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榊原悠紀田郎先生と歯科医学史

「私は歯科医学史の研究者ではないのに長 く歯

科医学史に関わりを持ってきた」.

これは,榊 原悠紀田郎先生の著書である歯科保

健医療小史 (2002.120)のまえがきに書かれた言

葉です。先生からは同様の話を幾度となくお聞き

しました 歯 学部で,歯 科医学史を教育せよとの

命令を受けたことから歯科医学史の世界に踏み込

むこととなったのだとのことでありました。

先生は92年 間の生涯の内,53年 間という大半

の期間を大学での教育と研究に費やされました,

その大学生活そのものが受け身で始まり,晩 年ま

で熱意を示された衛生士教育,社 会歯科学そして

歯科医学史も自ら進んで始めたものではなかった

と自省されておられました。しかしながら,先 生

が最後まで興味を持って取 り組まれていたのは,

その受け身で始めることとなった歯科医学史で

あったと思います.

歯科医学史を教育し始めた当初の先生の講義資

料をみますと,古 代史からの通史を中心としたも

東京歯科大学社会歯科学研究室 石 井拓男

のでした。これが時を経ず して近代史に重点が

移って行きました。

榊原先生は社会歯科学にも情熱を持たれておら

れました。社会学は実験のできない分野であるこ

とから,歴 史的考察が研究手段の一つとして有力

なものとされております。社会歯科学も同様であ

り,時の歯科界の有 り様に深 く関わられた先生は,

我が国の歯科の歴史的な座標を常に意識しておら

れたのであろうと思います.こ のことが,歯 の星

の時, 日本歯科衛生士教育小史,社 会保険歯科医

療小史,学 校歯科保健史話,公 衆歯科衛生活動略

史,歯 記列伝,歯 科衛生士史記,歯 科保健医療小

史,公 衆歯科衛生略年表,続 歯記列伝という一連

の歴史書を世にだすこととなったのだと思いま

す.

先生の書かれたこれらの著書は,お のおのが後

世に残る歯科界の宝であると思います。同時に,

榊原先生ご自身が,我 が国において秀でた現代歯

学史の研究者であったことの証であります。
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偉大な芸術家は,晩 年ほど優れた作品を作った  現 在市販されている唯一の歯科医学史通史である

とされてお ります 榊 原先生の歯科医学史の本  歯 科保健医療小史は,榊 原悠紀田郎先生 87歳の

は,平 成に入ってからのものがほとんどでありま  時 の作品であります.

す 70歳 を過ぎてからということになります.
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歯科医学教育関係略年表 (敗戦後)

榊原悠紀田郎

日本歯科医史学会第 345回例会 (平成 18年 1月 27日 )よ り

今日は, ピンチヒッターみたいなもので, 自分

のために作った年表をただ皆さんにお知らせす

るっていうだけの範囲で,あ んまり今のお話みた

いに,突 っ込んだ話じゃありませんから,気 楽に

聞いてください.

前回の時には,昭和の29年までじゃなくて,そ

う19年までやりましたんで,敗 戦後のところを

今日,年 表を作っておきました。この年表は自分

の概念で作ったものですから,実 は, これを作っ

てからまたちょっと調べたら, もうちょっとこれ

足したらいいかな,な んて直して,で ちょっと直

してあります。だけどそれはもう大筋はこれでい

いですから,別 に直したものでなくてもいいです

から,

まず, この日本の歯科教育,医 学もそうですけ

ども,や っぱり流れを見ますと, 日本の医学,歯

学,歯 科医学の教育ってのはやっぱり大きく2つ

の時期にわかれると思います.1つ は,皆 さんご

承知のように明治維新のあとで非常に変わったと

いうことが1つ。もう1つはやっぱり,こ の昭和

20年の敗戦の時に変わった変わり方というのが,

たぶん1番大きな変わり方だろうと思うんです

ね こ れは,そ ういった意味で,今 日はその2番

目の変わった,第2の開国とでも言えましょうか,

昭和 20年の敗戦であります。それと,今 日まで

昨日までっていうんでしょうか。見ますと,大 き

く揺れ動いていることがわかります。今, 日本の

歯科教育は,医 科もそうですけどもなんて言うか

な,断 末魔とはいえないでしようけど,そ ういう

状態になっているわけですね。もう先がないで

しょう.暗 い状態なんですね.で ,そ ういう状態

になってるのは,い ったいどういうふうにしてそ

うなったのかなってところのあたりで,こ の年表

作ってみたわけなんです.

ざっと, この戦後の5年間のところで,非 常に

大きな変化があることに気がつきます.第 1ペー

ジの下にある表は歯科教育のなかの学校の数を,

年度ごとに5年間きざみでやってみたんです。そ

うすると非常に面白いことに気がつきます 昭 和

25年から29年までの5年間に,7つできて,それ

からしばらくなくて,バ タバタ出てきて今29に

なったわけですね。で,黒 い丸が, これは国立な

んです。歯科の教育機関は戦争が終わった段階で

は,7つ だったんですね`本 当は8つなんですけ

ど,1つ は京城ですから,こ れは勘定にならない

から,7つ だったんです。その時国立は2つなっ

てるんですね.こ れは1つは阪大ですから,戦 前

は6つなんです。で,地 区別に分けますと, こん

なことになります。で,医 科が実は目白の人,田

中角栄さんがですね,都道府県に全部,1県 ,1歯

科,1医 科大学っていう政策を出しまして,大 学

を各地区に作りましたですね,そ れと比べてみよ

うかと思ったんですけども,大 変だから止め

ちゃったんですけども, これは歯科についてだけ

やってますと,面 白いことにお気づきになると思

います.  “

昭和40年から44年までこれは,例 の学園紛争

の最中というか,直 前という,そ の時に国立がパ

タパタっとできるんですね。ここで,5つ できて

ます。それで,私 立は1つですね こ の時,こ れ

は松本じゃなくて,東 北歯科大学ですかね。あれ

ができたのがここです。という状態を見まして,
A失

千し, これそうじゃなくて,岩 手です。岩手の歯

学部ができた時です。それから,国 立の学校とい

うのは面白いのは,バ タバタとできると思うと,

しばらくなくて,ま たバタバタと今度は,四 国 ・

九州にかたまって,バ タバタとできるってなあ―

という調子です.私 立は非常にたくさんこうでき
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てます こ んな流れが 1つあるわけです。

図をご覧ください 実 はこれは歯科医師の数っ

ていうことから考えまして,他 の事柄とどんな関

係があるかなっていうのをみたんです。ですか

ら, これは学校ができた時じゃなくて, この矢印

が付いているのは,卒 業生が出た年を記してあり

ます.例 えば,愛 知学院大学が 1968年になって

るんですが, これは学校ができた時ではなくて,

卒業生ができた 数 ,歯 科医師の数ってのは,学

校ができて増えるわけじゃないんですね.6年

たってから増えるわけですから。そういうふうに

して読んでいただきたいと思ってるものです。そ

れでどこで,な んて言うかな,歯 科の学校のでき

方で,ち よっと気がつきますのは,社 会の要求と

かなんとかに関係なく動いてるっていうことがわ

かります.て いうのは,大 きな矢印が上から付い

てますが,歯科医の苦情が非常に多くなったのは,

皆さんご経験は,ちよつと若い人は別ですけれど,

あると思いますけど,あ の学園紛争のちよっと前

から, しばらくの問,歯 科についての文句が,た

らたらだったんですね。今よりもっとひどい状態

で,文 句が出てたと。それが約 20年 間位続いた

んです。で,あ んまりひどいつていうことから出

てきたのが 110番っていうやつですね。この 110

番ができたのは,そ こにございますように,1976

年ですから,昭 和 51年 ということになるんです

ね。こんなふうになってまして。それで,そ れか

ら以後,今度は歯科医がバタバタと増えています.

