された構造転換の結果はほぼそのま
ま戦後の新しい大学制度に引き継がれることになっ
たとしている。

本稿では学徒動員，修学期間短縮と兵役などと歯
科医学生との関係，および歯科医師の補習教育につ
いて記した。

学徒動員

日中戦争開戦の翌年に，「国家総動員法」（１９３８．
昭和１３．４）が近衛内閣によって制定された。該法は
戦時の国防目的のために，国家のあらゆる人的・物
的資源を統制・運用する権限が政府にあることを決
めた法であり，教育においてもその後の戦局の厳し
さに並行して様々な方策が実施されより徹底した。
特に太平洋戦争が始まると，入営する兵士の増加は
国内における日常的な活動や生産能力をその員数分
欠落させることになった。日中戦争開戦の昭和１２
（１９３７）年に６３万人であった将兵は，太平洋戦争開
戦時の昭和１６年には２４０万人と増し，終戦時の昭和
２０年には７１９万人に膨れていた。働き盛りの青壮年
に依存していた労働生産力と，経済活動の補填は容
易ではなく婦人，年少労働者，女子挺身隊として組
織された未婚女性，そして朝鮮人などに加えて約
３００万人余の学徒は，国内の有力な労働供給源とさ
れた６）。

中等学校以上の学徒動員は，昭和１３年６月の「集
団的勤労作業運動（文部次官通牒）」７）によって始まっ
た。当初は夏季休暇などを利用して，主に農作業，
清掃作業や軽い土木作業などで，中等学校低学年は
３日，その他は５日程度であった。翌１４年になると
動員を漸次恒久化することとされ，休暇ではなく授
業の正課として取り扱うこととされた。さらに昭和
１６年２月には，年間３０日以内の日数では授業を勤労

作業に変えることは差し支えないとされた。これは
文部と農林の両省事務次官からの通牒であり，重要
国策である農耕作業への従事を促したものであっ
た。生活の基本となる食糧は，昭和１６年４月に６大
都市では米穀配給通帳制・外食券制８）が，１人１日
２合３勺と決められたほどであったので，太平洋戦
争突入後にはより厳しい耐乏生活が継続した。昭和
１８年に入ると，戦局の悪化から学校教育の全般にわ
たって，決戦態勢に即応させる措置が採られるよう
になった９）（閣議決定「教育ニ関する戦時非常措置
方策」（昭和１８．１０．１２））。このうち勤労動員に関し
ては，学徒の動員期間は１年のうち１／３相当まで
拡大された。学徒の勤労動員は，勤労を通じて皇民
として人格を陶冶するとした教育策であるという考
えが常にあった。その教育目標であったのが以下に
示すことであった。

昭和１５年７月２６日に，第２次近衛内閣は「基本国
策要綱」を閣議決定した。「皇国の国是を完遂する
ために国防国家体制の完成に邁進する」のが現在の
基本的国策であるとして，その根本方針を「我が国
の精神は八紘一宇にあり，この精神に基づいて世界
平和を招来するのが根本であり，我が国が中心（原
文：核心）となって日満支が一体となった大東亜の
新秩序を建設する」こととした。つまり基本的な国
策は，日本が中心となって大東亜の新秩序を建設す
るために，国防国家体制を完成させることであると
述べている。そして国内態勢には「国体の本義に基
づいて新しい国防国家体制の基礎を確立する」こと
であり，このために「国体ノ本義ニ透徹スル教学ノ
刷新ト相俟チ自我功利ノ思想ヲ排シ国家奉仕ノ観念
ヲ第一義トスル国民道徳ヲ確立ス尚科学的精神ノ振
興ヲ期ス（原文ママ）」こととして，教育と国民が
持つべき道徳観をあげている。まとめると「近衛内
閣の政治の方針は大東亜新体制建設を目的として八紘
一宇に基づいた国防国家体制の完成であり，その方策
の一つとして国体の本義に基づいた初等から高等教
育まで，一貫性のある教育内容や体制に変えること
が必要であり，国民道徳としては自我功利の個人思
想ではなく，国家に奉仕することが第一義であり，
これを確立普及させる」と伝えている。教育の刷新
とは，教育を上記国策へ徹底させることが目的とさ
れた。

注）大学生は学生，専門学校・高等学校・大学予科の学
生は生徒，学生と生徒を合わせて学徒と戦前の呼び
方を使っています。
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昭和１８年６月２５日には「学徒動員体制確立要綱」
が閣議決定され，これに対しての岡部文相の談話が
「積極果敢に集中動員，学業研鑽の活動場を開拓」
とのキャプションで以下のように報道されている
（朝日新聞 昭和１８．６．２６）。

「学徒の本分は学業の研鑽と心身の鍛錬によって
皇国の道に徹することにある。今日世界の参戦して
いる文明諸国が多く学校閉鎖して学徒を戦場に動員
している時，ひとり我が国の学徒が学業に勤しむこ
とができるのは，偏に御陵威のしからしむところで
あって文教の府に職を奉じている者はもちろん国民
一般，皇恩のありがたさに感泣するばかりである。
しかし大東亜戦争はいよいよ激烈さを加え，山本連
合艦隊総司令官の戦死や山崎部隊全員の玉砕の報に
接し，二千万学徒（原文ママ）は奮起せずにはいら
れない。直接国家の急に馳せ参じ，戦力増強に協力
したいという熱意に燃えている。本要綱はこの熱意
に応え，これを教育上に生かすべく文部省において
関係各位と協議の上学徒に向かうべく途を与え，そ
の指針を示したものである。」つまり，学徒動員の
教育的意義とは勤労を心身の涵養のための手段とす
ることと，勤労によった国家への奉仕という実利と
勤労行動によった道徳観念の徹底という３つを有し
ていたのだと考えられる。

また，教職員に対する再教育も計画された。「学
年短縮に伴う教授時間の窮屈化の弊害を乗り越え
て，より学徒の真の学力を増強させるためには今回
の動員の真意を教職員が理解し，改正された学科課
程並びに教授要目を身につけて，教授方法を従来の
羅列的なものから要約的なものに改めなければなら
ない。学年短縮に加えて勤労動員は長期にわたるの
で，文部省はこのため教職員を対象に，全国的な講
習錬成を実施するとともに専門教官養成の準備を進
めている。厚生省は文部省と協力して，学徒勤労を
受ける各重要工場労務主任その他に対し，今次動員
の教育目的達成に協力せしめるよう講習を計画して
いる。なお，勤労報酬は学校の所得となる。」（朝日
新聞 昭和１８．６．２７）

さらに昭和１９年１月には，勤労は即ち教育である
として学徒動員はより徹底強化された。その期間は
４か月を標準としてこれを継続して行い，なお学校
の校地，構内に設備を講じて工場事業所として材料

を供給して，学徒に生産作業に従事させることが求
められた（閣議決定「緊急学徒動員方策要綱」昭和
１９．１．８．）。つまり，勤労動員は教育錬成内容の一環
としての位置付けが教育そのものであると変質し，
勤労は継続性を持ち，状況によっては校内において
も生産活動ができるようにするというほどに学徒へ
の依存度は高くなっていった。理，工，農，医関係
の学校では専門学科の技能を活用する動員に可及的
するとされ，特に農作物の増産と航空機生産への動
員は重点化された。食糧はますます逼迫し空腹を抱
えながらの勤労であり，昭和１９年２月には学徒５００
万人の動員を食糧増産に当てることを文部省は決定
したほどである。

昭和１９年２月に岡部文相は，学徒勤労に大刷新を
もたらすとして軍事教練の強化１０）と学徒動員に関し
て１５日と２０日に以下のようなラジオ放送を各２０分間
行っている。「現下の学徒は教育の一環として年間
の１／４を工場や食糧増産，物資輸送に従事するよ
うになっているが学徒の適所への作業配置によった
効率化と，学校と事業所側との連絡を密にして成果
を上げたい。工場や事業所は勤労学徒にとってまさ
に実際教育の道場である。そして教育の論点の一つ
は教育の国家観であり，教育は個人主義時代での個
人の立身出世くらいのためなどといった考えは現在
一掃され，教育は国家的な尊い仕事であるという観
念が明らかになってきた」として動員は教育という
国家仕事の一つであるとしている（朝日新聞 昭和
１９．２．１５と２０）。しかし，昭和２０年３月になると学徒
は食糧，軍需産業の生産の中核となり，学校授業は
なくなる（決戦教育措置要綱）という非常事態に追
い込まれた。これまで動員は教育だという図式が国
体の本義に基づいた教学であり，国家に奉仕する国
民道徳だとの理に繋がっていることが常に強調され
ていた。しかし本土の空襲が激しくなるとその図式
も崩れてきた。

また，耕作地として街の空き地や校庭も開墾さ
れ，医歯学の学徒では病院や軍需工場の診療所に配
置され（閣議決定「決戦非常措置要綱」昭和１９．２．
２５），その実習勤務が第３・４学年に重点が置かれ
たが，必要に応じて低学年にも実習動員がなされた
（閣議決定「決戦非常措置要綱ニ基ク学徒動員実施
要綱」昭和１９．３．７）。
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昭和２０年３月１０日夜間からの東京は，３２５機の B
２９による広範で隙のない空襲を受けた。江東区の自
宅から医大に通学していた一学生は，近くの軍需工
場に動員をかけられて毎日通っていた最中の空襲で
あった。翌朝自宅周辺は焼け野原となっていたこと
から，朝勤労に出かけないで在宅していたところ，
憲兵かそれにおぼしき人が迎えにきたと戦後に子息
に話していたほど，動員での規律は厳しく徹底して
いたようである１１）。

日本歯科大学６０年記念誌によると，１７年度では各
学年によって２回計約１か月，１８年度が１回１・２
学年の各２週間の軍需工場への勤労奉仕，１９年度で
は第８学年以下（原文ママ）の報国隊全員が教職員
監督のもと，群馬県農家に収穫補助の勤労作業を約
３週間行ったことが記録されている１２）。

大阪歯科大学百年史には，一般作業への動員概要
が記されている１３）。昭和１８～２０年の一覧表を見る
と，昭和１９年の動員では４月から１２月まで８か所で
作業に従事している。例えば４月には伊丹飛行場に
１日当たり５０人で，４日間にわたり誘導路の構築に
従事した。そして５月には大阪築港のため，１日当
たり５０人が１２０日間（交代制）にわたり港湾荷役に
従事した。また１１～１２月には水害被災地復旧報国隊
が編成され，島根県山間部水害被災地に同様に，１５０
人が４０日間（２交代）にわたり復旧作業に従事した
と示されている。１９年の動員先は８か所で，延人数
は２２，６５０人で延日数は３５１日となる。つまりほぼ一
年間は休みなく，約６０人が毎日勤労動員をしていた
勘定になる。この計算で昭和１８年の動員先は２か所
で延人数が７３０人，延日数は１７日となり，昭和２０年
の動員先は４か所で延人数が１，０５０名，延日数は９
日となって昭和１９年に勤労依頼が圧倒的に多い。敗
戦の年の昭和２０年８月までの動員が，前年より極め
て少ないのは奇妙である。東京歯科医専では４月の
新入生は，入学式もなく疎開し生徒が水道橋に初め
て集まったのは９月であり１４），２年生は６月から疎
開を始めた１５）とされているので，大阪歯科医専も同
様で報国隊が動員依頼に応えられなかったのかもし
れない。なお勤労は無料奉仕ではなく，日当が一括
して学校に支払われることになっていた。日本歯科
医専では，昭和１６年１２月の１・２学年の勤労作業に
よって，陸軍から支給された金２，１２３円を陸海軍に

国防献金したと記されている１２）。
昭和１９年７月の報道によれば，学徒動員による基

本報酬は１人あたり月額は大学７０円，専門学校・高
等学校・大学予科・師範校（本科）は６０円，中等校
３年以上・師範校（予科）は５０円，女子では専門学
校・師範校（本科）・同予科は５０円，中等校は４０円
として事業の種類や作業の区別で額に差異は設けて
いない。日割計算の場合は工場で定める公休日，臨
時休業日，訓練時間に対しては減額しないなどと
なっている（朝日新聞 昭和１９．７．２６）。

勤労作業に動員された全国の学徒数は，昭和２０年
７月には３７０万人となり１年前より約４倍に増えて
いる。動員は中等学校以上とされていたが，国民学
校児童も運動場の開墾，航空燃料に利用しようとし
ていた松根油などの採取，サツマイモの栽培，イナ
ゴ採り，薪運びなど様々な奉仕作業をしたほどであ
る。昭和１９年の夏から始まった国民学校の児童に
は，疎開先でも授業のほかに農耕作業，家畜の飼
育，薪炭生産など様々な勤労作業が実施された６）。
学童・学徒の勤労動員も昭和２０年８月１５日をもって
終わった。

繰上げ卒業（修業年限の短縮）と
在学生徴兵猶予期間の短縮

１．東京歯科医専の繰上げ卒業（修業年限の短縮）
東京歯科大学同窓会名簿の卒業時期を見ると昭和

１６年１２月（堅久会），昭和１７年９月（一志会），昭和
１８年９月（二六会），昭和１９年９月（十六会），昭和
２０年９月～２１年１０月（五十一期会）となっていて変
則的である１６）。昭和１６年には，３月と１２月と２回の
卒業者が存在している。昭和１６年度から２０年度で
は，３ないし６か月間繰上げられていることから，
昭和１３年度入学生の修学期間は３年９か月，昭和
１４・１５・１６年度入学生では３年６か月となる。昭和
２０年度までは，平時の４年間の修学期間が短縮され
ている。いずれも日中戦争時期に入学した学生であ
る。また，昭和２０年には９月から翌年１０月が卒業と
なっていて，敗戦で学校の定例行事に著しい混乱が
あったことを推測させる。

