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河

種子島における江戸時代の人口推移の
状況についての一考察

はしがき

昭和四十八年九月二十二日受付

夫

ちかい自然条件にある。南北約五七粁、東西五’一二粁の細長い島で、標高二五○米以下の低丘陵台地をなしている。

種子島（四四七平方粁）は薩南諸島の一島で、日本の主要離島の一つとして、北緯三○度附近に位置し、亜熱帯地域に

種子島の自然

ま ず 種 子 島 の 自 然 に つ き 略 述 し 、 つぎに「種子島家譜」および諸家の「系図」に基づき人口の実態をさぐってみたい。

可能ならしめたものと考えられる。

温
な気
気候
候と
と、
、人
人口
口に
に比
比し
して
ての
の‐土地の広大さとは、江戸期における封鎖経済の中においても或る程度までの人口増加を
温暖
暖な

次第
第に
に増
増加
加し
して
て慶
慶応
応匹
四症
年には一万八千人余になったという。
少、その後次

六千五百人ばかり、十八世紀後半には一万六千人と増加の一途を辿り、しばらく停滞、十九世紀初頭には一万四千人と減

江戸時代の人口の推移は、全国的にはほぼ横這いの状況を呈するのであるが、わが種子島においては十七世紀後半には

和

北緯三○度という位置および黒潮の影響により気候は暖かく、一年中殆んど霜をみることがないが、毎年二’三度に及
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(表一） 気温・風速・水量
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ぷ台風と冬季の強い季節風とによって、全般的には必ずしも恵まれた気象条件とはいえない。

表一にみられるように年間平均気温は一九度以上で、鹿児島より約三度も高く、十二月より二月に至る期間も十度を下
ることは全くない。気温の年較差も極めて小さい温暖な地域である。
年間降水量は二五六三ミリ、大隅半島より宮崎にかけての地域と大体似ている。

またこの地域の最大の特徴は台風であるが、これはわが国に来襲する台風の約八十％に当たるのである。

さきに「必ずしも恵まれた気象条件とはいえない」とは述べたものの、この気候は甘藷の栽培には適し、また海の幸、

山の幸に恵まれたこの島は、貧困ではあったとしても燕それ程の窮乏を感じないというのが実感であったかも知れぬ。
人間の生存・居住のためには住みよい土地であったといえるのではあるまいか。

人口の推移
つぎに「種子島家譜」に基づき人口推移の状況を考察しよう。

イ「種子島家譜」による人口推移の状況

１寛文七年（一六六七）六千四五百人

六月上旬上使高林又兵衛向井八郎兵衛、日州志布志より佐多に至る。此に於て種子島の事を間はる。久時は在

島なりと聞き、乃ち使翰を覺府に馳せて家老上妻惣左衛門秀隆を召す。八日夜大泊に至り翌九日上使に謁す。上使

問ひて曰く「種子島の田畠幾許ぞ」と。答へて曰く「八千七百石余り」と。「島の縦横幾里ぞ」曰く「縦十四五里、

横三里二里一里許り」と。「島中の人数幾許ぞ」曰く「男女六千四五百人許り」と…。：

２元禄四年（一六九一）八千六百九人

正月廿八日宗門手札改メ検使和田助右衛門岸良助左衛門来たる・四月五日魔府に帰る（一島八千六百九人）
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３元禄十二年（一六九九）九千六百八人

五月廿四日札改メ検使酒匂大蔵兵衛土師孫右衛門帰る。此の時男女九千六百八人

びゆうが

４宝永四年（一七○七）一万二百四十九人

二月六日宗門手札改メ検使弁官新右衛門折田平右衛門来たる・六月帰る（惣計一万二百四十九人）

５正徳四年（一七一四）一万八百五人

二月廿七日宗門札改メ検使是枝運右衛門平田伝兵衛来たる。七月帰る（其の計一万八百五人）

６享保七年（一七二二）一万千百五十人

七月廿六日宗門札改メ検使諏訪氏相良氏及び井上氏徳田氏塵府に帰る（是の時、点検する所の男女一万千百
五十人）

７享保十五年（一七三○）一万二千六百七十六人
七月島中の民籍を検定す（一万二千六百七十六人）

８元文三年（一七三八）一万三千七百廿九人

二月二日宗門手札改メ検使稲留藤左衛門伊藤善右衛門来たり、同年八月廿一日帰る点検する所一万三千七百
廿九人（男七千三百九十八人女六千四百三十一人）

９安永二年（一七七三）人口記載なし但し「要用集抄」に一万六千八百壱人
二月十五日札改メ検使本田治右衛門松元伊角来たる

皿天明七年（一七八七）一万六千四百三十一人

七月廿日札改メ検使谷山角太夫佐土原八次郎帰る（共に計一万六千四百三十一人）

、享和元年（一八○四）一万四千二百九人
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（寛永十九年壬午肥前島原が擴嘘と為るを以て、将軍命じて隣国の民を島原に移さしむ。種子島の百姓四戸、其の数男女十三人、
十月塵府に到り、十二月六日島原に赴く、馬一匹農具及び五穀の種銀一首目を賜ふ）