上にこうやってますと,で ,あ んまり増えすぎた

んで, この適正配置といいますか,歯 科医師会か

ら規制ってなことを,歯 科医師会が言い出したの

が, このへんになるわけです。で,そ の時には,

すでに勢いが強くてですね, このカーブの上がり

方を見ていただくと,わ かるんですが, こんなこ

と言ってる時に, どんどんどんどん増えてるって

いう状態で,増えています。上の曲線は実数です。

で,下 の曲線は,人 口 10万あたりの数で出してる

んですけども, とにかく今,歯 科医師数が,も う

なんていうんですかね,多 くなってきてるんです

ね。それで,国 の方では護送船団だつたのを護送

船団はだめだっていうんで,や めていますから.

歯科医師は昔,イ タリアでは自動車の運転手に

なっているそうだっていう話が,ちらちらあって,

日本もそうなるかもしれないって,今 ,日 本はそ

うなってきてますね。こういう流れの中で,年 表

を作ってみたわけでございます.で , この戦後の

ところは,実 は日本にとって非常にその時いた人

はですね,本 当にこれで歯科の教育良 くなるん

じゃないかってみんな思った経験がおありだろう

と思ってた。初めの5年 間ぐらいそうだったんで

すね。まず第 1に ,歯 科医師の国家試験が始まっ

たのがございます。これは昭和 22年 ですね,

1947年に,第 1回の歯科医師国家試験が始まった

んです.実 はその前の年に,医 師国家試験が昭和

21年 に最初にあるんですよ。でも,こ の医師国家

試験は,実 は面白いんです 全 国で 19カ所 ぐら

いで試験をやってるんですね で ,試 験を受けた

のが 2,000人位受けている そ れで,合 格したの

が 75人 なんです.ど うしてそんなことになった

かというと,実 は戦時中,医者が足 りなくなって,

皆さんも知ってらっしゃる,「臨時医専」を作 りま

した。東大にも出来ましたし,各 大学に 「臨時医

専」を作った。で,そ の 「臨時医専」を作った段

階で,歯 科医にちょっと足せばいいんじゃない

かっていう批評が出まして,昭 和 19年 に歯科医

専を卒業して 1年以上臨床やっていた人は,あ れ

は2カ 月ぐらいですかね,講 習を受けて,そ うす

ると,医 師の免許の試験をやって,医 師の免許を

与えるっていう制度ができたんですよ.で ,こ れ

で方々の講習会にいって,ち ょうどその戦争が終

わった時に,その第 1回の試験が始まったんです.

それが年表に示しておきましたけれど, これです

ね。昭和 21年 のところにあります。国民条項を

改定して医師,歯 科医師の国家試験を実施したと

いうことですね。これがそれになるんです。これ

も第 1回の国家試験が,昭 和 21年,1番 下に書い

てありますが,11月 1日 にやりまして,今 度は歯

科医師でその講習会を受けた人が受けたんです。

で,4ペ ージの年表の 4ベ ージのところをご覧い

ただくとわかるんですが,じゃないごめんなさい.

2ペ ージですね。2ペ ージのところを見ていただ

くと,書 いてあるんですが, これも入れたんです

ね。2,200,2,000人く
｀
らい受けてるんですよ で

75人受かったんです こ の時受かった人は,ほ ん

とに数えるほどしかないんですが,私 の同級生の

○O① Oな んてのは,そ の時医者になったくちな

んです。75人のうちですから,相 当なもんでしょ

うな。でも逆に言うとですね.2,000人 受けて,
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75人しか受からなかったっていうのは,かなり粗

悪だったとも考えることができると思いますが,

これが医師の特例試験です。この時厚生大臣はわ

ざわざコメントを出してます。これは医師国家試

験なんだけども,特 別なものであって, これは医

師国家試験とみなさないでくれなんて特に言って

るんですよ そ うでしよう。2,000人受けて,75

人しか通らねえ試験って大変ですね.

それから,ちょうどアメリカがやってきまして,

日本の医学教育を調べたんですね。そうすると,

日本の医学教育は,東 大を中心にして,臨 床実習

が非常に足 りないということを言ってるんです

ね。息者を診ているのは,今 でも医科大学はそう

ですけども,患 者を診ているのは,病 室の回診の

時の見学,そ れからもう1つは,息 者供覧,今 は

もうありませんけど,息 者供覧の時の見学と,そ

のぐらいしかないでしょう.医 者の臨床実習は,

そのくらいしかないんですよ.患 者に接する,学

生が息者に接する時っていうのはそれだけしかな

いんです。そんなもんですか ら, オ スキー

(OSCE)なんてのが,エスキューかオスキューか,

あれやってるんですね.つ まり,擬 似患者を使っ

てやるような実習を苦し紛れに考えたわけです.

で,歯 科もこの頃やってるんですけど,歯 科では

あれできないんですよ 擬 似息者は.私 ,実 は擬

似息者やってみたんですけど,歯 科は擬似息者だ

めなんです。どうしてかって言うと,例 えば糖尿

病とか生活習慣病みたいのは,患 者さんによく教

育しといて,そ の通り口で言ってくれればわかる

でしょう。しかし,歯 科医が日の中の状態を診な

いで,診 断するなんていうことはできないでしょ

う。意味ないですね。ですから,歯 科衛生士に

やった時に,こ りゃいかんと思って,擬似息者で,

こういうところは奥の方は噛むと痛いんですよ,

てなことはいいんですけども, どうして痛いかっ

ていうことはやっぱり日の中診ないとだめですか

ら,や っぱり日の中の日腔内写真ってのを一応使

いながらやらないと歯科では擬似息者ってのはだ

めなんですよ.擬 似息者教育やってみたことある

んですけども, これは皆さんおやりになって, メ

リットわかるんですけど,歯 科では擬似息者って

のは通用しないんです。つまり,い くら口で言っ

ても,日 の中の状態によってやっぱり違うでしょ

う。だからだめなんですけども,そ れもやってな

かったもんですから,そ れでGHQで は,サ ムス

(Sames)が来て日本の医学教育は,臨床実習が足

りないから,学 校を出てから,1年 間実地修練を

したのちに,医 師国家試験を受けることができる

ようにしようっていうことを決めたんです。21

年にインターンが決まったんですね。ちょうどそ

れが決まった時に試験が終わったもんですから,

2,000人のうち,75人 の人は1年間インターンを

やった後に,医 師の免許をもらった,そ ういうこ

とがそこで起こるわけです。非常に革命的だった

んですよ。

ところが,歯 科の方はどうだったかというと,

歯科は実は面白いんですが,明 治の終わり頃, こ

の前の時もお話しましたけれど,明 治の終わり頃

に, 日本に医学教育を移してきて,高 山歯科医学

院とか東京歯科医学院とか教育歯科医学校とかっ

ていうあの時分は,あれは臨床実習がないんです,

高山歯科医学院でも東京歯科医学院でも.要 する

に聴講は学説をとった後,1年 間の実地修練をし

て,第 2次の試験すなわち実地試験が受けること

ができると,こういうふうに書いてあるわけです.

そうすると,それだけ読むと,学説がすんでから,

2年やって実地が受けられるんだっていうイメー

ジを受けると思うんですけど,実 際には, この前

お話しましたように,そ うじゃないんですね.ど

うだっていうと,先 生のところで一生懸命,書 生

さんや助手をやったりなんかしてやったりしてい

るうちに,だんだん手を離して行くやり方ですね.

すなわち簡単に言えばクリニカルクラークシッ

プっていうやり方ですね。歩行補助機みたいに,

手をはじめかけてだんだん片手離してやって,歩

いてごらん歩いてごらん,うんうん歩けるね…・.

そういう調子の臨床実習ですね.や ってるわけで

す。それで頃合いになると,先 生が 「君そろそろ

試験受けたらどうだね。」っていうことになるわ

けです。ところがそうやってくれるわけだけれ

ど,勉 強はしてませんから,そ れでそういう勉強

するために,高 山歯科医学院ができたわけです.

ですから,高 山歯科医学院に来てる人は,実 地は

やってる人が来るわけです。ですから,そ こで

もって受ければ,学 説を受ければ, もう臨床実習

の期間はちゃんと満たしてますから,す ぐ翌年,

第2次の試験を受けるんです.文 書でみるとね,

後で読んでると,学 説が済んでから2年間経って

一-5-一



受けるはずになってるでしよ。ところが,学 校ヘ

行くためには,「君もうそろそろ試験いいんじゃ

ないのか」つていうわけですね。そうすると,夜

学行って,で すから高山歯科医学院でも,東 京歯

科医学院でも,臨 床実習の場所は全くないんです

ね.夜 学が中心です。昼間もありましたけれど

も,夜 学と両方ですね。夜学が中心です.で すか

ら,規 則で書いてあるのと違うステップですね.