修業年限の短縮は，昭和１４（１９３９）年頃から文部
省は軍部から要求されていたが，学校側の反対で実
現しなかった。しかし，昭和１６年１０月１６日の勅令（第
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９２４号）１７）によって大学，専門学校，実業専門学校が
「修業年限ハ当分ノ内夫々六月以内之ヲ短縮スルコ
トヲ得」とされたことから，早々にその年の１２月に
３か月の繰上げ卒業となった。

東京歯科医専では，昭和１６年１２月２６日に第４７回卒
業式が挙行され，１９７名に卒業証書が授与された。
本来ならば昭和１７年３月に卒業する生徒は，昭和１３
年度の入学者であるので，彼らの学科課程は昭和１２
年に改定された学則に従って学修が行われていたは
ずである。これによれば，１０月からの後期課程の講
義は衛生学（４時限／週），法医学（同１），法制・
経済学（同３），そして体操（同２）が計１０時限／
週となっていて，他のほとんどの時間は臨床実習で
ある。したがって繰上げ初年度は，これらを規定の
半分の時間で修業させたことになる１８）。

次年度からは６か月の繰上げで，昭和１７年９月２３
日に第４８回として１８９名（内１名応召中の者を含
む）が卒業した。昭和２０年８月１５日に戦争は終わっ
たのだが，昭和２０年度卒業生は予定通り９月に卒業
した。卒業日が８日と早まって挙行されたのは，駐
留軍によった学校行事への措置が不明だったからで
あろう。その９月には１５４名に卒業証書が授与され
たが，同窓会名簿での人数は１７４名が掲載されてい
るので，２０名が外地からの復員などでその後１年間
にわたって，可及的各自に卒業証書が渡されたので
あろう。さらに復員が遅れたと思われる４名は，降
級扱いであったと報告されている１９）。

東京歯科医専では，昭和２０年９月卒業者のための
卒業試験（５日間）は８月１１日からと決まってい
た。３日間は順調に行われたが，４日目は終戦の詔
勅があった１５日であり，当日と翌日に残っていた試
験は実施不可能となった。学生は早期の卒業式ある
いは，卒業証書授与を行うよう学校に要望し，１８日
には「規定の課業を終了せし者は明日より自由行
動，欠席多数者およびケース不足者は残留して完了
すること」と学校から回答があり，T は不足ケース
を２１日に終え２３日には山形に帰郷して，卒業証書を
郵送で受領したと一生徒である彼の日記に書かれて
いた２０）。終戦前後における学校運営の学業を含めた
経緯の実際に関する一次資料は，発掘が困難でこう
した学生の日記は貴重な資料となっている。

２．一繰上げ卒業生のその後－百束尚彦
百束尚彦の自伝２１）によれば，「卒業繰上げ（昭和

１６年度：著者註）の予告は夏休み前にされたことか
ら夏休みは短縮され，臨床実習の組み替えが学校か
ら通達された。夏休みが終わって学校に行くと間も
なく徴兵検査が居住地である渋谷区役所で行われ
た。第一乙種合格で現役入隊と決まった。開戦して
間もない１２月に卒業した。卒業前にすでに南満州鉄
道株式会社（満鉄）の就職試験に合格していたの
で，翌年１７年１月中旬に大連にある満鉄に辞令を取
りに行った。その２月１日に山形の連隊に初年兵で
入隊した。

４月に幹部候補生の試験で甲種幹部候補生とな
り，さらに衛生部の試験に合格して歯科医将校と
なった。特に歯科医師は，初の歯科軍医採用で難関
だったらしい。７校の歯科医専で，昭和１６年繰上げ
卒業者は多分１，０００名近いだろう。５体満足な限り
入隊させられたから，おそらく７・８００名は居たと
思う。そのうち第一期の歯科医将校候補生に選ばれ
て牛込の軍医学校に集まったのは全軍から２０名だっ
た。」と記述している。

百束は陸軍軍医学校に入学し，短期間医師とほと
んど一緒に戦傷時の救急手術を学び，１７年７月末に
は全課程を終了して樺太国境に近い上敷香陸軍病院
に歯科医将校の階級で赴任した。１７年１１月初めに
は，千島列島の北にあるパラムシル島に移動した。
この野戦病院編成隊は軍医２０名，歯科医将校１名，
薬剤官３名，衛生将校３名，主計将校１名で将校は
計２８名で下士官兵は２００名であった。占領した米領
（昭和１７．６）であるアッツ島と，キスカ島に分隊派
遣されることとなっていた。百束はパラムシル島で
従軍していた１８年４月に，キスカ島への招請命令で
衛生軍曹と衛生兵２名をつけて前進することになっ
た。しかし制海権はすでに米軍にあり，海上輸送は
危険なため潜水艦でアッツ島に上陸して機会を待っ
た。５月中旬にようやく潜水艦（伊３１号）に乗船で
きてキスカ島に上陸した。この潜水艦は，帰路アッ
ツ海域に向かったが消息は不明となった。百束がキ
スカ島に上陸した時，アッツ島では米軍の上陸が始
まったことを知らされた。百束は僅か３０時間前には
アッツ島にいたのである。アッツ島では劣勢の日本
軍守備隊は，援軍も食糧補給もない中で１７日間の激
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闘のすえ５月２９日玉砕した。日本軍２，６００名の戦死
であった。キスカ島守備隊の６，０００人弱は孤立した。
総司令部は，同島撤退作戦を５月末から開始し，傷
病兵６００名を救出したがその他は失敗し６月中旬に
中断した。６月下旬から再作戦が発動され，変わっ
た指揮官（木村昌福少将）が米軍のキスカ島上陸が
近づく中，５度出撃しては期待した濃霧は続かず視
界良の海となった。北海の濃霧を利しての救出作戦
であった。その度に中止し出港地の千島幌筵に帰港
した。そして７月２２日待っていた濃霧を得て出撃し
たが，途中から１回目に引き返したような天候と
なった。しかし，２９日に常のルートとは異なる北西
からキスカ湾に突入し錨を下ろした。銃を捨てさせ
て身軽になった５，２００名の将兵は，５５分間で８隻の
救援軍艦に分乗し終え全将兵の撤退は成功した２２）。
この「キスカの奇跡」は，今次大戦中の安堵する出
来事となって伝わっているが，撤退部隊の一将校で
あった百束は，ミッドウエー海戦（昭和１７．６）の敗
戦でアリューシャン列島作戦はすでに無用になり，
アッツもキスカも総司令部にとってはお荷物になっ
ていたのだと記している。繰上げ卒業生のその後と
して長述になったが，徴兵目的とされた繰上げの一
連として記した。なお百束は，敗戦詔勅後に千島に
侵攻したソビエト軍の捕虜となり，樺太で一旦１か
月弱留められた後に，昭和２１（１９４６）年１２月暮れに
函館港に帰還した。百束は千葉市で開業し，千葉県
歯科医師会長を勤めた後に平成１０（１９９８）年７７歳で
逝去した。

修業年限の短縮に関する経緯と兵役法

徴兵制度は１８７０（明治３）年の徴兵規則から始ま
り，１８７３（明治６）年には国民の義務として，国民
皆兵を目指す徴兵令が陸軍省から発布された。徴兵
令は改正を重ねながら，１８８９（明治２２）年に制定さ
れた大日本帝国憲法の中で，「日本臣民ハ法律ノ定
ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」（第２０條）と規定
された。ここでは満２０歳の男子から抽選で常備兵役
（現役：陸軍３年，海軍４年）が課され，常備軍終
了後は後備兵役（予備役：５年）とすることが定め
られた。その数は２０歳以上の男子の３～４％であっ
たとされている２３）。徴兵令は，明治憲法下における
国是であった「富国強兵」の根幹を支える法令の一

つであった。
明治３６年３月に専門学校令が公布されたが，ここ

で徴兵令第１３條による兵役上の特典，すなわち在学
中の兵役猶予が専門学校生に与えられた。徴兵令は
１９２７（昭和２）年に全面改正されて兵役法（昭和２．
４．１．法律第４７号）と名を変えて制定された（施行：
昭和２．１２．１）。この兵役法で服役年限が改正され，
青年訓練の受講者は１年半，現役が陸軍２年，海軍
３年，予備が陸軍５年４か月，海軍４年などと短縮
された２４）。ここでは中学校以上の在学者に対して，
兵役服務の徴集は中学校・高等尋常科などは２２歳，
高等学校・大学予科・専門学校（４年制）などは２５
歳，専門学校（５年制）・大学などは２７歳までが延
期できる最高年齢となり，兵役と学業との関係が示
された。それまで学徒にとって教練と勤労作業は
あったが，学業が軍事によって大きく影響されるこ
とはなかった。したがって，学徒にとって兵役は身
近ではなかった。ところが日中戦争が長期化しだす
と，昭和１４（１９３９）年に徴集延期がそれぞれ１～２
年短縮されるように兵役法が改正された。これは大
学進学のための浪人を，２年までは認めるがそれ以
上は認めないことを示していた。この改正は４月１
日を境にして，早生まれと遅生まれとの不公平をな
くした。それでもこの段階までは，今まで定められ
た教育年限の制度を守ろうとする意図が窺えると蜷
川壽惠は述べている２５）。

修業年限の短縮は，卒業繰上げ措置によって行わ
れ，既述したように初回の昭和１６年度卒業予定者
は，３か月の繰上げで昭和１６年１２月の卒業となり，
次年度１７年度卒業生からは６か月の繰上げ卒業と
なって，最終学年は半年に短縮された。初回の昭和
１６年には，同年１２月に第１回全国臨時徴兵検査が行
われ，受検人数は４３，０００人にのぼった。そして徴兵
率を，その年の一般徴兵検査の時の７６％と同率にし
たために，陸軍現役兵２５，７４０人，同第一補充兵７，６７３
人，計３３，４１３名が徴集された２６）。

修業年限短縮に関する経緯は以下のようである。

１．文部省と学校
太平洋戦争が始まる３か月前の昭和１６年８月３０日

に，近衛内閣の橋田邦彦文相は，修業年限短縮に関
する勅令を発令する要請書を閣議に提出した。内閣
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に請議されたこの案は，法制局で修正を受けて内閣
に送られた。そして，内閣が決定した案は枢密院に
送られ，その諮詢の後に天皇が制定するという手順
で発令された。文部省は枢密院の諮詢に備えて，「学
校に内牒しておきながら御諮詞奏請の遅れたのは如
何なる理由か」という想定質問を用意していた２７）。
このことは，発令前に事案を知らせて（内報）準備
させることには問題があることと，卒業の繰上げ問
題はそれだけ喫緊であったことを示している。内報
は同年９月５日に各種の学校に伝えられた。開戦の
準備を完了するのを１０月下旬と決めたのは９月６日
の御前会議であったが，文部省は橋田文相の修業年
限短縮の勅令発令の要請を内閣に提出した時点で，
学校側への内報を準備したと推定される。内報では
修業年限の短縮が近く行われることが内定したとし
て，今年度の卒業は１２月に繰上げられる見込みなの
で，授業等は授業時間を増やすなどして学力の低下
を来さないよう，それまでに完結するように内々準
備しておくようにと通牒された２８）。さらに１０月８日
には，各専門学校長宛に「卒業期繰上実施ニ関シ留
意方ノ件」として，繰上げ実施に伴う留意事項を内
定したので，準備に遺漏がないようにと専門学務局
長から以下のように通知されている。講義，実習，
実験などの教授時数に関しては２学期（９～１２月）
中に本学年度の授業を完結する，毎週の教授時間数
は５時間を標準として増加し得ること，卒業時期は
１２月２６日から２８日の間に行うこと，入学者の選抜は
追って通牒するが３月中に行うこと（入学時期は４
月）などとなっている２９）。

また，当該学年の毎年野外演習日数が７日と定め
られたものは５日，４日では３日とすることも指定
されている３０）。そして授業料は学則にある年総額の
９／１２を原則とするが，本年に限り卒業学年の授業
料はこれを増額徴集することができる。ただし増額
の限度を年総額の３／１２を超えてはならない。さら
に学校報国団費の徴収に関しては，短縮した期間は
徴収しないことを原則とすると記されている３１）。

さて，歯科医専の繰上げ卒業に対して初年度の３
か月と，次年度の６か月の課程短縮に対応した日本
歯科医専の学科課程が記録されている３２）。またここ
に初年度の繰上げ卒業に際して，文部省専門学務局
長永井 浩から通牒された特記すべきこととして，

「卒業試験ニ関スル件。表記ノ件ニ関シ本省カラ問
題ヲ提出シ実施シ来ル所謂文部省卒業試験ハ都合ニ
依リ之ヲ施行セザルニ付御了承相成度候」とのこと
で，文部省の干渉は以後なくなったと記されてい
る。私立医専・歯科医専は，文部大臣の指定校とし
て認定されると，自校の卒業試験をもって医籍・歯
科医籍に登録できる。つまり卒業資格の授与は，各
校が独自の試験によってその評価をしているのであ
るが，その卒業試験問題の一部を文部省が提出し評
価していた。昭和１５年の教育審議会の席上で，昭和
医専の上條秀介校長がこの件に関する文部省の干渉
に異を唱えていた。大学医学部や医科大学の卒業試
験には，そのようなことはないので文部省は医専の
教育を信用していなく，これは大学との差別である
と発言した３３）。歯科医専にも同様なことが行われて
いたのであった。

２．陸軍２６，２７）

１０月１６日の該勅令は内閣総理大臣近衛文麿，文部
大臣橋田邦彦，拓務大臣豊田貞次郎の名で出されて
いるが，修業年限の短縮は陸軍が強く要望してい
た。昭和１６年９月２７日付で，陸軍大臣東條英機が近
衛総理宛に兵役法の改正を閣議で審議することを要
請をした。改正案は「在学徴集猶予の特例を廃止す
る」ことであった。

従来，兵役法（昭和２年３月）の規定で中学校の
学科程度と同等以上と認められた学校に在学する者
に対する徴集の延期は，そのものが現に在学する学
校に引き続き在学する間は，「本人ノ願ニ依リ学校
ノ就学年限ニ応ジテ年齢２７（専門学校２５年，大学学
部２７年：著者註）ニ至迄徴集ヲ延期」することが許
されていた。ただし，昭和１４年改正兵役法中改正で
猶予年齢２７は２６と各々１年引き下げられたが，在学
生は旧法が適用されることになっていた。ところが
卒業繰上げをした直後に，徴兵を実施するのには今
適用されている徴兵猶予の年齢制限が妨げになるこ
とが明らかになった。このため昭和１６年の改正では
旧法の適用が廃止され，在学生の猶予期間が１年短
縮された。猶予の上限は高等学校・大学予科が２２歳
（遅生まれ），専門学校が２３歳（同），大学は２４歳
（同）（医学部は２５歳（同））に短縮された。早生ま
れの者は各々１年低くなる。
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この条文にある徴集（国が強制的に現役あるいは
補充役として兵役に就かせる：著者註）の延期を撤
廃するためには，在学年限と修業年限を短縮する必
要があったからであり，内閣および枢密院に提出し
た改正の理由書にそのことが以下のように説明され
ている。「国際情勢の緊迫に伴い軍事上と労務動員
上に必要な人員の充足には大学学部等の在学年限ま
たは修業年限の短縮に関して勅令の制定を奏請して
いるが，その主旨に沿うためには学生の徴兵検査と
入営に関して卒業に引き続いて入営できるようにす
る必要がある。本年１２月の卒業予定の学生について
は，本年１２月中旬迄に臨時に徴兵検査を行い，明年
２月に入営させ次学年の学生については，明年４月
までに徴兵検査を終了し，臨時卒業に引き続いて入
営させるようにしたいと考えている。このように徴
兵延期中の学徒に対し，その在学中に徴兵検査を行
うためには，徴兵検査を実施する年内に徴集延期期
間が満了するように在学徴集延期期間を短縮しなけ
ればならない（ママならず）。」

３．枢密院２７，２８）

枢密院における審議は，昭和１６年１０月６日（第１
回）に始まり都合３日（３回）行われた。ここで橋
田文部大臣と，東條陸軍大臣の要請が同じ事項とし
て審議され，１５日の本会議で可決された。直ちに持
ち回り閣議に付した上，奏上裁可を仰ぎ同日午後情
報局，文部省，陸軍省からそれぞれ発表された（朝
日新聞 昭和１６．１０．１６）。枢密院では，本案が突如と
して提案されている理由や教育上の問題から，これ
を回避する方法はないのかなどが質問されたとされ
ている。この臨時措置を必要とする理由の第一は，
軍事的理由であり，第二は労務対策上にあるとして
いる。兵力はそれほど不足していないが，第一線部
隊の指揮をとる将校はほとんど召集されていて，士
官学校で養成される２，３千人以外大部分は幹部候
補生の増加を待つほかがなくなっていると軍部は枢
密院に説明している。高等教育機関が抱えている学
生学徒は，同年齢人口の僅かに５％に過ぎないが，
一刻も早期に彼らを動員したい理由は将校の補充だ
と述べている。

修業年限短縮と，在学生の徴兵猶予停止に関する
二つの勅令が発令された約１か月余前の昭和１６年９

月６日の御前会議では，「１０月下旬を目途に対米英
蘭戦の準備を完成させる」，また「外交交渉により
１０月上旬に至るも尚我が要求を貫徹し得る目途なき
場合において，直ちに対米開戦を決意す」という「帝
国国策遂行要綱」が決定された。開戦は国民にとっ
て予測されていたことでもあり，その準備は日中戦
争の継続の中であらゆる面で実施されていた。そし
て，ついにこの決定によって陸海軍は直ちに対米英
蘭開戦を目指して作戦会議に入った３４）。

４．学校側の反対意見
昭和１６年の修業年限短縮の勅令では，短縮は当分

の内とされていたが翌年の８月２１日の閣議で，教育
の画期的刷新充実が図られ，これと不離一連の関係
として中等学校，高等学校高等科（大学予科を含
む）の年限は，昭和１８年度の入学者から２年に恒常
的に短縮されると決定された（閣議決定「中等学校
及高等学校高等科及大学予科ノ修業年限短縮ニ関ス
ル件」昭和１７．８．２１）。文部省は該閣議決定後に，学
制改革に対する意見を各校に照会した。こうした修
業年限の短縮措置に対して，学校側の反対意見が残
されている。平賀 譲総長が「修業年限短縮に関す
る対策に付きて」（昭和１７．１０．９）３５）とした，東京帝
国大学の見解は以下のごとくである。

「修業年限の短縮が長きにわたるとなれば学力へ
の悪影響は必至であり，我が国学術文化の水準は全
般的に低下する。今回の措置は戦争完遂，建設実行
の必要上止むを得ないと聞くが，戦争が長期に及ぶ
とすれば，従来から学術文化の優秀を誇る米英を相
手とし総力を上げて長期戦を戦わざるを得ない我が
国としては何をおいても彼らに拮抗できる学問技術
の水準の維持向上に力め，もって武力の優越と生産
工業力の発展に寄与しなければならない。さらに大
東亜諸民族を指導して，大東亜建設の大業を完遂す
るに際しても，彼らの心からの尊敬に値する優秀な
学術文化を維持することは絶対に必要である。学術
文教の任にある我々としては，この水準の維持高揚
に貢献することが最大の任務であると確信し，これ
を低下させる恐れのある障害は一切除去する必要を
痛感している。したがって今回の短縮は，臨時措置
としてなるべく早い時期に上諭を奉戴して，慎重審
議した教育審議会決議に準拠した恒久的な方策を確
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立することを切望する（ママならず）。」として，高
等学校，大学，その両者の関係，さらには大学院に
関して具体的な刷新の提案を記している。また，中
等学校に対しても短縮で数学，物理，化学，外国語
が犠牲になる恐れがあるのではないかと，その弊害
が大きいことを記して反対している。なお，平賀 譲
はこの翌年の２月１７日に咽頭結核で逝去した。

５．その後
さらに昭和１７年には大学，専門学校に予科，高等

学校を加えて修業年限を６か月短縮して９月卒業と
なり，これらの学生学徒の徴兵検査（第２回全国臨
時徴兵検査）は同年４月に行われ１０月入隊の措置が
とられた。したがって，大学は９月卒業の高等学
校，大学予科からの進学生を受け入れるために，昭
和１７年は４月と１０月の２回に入学生を受け入れ，以
後１０月入学が３年続いた。戦局が厳しくなると，昭
和１８年１月２１日に中等学校令が改正（勅令第３６号）
されて中等学校を中学校，高等女学校，実業学校に
分けるとされ，その修業年限は４年に短縮された。
なお，土地の状況によって高等女学校は２年，実業
学校は男子３年・女子３年にすることができるとさ
れた２５，３６）。さらに昭和２０年３月に決められた中学校
の１年間の授業停止は，５月１２日に無期限の停止と
なった。

昭和１６年１２月に繰上げ卒業を受ける学徒の徴兵検
査日割りが新聞に掲載されている。これによれば文
部省は，都内該当校を二班に分けて実施するとし，
第１班の臨時徴兵検査は昭和１６年１２月１～８日とさ
れ東京高等歯科医専，東京歯科医専がそこに含ま
れ，第２班は同年１２月１１～１８日で日大，日本歯科医
専となっている３７）。東大はじめ３２校が，市内１２区役
所で徴兵検査が一斉に行われたことが写真入りで報
道されている。「青白いインテリなどとは昔のこ
と，決戦体制の学徒は皆逞しい体格で甲種合格が断
然多い『何謀甲種合格』と徴兵官に向かって復唱す
る学徒の眉宇には，毅然と国家の難に赴かんとする
決意が張っていた（原文ママ）」と記されている３８）。
この記事の翌週月曜日朝７時の NHK 臨時ニュース
は，「帝國陸海軍は今８日未明西太平洋においてア
メリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり」と開戦を
国民に知らせた。この日，橋田文相が国民学校から

大学にいたる，教職員および学生生徒に以下の訓令
をした。「国体の本義に徹して国に培ふの要極めて
切なり，特に教育に従事するものはその責務の極め
て重大なるを念ひ，思想を純堅にし率先躬行師表た

けつ

るの実をあげて，その任を竭すべく学徒たるもの
は，光輝ある皇国の歴史的使命建設の雄深なる意義
に深く思を致し，相共に克く心身を錬磨し，学業を
研鑽して，負荷の大任を全うするに勗むるとともに
質実剛健，敏速果敢，もって軍国の要請に応えその
本分を格守（謹んで守ること：大辞林）せんことを
期すべし（原文ママ）」３９）。なお，昭和１６年１２月に最
初に繰上げ男子卒業生の見込み（文部省による）は
大学学部１８，７９４名，高等師範学校３６４名，専門学校
１８，９１２名，実業専門学校１２，０３３，実業学校教員養成
所２０８名，実業学校７２，１３４名の計１２３，４４５（１２２，４４５
が実計算数：著者註）名となっている。女子は女子
高等師範学校２０１名，専門学校４，８７６名，実業学校専
門学校１，２１２名の計６，３３７（６，２８９：著者註）名と示
されている２７，４０）。

繰上げ卒業生には，就職先を決めることも勧めら
れていて４１），以下のような報道が見られる。昭和１６
年度１２月卒業生では，海軍予備士官への希望者が海
軍省人事局に殺到しているとされ，昭和１７年９月の
繰上げ卒業生について以下のように記されている。
夏休みなしの卒業を前にして各大学高専では，就職
斡旋に大車輪の斡旋を開始しているが，就職夏の陣
は大東亜景気と名付け就職率が良いことを知らせて
いる。学生にとっては，「南方へ」が合言葉になっ
ているぐらいだが，学校側は将来を考えて冷静な見
通しを求めているとしている４２）。

繰上げ卒業に対する学徒の動向を報道は明るく捉
えている感じであるが，該当の学徒には衝撃的なこ
とであった。東京帝国大学法学部学生（沖 静一）
は，昭和１６年１０月１９日の日記に概略以下のように記
している。「１２月卒業は噂されていたが本当とは思
えなかった。その上２月に入営とは余りに慌ただし
い。勅令はよくよく日本が危なくなったために出さ
れたと考えられる。そうでないとしたら学生を毒
し，文化を毒し，軍部の横暴を嘆ずるのみである。
僕としては日本の Crisis に対する緊急処置と見た
い。大体３か月の短縮は単に量の問題ではなく学生
へのショック，対応のための学生の勉強態度，下級
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生への影響，兵隊への不安等数えれば余りにもマイ
ナスが多すぎる。」として虚無感に襲われる手前の
心境だとしている。引用によれば，沖 静一は１６年
１２月の卒業後農林省に就職したのち，翌年の１月に
は海軍経理学校に入学し，昭和１８年７月ソロモン諸
島で戦死したとされている４０）。

徴兵猶予の停止（文科系学徒）と学徒出陣

１．徴兵猶予の停止と兵役
徴兵延期年齢は日中戦争中では，専門学校生が２３

歳まで（早生まれ）ないしは２４歳まで（遅生まれ）
となっていたが，太平洋戦争になるとそれぞれ１歳
低くなった。同様に大学は専門学校より１歳上ま
で，医学部は専門学校の２歳上まで猶予されてい
た。この猶予年齢では，２年の浪人後に入学すれば
猶予適齢内で卒業できた。ところが昭和１８年１０月２
日に公布された「在学徴集延期臨時特例」（官報 第
５０１８号 １０月２日勅令（第７５５号））は，国が必要と
認めた場合以外は上記の徴兵猶予制度は廃止され，
一般の国民と同様に２０歳で徴集されることになっ
た。「兵役法第四十一條第四項ノ規定ニ依リ当分ノ
内在学の事由ニ因ル徴集ノ延期ハ之ヲ行ハズ」との
命で，これは昭和２年に兵役法で戦時あるいは事変
の時には，徴集を延期しないことが勅令をもってす
ることができると定められていたからである。

学生の徴兵猶予停止は，昭和１８年９月２１日の閣議
で「現情勢下における国政運営要綱」が決定された
中でその事項の一部として，「三．国民動員の徹底
を図る」の「（イ）一般徴集猶予を停止し理工科系
統の学生に対し入営延期の制を設く。理工科系統の
大学，専門学校の整備拡充を図ると共に法文科系統
の大学，専門学校の統合整理を行ふ」などが含まれ
ていた４３）。翌々日（２３日）には新聞は，定例の閣議
で決定されたとして，「国内必勝態勢を強化，女子
動員，男子に代替え，都市施設を地方分散，学生の
徴兵猶予停止」「理工科系学生は入営延期，法文系
教育は停止，学校を統合，義務教育八年制も延期」
などのキャプションで以下のように報道した４４）。