つまり先に実技ができて,そ ろそろいいだろうっ

ていうと, じやあ,ち よつと行くかって行って学

説を勉強して,気 がきいた人はもう1年 ぐらい

行って,そ んなことなっちゃいますから,そ うす

ると,で すから,翌 年,検 定試験っていうのは大

体 20歳位で免許取ってる人多いでしよう。成人

になった時にはもう免許取ってる。有名な先生で

も,い いんですけども,奥 村っていう人とね,花

澤 鼎 っていう人は,全 部20歳でとってますね.

書生さんやってるうちに,君 そろそろいいんじゃ

ねえのって言われて,そ れで東京歯科医学院の夜

学に通って,試 験を受かって通過,受 かったらす

ぐもう先生がこの人は2年間勉強したつていう実

習やつたていう証明書を書いてくれれば,試 験に

送られますから翌年受かっちやうんですね.で す

から21歳で,だいたい20歳で取ってるんですね.

あの頃の気のきいた人は.だ からそうじゃない人

は,だ だだっとずつとやつてる人もいますけど,

だぃたいそうなんです。で,そ ういう状態であり

ましたから,そ の運中がアメリカ留学から帰って

きて, これじゃあ―いかんっていうんで,や りだ

して,そ れで日本歯科医専と東京歯科医専ができ

たのが明治41年ですけども, これができまして,

そこでは臨床実習があつて,そ の臨床実習のやり

方は,さ っきお話したクリニカルクラークシツ

プってやり方なんです.臨 床実習では息者さんを

必ずインストラクターと学生が2人で持ってて,

その先生がやって,「君これ,このちよっと持って

て,そ れでいいそれでいい」つていう調子で,だ

んだん手を離して行くやり方ですね。そういうや

り方ですから.

これは実は,戦 後になって,あ れは歯科医師で

ないものが,息 者を見ちゃいかんのじゃないか

なっていうことを言い出していたんですけれど

も, これは法律的にはできるんです。法律的には

どういうものかというと,「手足論」つていう理論

です。「手足論」でどういうのかというと,頭は要

らねえと.で ,手 だけを,手 足になって働くわけ

ですね.だ から判断はインストラクターがするわ

けです。この人には, これをやらしてもいい し

かし 「この人はちよつと」というふうに人によっ

て違うわけですよ.で ,私 みたいながきっちよな

やつはね,な かなかやらしてもらえないで・・・.

ところが器用な人は「じやあお前やつてみなさい」

ぐらいの指示でやるんですね。この 「手足論」っ

ていうのは,法 律的にはどうなるかっていうと,

丁度料理の味付けみたいなもんですね。味付けの

時に料理人が全部責任を持つんですけども, この

人にここまでやらしても大文夫だつていうところ

を見極めてやるんです で すからその責任は全部

指示した人にあるわけ。ただ,エ ラーをしたらい

けないんです。その言われたことのエラーをした

のはその人の責任ですけど,医 療そのものについ

てはこっち,指 図した人の責任, これがクリニカ

ルクラークシツプなんです.で すからだんだん手

を離して行って,手 を離しても大丈夫かなって

思って,で転んでしまうっていう転びそうな時に,

手を離したらいけないっていうのは,お 母さんの

責任になるでしよ。あれと同じことが法律で 「手

足論」という論議になります。ですから免状がな

くてもやってもよろしい,い V かヽ悪いかっていう

のはないんです.た だ2,3日 前に新聞に出てま

したね.技 工士がずっとなんか歯を削ってたつて

いうのが出てましたけど,あ あいうのは命令する

人がいないわけですから,これはいけないんです.

だけどインストラクター,例 えば,今 度の臨床研

修で,研 修医になった人が,患 者を診るのはこの

僕が責任を持って 「この人にはこういうことを

やってもいいなあ」というとこまでやらせていく

というのはいいんです.こ れはちようど麻酔医の

問題で,北 大,北 海道でございましたでしよう

あれと同じことです。あれはやっぱり歯科医の研

修医に,麻 酔のことやつたら,違 法だつていうの

はないんですよ。させた方がもしエラーがあれ

ば, させた方がいけないんです。ただやる人はで

すね, 自分が言われたことをしなかったつていう

のはそっちの責任なんですけども,で すからあの

場合はですね,実 際そういうふうに解決されてる

わけなんです。そういうのをクリニカルクラーク

シップっていうんですが,そ ういうものが実は,
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歯科の教育ではずっと大正の初めごろから歯科医

専では確立していたわけです。ただ,そ のために

困った。ですから皆さんが学生時分に,息 者さん

を,そ う家族を患者に運れていったみたいな経験

がずいぶんおありだろうと,思 うんですが,そ う

いうのは今のクリニカルクラークシツプのそれな

んですね.

そういうことが医学教育になかったものですか

ら,ア メリカがやつてきて,調 べてみたら日本の

歯科医学教育は,ほ とんどアメリカから来てます

から。ですから歯科はいいよと,イ ンターンなく

てもよろしいっていうんで,す ぐに試験を受ける

ことができた,医 科の方は,そ うじゃなくて,息

者を視てないと,ア メリカの医学教育と日本の医

学教育と違ってたんですね。日本では東大中心

で,講 義を教えてやって講義を聴いて,そ れでそ

れが, ものがわかりゃできるんだっていうのが日

本の医学教育の背景の大雑把な筋なんですよ。と

ころができなきゃだめってのが歯科の方の教育

だったんですね。そういう意味で,イ ンターン

シップってのは医科の方でそうなって,歯 科の方

は,や らなくてよろしいって言うんで,す ぐに試

験を受けることができることになったんです。そ

ういう流れが1つできました。

それでもう1つ,戦 後にすぐ起こったことはア

メリカで丁度 1920年代にあったんですけども,

歯科の学校,ア メリカの場合は今でも皆さん, よ

くわかります,州 ごとです。小泉さんの話じゃな

いけど,小 さい政府です。47のそれぞれの州で,U

に,規 則を作っていますね.で ,あ れと同じよう

なことで,そ の州ごとに,小 さい政府で作ってま

すから,そ こでは試験もそれごとにやってるわけ

ですね。この頃全部全体の試験がありますけど

も,そういうふうにやってた状態から見ますとね,

日本に来て見てみると, 日本の教育は非常にやっ

ぱり学校によって違うっていうことがわかったん

ですね,そ れで学校チェックしようという話に

なっちゃったんです そ れで私学視学委員ってい

うのを作りまして,① OOOさ んとか何とかいう
ヘ

人たちが企画員になりまして, これは年表にちゃ

んと書いておきましたけど,そ れですぐに学校を

チェックをすることが始まるんです。それでその

時あった日本の学校は,7つ ですけど,7つ の学校

全部チェックしたわけです,そ れで,Aク ラスと

Bク ラスに分けたんです。それでAク ラスは来

年からも学生を募集してよろしい.Bク ラスに

なったところは来年から学生は,採 ってはいけな

いということになったわけです。そして7つのう

ち3つの学校が,Bク ラスにチェックされたんで

すね。でこれは,ち ようどそれよりも前に,前 回

の表にありますけども,ア メリカでこういうこと

をやったことがあるんですね。それを思い出して

日本でやってみたわけです。そして結局それがた

めに2つの女子の歯科医専,東 洋女子歯科医専と

日本女子歯科医専は,Bク ラスになってしまった.