「１．かねて学校教練によって国軍の幹部として
の資質錬磨に精勤してきた大学高専の学徒に対して
は，直ちに軍国の急に赴かしめるため徴兵猶予を停
止する，このため法文科系統の大学は将来教員たる

べき者や，徴兵検査不合格者者や，帰還兵等のため
の教育を除き他は教育を停止し，かつ大学，専門学
校の統合を行う ２．しかしながら国家要員養成の
十全を期するため理工科系統の学校は一層充実整備
し，その学生に対しては入営延期の新制度を設ける
３．教育要員確保のため，法文科系統と雖も教員た
るべき者には継続して勉学せしめる如く措置する」
とし，文部当局は同年９月２１日の「国内態勢強化方
策」として閣議決定された中で猶予はなくなり「学
徒も今こそ勇躍奮起銃をとって第一線に立つときが
きた。したがって国家の要請に基づいて学窓に残
り，勉学を続けるものは正に国家に徴用されたとい
うべきであって，一層勉学に精進努力することが第
一である」との談話を掲載している。

国民の多くは，学生の徴兵猶予停止等を新聞報道
で知ったが，新聞報道の前夜７時３０分から行われた
ラジオ放送で「官民に告ぐ」（昭和１８．９．２２）とし
て，東條英機首相は「国内必勝体制の強化」に関し
て，大学・専門学校の措置において「学生の徴兵猶
予停止」等を宣言した。学校側にはこうした公表の
内容が事前に知らされた様子はなかったようだと，
東京帝国大学の会議資料と明治大学の専門部長（小
島 憲）の日記から西山 伸は論文発表している。報
道は文科系の高等教育機関にとっては，多数の学徒
の入営や法文系教育の停止，学校の統合などの措置
を知らせていたので，これらは自校の存続にも関わ
ることから，報道直後の学内は教育職員・学徒とも
不穏状態となった様子も日記に書かれていた。この
法に基づき，文科系学徒は年内に徴兵検査を受け
４７，０００名（西山による推定数）が，翌年早々には入
営した４５）。この入隊が学徒出陣といわれているもの
である。

上述の９月の閣議決定で理工科系学生は，入営延
期が既に決めれられているが，同年１１月１日に兵役
法改正が公布され，その改正項目の中に「（ⅳ）在
学徴集延期を停止した者の中，軍事上修学を継続さ
せる必要がある場合には特に入営を延期することが
できる」とされた。この条文が理学部・工学部・医
学部などの学徒に，在学徴集延期の停止が適用され
るのを防ぐためであった４６）。

そして昭和１８（１９４３）年１１月１３日の陸軍告示第５４
号において，入営延期の学校・学部・科の名前が公
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布された。そこでは ５．専門学校の項で以下があ
げられている。各医学専門学校／各薬学専門学校／
各医科大学附属薬学専門部／各帝国大学臨時附属医
学専門部／各医科大学臨時附属医学専門部／各歯科
医学専門学校／日本大学専門部医学科，歯科，工科
（本科）／東京高等歯科医学校／宇都宮，宮崎，東
京各高等農林学校獣医科／盛岡，鹿児島，鳥取，岐
阜各高等農林学校農芸化学科，獣医学科／各獣医学
専門学校。また ４．朝鮮総督府の項における歯科
では，京城歯科医学専門学校本科となっている４５）。
台湾総督府所管，関東局所管の項では歯科は表記さ
れていない。満州には，国立哈爾濱医科大学歯科医
学部（学部長 福島秀策）が存在していたが哈爾濱
医科大学の指定はない。

つまり上記の昭和１８年１１月に陸軍省令の告示に
よって官公私立の歯科医専，医専，薬専の生徒につ
いては早生まれ（１月２日～４月１日）の者は年齢
２１年に達する日まで，遅生まれ（４月２日～１月１
日）の者は２２年に達する日まで入営を延期される。
入営が延期できる者は，毎年１０月１５日までに本籍地
の連隊司令官宛に，入営延期届と学校長の在学証明
書を本籍地市町村長に提出する。但し同一学校に在
学する間は第２学年からは在学証明書だけでよい。
すでに在学中の者は入営（招集）延期届け出だけで
よく，その期日は昭和１８年１２月１０日までで，これま
で通り（１６年１０月兵役改正）年齢も１年延長され
る。すなわち早生まれは２２歳に，遅生まれは２３歳に
達するまでである。入営を延期できないことになれ
ばその日から３０日以内に本籍地市町村長に入営届を
出すと記されている４７）。

昭和２０年には（４年制医学・歯学専門学校：早生
まれ２０歳，遅生まれ２１歳．大学学部（医学部を除く）
５年制医専：同２１歳，同２２歳．医学部：同２２歳，同
２３歳），理科系学徒に対しての入営延期年限の１年
短縮が図られ，文科系に対する入営延期は全面的に
廃止された。これらの学生学徒は，同年４月から特
別甲種幹部候補生などに採用された４８）。なお，一般
の徴集適齢は昭和１９年から１９歳に下げられていた。

２．学徒出陣
今年（２０２１）は，第３２回オリンピック・第１６回パ

ラリンピック大会が新設なった東京千駄ヶ谷のオリ

ンピックスタジアムを主会場として，一年遅れで７
月２３日から開催される予定である。一昨年暮れに中
国武漢で発生した新型コロナウイルス感染症
（COVID-１９）は，昨年３月にパンデミック（WHO
宣言）となり，日本でも感染者数の波を作りながら
なお収束する予測が立たなく，本年７月下旬に決め
られた開催は不可能という意見が国内では強い。予
防，診断，治療の三位一体からなる現在の医学・医
療体系は COVID-１９に極めて無力であり，医療体制
は逼迫して多くの患者が，自宅待機となって感染源
の一つとなっている。また高齢者の療養施設でのク
ラスター発生など悲惨な状況も少なくない。医療行
政は的確な感染予防対策を実施し得ず，COVID-１９
発生から１年半経ったが日常生活は大きく制約さ
れ，経済活動は必然的に抑制され続けている。的確
な対策が取れないことから，政府・行政はしばしば
批判に晒されている。短期間で完成された輸入ワク
チンが，わが国では３月から使用が始まったばかり
であり，日本への供給数は需要をどれだけ満たすの
か，また筋肉注射の打ち手不足から，ワクチン注射
数が国際的に最も遅れたグループにある。既に変異
した感染力の強いコロナウイルスが蔓延しだし，入
院できない自宅待機患者に死亡者が発生してきた。
日本政府・厚労省は，遺伝子検査である PCR 検査
によった診断措置に極めて消極的なことから，ウイ
ルス保有者の検出サーヴェイが乏しく，リスキーな
集団・個別に対する効果的な予防対策が採れていな
い。医療の供給が治療患者の必要数に追いつけな
く，重症者管理の ICU への収容が叶わない都市も
生じ切迫した医療体制となっている。PCR 検査，
COVID-１９ワクチン，ICU 管理が１００年前のスペイ
ン風邪の時代と異なった医学進歩であるが，それら
を用いた対応が予防，治療で現状十全でないという
状況であろう。６２８，０４４名の感染者数，１０，８１９名の
死亡者数が２０２１年５月１０日の日本の状況である４９）。
日本の感染者数は，人口比にすれば極めて少数であ
るが，東アジアの数か国を除いた５大陸の感染は収
束していない。３月中旬にオリンピック・パラリン
ピック関連機関によって，海外からの観客は競技へ
の受け入れをしないことが決まったが，各国が各種
競技の国内予選がままならなくなっている状況は，
公平・平等を憲章とする大会の趣旨から逸脱するの
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ではないか，などとの批判が国内外ともに強くなっ
てきた。前回の第１８回東京オリンピックのアマチュ
ア主義から，一変した商業主義を基盤とした国際オ
リンピック委員会等関係機関は，実施の方向を決め
ているが国連と WHO の関与も予測され，未だに
開催の確定的決定がなされないまま残す僅かな期間
に，各国の罹患状況と日本の予防対策に開催の可否
すべてがかかっている。

世界では，本年５月中旬で約１億５，７００万人が罹
患し，死亡者は３２８万人となっている５０）。米国では
５０万人が死亡し，これは第一次大戦とベトナム戦争
とを合計した戦死者よりも多いと，米国のバイデン
大統領はマスクの励行など，予防対策を国民に呼び
かけていたがワクチン注射の普及で，マスクのない
社会に戻ることができると宣言している。戦後７６年
間我が国は武力紛争始め，疾病によっても国家的な
危機に遭遇してこなかった。戦時は強い統制で国家
に国民が牽引されたが，今日自由主義の中で国民は
自発的な生活抑制を以て，１００年に一度とされるパ
ンデミックを乗り越える試練に立たされている。１
年延期された２０２０東京オリンピック・パラリンピッ
クがどのようになるのか。我が国はまさに砲撃のな
い戦時における状況にある。

さて，COVID-１９の話題を持ち出したのは，今回
のオリンピック・パラリンピックの開会式場は，７８
年前の学生に対する悲壮な儀式が行われた同じ場所
だからである。昭和３９（１９６４）年の東京オリンピッ
ク開会式では，突如として晴れ渡った秋空の下で大
観衆に見守られてトラックを行進し，フィールドに
整列した選手団は国旗を背負って必勝を期す決意の
中で聖火が点火され，ファンファーレが鳴り響き，
国旗が掲揚され，開会宣言など一連の式典は壮観で
明日の希望を誰にも抱かせた。敗戦の荒廃から僅か
に１９年後の平和の祭典であり，戦禍を潜り復興に尽
力した人々は特別な感慨を覚えたに違いない。日本
の過去３回のオリンピックでの開会式の会場は，今
回の第３２回ではオリンピックスタジアム，約５０年前
（１９６４年）の第１８回は国立霞ヶ丘陸上競技場，そし
て日中戦争のため返上した１９４０（昭和１５）年の第１２
回の明治神宮外苑陸上競技場であり，それぞれ名を
変えているが通常神宮と呼ばれた同一の場所であ
る。この場所で多種類の競技が行われ，神宮は常に

若人の青春の場であった。
神宮競技場の一隅に，「出陣学徒壮行の地」と刻

まれた碑が佇んでいる。昭和１８年１０月２８日に東京，
神奈川，埼玉，千葉県所在の大学，専門学校，高等
学校，師範学校の総数１０７校の学生生徒が明治神宮
外苑競技場に集結した。約６５，０００人が男子学徒参列
部隊，女子学徒参列部隊と名付けられてバックスト
レッチ側の観客席についた。そして８時５０分にオリ
ンピック選手団と同様に，１００m スタート地点後方
の入り口から校旗を掲げた東京帝国大学学生を先頭
に，約２５，０００名の男子学徒の分列行進が始まった。
朝からの冷たい雨中，その行進は１時間余続いた。

は

彼らは学生服に脚絆を穿き制帽を被り銃剣を担ぎ，
中央貴賓席前の受礼台前では壇上に立つ岡部長景文
部大臣に頭右の礼をして，教練で叩き込まれた行進
をもって第一・第二部隊としてフィールドに順次整
列した。１０月２８日に文部省と学校報国団が主催して
東條英機首相出席の下に行われた「出陣学徒壮行
会」の情景である。記念碑はこの地でこうした出来
事があったことを，内外の若い世代に伝え永遠の平
和を祈念すると彫られている。

分列行進の学徒は，２０歳に達した本年度徴兵検査
を受けるべき者達であり，文科系だけでなく理科系
も加わっていて，東京女子医専の女子生徒も整列し
た。この壮行会は名の示すように学徒の出陣のため
であり，それまでは在学のために兵役徴集が延期さ
れていた学徒は，この年の「在学徴集延期臨時特
例」（昭和１８．１０．１）の延期中止と「昭和１８年臨時徴
兵検査規則」（昭和１８．１０．２官報）によって既述した
ように，臨時徴兵検査（１８．１０．２５～１１．５）を本籍地
などで受け，翌年２月までには入隊した。文部省・
学校報国団本部主催の出陣学徒の壮行会は，東京に
引き続き仙台（東北地区）と名古屋（東海地区）で
岡部文相の下に実施され，両地では合同野外演習と
壮行式が２日間にわたって組まれていた。さらに日
本の各地区のみならず，外地と呼ばれた満州地区
（新京・哈爾濱・奉天・大連），台北（台湾地区），
上海（中国地区）においても実施された５１）。

全国で出征した学徒兵の総数やその戦病死者数
は，日本政府による公式発表はなく未だに不明な点
が多いとされている。当時の高等教育（大学・専門
学校・高等学校・大学予科・師範学校）への就学率
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は，該当年齢者数の５％（文部省資料）であり，その
在学生総数は昭和１８年２月統計では大学生１０３，６００
名，高等学校生等２８，５００名，専門学校生１６３，７００で
計約２９５，８００名（内女子３１，９００名）となっている。
このうち文科系在学中の学徒の約５０，０００名が入隊し
たとされている。例えば京都帝国大学では，文科系
（法学部・文学部・経済学部）の約８０％の学生が昭
和１８年の出陣学徒数だったと調査は知らせている。
とすれば在校生は２０％となり，勤労奉仕などで教室
を離れることも多いので，文科系の学部校舎は閑散
としていたであろう。複数大学では出陣学徒の戦没
者の平均値は９．３％と算定していることから，蜷川
は昭和１８年晩秋に壮行された全国の出陣学徒の戦没
者は約４，６００名だと推計した５２）。

明治神宮外苑競技場で東條首相と岡部文相の訓示
を受け，東京帝大生の江橋慎四郎が「生等もとより
生還を期せず」と答辞した。退場した出征学徒の１０
人に１人は再び生還できなく，２０年前に雨中分列行
進した同じ土の上で開催された，日本復興のメッ
セージであった東京オリンピックを楽しむことは叶
わなかった。「出陣学徒壮行会」は，将来社会の指
導者となる彼らが，学業を途中にして戦場に向かう
ことを国民に深く知らせた意味は大きく，日本国民
全体に総力戦の覚悟を迫る象徴的な出来事になった
とされている５３）。

岡部文相の前任を務めた橋田邦彦は，昭和１５年に
東京帝国大学教授（生理学）と第一高等学校校長を
辞任して，第２次近衛内閣（昭和１５．７．２２－１６．７．１８）
の文相に迎えられた。第３次近衛内閣（昭和１６．７．
１８－１６．１０．１８）が，短期で倒れた後の昭和１６年１０月
１８日に東條英樹が総理大臣に就任した。東條の組閣
でも橋田は文相として指名された。橋田は，東條内
閣での文部大臣を「学徒の徴兵猶予停止」が決まる
半年前の昭和１８年４月２０日に辞任している。この日
は外務大臣，内務大臣，農林大臣が辞任した日でも
ある。橋田の辞任理由は，学徒が学業を半ばにして
召集されることに抗したためであったと伝えられて
いる５４）。

なお，東京歯科医専附属病院は出陣学徒に歯科診
療奉仕を１１月２０日から１２月９日まで行った５５）。同院
は入営延期で送る側の生徒を始め教授，助教授が総
動員で治療した。入歯や金を使用するものを除け

ば，一切の治療費は無料とし出陣学徒の儀とすると
１１月２１日の朝日新聞に書かれている５６）。

なお，学徒出陣は近年（２０１０年発表論文）になっ
て本格的な調査研究の対象になってきたが，資料が
学徒兵の日記や幾つかの大学の出陣学徒数や戦没者
数の調査にとどまっていて，学徒出陣の総体におい
て実証的な考察がされているとは言い難いとされて
いる４５）。

３．歯科医専生徒と兵役
大学・専門学校の学徒の兵役は，文科系と理科系

とに分けられ歯科医専生徒の徴兵延期年齢は理科系
の推移に従った。兵役法では専門学校（４年制）と
して，昭和２年では延期ができる最高年齢は２５歳，
昭和１４年改正（１月２日～４月１日生まれ（早生ま
れ）と４月２日～１月１日（遅生まれ）にわけられ
る）で遅生まれは２４歳（早生れは２３歳），昭１６年改
正で２３歳（同２２歳），そして昭和１８年改正で２２歳（同
２１歳）と各々なっていた。昭和２０年（２月８日）に
は在校生は入営延期を認めるが，今後新たに入学す
る学生には認めないことが発表されて，歯科医専校
では各医学歯学専門学校歯学科（官立東京医学歯学
専門学校，公立九州医学歯学専門学校），東京，日
本，大阪歯科医学専門校，日本大学専門部歯科が該
当した５７）。この改正で従来のように，理工科系の大
学学部・専門学校のすべてがこの恩恵に浴すことで
はなくなった５８）。

兵役法の度重なる改正は日中戦争の長期化予測，
太平洋戦争開戦準備と開戦後の戦局に関連してい
て，学徒に関しては将校増員を常に意図したもので
あった。従来，医・歯専門学校生徒は１２歳で尋常小
学校，１７歳で中学校，そして４年間の専門学校を２１
歳（早生まれは２０歳）で卒業するのが順調な場合の
経歴であった。ちなみに大学医学部・医科大学の学
生の卒業年齢は，高等学校あるいは予科を経ること
から２３歳という高年齢となった。ところが太平洋戦
争下では，既述したように昭１６年度から尋常小学校
は国民学校（６歳入学）となり，その初等科は６年
制となり中学校は４年制となった。したがって専門
学校，高等学校，大学予科には１６歳で入学し，医・
歯専門学校生徒は２０歳で卒業した。２年間に短縮さ
れた高等学校・予科を経る大学医学部・医科大学
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は，２２歳での卒業が順調な場合の年齢となった。
それでは徴集延期に該当した歯科医学生は，どの

ような学業生活を送っていたのか，歯科学報の記事
からその一端を見てみる。神宮の学徒出陣壮行会の
直後に，「医学徒報国隊」が医歯薬の各大学・専門
学校の最上級生をもって結成された。結成目的は軍
衛生勤務に親しませることで，１１月以後適時動員，
陸海軍関係病院に派遣して１か月間の演練（本番さ
ながらの演習）をさせるとされた。医学徒報国隊の
実施要領は，第１編で既に記した５９）ので本項では該
要領に本計画の実施は，国民勤労報国協力令によ
る６０）と記されているので該令について見てみる。

国民勤労報国協力令とは，昭和１６年１１月２２日（勅
令第９５５号）に公布され，同年１２月１日に施行され
た。本来任意に存在した勤労奉仕隊を義務付けると
ともに，総合的な調整を狙ったものとされている。
男子は１４歳以上４０歳未満，女子は１４歳以上２５歳未満
の独身女性を対象として勤労報国隊が編成され，軍
需工場，鉱山，農家等における無償労働に動員され
た。昭和２０年３月に，国民勤労動員令の施行に伴っ
て廃止された６１）と今日説明されている。当時（昭和
１７．３．３０）国民向けに問答形式で，「国民勤労報国協
力令」を説明した出版書が発売されているので，該
書から概略を見てみる６２）。

国家総動員上必要とされる仕事の対象は，物資の
生産，配給，輸送，保管等に分類されていて，報国
隊結成は金融，衛生，家畜衛生，教育訓練，試験研
究，通信，土木建築，警備などと救護に関する業
務，その他厚生大臣の指定する業務などに従事して
いる者達によってなされた（質問：本令により協力
を為すべき者は如何に指定されているか）。その結
成は地方長官，厚生大臣，文部大臣の命によった。
東京歯科医専では，その名称を東京歯科医学専門学
校報国隊と称した。そして該当の業務に関して協力
を望む者あるいは集団がその申請書を地方長官ある
いは厚生大臣に提出した。

申請書には望む作業内容，必要人数，性別その他
の必要事項などとともに旅費，手当てまたは謝金，
食費などの記載項目がある。一方，歯科学報の記載
では東京歯科医学専門学校報国隊は学校に近い陸海
軍病院で，１）精神教育，２）軍陣医学，３）衛生
勤務，４）病院勤務，５）防空救護，などが学外教

育として行われるとしてある。
問答式から読み取れるのは，いわば短期の労働等

従事者の人材派遣であるが，東京歯科医専の生徒は
実習教育を受ける立場であり，両者には提供と受容
と大きな違いがある。歯科医専報国隊は必ずしも業
務支援（例えば掃除なども学徒動員で行われた）ば
かりでなく，入営の準備教育をも動員の名で行われ
た。

東京歯科医専に昭和１７年度入学の堀部清元は，在
学中の印象を「１年，２年の時は歯科の勉強を随分
やらされました。３年，４年は空襲と窮乏の中で重
苦しい戦争に明け暮れていました」と表している。
堀部の愛読書は，河合栄治郎の著書だった６３）。同学
年の小沼四郎は，歯科医専３年生の「昭和１９年には
すでに徴兵検査を受け，第１乙種合格，同年１１月に
歯科短期現役志願の試験を受け合格，海軍歯科医を
目指して２０年３月には海軍軍医学校（広島）に入校
することになっていた。」ところが海軍軍医学校入
校直前の３月９日夜に空襲に遭い，被災で亡くなら
れた死体で足の踏み場もないくらいで，中には白骨
になるまで焼かれた死体も少なくなかったという凄
惨な焼け跡の記憶を記している。彼はそうした東京
を後にして３月に広島に向かった６４）。

高等教育を受けている学徒は，同年齢者の約５％
に過ぎなく，彼らだけが在学によった徴兵猶予の恩
典を受けていた。一方，２０歳になればいつ来るか分
からない徴集令状に覚悟を決めながら，種々の統制
に縛られた生活を，滅私奉公の精神で日々を過ごし
ていた若者や，その家族にとっては親の金で徴集が
猶予されているといってもよいエリートは妬みの対
象でもあった。したがって，国はそうした国民的な
意識に配慮した。枢密院審議で東條陸軍大臣は「徴
集猶予ノ制限ノミヲ以テシハ労務上ノ需要ヲ充スニ
足ラザルノミナラズ卒業ニ至ラヅシテ戦死スル者ノ
父兄ノ心情ニ察シ徴兵猶予の制限ト共ニ卒業期ノ繰
上ヲ為サント」６５）すると質問に答えている。また，
「決戦下学徒の身でありながらカフェーやバーに入
り込み，果ては遊興費捻出の質屋通い，また日曜日
でもないのに白昼映画館や喫茶店，撞球場，ピンポ
ン場などの娯楽場に遊び呆けている時局に目覚めぬ
一部学徒に対して，当局は先にこれらの遊惰無自覚
な学徒こそ決戦下許すべからずと，断乎これを学園
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から追放することに方針を明らかにし」との新聞記
事で「時局に無自覚」な学生を糾弾した。この類の
記事によった世論形成は，半年余り後の繰上げ卒業
や学徒出陣を容易にしたと，神奈川新聞記者は戦後
に自戒している。町で「遊惰無自覚な学徒」には，俗

の し

に「熨斗」と呼ばれた大政翼賛会傘下の大日本翼賛
壮年団（昭和２０．６．１３ 解散，国民義勇隊へ統合）に
注意された。彼らは警察とともに，国民生活を総動
員体制に適応させるように啓発活動し，また隣組が
主体であった相互監視の体勢を促進させた６６）。相互
監視体制とは密告が茶飯事の日常のことである。

４．昭和１８年東京歯科医専学徒の夏季錬成
ところで，学生は夏季休暇をどのように過ごして

いたのか。東京歯科医専での昭和１８年度の記事があ
るので覗いてみる。この年の４月には，真珠湾攻撃
の計画と指揮をとった日本海軍連合艦隊司令長官山
本五十六元帥が，１８日早朝ブーゲンビル島上空で米
空軍機に迎撃され戦死した。山本元帥の死亡は１か
月以上秘匿され，５月２１日の夕刻５時のラジオ・
ニュースで知らされた国民には大きな衝撃が走っ
た。東京歯科医専では，翌日２２日の午前８時に中央
講堂で教職員生徒全員が，故山本元帥に対する敬弔
追慕感謝の式が挙行された。国民儀礼，元帥への感
謝祈念，「海ゆかば」合唱，ついで奥村鶴吉校長の
言々句々火を吐き，学園の奮起を促す烈々たる訓話
があった６７）。国葬は同年６月５日に行われた。この
日，午前の一時限授業の後に全国民哀悼の時刻に追
悼式挙行，午後は奥村鶴吉隊長を先頭に全教職員と
生徒は，明治神宮並びに靖国神社に６km の参拝行
軍を行い午後５時に帰校解散した。山本五十六元帥
の末兄高野季八は，歯科医師で山本の実家（高野
家）である長岡の歯科医師会長を戦後に勤めた。

「６月に定期身体検査が終了した。これは夏期の
各種行事のためである。そして夏季休暇前に以下が
予定された。第３学年以下の生徒は，７月２６日から
８月１４日まで，最上級生は夏期２週間をその出身地
の歯科医師会派遣の挺身診療班に助手として，専門
領域の手伝いができるよう交渉中である。また第３
学年以下の生徒は，各地方の防空救急処置，特に訓
練に協力させることとなった。既に６・７月中にこ
れらに必要な訓練が数回行われ，『何時たりとも敵

機来れ』の構えに鉄桶の布陣を敷いている。第１・
２・３学年は，８月１６日から末まで３大別すると療
養，練成，鍛錬が行われる。疾病の者はその期間を
療養に当て，筋骨薄弱，虚弱体質者は仙川の興亜練
成所農園宿舎で生活指導及び夏期練成が行われる。
身体強健および普通体力の者は，報国実践会国防訓
練局および体練局の各部に委託して，その方面の専
門指導を受けさせ，何時たりとも銃を執り国防の第
一線に立ち，国土の防衛に従事できるように強靭な
体力の涵養に努め鍛錬に励む。なお今回の身体検査
は教職員にも行ったので，それぞれの力に応じて生
徒とともに起居しつつその指導にあたる。」と予告
された６８）。

そして実際にどのように過ごしたか以下のように
報告されている。「課業は７月２５日で終了した。２６
日から８月末日まで修練期間とした。７月２６日から
８月１５日までを帰省地で勤労奉仕に参加し，上級生
は歯科医師会の挺身診療隊に協力した。北海道では
副手２名，学生１名などが各地で診療した。また，
在京４年生は陸軍航空審査部に１１名が１週間，陸軍
航空技術学校へ１３名が引率されて診療奉仕を行っ
た。第３学年は馬事公苑で馬術訓練と臨床見学実習
と体育練成を行った。第１・２学年は毎日練成が課
され，市川運動場で農耕，明治神宮外苑野球場で戦
場運動，銃剣術，柔道，剣道，射撃，体力章検定の
各種目および行軍を行った。