昭和 23年から以後,学 生が募集できないってい

うことはですね,4年 経てば閉校になるっていう

ことになりますね。そういうことに決まったんで

す。で,九 州も実は,そ の時九州医学歯学専門学

校っていう医科がついていたんですね,ど っちも

だめじゃないかっていうわけでBク ラスになっ

た。これは大変ということで,九 州では大急ぎで

医科を取っ払って,歯 科だけの学校にしてご勘弁

ということになって,生 き残るっていう話が起こ

るわけです。そのような大きな変化, これは年表

にでも残しておかないと思って丹念に書いておき

ましたけれど,そういうことが,昭和22年に起こ

りまして,23年から学生が募集できなくなるわけ

ですね.で すから,そ の2つの学校は書いておき

ました。そうですね.昭 和 25年のところで,東

洋女子歯科医専は第25回, 日本女子歯科医専は

第24回の卒業式で,学 校がなくなっちゃうんで

すね.で ,その前に,アメリカがやってきまして,

男女共学にしろっていうことを言うんですね.日

本ではそれまで,普 通の歯科医専には女子は入れ

てくれませんから,女 子の学校だけがあったわけ

ですね。しかし,お もしろいのは,男 女共学って

言いながら,2年 間だけ戦後に女子だけの学校が,

歯科の学校があったんです。これ学生の前だと

「これ,どこだかわかる,35番の人」なんてやるん

ですけど,ま あ今日はやりませんけどね,ヘ ヘ

(笑)・・・.あ りました。それはどこかというと,

長尾先生が学長になっていました,鶴 見女子大学

ですね,あ れは,鶴 見女子大学の歯学部だったか

ら,最 初の3回生までは,女 子だけなんです.あ

そこは.4回 目から,学 校が鶴見大学に代わりま

して,そ れで,男 女共学になったんですね,あ そ

こは.と ころが,医 学の方では1つだけあるで
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しょう,東 京に.新 宿にございますね,吉 岡さん

の学校は,男 女共学じゃないでしよ.女 子の学校

ですね ち ょうど東京女子医大ですね。というの

であるんですよ。で,歯 科の方は今もう,女 子の

学校はないんですね.

それから,国 家試験も,今 さっきお話ししたよ

うに,そ ういう意味で,非 常に新しいことだった

んですね 今 までは,学 校出りゃなんでも受けら

れたものが,今度は国家試験ということで,まあ―

だいたいは通っていました

で,つ いでにちょっと話するんですが,実 地試

験が廃止されたのは,実地試験が廃止されたから,

「歯科医が駄 目になった」といわれてるんですけ

ど,そ うじゃなくて,で すね。実は,久 しく国家

試験の内容を見てみますと,実 はですね.実 地試

験で落ちた人は 1人 もいないんですよ,今 まで.

ですから.と ころがですね,実 地試験は大変なん

ですよ.特 に保存なんかの先生,試 験官に当たっ

たら大変なもんですね.息 者に場所を指示して,

途中で3回 ぐらい見て,最 後に決めまして,あ っ

よしってなる.手 間が大変かかるんですね,息 者

を用意するのは,ご 経験,皆 さん, ご経験がある

からわかると思うんですが, まあ,あ んま経験 し

た人いないのかな.大 変なんですよ.息 者がね.

息者を用意すること,つ まり受験する方も大変だ

し試験官は特に大変だったんですね。それで, う

ちの親父が最初の試験,保 存の試験員だったんで

すけど,へ とへとになってましたよ,歩 き回るん

です。自分の担当しているところを何回も何回

も.で ,そ のくせ筆記試験で不合格になったのは

ない と いうことはね,エネルギーを消費しても,

無駄だって話なんですね。長谷川先生なんか補助

員で大変だったよね,ね え ・・・.補 助員だって

大変.手 出すわけにはいかないし.ハ ラハラしな

がらやってるわけで あ れでいながら,実 地で

落っこったっていうのは,実 地だけで落ちたって

いう人は,1人 もいなかったんです,今 までに

それだから, こりゃこういう試験をやらんでもい

んじゃないかというので廃止になったんです で

すから実地試験を元に戻していくと大変なんです

よ,こ れはですね 衛 生士の試験を見ていただく

とわかるのですが.衛 生士の試験で実地があるた

びに,実 は国家試験になれなかったんです あ れ

だけのものをね,国 家試験でやったら大変ですか

ら,で ,実 地がなくなって,初 めて歯科医師の歯

科衛生士の試験はできるようになったんです。で

すから,技 工の歯科技工の方はですね。国家試験

になりきれないのはね,あ の実地試験があるため

なんですよ,と いうことがございますが, とにか

くそういうことで,国 家試験というのは非常に大

きなエポックであったということは間違いありま

せん.

そこで,ここでもう1つ.最 初の段階の変化で,

旧制歯科大学っていうのが, 日本の歯科教育は大

学にしなさいっていうのを,昭 和 22年にサムス

(Sames)が 日本に伝えるんですね.「専門学校で

なくて大学にしろ」っていうこと。それで,そ の

当時昭和 22年の日本の教育の規則では,大 学と

いうのは大学予科を卒業した者もしくは旧制高校

を卒業の学歴のある人を入れて,大 学にするん

だってことが決めてありましたから,従 って,歯

科大学を作るとすると,旧 制の大学をまず作るよ

りしようがなかったわけです そ れで,そ れが昭

和22年に発足するんですね,これは,その時日本

じゃなかなか大変で,東 京歯科の血脇守之助は,

今の学校の財政状態だととてもそんな大学なんか

できねえって,あ まりできやしない.尻 込みして

たくらいに大変だったんだけれども, とにかくそ

こで始まるんですね.1番 最初に始まったのは,

東京歯科。それから,ち ょっと遅れて医科歯科大

学.そ ういうことになるわけです。それで,そ の

人たちはですね, どういうふうになったのかとい

うと,全 部予科があるわけですけど,予 科はです

ね,東 京に関係なく,た いてい千葉県がなんかの

田舎で.東 京歯科の場合は,市 川の方でやりまし

て,① ①O① とかね。それからなんだ ほ かの運

中だ,① OOOと か,そ の連中が全部,旧 制大学

です。ですから,水 道橋知らないで,3年 間知ら

ないで。水道橋に来たのは3年後に来るっていう

調子ですね, 日大の場合は我々2回生O① で,え

えっと,① O① ,ほ ら, 自転車の人○O① さん,

えっとそれからそういうんですね, 日本歯科の場

合は,① Oさ んかな.あ の辺ですね。そういう人

たちが,旧 制なんです で ,旧 制の人たちがやっ

てる間に新しい大学っていうことになりまして,

片一方は2年の進学課程っていう形でやるってい

う話になって,こう入ってくるんです。ですから,

そのころはですね,旧 制大学に入るためには,旧

「―
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制高校もしくは,予 科を出ていなきゃいけないん

ですね。今,こないだまで,東京歯科の学長をやっ

ていた石川先生,達 也先生ですね。あの人は神戸

商大を出ていますから,旧 制の.従 って,あ れで

すね 3年 の,① Oは やってた,そ の学歴で,東

京歯科の事円課程に入ることができたわけです

ね そ ういう人も,出 てくるということになりま

す。その時の1回生の人には,い ろんな学歴がか

かってるんですけれども,旧 制のとにかく旧制の

学歴で,そ の人はだいたい昭和28年,あ ,29年 ,

30年 っていうあたりに卒業した人は,み んな

ちょっと違うんです。「俺らはおめえたちと違う

んだよ.専 門とは違うんだよ」っていう顔をして

ますね。そういう人がそうです.① O先 生なんか

まったくそうじゃないですか,ね ,「俺はおめえ

たちと違うんだ」って顔しますでしょう。今でも,

そういうことが起こるわけです.つ まりこれは歯

科医学教育の歴史として非常に大きなことではな

しヽかと思▼ヽます.