所謂弱体者は大東亜省興亜練成仙川道場に収容さ
れ，閑静快適な武蔵野の仙境に住みながら，農耕を
主とした健民練成が行われた。体力気力が養成され
るとともに，第一人者の講義，興亜練成所長陸軍中
将河岸丈三郎以下の練成教官によった訓育指導のも
とに，戦時日本の諸問題と興亜建設の大業に対する
正しい認識力が涵養され，決戦下学徒の練成に努め
た。また水泳のできない学徒には，国民皆泳の立場
から３日間の講習を受け金槌は一人も居なくなっ
た。要結核注意者には９月１日の講義開始まで休養
が命じられた。以上のように生徒の健康に応じた修
練が展開された。学科方面では，解剖学実習室が１
週間の午前中は有志に解放された。」６９）とある。

５．昭和２０年度以降の歯科医専入学者は３学年制
昭和２０年３月１５日に文部省専門教育局長から東
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京，福岡各医学歯学専門学校，東京，日本，大阪各
歯科医専校長，日本大学専門部長宛に「歯科医学専
門学校昭和二十年度以降入学生ニ対する教授及訓練
ニ関スル件」として以下のような通牒が専門教育局
長から発せられた７０）。

「戦局ノ苛烈化二伴ヒ入営延期制度ノ整理並ニ軍
要員ノ急速充足ノ為歯科医学専門学校ノ修業年限短
縮ノ必要ヲ生ズルヤモ計リ難昭和二十年四月以降入
学スル生徒ニ対シテハ三ヵ年ニテ全過程ヲ終了スル
様予メ教授ニ関シ遺憾ナキヲ期セラレ度」とされて
いた。

歯科医専３学年制を決定したわけではないが，そ
の可能性があることから全課程を３年で終えるよう
にしておくようにという通牒である。すでに６か月
の繰上げ卒業が実施されていたので，２０年度の新入
生以後の教育を２年半で終えるようにとしている。
昭和１８年に文教維新とされた歯科医専新課程作成作
業が完了し，前年の昭和１９年度新入生からは４年制
として組まれた課程を，３年半で終えるよう圧縮し
た授業が始まっていたはずである。また，昭和１８年
１０月の在学生の徴兵猶予停止外として入営は，２０歳
ではなく２１歳（早生まれ），２２歳（遅生まれ）まで
入営の延期が計られていた。修業年限の短縮は文科
系と同様に２０歳での入営が意図されたのであろう。
戦争は最終的な局面にあって，本格的な東京への空
襲は前年１１月２４日から始まり敗戦日まで１０６回にわ
たったという７１）。中でも３月１０日土曜日夜中の B２９
によった空襲は，東京の市街地の東半分江東区を中
心に，東京３５区の面積１／３が焼夷弾で焼け野原と
なった。それ以前にも２月２５日，３月４日と大きな
空襲を受けていたので，土曜日の大空襲の後，文部
省は翌週の木曜日には該通牒を急遽発したことにな
る。

この年の新入生は，入学式もなく学生が集合した
のは６月で秋田の疎開地だった。彼らが卒業したの
は戦後の昭和２４年３月で新入生となった４年後で
あった。

歯科医師の補習教育

補習教育は歯科医師だけでなく，下記の調査会答
申と法律によって医療関係者に行うことが義務付け
られた。該事業は現在の卒後研修といった内容とと

もに，「錬成」とされた心身の鍛錬と精神修養とが
合体されて実施された。

a．医薬制度調査会答申（昭和１５．１０答申）７２）

第二 医療内容ノ向上 （二）補習教育ノ創設
⑴ 医師ニ対スル補習教育ノ制度ヲ創設シ医師

会等ヲシテ之ガ実行ニ当ラシムコト
⑵ 政府ハ必要ナル経費ヲ支出シテ補習教育ノ

励行ヲ図ルコト
b．國民醫療法（昭和１７．２．２５公布）７３）：第２４條

主務大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ医療関係者ヲ
シテ医療，保健指導，助産及看護ニ関シ必要ナ
ル事項ノ講習ヲ為サシムルコトヲ得

１．昭和１８年度の日本歯科医師会（日歯医師会）
による補習教育７４）

日歯医師会は「全国歯科医師に対して心身の修養
及鍛錬並に専門科学の修習を要請し以て皇国医人と
しての責務と信念とを強からしめ，且真摯なる医道
の実践に依て医道の振作を図るは真に国家の要望に
応ふる所以にして我国刻下の喫緊事である（原文マ
マ）」７５）として，都道府県歯科医師会と協力した継続
事業として，昭和１８年度から３泊４日で補習教育を
実施した。記載されているように，補習教育と錬成
とは日歯医師会が一貫した指導理念のもとに実施す
るとしている。ただし，都道府県歯科医師会は各独
自の立場で所属会員に類似の催しをする場合には，
予めその計画を日歯医師会に提出し，その了承を得
て実施するようにとしている。

講習会参加は義務であり，事業実施に関する経費
の大部分は日歯医師会が負担した。ただし，会場事
務費，雑費等はブロック内参加歯科医師会が分担し
た。講習員の宿泊費，食費とは自弁とするとされ
た。日歯医師会は以下の要領を発表した。

１）補習教育
a．目的

ａ）医道学と國民醫療法の徹底を図る
ｂ）戦時計画経済における医療資材の配給統

制の重要性を再認識させる
ｃ）専門科目の修習と一億皆保険の目的達成

のために社会保険に関する課程を理解す
る

ｄ）以上から職域上の指導理念を把握して現
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状の専門科学の動向を理解し進むべき道
を誤らないようにする

b．内容
医道学・國民醫療法・計画経済と歯科資材の
生産配給統制・保健指導の理念・救急処置
（戦時下における）・矯正学・保存学（社会
保険医療に必要なものを含む）・口腔外科学
（同）・補綴学（同）・改正保険法・社会保険
診療事務の取扱

２）錬成
a．目的

皇国医人たる人格の陶冶
b．方法

合宿で朝から夕まで錬成により心身を鍛錬し
て精神の修養を行う。
ａ）行：期間中３日間早暁と夜間に「行」と

して「みそぎ」または「禅」を行う
ｂ）講義：戦時下皇国民特に医人としての精

神修養について行う
ｃ）講師：中央または地方の権威者等に委嘱

し，練成では練成道場長あるいは他の適
任者を委嘱する７４）

ｃ．実施
ａ）全国歯科医師会を１１ブロック区分とし，

１ブロックをさらに２－３か所に分け毎
年各地で１回実施する。５か年で全国が
完了する。

ｂ）会場は公立その他の練成道場または寺院
を当てる

ｃ）講習期間は連続４日間，参加人数は一会
場５０－２００名

ｄ．評価
受講終了後に考査を実施，不合格者には次年
度に同一要綱を受講されることが課せられ
た７６）

２．補習教育に対する正木 正の考え
「今日の諸君は国土防衛の医師である。一朝有事

の場合には諸君の患者は第二義的で先ず国土防衛の
ための患者に対する医師でなければならない。」こ
れは医師の第１回補習教育でなされた訓示だとい
う。この言を掲載した日本歯科評論主筆の高津 弌

は，口腔であろうが手足であろうが止血や救急処置
を歯科医師ができなければならないとして，医療・
歯科医療の二元制の中での歯科医師が被災の現場
で，この面での制約に縛られることなく十分な処置
ができるようにするのは，補習教育の目的の一つの
筈だと力説した７７）。高津は上記の言を引用して，歯
科医師にとって被災者に対する救急処置はどうなっ
ているのかという業務範囲の問いかけと，緊急時の
処置能力に関する要望を出したのだと思われる。高
津の指摘にはないが，國民醫療法は戦時の全体主義
における医療のあり方について，意識の変換を医療
関係者に求めているのが上記訓示の内容である。つ
まり，患者は医師個人の患者とするのではなく，国
土防衛に関わらない患者は後回しにして，国防従事
者を国の患者として優先的に診療する医師でなけれ
ばならないとしていることである。これは國民醫療
法の柱の一つであって，歯科医師においても同様で
ある。

ところで，歯科界の指導者は歯科医師への補習教
育をどのような理解で，歯科医師に呼びかけていた
のか正木 正の論文７８）をみてみる。正木 正は東京歯
科医専から，昭和１５年に慶應義塾大学医学部に移
り，口腔衛生研究所の責任者として助教授の席に
あった。該事業では日本歯科医師会理事として，講
習科目である「保健指導」を講師として担当した。

なお，正木の論文は４号に連載され総数が２７頁と
なっていて，１５の項目には番号のみで題目はついて
いない。そこで理解しやすいように著者が番号（項
目）の内容に順当した見出しを付けて纏めた。さら
にその項目を分類して節として見出しを付けた。こ
の作業で正木の番号は順番が前後したので，各項目
の後に括弧番号をつけて本来の順番が分かるように
した。なお，番号１０では米国の歯科医学教育におけ
る学科科目の名称と，その変遷が説明されているが
割愛した。

１）総論
⑴ 国防国家の全体主義と個人の自由⑴

今日は政治の時代である。政治とは国家への関心

と生活原理として国家の自覚を持ち国策に沿うとい

う意味である。それで歯科医育にしても歯科医業に

しても高度の政治性を持っている。昭和１２年７月に
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支那事変が勃発してから国民精神総動員が起こり，

１５年１０月にはあらゆる方面の新体制が要請され大政

翼賛運動が発足したので国民精神総動員運動は発展

的解消を遂げて大政翼賛会が生まれ，全国民の間に

生活新体制運動が展開されるようになった。そして

再び日本の正しい伝統に帰れという一種の復古運動

が，日本の伝統と自覚に基づいた個人よりも国民全

体に重きを置いた日本的な特殊性を持った新しい時

代を作りつつある。昭和１６年１２月８日は米英に宣戦

の大詔を拝した日である。国民は大なる感激のもと

に大東亜戦争の目的遂行のために戦っている。今や

一億国民は『撃ちてし止まむ』の戦争生活の中に突

入している。現在の総力戦のために既に我が国は国

防国家体制が整えられた。国防の目的にあらゆる部

門の政治力が統合した国家を国防国家というが，昭

和１５年８月２８日の新体制第１回準備委員会で出され

た近衛声明は『世界新秩序の建設に指導的役割を我

が国が果たすために高度な国防国家体制を整えなけ

ればならない』としている。そしてこの高度な国防

国家は国内統一が基礎になる。このために国民の再

組織化が必要となり，それは自由人としての個人を

国家人としての国民に練り変えることである。今日

では自由の余地が疑われるかのように考えられる

が，私を滅して公に従うところにかえって真の自由

が成り立つ。滅私奉公ということは自己を生かすこ

とで自由主義を否定しても自由を否定することはで

きない。

全体主義では個人はその職能を認識し，その職能

において国家の機能に参加することで国家と一体に

なり，国家の中に自己を表現するので，そこに自己

の表現の自由があり，人間的自由がある。こうした

個人の職能団体が國民醫療法に基づいた歯科医師会

である。國民醫療法では医師と歯科医師との職責が

はっきりと規定され，歯牙，顎，口腔の疾患の診療

と予防を掌り，同時に保健指導を行う指導者として

国家的使命が明らかにされ，歯科医師会は歯科医療

と保健指導の改良発達を図り，国民体力の向上に関

する国策に協力しなければならないことになってい

る。

各々の歯科医師は国家の中に存在しているので

あって，個人はつねに国家人であるという理念を把

握しなければならない。その理念は従前のような個

人としての歯科医師と個人としての患者との関係で

はなく，国民を対象とした国家のために奉仕する公

共的な性質を帯びたものに変化したことを自覚しな

ければならない。時代の要請としてこの新しい理念

が必要で戦争の真の意味を把握して，自我を殺して

国家に挺身することの心構えが今日の歯科医師に銃

後の国民として要求されている。

⑵ 錬成と意志の自由⑵

満州事変後は国民の再教育と再訓練の普及と拡充

に新しい目標が置かれ，ここに国民錬成の問題が取

り上げられた。「錬成」は昔からよく使われる「鍛

錬」と同じ意味であり，西洋的な「学問」に対する

東洋的な「行」は実践生活の訓練であり生活の切り

替えである。「錬成」と「教育」との本義は一致す

るもので国民錬成と言われているものは教育そのも

のであるが従来の教育に欠けた或る一方に偏したも

の（知的教育）を補う必要から自己練磨に力を入れ

ることである。

錬成は思想の立て直しであり魂を練ることであ

る。自己功利の自己中心的な生活思想を克服するこ

とに主きが置かれ，今までは個人の人格完成に重点

が置かれ国民的自覚を与えることが少なかったが，

今日のような戦争生活においては今までの我々の生

活態度ではいけなくなり，そこに性格の新しい錬成

が必要となって，国民の性格そのものを錬成し直さ

なければならなくなった。このことは昭和１５年８月

１日に決定された基本国策要綱に「国体の本義に透

徹する教学の刷新と相俟ち自我功利の思想を排し，

国家奉仕を第一義とする国民道徳を擁立する」とい

う教学刷新の根本方策の中に明らかにされている。

放縦主義の意味の誤った自由主義は排撃すべきで

あるが意志の自由を認めなければ人間は自覚のない

動物となり如何なる意味においても道徳は成立しな

い。それで錬成はこの自由主義を呼び覚ますもので

なければならないので，錬成の根底には「物我」ま

たは「物心一如」，したがって心身一体を前提にこ

れを自覚し，これを実現，あるいは具現するところ

にその目標がある。

錬成は心身一如という理想を目標とする個人的な

ものであったが，今日では団体的に集団錬成として

も行われる。かような意味から国家の要求する国民

の一員としての歯科医師の錬成が必要となり，その
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性格を錬成することは歯科医師自己の職責を果たす