それで,そ の次の 10年間というのは実はおも

しろい,歯 科大学ができたのはそれです。だばだ

ばとできました.そ れで,もっとおもしろいのは,

年表の細かいところ見ていただくとわかるのです

が。そうですね.こ の時分にですね,実 にたくさ

んあちこちで,学 校を作るというのが,皆 さんが

知らないだけでも,たくさんあると思いますので,

そこに書いておきましたから,あ とでごゆっくり

ご覧ください。例えばですね,① ①のできたあた

りですね,あ れが昭和 36年に発足するんですけ

ど,そ の前に, もうすでにあちこちで,あ と名古

屋大学の医学部に,名 古屋大学に歯学部を作ろう

なんていう運動が起こってるだけにですね。それ

から,京 都で,歯 科大学を作ろういうのが,か な

り新聞に載ってたことがある 新 聞から採ったん

ですけれども,あ りました。それから浜松に歯科

大学を作ろうというのが,5ベ ージの1番上,昭

和 39年,東 洋歯科大学っていうのを作ろうとい

うわけで,地 元で反対がありまして, これは潰れ

るんですけれども,そ れから,滋 賀県に大学を作 ヘ

ろうという.皇 子山歯科大学っていうのができる

ことになってて, これも地元で反対.そ れから,

今,名 古屋で,え っとなんだ,衛 生士学校と技工

士学校をやっている。○○○○っていう先生, 日

本歯科卒業した,あ の○○さんが三重県に歯科大

学を作ろうというので一生懸命やっていたんです

ね。そういう風にして,そ れから,愛 知学院を作

る時には実は,愛知学院に昔からライバルだった。

城西じゃないもなんていうのかな.名 前が出てこ

ない,今 でもある名城大学.名 城大学というとこ

ろに歯学部を作る.ち ょうどそれはですね,お も

しろいのは昭和 35年で,定 年制が医科歯科大学

で敷かれまして,急 に5人の先生が,そ こで,お

辞めになるんですね.○ ○先生,① O先 生,① O

先生というような先生が急にそこで,辞 めるんで

すけど,それで,そ ういう先生を引っ張ってきて,

大学を作ろうというのが,で きてきて,か なり進

むんですよ.そ れが,捨 てたもんですから.愛 知

学院も,① OOOさ んっていう人が慌てまして,

何とか愛知学院の方はできて,そ っちの,名 城大

学の方はできなかったんですけれども.急 還,そ

の頃何でも,ち ょっと目足のつく,ホ リエなんと

かモンじゃないけど,そ ういう人たちがすぐ歯科

大学を作ろうとしたんですね。そういう流れとし

て,大 学がパタパタとできるんです。建学の精神

なんてみんな言ってますけれども,中身はですね,

とにかく作りゃいいんだって話になるんですね.

で,そ ういうことが起こってくるというお話.こ

れもやっばり歴史の流れからいうと大変な1つの

流れになっています.

しかし,そ の時,規 則はやかましいですから,

やっばりその時最初にできた頃の学校っていうの

はわりうるさかったですね.私 は,神 奈川歯科大

学の時にちょうど大倉山にありました, 日本女子

歯科医専のほうで先生になりました.で ,そ のな

る時ですね。私は,大 学をお作 りになることが

あっても,私 は,大 学には,歯 科大学には関係さ

せないでくださいっていうことで,お 断りしてお

いたんです。医科歯科で懲りてましたから, もう

大学の先生っていうのはだめだって,もう辞めて,

開業医になるつもりでいましたから,「お断り」と

言ってたんですが,月給もらってるんですからね.

学校が,教職員に行かないわけには行かないんで,

今度横須賀に行ったら,君 付いてきてくれたまえ

なんて言われて一緒に行ったんですよ,学 校がで

きる前に,そ れで行きまして,あ そこにあった海

軍の兵舎を水雷学校の兵舎を使って。そうすると

ね,文 部省の検査する時にね,他 の学校が授業し

ているんですよ̀ で , ここが兵舎学の教室になる
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んですって,中 で英語なんか教えている。そうい

う今考えるとずいぶんいい加減だったんですけ

ど,そ ういうやり方ですね,な りました。それで,

神奈川歯科大学の時は,ち ようど私の中学の時の

国語の先生が,そ の時の横須賀市長だったんです

ね で ,私 は,な んかの時にうつかり口に滑らせ

たんじゃないか,今 の横須賀市長は,私 の国語の

先生ですよなんて言ったもんだから,そ れじゃ付

いてきてっていうわけで,勢 いそれで行くと,

ちょっと,深 みにはまる恐れがありますので,僕

も行きますけど,横 須賀ってところはうるさいと

こですから,歯 科医師会に顔の利く人をちゃんと

連れていつた方がいいですよつてね。ちようど横

須賀と横浜の境の金沢つてところに, 日本歯科出

身の①O① Oつ ていう人がいましたんで,あ の人

をね,運 れて行かなきゃだめですよなんて,途 中

で車で拾って,横 須賀市長の そ れで市長にねも

う,あ きれられると思った。向こうの市長がね`

○○市長ですけど,「あなた榊原君,なんでこんな

ところに来たんだ」って言うんですよ。ですから

あれは文部省の検査の時ね, まだほかの学校が授

業していたわけですから,そ ういう状態で過ごし

たんですね。だから, まあ今の学校とはちよっと

違うんです。うるさくなってきたのは,で ,だ め

になったのは,金 沢歯科大学というのができるん

だけど,これは,もう免許まで買ってちやんと作っ

たのに,認 可されないで終わつているというよう

なこともありますけれども.

とにかくここで,歯 科の教育っていうのは,1

つの節目になったことは間違いありませんし,学

校舌L立したっていうのも,第 1ページの章でご覧

になられたと思います。それで,た だその次のあ

れですね.東 大の学園紛争を中心として,ち ょっ

と歯科に影響が出てくるわけです あ の学園紛争

はですね`実 は歯科では影響ないと思ったんです

けど,1番 影響を受けたのは, 日本大学.日 本大

学っていうのは,そ ういうとこから遠いところに

あったはずなんですけども, 日本大学で紛争が起

こりますね。その前に医科歯科で紛争が起こりま

して,警 察官を導入して,そ の時病院長になった

ばかりの○○○○さんはですね, 自社をしました

でしょ。あんなことがあそこで起こるわけです

よ.で ,あ の自殺のことあんまり書けないのは,

その自殺を導入したのか,け しかけたつていうよ

うな人が,あ とでもう定年になりますけど,み ん

な偉い人になってますね。なったんですね.で す

からあの話はあんまり医科歯科ではタブーではな

ぃですけどあんまり触れないですよ。そこはよけ

て通っているんですけど,本 当はそういうこと

だったわけです そ ういうな事件がありましたけ

ど, とにかく,そ こで医学教育,歯 科医学教育っ

ていうのは,大 きな転機になったことは間違いな

いんです。で,こ ういうことがこの年表で,あ と

でゆっくりごらんいただくとわかるという風に書

いておきました

これで教育に対する反省がありましたけれど,

実はこの後現在までのところ,困 りますのは, 日

本の国民から路線というのが徹底されたわけでし

て,非常によく徹底しました 今 徹底してますね.

あれが徹底したためにですね, どうなったかつて

いうと,歯 科大学の付属病院と開業している先生

方とが競合することになっちゃつたわけです。つ

まり,争 うわけですね。そうしますとね,息 者さ

んは歯科大学からちようどいい案配の息者さんが

離れて行っちやつたわけです。ちようどいい案

配っていうのは,つ まり普通の患者さんが大学に

来なくなっちやつたわけです。そうすると臨床実

習ができなくなっちやつたんですね。ですから,

平成以後の卒業した人は, まあ調べてみるとわか

るんですけど,臨 床研修医で調べてみますとね

日の中で,歯 に,歯 と,そ れから,顎 を問わず,

印象っていうものを人間の日の中で採つたことが

ありますかつて問いをしてみますと,65%は 平成

以後に卒業した人は採っていないんです。これは

皆さん臨床研修医を使ってみればわかります。

採ったことがないという人が多いですね.よ つぽ

どでないとないんです。で,つ まりそれはどうし

てかっていうと,そ ういうちようどいい案配の息

者さんがね,開 業している人のところへ行ってい

る,病 院には来ないんです。今,病 院,歯 科大学

付属病院ってのは非常になんていうんですか,切

羽詰まった状態になっていますね.で すから,

しょうがないから全部見学です.私 たちの時も,

印象なんていうのは採らしてもらったことがない

ですね.や つているのを見ているだけで,簡 洞形

成も見学だけ.助 手だけ 学 校卒業して開業医の

皆さんのところへそういう連中が来るわけで,来

ちゃってですね。それに任せるわけにはいかない
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と,で , こっちは,歩 行助手機みたいにだんだん

手を離すなんて手の込んだことはできませんか

ら.で きなきゃ見てろっていう話になるわけです

ね。そうするとますます,卒 業試験.今 度はそう
いう人がインストラクターになっているわけで,

今ちょうど助教授くらいになるっていう年代に達

しているわけですから,大 変なことなんですよ.