こととなり，個人としての歯科医師が国民全体の中

の歯科医師として錬成されなければならない。

⑶ 「医道」あるいは「歯科医道」⑷

道徳に種類があるわけではなく，歯科医道とは歯

科医たる者の行うべき道を意味し，その終局は医を

通じて行う人たる道に他ならない。したがってこれ

には自己に対して守るべき道があり，同僚に対して

踏むべき道があり，患者に対しての道があり，国家

に対して守るべき医の道がある。この４つを総合し

たものが医道であり歯科医道であると考える。しか

も医学には責任があり，医業には道徳がある。

「医は仁術なり」は医道の指導的標語として使わ

れているが，この言葉は室町時代の末期に支那で初

めて医人により医書（徐春甫著古今医統第三）に用

いられ我が国では徳川時代の中期以降に医道に儒教

の影響が濃厚となり，これが医道の振興に大本とし

て標榜せられてから一般に流布されるようになっ

た。「医は仁術なり」の「仁」の意味は，自他が一

体になることで，これは東洋の根本思想である。ま

た「仁」とは人の身の道のことで，したがってこの

ことは医師の使命を自覚することに他ならない。言

い換えると医師が病人と同じ立場になることで，実

際に医は仁術にならなければならないし，またなら

ざるを得ない。医師が患者に無報酬で診療するがの

如くにこの意味をとることはもとより誤った解釈で

ある。

我々は國民醫療法の精神に徹し自己を反省し歯科

医人としての自覚を持ち歯科医師という自己を知る

ことが現実の問題として最も必要で大切な事柄であ

る。

２）大東亜戦争の意義と経済の現状
⑴ 大東亜戦争の意義と経済⑹

大東亜戦争は国民の生存権を擁護すると同時に大

東亜共栄圏を建設するもので，一方においては長期

にわたる消耗戦の特質を示し，他方においては建設

戦の性格を有している。戦争経済の終局は統制経済

であり計画経済であり計量経済である。生産，配

給，消費の統制が戦争に必要な物資が生産できるよ

うに行われる。

⑵ 統制経済と歯科医療用材料⑺

歯科材料の製造業界（商工省所管）が材料の種類

によって合流し，協会や組合に改組したことが記載

されている。また厚生省所管の歯科医療用薬品も同

様であり，いずれも統制（生産・価格・配給）が行

われるためであり，またこのために中央配給統制機

関として日本歯科用品配給統制株式会社が設立され

た。一般の生活用品の配給制と歯科材料の配給制と

の違いが説明されている。歯科用材料では一般のよ

うに計画生産量を睨み合わせて配給量を査定して現

品を配給するのではなく，歯科医師が要求量を日本

歯科用品配給統制株式会社に提出することから始ま

る制度が生産と配給で商工省と厚生省との二元的統

制になっている関係から生産量と配給量とが一致し

ていない現状があると指摘されている。

⑶ 歯科医療用器械の生産と配給について⑻

歯科医療用器械の生産は日本歯科器械材料工業組

合によって統制されているが販売はまだ統制されて

いない。歯科医療用器械の規格は昭和１５年９月に厚

生省内に歯科材料規格協議会が設置され今日までほ

とんどの歯科医療用器械の規格は調査されたようで

あるが法制化は歯科医療用材料と同様にされていな

い。従来およそ３，０００から４，０００種類あった歯科医療

用機械は約５００種類まで減縮され，その公定価格は

商工省物価局における歯科器械価格形成専門委員会

の決定に基づいてある程度の品種に対する公定価格

が指定されている。日本医薬品配給統制株式会社，

日本医療衛生用品配給統制株式会社などによって医

薬品や衛生材料や医療衛生用品が取り扱われてい

る。銃後はこのように経済戦争でありまた生活戦線

である。歯科医療用機材を確保するためには消費の

適当な規制と消費の限度に重点を置いて対策をたて

なければ，必要な資材の確保は困難である。消費の

合理化を攻究すべきでここに戦争経済と歯科医療用

資材の生産と配給との統制機構の関係を理解してお

く必要がある。

３）國民醫療法と歯科医師の役割
⑴ 歯科医師会の事業⑶

國民醫療法に基づいて制定された歯科医師会（昭

和１７．１１．１施行）の行うべき事業として歯科医道の

振作，歯科医療および保健指導に関する歯科医師の
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補習，歯科医療および保健指導の普及向上，歯科衛

生思想の啓発，歯科医療および保健指導の調査研

究，歯科医業経営の改善などに関する事項が多なも

のとして挙げられているが，その中で歯科医道の振

作が第一にはっきりと示されている。この歯科医道

とは「国民医療と保健指導の担当者としての国策に

協力する道」であると解説されているのであって，

歯科医師はその職分に応じて国策の遂行に挺身し協

力すべき義務がある。

⑵ 國民醫療法における診療科名と専門科名⑼

診療科名は「歯科」だけで，専門科名は「保存

科」「補綴科」「矯正科」そして「歯科外科」または

「口腔外科」である。専門科名はこれまでのように

自由に標榜はできなく，厚生大臣の許可が必要とさ

れる。その資格は歯科医師の免許を得てから１０年以

上の臨床経験あるいは歯科医学の研究に従事し，厚

生大臣が指定した施設で標榜しようとする科目につ

いて７年以上診療の指導を受けたものかそれに準じ

る経歴を持った者と定められている。國民醫療法に

おける専門医の意味は歯科医師として歯科医学と歯

科医術の全般によく習得している上に，特に標榜す

る専門科名に優れているものとされている。

補習教育の使命の一つはその時代に適した歯科医

師にすることであるので教えられた学問と技術を再

認識し，あまりにも専門分科化した臨床歯科医学を

総合的に回顧するように補習講義の内容を組み立て

る必要がある。

⑶ 歯科医師の保健指導⑸

保健指導には歯科医師間相互は勿論のこと医師・

保健婦・助産婦・看護婦などとの密接な連携が必要

である。各種医療関係者の複合組織化による保健指

導網の確立が必要である。保健指導には療養上と予

防上との指導があるがより予防上の指導が主体にな

る。どちらにしても国民全体の保健と体力向上にそ

れが直接結びついている。集団に対する保健指導の

主なものを列挙すると学校歯科衛生，産業歯科衛

生，母子保護政策に基づく妊産婦ならびに乳幼児に

対する保健指導，健民運動に際しての歯科保健指

導，無歯科医療地域の挺身歯科診療などがあり，そ

の場合においては歯科衛生思想を啓発し，また実践

させるように診療ならびに予防対策をたてかつ其の

施設の充実を図るよう指導しなければならない。

今日の戦時下においては予防歯科学が強兵，健民

を対象とする国防歯科学に変貌しつつあるので，歯

科医師の保健指導の重心は人口政策の立場からこの

国防歯科学に根拠を置いたものでなければならない

と思う。

⑷ 防空救護と歯科医師⑾

口腔外科は医師が行うべきかという論議をドイツ
にあった例から説明している。第一次世界大戦にお
ける顎顔面外傷の修復に対する歯科の適応が好成績
を得たのは日本も同様であったことを紹介してい
る。
防空救護は防空法と戦時災害保護法とによって実

施され，防空法第６條には「地方長官ハ勅令ノ定ム

ル所ニ依リ，特殊技能ヲ有スル者ヲシテ防毒救護其

他防空ノ実施ニ従事セシムルコトヲ得」となってい

て特殊技能ヲ有スル者として防空法第４條によれば

「医師，歯科医師，獣医師，薬剤師，産婆，保健婦

及看護婦」と定められている。そしてこの者には同

法第１０條から防空計画の設計者によって必要な事項

に関する訓練と講習を受けさせることができると

なっている。この命令に従わないと第９條の罰則規

定で６か月以下の懲役，または５００円以下の罰金に

処せられるので注意しなければならない。東京都で

は警戒警報が鳴ると警護団救護員である医師は災害

現場に急行して警防団員を指揮し，家庭防空群と連

絡して傷者の救出，応急処置，救護所への収容を担

任することになっている。また，救護所は外科設備

によった入院施設によって第１次救護所と第２次救

護所に分かれていて，前者は医師３名，歯科医師１

名，薬剤師１名，事務員１名，看護婦６名から編成

され，収容患者の応急処置を行い，後者は医師３名

以上，歯科医師１名，薬剤師１名，事務員１名，看

護婦１名から成り，ここでは主として第１次救護所

からの患者を処置するので，この第２次救護所には

特殊専門病院を作っておくことが必要である。

敵機が来襲して予想される空襲による損傷は投下

される爆弾，焼夷弾，ガス弾などの兵器によった直

接の傷害か家屋の倒壊や火災によって受ける損傷，

防空防火作業に従事しているときに付随して起きる

負傷などが考えられる。築地正男教授によれば「救

急処置法は応急だからといって医師のところに行く

まで持たせれば良いということではなくて治療の第
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一段階としての処置でなければならない。これが後

の治療を邪魔するようではいけない」と戒めている。

として第一段階，第二段階，第三段階と四肢，胸
部，腹部などの損傷やガス中毒など救護の手順を詳
しく説明している。また，歯口顎への損傷は歯科医
師として本格的な治療を施さなければならない，と
述べている。
⑸ 戦時における歯科矯正手技の重要性⑿

顎矯正（外科的）を１７世紀のピエール・フォ
シャールの術式から説き起こし，後の外科的な術ま
で進展させその手術範囲が歯牙，顔面奇形から顎，
顔面さらには頭，顎の奇形矯正まで進み，これが顎
矯正と呼ばれているとしている。
歯列の矯正に過ぎなかったものが審美的，機能

的，予防的（齲蝕予防）の三つの目的を持った顎矯

正に至った。また矯正装置を作る原理が顎骨折の整

復固定に応用され，救急処置法としての金属線を使

用して歯牙結紮によった顎固定が推奨されている。

顎顔面戦傷治療の軍陣歯科における矯正歯科学的作

業の重要性はピヒラーやフェアバンクも強調してい

て，口腔外科，補綴，矯正の専門家の協力が顎顔面

損傷治療を良好に導く。このような治療は戦時には

特に必要であるが平時においても行われるのとは単

に程度の差に過ぎないと彼らはしている。大東亜戦

争前の米国陸軍の歯科軍医は，顎口腔の銃傷損傷の

治療ステージを救急期，化膿期，整復期，修復期な

どとして治療効果を上げている。かように戦時にお

いても矯正歯科の手技は有用であり，したがって矯

正治療にも関心を持つことが必要である。特に顎骨

折の固定装置は速やかにできるように準備をしてお

く必要がある。

⑹ 補綴と技術的精神⒀

我が国では徳川時代から「義歯」を「いれば」と

読んでいるが，山崎 左博士によれば「義歯」と書

かれる前は「養歯」と書いて「いれば」と読んでい

たとされる。シュレーダーは「義歯は全て生物学的

問題として考察すべきである」と述べていて，過去

５０年の間に補綴は経験，職人的な術から学術と科学

へと進歩してきた。現在では力学と生物学的な面か

ら扱われるようになっている。

「学」と「術」，「勘」と「こつ」などを歴史的な
経緯を含めて述べている。

最近では「学」を重視し「術」を軽視する傾向か

ら補綴治療を軽んずる幣が青年歯科医に濃厚であ

る。この根底には技術的精神に徹することを欠いて

いることがある。技術的精神は技術についての理念

である全精神的領域の総括的概念を把握することで

ある。こうして初めて技術の究極の意味が認識され

るのであって，それには歴史的事実を正しく理解す

ることが必要で，技術の理念は技術を精神的行為と

して戦いとることである。技術は一定の目的に対す

る手段であり，その手段は道具あるいは機械を作る

過程およびこれを動かす技能を意味している。我々

が補綴的治療を行う際にはその作業過程においても

この理念を十分に把握し，技術的精神の完全な理解

とこれに基づく思考の実践を習慣づけなければなら

ない。戦時下にあっては材料の不便に対する工夫と

して治療内容に「単純」さを追及すべきである。

４）これからの社会保険と補習教育の目的
⑴ 社会保険⒁

我が国の社会保険の歴史は未だ浅い。保険制度は

大正１１年に工場と鉱山労働者約２００万人のために制

定され，昭和２年から健康保険の給付が始まりその

後に漸次拡大した。昭和１７年末には全国市町村にお

ける国民健康保険組合７，７３０余の被保険者は２，６８０万

人で昭和１８年度には新たに１，６００万人の保険加入が

計画されている。そして保険制度がもたらしやすい

弊害は医療が権利と義務による関係になりやすく，

その運営によっては歯科医師の経済生活と歯科医業

倫理とが分離して歯科医道が省みられなくなり易い

ことから医療の質が低下する危険がある。これを避

けるために保険者と歯科医師との間に公平な協調が

なければならない。したがって補習教育ではこうし

た保険制度に関する内容が含まれていなければなら

ない。また保険医療制度から生じる種々の弊害を除

くためには制度の再検討と複雑化する組織制度の統

一が特に必要で我々の今後の課題である。

⑵ 補習教育の目的⒂

歯科医師の補習教育は責務であり，それは「学」

と「術」が皇国医道において国家が要求する歯科医

師の任務を遂行するために必要な錬成と同時に行わ

れなければならない。補習教育が「義務」とされて

いることは「強制」とは違い自ら進んで実践すると
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こに価値がある。日本の国民に生まれ，日本の土地