平成以後の歯科大学卒業生は,だ めっていう風に

なってるんですけど,そ のだめな人が今,下 手す

るともう直に教授になるんですから.で すから,

その時まで,前 はですね,大 学の先生,ジ ャーナ

ル見るとわかるんですね.昭 和 50年,あ るいは

60年頃の歯科雑誌を見ますと,執 筆者は,ほ とん

ど,学 校に籍のある人だったんですね。今,今 月

号の歯科医展望の日本歯科評論でも,著 者の肩書
を見ますと,学校の肩書がある人は,ほ とんどい

ないです。学校の人はあんまり書けなくなったと
いうのか,書 かなくなったというのか,頼 まなく
なったというのか, とにかく評価が下がってるん

ですね,こ ういう状態が今あるわけです。これを

なおす方法っていうのは,今 のところ何もわかり
ませんから,だから日本の歯科教育っていうのは,
これからどうなるかっていうので,こ の年表のあ
と20年後ぐらいのことが楽しみだってことにな

ります.

で, まあ今日は,年 表の細かいところは,あ と

でご覧になって皆さんお考えいただければ結構で

す。どうもすいません。
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歯科医学教育関係略年表 ・敗戦後

年度 歯科教育関係事項 関連事項

1945(昭 和 20)

1946 (昭和 21)

1947(昭 和 22)

歯科医学専門学校校長協議会開催   10/25

(歯科大学設置について協議

①歯科医学教育前に2年の準備課程を行

なう

②専門教育は4年とする

③学校における軍国主義を廃棄する)

東京歯科医学専門学校,予科の設置認可 4月  米 国教育施設団来日 (27人)

東京医学歯学専門学校予科の設置認可  4月

在京歯科医学専門学校校長協議会開催  4/5

歯科教育審議会発足          4/15

(日本歯科医師会関与)

金澤医科大学 ・歯科開設

(湯本 賃 )

東洋女子歯科医学専門学校

津田沼仮校舎に移転

東京歯科大学認可 (旧制)

(予科を市川に設置)

(学長 奥 村鶴吉)

東京医科歯科大学歯学部 (旧制)認 可

(予科を茨城県安中村に設置)

(学長 長 尾 優 )

[歯科教育審議会報告書-1]発 表 9月 教 育刷新委員会発足

6・6・3制 を決定

GHQよ り 「日本の教育制度に関する

管理政策の指示」    10月

(軍国主義的イデオロギ‐の禁止,

基本的人権尊重)

5月

6/10

719 教 育刷新委員会発足

8/28 国民医療法施行令改正     8/27

(医師,歯科医師国家試験実施,実

地惨錬―インターンの導入)

韓国 ソ ウル大学歯学部発足

第二回医師国家試験実施    11/1

(歯科医師の特例試験)

3月

０

　
７

ｙ

〃

歯科医学校校長会議が男女共学を上申  1/16

(日本歯科評論 14号 )

第一回歯科医師国家試験実施      4/1

(春秋 2回 実施)

歯学視学委員が歯科医学校をチェックし,

A級 ,B級 に区分した       4月

(B級 は次年度の学生募集禁止)

福岡歯科医学専門学校発足       4月

(改称)

〔福岡県立医学歯学専門学校がB級 となっ

たので歯科のみ独立した〕

「歯科教育審議会報告-2」 へ      5月

(歯科医学教授要網決定)

大学基準協会が

「歯学教育基準」を提示した     5/7

(1学年定員 120人 以内

6カ年課程

教授 15入 以上,

教育基本法公布

学校教育法公布

3/31

4/1
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年度 歯科教育関係事項 関連事項

助教授 16人 以上

助手 学 生定員の 1/3以上)

Horner,H.H.

[Dental Education Today]

大阪歯科大学発足 (旧制)

(学長 飯 塚淳一郎)

日本歯科大撃発足 (旧制)

(学長 中 原 賃 )

日本大学歯学部認可

(学部長 川 合 渉 )

教育刷新委員会で新制歯科大学の発足を決宝

6/30

岩手医科大学附属病院に歯科発足 (多田 清 )

8月

第二回歯科医師国家試験で試験問題漏洩事件が

起こった

歯科医学校協議会発足

(委員長 長 尾 優 )

7/12

大阪大学医学部に回腔治療学講座が発足  7/5

(永井 巌 )

歯科医師国家試験に関する公聴会開催   3/5

東京医科歯科大學講堂

(奥村鶴吉,長尾 優 ,真鍋満太,山口秀雄,

関根永滋,穂 坂恒雄,岩 垣宏,河 野庸雄,

高橋修一郎,榊 原勇吉)

九州歯科大学発足

(学長 永 松勝海)

大阪大学歯学部設置の予算について国会

での論議             3月

(田中 元 )

東洋女子歯科医学専門学校

第 25回 卒業式 (131人)     3/25

(廃校)

日本女子歯科医学専門学校

第 24回卒業式 (138人)     3/25

(廃校)

「歯学教育基準」設定         1/30

「歯科大学予科に関する省令」公布 (文部省)

東京医科歯科大学 〔新制〕発足

東京歯科大学 〔新制〕発足

大阪大学歯学部発足

(学部長 弓 倉繁家)

大学基準協会発足       7/8

(大学基準を決定 した)

大学設置委員会官制公布 1/15

国立医学専門学校を医科大学にする事

に決定          2/9

大學基準 (大學基準協会)改 正 5/25

大學基準協会が

「大学院基準」を決定した 4/12

東洋女子歯科厚生学校発足

(歯科衛生士養成)

東京歯科歯科大摯が市川に短期大学設

置を構想した

教育刷新審議会発足      6月

(教育刷新委員会改組)

日本女子歯科厚生学校発足   4月

(歯科衛生士養成)

私立大学組織が財団法人から学校法人

となる

中国 上 海第二医科大学

口腔部系発足

6/18

6/18

1948(昭 和 23)

1949 (l召本田24)

1950(昭 和 25)

1951(昭 和 26)

4月

妨
独
　
初
期

1952(昭 和 27)
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年度 歯科教育関係事項 関連事項

「歯学教育基準J改 正設定       5/20 中 央教育審議会発足 (中教審) 6/6

1953(昭和 28) 日 本歯科大学 (新制)発 足       2月

日本大学歯学部 (新制)発 足      2月

大阪歯科大学 (新制)発 足       2月

東京歯科大学,東 京医科歯科大学,

旧制第一回卒業生         3月

(関根 弘 ,見明 清 ,坂田三弥.小 椋秀亮,

砂田今男,岩 本次男,佐 々木元賢)   「 大學院設置審査基準要綱学位に関す

る要綱」設定 (文部省)  7月

歯科大学協会が

「歯科医学教育 6年 制に関する意見書」

提示               8月

(2年の教養課程 と4年 の専門課程を一貫

として 6年 制とする)

1954(昭 和 29) 学 校教育法改正            7/19

(医学,歯 学教育の 6年 制)

「医学,歯 学関係大学院設置基準要項」決定

大学基準協会が 「歯学教育基準」を改正 した

12/4

1955(昭 和 30) 歯 学視学委員決定           1/30 独  Alfred Kantrowitz

(長尾 優 ,絵 垣麟三,溝 上喜久男,豊 田   「 Repedtorium der Klinischen

費,鈴 木 勝 ,藤 田恒太郎,真 鍋満太)   Zahnhelkunde Staatexamen」

東京医科歯科大学新制第一回

東京医科歯科大学大学院設置      4月

歯科大学学長会議発足         7/8

1956(昭 和 31) 新 潟大學医学部に歯科開設       4月

(吉岡俊雄)              文 部省令 「大学設置基準J

1958(昭 和 33) 東 京歯科大学大学院発足        4月

名古屋大学に歯学部設置の動 きが起こった

1959(昭 和 34)                        豪  歯 科衛生セミナー開催   4月

シドユー

「歯学に関する大学院基準」設定(大掌基準協会)  (大 西正男,竹 内光春,高 木圭二郎

6月    参 加)

東京医科歯科大学歯学部学位授与式挙行  7/8 イ ンド Dentral Colege,

(歯学博士第一号 平 田幹男)          MysOre univerSty発 足

1960(昭 和 35) 歯 科大学学長会議が

「医療保障委員会 ・最終答申」に対 して

「歯科医療 と歯科教育の諸問題について」

を提言 した

1961(昭 和 36) 愛 知学院大學歯学部発足        4月  イ ンドネシア ス マ トラ大學歯学部

(学部長 岡 本清櫻)            発 足

東京歯科医学講習所が発足 した

(真鍋満太)

1962(昭 和 37) 神 奈川県横須賀に新歯科大学設立の案に対 し反 WHO[Dentぶ Educadon Report of an

対意見提唱 (小池光雄)      6/17   Expart Commitee on Dental

Hettth]発 表

(日本歯科医師会の訳あり)

1963(昭 和 38) 「 歯科大学病院運営要領 ・案」提示   5/13

1964(昭 和 39) 浜 松に東洋歯科大学設置の案に対 し地元    ビ ルマ InStitute of Dental Medたine

から反対運動           4月      発 足
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年度 歯科教育関係事項 関連事項

1965 (]召オロ40)

(昭和 41)

(昭和 42)

1968 (『召オロ43)

1968(昭 和 44)

神奈川歯科大学発足          4月

(学長 絵 垣麟三)

滋賀県大津 皇 子山歯科大学設置案に対 し地元

反対運動 6月

日本歯科医師会は各歯科大学の協力を得て中央

研修セミナーを開始した      8月

歯科大学学長会議が

「歯科大学・歯学部新設に対する要望書」を

提示 した

広島大学歯学部発足

(学部長 嶋  良 男)

新潟大學歯学部発足

(学部長 野 崎秀英)

東北大学歯学部発足

(学部長 本 川弘一)

岩手医科大学歯学部発足

(学部長 中 村平蔵)

「歯学教授要綱改訂に関する中間報告」

北海道大學歯学部発足

(学部長 中 村治雄)

九州大学歯学部発足

(学部長 藤 野 博 )

歯科大学学長会議が

「歯学教授要綱」を提示 した

2/23

4月

4月

4月

4月

6月

4月

4月

5月

大學設置審議会 ・歯学専門委員会

「歯学部設置審査基準」決定     9/2

(講座数 18 口 腔解剖学 2,日 腔生理学 1,

日腔生化学,日腔細菌学 口 腔病理学,歯

科薬理学,歯 科理工学,日 腔衛生学,歯 科

保存学 2,歯科補綴学 2,日腔外科学 2,歯

科嬌正学 歯 科放射線学

小児歯科学講座は置 くことが望ましい

学生数 基 準 60人 ,120ま で)

授業時間 30週 以上

週 30時 間以上

図書  (20,000冊 以上)

日本大学歯学部学園紛争解決      2/9

福岡 高 宮学園の第一歯科大学設置計画

東京医科歯科大学歯学部に機動隊突入  9/13

(石原寿郎病院長自害 9/19) ヘ

城西歯科大学発足           4月

(学長 柳 生嘉雄)

鶴見女子大学歯学部発足        4月

(学部長 長 尾 優 )

歯科大学学長会議が

韓国 慶 憩大学歯学部発足

韓国 延 世大学歯学部発足

「新規に医師免許を取得 した者の臨床

研修に就いての最終意見書」5/23

インターン問題をきっかけに

東京大学の学園紛争

日本大学学園紛争

医師法改正

(インターン制度廃止,研 修医制

度発足)

東京大学 ・安田講堂落城    1月

(学園紛争解決)
“
大学問題

"(ジ
エリス ト7月 号)

日本医学教育学会発足     8/30

「大学病院の基本問題に関する調査研

究会最終報告」(東大出版会)

9/12

中川米造ら

「世界の医学教育」

1月

4月

1970(昭 和 45)
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年度 歯科教育関係事項 関連事項

「歯学教育問題調査会現状報告J提 示 6/16

大掌基準協会 ・歯学基準分科会発足   9/24

(歯科大学,大 学歯学部のあ り方検討)  吉 田富三

「医学教育改革のための提案六条」

歯科大学学長会議が

「教育問題調査会進行状況報告」提示

12/12

1971(昭和 46) 岐 阜歯科大学発足              マ レーシア マ レア大学歯学部発足

(学長 梅 本芳夫)           ジ ョン ・パワーズ (鈴木淳一ら訳)

日本大学松戸歯科大学発足            「 新 しい世界の医科大学」

(学部長 新 国俊夫)

1972(昭和 47) 松 本歯科大学発足

(学長 辻 田 力 )
“
松本歯科大学誕生の経過報告

"        川
上武ら 「医学教育」

(矢ケ崎康)     (歯 界展望 40:1)藤 森聞一

日本歯科大学新潟歯学部発足           「 欧米諸国の医学教育改革」

(学部長 中 原 費 )

福岡歯科大学発足

(学長 灘 吉虎夫)

東北歯科大学発足

(学長 村 瀬正雄)

鶴見女子大学歯学部

鶴見大学歯学部と改称

1973(昭和 48) 岡 山県知事より岡山大学に歯学部設置     豪  国 際医学教育関係者ワークショッ

についての陳情          7月    プ 開催シドニー

(牛場大蔵,日 野原重明,舘 正規

「歯学教授要細」改訂 (歯科大学学長会議)     参 加)

8月  “将来の医療水準確保のために
"

(武見太郎)       8/15

歯科大学教育の 6年 一貫教育の方針が

容認された            10月

1974(昭和 49) 大 摯設置審議会               韓 国 慶 北大学歯学部発足

大PFl基準分科会が                 朝 鮮大学歯学部発足

「歯学部設置基準の改善について」を纏め

た 「歯学教育基準」が改定された  4/23 第 一回医学教育者ワークショップ開催

12/14-21

(富士教育研究所)

1975(昭 和 50)                        OSCEの 提唱

英
“
Assesment of clinial Competance

東北大学事務局                            using objective sturactured

「臨床実習のあり方について」   4/23   Examination"

大学設置審議会                 (Harden,Mo Steveson,M.)

「歯学部設置基準の改善について」 4月    (Brit Med J 447 451)

医師研修審議会意見書

(ストレー ト方式 とローテー ト方

式について)

1976(昭 和 51)                        豪  WHO西 大平洋事務局 ・RTYCの

共催

WHO・ Intercommunity Vヽ o r k―
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年度 歯科教育関係事項 関連事項

1977(昭 和 52)

1978(昭和 53)

1979(昭和 54)

“
Dr.Reedの論文

日本の歯科医療と歯科教育についての印象

を読んで
'

(河村洋二郎)

(国際歯科ジャーナル 4:11)

日本私立医科大学協会発足       7/26

(会長 白 数美輝雄)

松本歯科大学でミシガン大学公開講座開催

8/10-12

歯科大学学長会議

歯科教育問題研究委員会発足    12月

(河村洋二郎,石 木哲夫,森  昌 彦,高 添一

郎,橋 本弘一,長 田 保 ,鈴 木鐘美)

徳島大学歯学部発足

(学部長 筒 井英夫)

昭和大學歯学部発足

(学部長 岡 田正弘)

愛知県知事が名古屋大学に歯学部設置を陳情

3月

(私立医大,歯 大の入学時寄付金ジャーナルの

話題となる)

歯科大学学長会議

「わが国の歯科医学教育の問題点とそれに

対する対処について」

(歯科大学の教育理念)

① 歯科医学教育制度

② 一般教育

③ 基礎医学教育

④ 社会歯科学教育

⑤ 臨床歯科学教育

⑥ 教育効果の評価

② 指導者養成

③ 教育工学の活用

③ 教員の交流

① 卒後教育

名古屋大学に歯学部設置検討      3月

鹿児島大学歯学部発足

東 日本学園大学歯学部発足

(学部長 神 澤康夫)