に育った者は国とともに苦しみ，国とともに栄える

ためにその錬成に際しては耐乏の生活を営み真の戦

争意識と敢闘精神に徹することが必要で，補習教育

の実際に当たっては主催者，講師，受講者が一体化

されなければ目的は達せられない。「我らにはただ

一つの道，一つの目的がある。それはよい歯科医師

となることである」

３．歯科商業雑誌の日歯医師会事業に対する要望
「皇国未曾有の決戦下にあり，大東亜共栄圏の建

設を成しつつあるときの補習教育では，医師との境
界を撤廃する実践が緊要である７９）」。要するに医歯
一元化であることは言うまでもないと，歯科公報編
集者は國民醫療法発令の一か月後の発刊号で主張し
た８０）。また，各府県歯科医師会では空襲下の救護指
導にあり，日歯医師会の計画が平時の高邁な理論の
再教育であると，会員から批判があるとして会員と
日歯医師会との不統一，認識のズレを指摘してい
る。日本医師会では，医師に対する防空救護の講習
を全国的に実施する計画であることと対比させて，
日歯医師会になお同誌は批判的であるが８１），後に日
本医師会理事が日本医師会の防空救護講習は，補習
教育の計画が未定であったことから，とりあえず行
われたという裏話を同誌座談会で語っている８２）。

４．昭和１９年度の歯科医師補習教育
昭和１９年度の歯科医師補習教育の内容は，前年度

と同様に補習科目と錬成で構成され，大きな変更は
なく継続実施されたようである８３）。また昭和１９年度
の日歯医師会事業として，防空救護に関する補習教
育も昨年に続いて行われている８４）。これは日歯医師
会と都道府県医師会の共同主催とされている。講習
概目として１．口腔損傷の処置，２．軟部損傷の処
置，３．骨折の処置，４．火傷の処置，５．瓦斯傷
の処置，６．その他の救急処置，７．包帯法，８．
救急用薬剤，９．防空救護機関の組織および運営概
要となっている。

これらを実地演練（原文ママ）を主体に３日間で
受講するとして，同年７月までに可及的速やかに実
施するようにとしている。東京都歯科医師会では，
防空救護に関する講習会を７月２・４日と各地区に

分かれて，日本歯科医専，東京歯科医専，日本大学
専門部歯科，東京医学歯学専門学校を会場とし，６
日には慈恵会医科大学講堂で全員が一緒に受けた。
内容は上記に加えて気管切開法，血液型検査法，輸
血法，人工呼吸法，傷者運搬法などが具体的に記載
されている。救護訓練の映画も上映された８５）。

５．昭和２０年度の歯科医師補習教育
補習教育に関する記事は，日本歯科公報１月１日

発刊誌に「補習教育終了」として前年度の西日本と
九州の計１４県の開催記録（開催期日，開催地，受講
者数）を最後にしてこれ以後の記事は見当たらな
い。したがって昭和２０年度の歯科医師補習教育は実
施されなかったと考えられる８６）。

６．座談会から補習教育をみる８２）

歯科医師の補習教育を１年間実施したところで，
日歯医師会・都歯医師会・日本医師会等の理事によ
る座談会が日本歯科公報によって開かれた。

「西村豊治（日歯医師会専務理事）：昨年当局か
ら補習教育をやれ，錬成をやれとご指示のあった時
に，その方針について当局と数回懇談を持った。昨
年春実施している折から空襲必至の態勢にあるとい
うので，全国から指導者としての適格者４５０名に対
して（昨年：著者註）８月に赤十字中央病院で６日
間にわたって防空救護の講習および演習をした。各
都道府県から指導者になるような人を数名ずつ集
め，急遽の教育分けである。厚生省から防空救護は
医師不足の際ゆえ，歯科医師諸君にも担当して戴き
たいから本年も十分協力してくれというご指示があ
り，そのため交付金も昨年以上に戴いている。錬成は
いわゆる日本精神の修養と鍛錬とに重点を置いた。
中村平蔵（東京都歯科医師会理事）：都は日歯医

師会の事業と独自のものとを行っている。都から補
助金も貰っている。その使途は医道振作と挺身診療
として補習教育，防空救護，医道振作等としてい
る。國民醫療法に応じるためとして第一に過去の教
育で幾分不足した事項を取り上げたいので主として
隣接医学（内科・外科・結核・皮膚科・耳鼻咽喉
科・予防医学・栄養学など），歯科として歯科外
科・保存・補綴・矯正を日歯医師会の補習教育に即
応して行っている。次に錬成の方も歯科医師を現下

１２６ 金子，他：学徒動員・繰上げ卒業と歯科医師補習教育

― ３６ ―



の国家目的に叶う方面に進ませる方針をとってい
る。多くは躾を行ってきた。防空救護は多人数を対
象に実地訓練を普及するようにしている。その他精
神方面では共立講堂で医道昂揚講演会を開いた。今
年も同じ方向で行いたいのと講演内容の希望を入れ
て発展的な面も加味して計画している。
木下正一（日本医師会理事）：医師会では補習教

育という言葉の代わりに医学研修会という言葉を
使っている。また医学雑誌の役割にも期待してい
る。指導者研修についても医学研修打ち合わせ会と
か言葉に気をつけている。錬成を日本医師会は十分
に取り上げていないが，都医師会では「禊」の形に
よる錬成を各支部で行ったが支部長から体験談を会
員に伝える会を開いた程度である。「禊」が適当か
どうかは会員は医者なので相当の批判があり，日本
医師会としては慎重に考えてやらなければと思って
いる。

防空救護対策について日本医師会は，昨年に全国
都道府県から適格者と必要な職域代表者を集めて陸
軍軍医学校の援助で中央における補習教育を終了し
た。ここから各地への伝達教育も終了した。今年の
３月には全国で応援救護隊の演習を行った。千葉県
館山班の応援救護隊が行った東京に向かっての出動
演習は装備，規律などが見事で頼もしく感じた。防
空救護に関しては，国民の関心も高いので会員も相
当に責務を感じている。防空救護は総合的な補習教
育とは切り離して，しっかりした計画でエキスパー
トを集めて進めている。
今田見信（日本歯科公報編輯人）：空襲が東京に

来た時にはどんな医師でもどんな歯科医師でも負傷
者を処置できなければ医の本分が果たせない。しか
し，昨年の日歯医師会の内容では空襲下の負傷者を
医師会員に伍して立派に措置できるのか不安でなら
ない。この問題の背景には法律問題や医育問題があ
るが我々医人は本土空襲に対して十分な備えをしな
ければならない。今までの隣組に指導するような救
急法程度で満足してはいられない。全医人は外科的
知識と手技を獲得演練して空襲下医療に遺憾がない
ようにすべきである。そうなると現行制度の問題に
なるが，この障壁は実力を持って空襲下では解決さ
れるべきである。したがって，日歯医師会は今年の
防空救護の指導方針には思い切った刷新を加えても

らい，大手を振って伍して処置できるようにと願っ
ている。
木下：医歯の連携についての中村先生の重要な話

については，国民の保健医療に関して医師・歯科医
師・薬剤師・産婆・看護婦・保健婦がもっと一体に
なって活動しなければならないが，これまで専門に
分科されて総合されることがなかった。特に防空の
問題は切実なのでここから進めていくのが早道では
ないか。全国的にも地方においても医師と歯科医師
とが一体的な活動ができる努力をお願いしたい。
西村：日歯医師会では昨年秋から大政翼賛会文化

厚生部の小田倉氏の肝入りで医師会・歯科医師会・
薬剤師会・産婆会・保健婦会・日本体育会が集まり
健民運動が盛んになってきたこともあり毎月一回大
政翼賛会か医師会館に集まるようになり，それ以後
防空救護についても連絡が取れるようになってい
る。会長から地方に各会が手を携え万遺憾なきよう
にと通牒が出て，この３月の第１回の応援救護隊の
編成では各職域の方が大分参加している。
広瀬武郎（日歯医師会理事）：我が国では強力な

一元的統制主義であるが，これは個人の正しい創意
は十分尊重して，官僚主義や機械的画一主義を排
し，総合的にして有機的なる協力主義に立つもので
ある。亦公益を尊重しても私益を保護するものであ
るから，団体の指導者は自己の創意と責任とを以て
会員を指導すべきであって，官庁の命令に盲従する
だけではその責任を尽くせるものとはいえない。凡
そ世の中の対立抗争は，根底において世界観の対立
抗争が派生して枝となり葉となり種々様々なる対立
抗争を表面的に展開するのである。自由主義的世界
観，マルクス主義的世界観，全体主義的世界観，こ
の三個の世界観が国民思想の根底に蟠踞して，個々
の具体的な問題に対する批判において互いに対立し
衝突しつつあるのである。今日最も正面的に対立し
ているのは自由主義的世界観と全体主義的世界観で
あり，両者の抗争こそが時局に対して重大な影響力
を持っている。現在と将来の日本をリードするのは
自由主義的世界観であるか全体主義的世界観である
か，これは今後の日本の進路を決定する最高の指導
原理を要求する課題である。

自由主義，個人主義の古き世界観時代の歯科医師
会は歴史の彼岸に消え失せて，ここに皇道全体主義
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の新しき世界観に基づく歯科医師会が誕生したので
ある。差し迫る決戦態勢下においては国内の諸方面
になお残存している自由主義的観念やその機構組織
の一切を精算して，全ての国力要素を一元的に戦争
完遂の目的に集中するように国内体制の確立が要請
されている。国内革新を徹底するための唯一の方法
として残されたものは，思想による国民の精神統一
であり国内諸般の制度や施策に先行した国民の思想
的革新の断行である。国民の思想革新が制度，機構
の革新に繋がる。」

７．受講者の感想
ａ．東北地方と思われる歯科医師（伊東辰作）８７）

が，補習科目の「医道学」に関する所感を述べてい
る。講習では山崎 左の医道に関する書き物をさる
講師が代読をしたようである。「内容は医業に対す
る倫理道徳であって一つの精神的実践であるので
『学』というほどの体系が備わったものではないの
で『医道学』と称するのは山崎博士の本意ではなか
ろう。またこの種の話には橋田邦彦博士の『日本医
道』のような奥深い哲学が加味されるのが望ましい
が，それにしても甚だしい誤読があって講師に再教
育が必要な人があるという事実を発見した。」とい
うのが忌憚ない所感である。「この日歯医師会の最
大の事業に改善を要する点があることから各府県は
独自に別個の計画を立案する結果となる。」として
いる。

ｂ．若い歯科医師（津田文朔）８８）の意欲的な感想
である。「年齢が３０代から６０代までにわたっている
ことから合宿錬成では年齢に考慮が払われるべきで
あり，若者には物足りなく，老人には加重である。
講習内容についてはこの時局下に歯科医師が何を期
待しているのか，何を補習すべきか十分に把握して
講義内容を整備充実して新鮮な学理を具体的に話し
てもらいたい。帝都における東部軍が後援した日歯
医師会の防空医学講習会のような戦時下緊急の事項
にまで内容を進めてもらいたかった。歯を対象に徹
頭徹尾終始されては歯科医師として戦時下に働きた
い意気込みが宙ぶらりんになってしまう。また新た
に制定された改正健康保険法に診療報酬点数が明記
されている各種検査，例えば血液・尿・糞便検査
法，輸血法，救急療法中の中毒の一般療法などは実

践できなければならない。したがって補習教育が旧
態依然たる内容で，学校別平均に講師の顔を並べた
だけでは何の意義もない。皇国医道の昂揚に挺身し
ようとする青年歯科医師にとっては大いなる失望以
外にない。また，手腕をつけても実現できなければ
羊頭狗肉になる。夜の座談会では地方の一会員の声
を日歯医師会の理事諸氏の耳に入れて欲しかった。
保険診療事務の取扱配給事情の説明は各県の係から
よく示達されていることであって無駄である。」

おわりに

繰上げ卒業によった修学期間の短縮と早期の徴
集・入営は，総力戦体制下高等教育施策における最
大の制度変革であった。太平洋戦争が緊迫すると在
学中の徴集猶予も廃止された。医学系を含めた理科
系に対しては，修学を終えるまでは徴集猶予が与え
られたが，中等学校・高等学校・大学予科の修学期
間を短縮し，浪人や落第などの寄り道をすれば修学
途中で徴集猶予年齢を超える制度にも変更された。
学徒２，０００万人と岡部文相が述べた学徒動員は，初
期の手伝いから生産活動の主力になるまで，戦局の
緊迫度に従って変わった。まさに総戦力戦であり，
戦争遂行がいかに青少年男女の人手を必要としたの
か示している。

一方，医療の供給者に対しては國民醫療法に基づ
いて補習教育が行われた。補習教育では，皇国医人
たるべく人格陶冶のために「錬成」と称した時間が
設けられた。ここでは「禊」などの行為を通じて，
医療人の意識変革が徹底された。「禊」とは「海や
川の水で体を清め，罪や穢れを洗い流すこと（大辞
林）」とされている。現下必要とされる医療とは，
個人の予防・治療を対象とするのではなく，その個
人の国家にとっての優位性によった患者としての選
別が求められた。つまりトリアージの選別基準を重
症度から，患者の国家的有用度に変えろということ
であった。このため自由人と奴隷との違いもなく，
等しく医療を施せとしたヒポクラテスの倫理には，
添えない意識改革が必要とされた。このような体制
の中で正木 正論文は，時代をどのように認識し自
己消化していたのか，筆者らにとっては興味ある記
述であった。

１２８ 金子，他：学徒動員・繰上げ卒業と歯科医師補習教育
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