群馬 国 際歯科大学誘致計画

shop on Dental Health Perspnnel

Educatlon

「国際歯科保健関係者教育ワーク

シヨップ」開催

シドニー        2月

(河村洋二郎,榊 原悠紀田郎 参

加)

「医学教育における評価と客観試験例

集」

“
医学校における入学者選抜方法の改

善の方向
"

(日本医学教育学会誌 8:2)

“
臨床講義の改善についての検討

"(中

山健太郎)

(医学教育 8:3)
“
臨床条習の改善

"(高
久史郎)

(医学教育 8:3)
“
医師国家試験の統計的分析

"

(吉岡昭正)

(医学教育 8:4)
“
医療制度と医学教育

"(Hle田
善一郎)

(健康保険 31:9)

日本医学教育学会発足     8/30

「医学教育マニュアル 1医 学教育

の原理と進め方」

日本医学教育学会

「医学教育マニュアル 2カ リキユ
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歯科教育関係事項
年度

|

1980(昭 和 55)

1981(昭 和 56)

1982(昭 和 57)

1985(昭 和 60)

めるように要望した」

歯科大学学長会議

〈歯科大学教育白書〉

日本歯科医学教育学会発足

(会長 河 村洋二郎)

岡山大学歯学部発足

(学部長 西 鴫克巳)

群馬 独 協大學歯学部誘致計画

長崎大学歯学部発足

(学部長 佐 々木元賢)

日本歯科医師会は

「歯科大學 ・歯学部新増設並びに定員増に

反対」を決議した 11/1

ラムの作り方」

日野原重明

「医療と教育の刷新を求めて」

水野祥太郎 「医学教育論」

韓国 傘 山大学歯学部発足

全南大學歯学部発足

円光大學歯学部発足

日本学術会議が医学教育会議の設置を

勧告した         11/1

ジョン・ワーズ (金久卓也螺訳)

「日本の医学教育」
日本

          理 教育の充実を進

11/2

韓国 壇 国大学歯学部発足
“
医学教育における効果的な教授法

"

(西川騎八)

(健康保険 37:12)

米 BrOen WEら (高浜靖英,清 水賢

二訳)

「米国歯学教育」

7月  日 本医学教育学会

アルー3教 授―学「医学教育マニユ

習方法」

「医学教育マニユアルー4評 価と試

験」

保坂正康

「続・大学医学部医師の誕生,国家

試験の実体報告」

1983(昭和 58) 日 本私立歯科大学協会経営問題検討委員会発足

1984(昭和 59) 歯 科医師国家試験 ・実地試験廃止    3月  日 本医学教育学会

「医学教育マニユアルー5シ ユミ
「牟直後研修に関する答申」      7月

レヤシヨンの応用」

「歯学教授要網」改正 12月 北 沢英雄 「慶應義塾大学医学部」

「歯学教育の改善に関する調査協力者会議

鴫

(高木圭二郎,小 椋秀売,小 出思孝,滝 ロ

久

蔀十犠算

彦

為ド

田 博 ,中 原 泉 ,久 田

 静 田裕 「基礎医学教育を考える」

(歯科大学入学定員不足発生

昭和医大歯学部,愛 知学院歯,東 北歯大,

松本歯大, 日歯大新潟,岩 手医大歯)

和口努 「大學歯学部」

日本歯科医師会

「卒直後研修調査事業実施 (新卒業生60人

対 10日間コース)」       10月

日本私立歯科大学協会は
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年度 歯科教育関係事項 関連事項

1987(昭 和 62)

1988 (1召オロ63)

1989(平成元)

1990(平成 2)

1991(平成 3)

1992(平成 4)

1993(平成 5)

1994(平成 6)

1995(平成 7)

「歯科学生の年後研修の予算化に伴う問題

点についての要望」を出した   12/25

財団法人 ・歯科臨床研修振興財団発足  6/1

「歯学教育の改善に関する調査協力者会議 ・最

終まとめ」              9/8

①歯学教育の環境変化

②歯学教育の変遷

③将来の歯科医飾像と歯科学教育改善の

視点

④歯学教育目標の明確化

⑤ 入学者選抜の改善

⑥ カリキュラムの改善

④卒後研修の必要性

③大学院のあり方

③基礎歯学の振興

① 国際化への検討課題

①学生数の在り方

②歯学教育体制の将来方向

第一回歯科医学教育ワークシヨツプ開催

大阪歯科大学           7/18

(臨床基礎実習)

VヽHO[Educational lmparatives for Qral

Health Personeli Changes or Decay?]

訳 〈口腔保健医療関係者に対する教育上の重要

課題変革か衰退か〉

(口腔保健協会)

歯科臨床研修振果財団

「一般歯科医療臨床に関わる卒業直後臨床

研修共通カリキユラム」提示 1/17

「歯科臨床研修懇談会中間報告」    10月

〔関根 弘 ,斎藤 毅 ,細田裕康,内田康也,

橋本弘一,内 田安信,西 蓮寺永康,岩 崎重

信,梅 村長生,日 田貞夫,光 安一夫,田 治

米保夫)

歯科大学学長会議

「歯科医学教育教授要綱」改訂    4月

「歯科医師養成のあり方に関する検討委員会意

折己」                     へ       11/28

(小椋秀亮,西村 誠 ,橋本弘一,黒崎紀正,

斎藤 毅 ,佐川寛典,中原 爽 ,山本美朗,

宮武光吉,榊 原悠紀田郎)

[Dental Education at the Challenges and

Changees]

訳 「岐路に立つ歯科教育」

(坂本征二郎)

“
医学教育の改善

"(吉
田 亮 )

(公衆街生 5い 7)

特集 「特色ある医学教育を」

(医療 88:7)

日本医学教育学会

「日本の医学教育」

中山健太郎

「医学教育の計画と方法」

牛場大蔵 〈医学教育に思う〉

森山公夫・山下一郎

「東大医学部権力構造を斬る」

日本医学教育学会

「医学教育技法マニュアル」3+

ハース ト」W(道 場信孝 ら訳)

「Dr.ハース トの医学教育論」

OSCEの 紹介
“
客観的臨床能力試験―臨床医能力

の新 しい評価法 (伴信太郎)"

(医学教育 26:157)

吉岡守正 「チュー トリアル教育」

赤津晴子 「アメリカの医学教育」

福武直 ら 「医学教育」

1996(平 成 8)
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年度 歯科教育関係事項 関連事項

９９７

０００

(平成 9)

(平成 12)

歯科医師法改正

臨床研修導入

“
Objective Structured clinical Examination

(OSCE)に よる臨床実習評価法の有用性に

就いて
"1/Jヽ

野田利枝ら)

(日本歯科教育学誌 15:2)

臨床研修必惨化実施

保坂正康 「大学医学部の危機」

“
日本の医学教育に求められるもの

"

(黒川 清 )

(健康保険 4月 )

2001(平成 13)

2006(平成 18)

本稿は,歯 科医史学会例会で最後に日演されたものを録音テープから

おこしました。表題にもあるように,「敗戦後」です。よく使われる「終

戦後」という表記でないことからも榊原先生のこだわりを垣問見ること

ができます。また,添 付された年表は自らがワープロで作成されたもの

です.通 称,榊 原悠紀田郎 「歯科関係略年表」として知られているもの

のほんの一部分です。本文中にもあるように,クリニカル・クラークシツ

プの教育方法も決して新しいものではなく日本でも明治期には行われて

いたことや,臨 床実習の客観的評価方法であるOSCE(客 観的臨床能力

試験ObiectiVe Structured Clinical Exalnination)についても述べ,歯 科

医学教育における応用の仕方に疑間を投げかけています。ただまねごと

のように取りふれることへの警鐘でもあります。

まさに,現 状の歯科界を歴史的観点から洞察されていることを改めて

感じさせられました。混沌とするなかで,歴 史観から今とこれからを眺

めることの重要性を肝に銘じたいと思います。       i

合掌

(文責 :日本歯科医史学会理事 渋谷 鉱 )
′

」
一・―
，
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