それ以外はせいぜい十名内外の流人による入人であり、或は修学のための京師、江戸への僅かな移動に過ぎない。

依って江戸時代での種子島における人口の推移は当地域のみでの出生と死亡の割合によって、その増減は左右されたと
考えられよう。

ロ諸家の「系図」による人口についての考察
・時代による人口の増減

諸家の系図約三十巻をもととして、人口推移の実態を考察してみたのであるが、普通、系図の記載事項は

１名乗２幼名３通称４生年月日５生母６履歴７段年月日８法名等である。

生年・殿年等不詳のものもあり、時に数ヶ月、一年乃至二年程の生存者さえ記載されたものもあったが、出生者全てが

記載されたというわけでもあるまい。女子の場合には名前の記載は殆んどなく殿年不明の者が約半数であった。

ところで、この三十家分の系図も調査の実際に当っては殆んど資料とするに堪えないものも数家を数えたし、また僅か

二一十家ということは二男家・三男家を加えてもその数僅か千名という統計としては極めて信頼度の低いものとならざるを
得なかったことは残念であった。

この統計をとるに当り、便宜上、三期に分けてそれぞれの期間の人口の総数・出生数．死亡数或は一組の夫婦の産児数
等を記載に従って調査整理してみた。

１慶長元年（一五九六）ｌｌ
寛寛
一文 七年

（一七七三）

（一一ハーハキ〕）

廿四家分

十六家分

三期の区分はつぎの通りである。

２寛文八年（一六六八）ｌｌ
安安
一永二年
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(表二）時代別による人口の増減
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産児数2人産児数4人
以下の夫婦以上の夫婦
一組の夫婦の産児数と組数
夫婦の
組数

つぎにそれぞれの時代における一組の夫婦の産児数の傾向について調べてみよう。

すなわち、江戸時代中期以降、種子島においては人口の老化現象が現われているといえよう。

(表三） 時代別による産児数

（一七七三）ｌ↓

③安永三年（一七

七四）Ｉ弘化元年

（一八四四）とか

なり人口の老化現

象が顕著となって

くることである。

死亡数／出生数の

値が次第に大きく

なり、死亡数が出

生数を上廻りはじ

める。出生数が少

なくなるというこ

とは、若年屑の減

少であり、それは

老人層の相対的増

加と考えられる。
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表三によれば慶長Ｉ寛文・寛文ｌ安永年間における産児数の傾向が大体似ているのに対し、それ以後安永ｌ弘化年間の
動きは前の二期に対し大いに異なってきているように思われる。

少なくとも寛文ｌ安永年間に至る時代は人口漸増の時代であったし、安永ｌ弘化年間は確実に人口停滞から減少の時期

であったといえよう。途中、「種子島家譜」による文化八年の一万二千七百三十人は算出方法の違いによるものと考えら

れ、島内全人口は減少の極限においても江戸時代はやはり一万四千人台であったのではあるまいか。

またこれら系図の記載に基づく表四をもって全般を推定することは極めて危険ではあるが、江戸時代の初期と比較する

ならば中期或は後期にはある程度、寿命は延びて来たのではあるまいかとも考えられるが、他の表から考えてみても出生
率の低下による人口の老化現象が江戸時代後期には確かに現われていたと推定できよう。
・男女別人口構成と出産状況

つぎに寛文七年（一六六七）、安永二年（一七七三）、文化四年（一八○七）における人口につき調査事項を図示し、ま
た表としてみた。

これにより、つぎのようなことが推定されよう。

恐らくは、寛文年間（一六六○年代）以後のおよそ百年間は漸増の富士山型と見られようし、宝暦年間（一七六○年

代）以後はつぼ型に移行し、人口の老化現象は次第に顕著になってきたのであろう。そして享和年間から文化文政年間

（一八○○年代前半）を人口の最低限として、慶応四年（一八六八）既に一万八千人余に達したということは、徐々に富
士山に復しつつ、人口漸増の傾向を辿ったのではあるまいか。
・既婚婦人の出産状況

既婚婦人の第一子出生年齢その他について上記のような調査を試みた。

これによれば第一子出生の年齢は二十才前後と何れの時代も同じようである。末子出生の年齢は、寛文七年には三五才
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(表四）時代別による死亡年齢
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以上、いくつかの資料を列挙し考察を試みたが、やはり「種子島家譜」記載の人口記録を裏づける結果となったようで

少なくなってきている。

二年には二人以下肥／則四人以上８／型文化四年には二人以下記／斑四人以上４／”というように家族数は非常に

また産児数においても寛文七年には二人以下７／班四人以上胆／”で四人以上の子女をもっ者が多いのに比し、安永

’四○才も可成りの率をもって見られるが、安永二年・文化四年と末子出生年齢も二十才代に集中してくるようである。
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ただ享和から文化年間に至る時期が種子島における人口の最も減少した時期であったことは判るが、それが疾病・飢餓
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(表五）既婚婦人の出産状況
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12(2) 18(4)

48(1) 50(1)

’

不明叩

’

による減少か或は堕胎・殺児による減少であるかはそう簡単に結論づけるわけにはいかない。

ノ

シス

「種子島家譜」元禄三年十二月の記録に「将軍『宜しく法の如く赤子を棄つること勿れ』の禁を守るべし」と命じたと

あり、また、法華宗「御符書」の「子消之部」に護符数種が記載されているが「此符慈悲得失勘随分可二用捨】」とあり、

かなり慎重な取扱いをしたのであろうことは間違いのないことのようである。生れ出る子どもに対しての当時の人々の考

えたくないが、しかし「慈悲得失」を考え「子を消す」こともあったであろう。

えを示す一つの資料ともいえよう。巷間伝えられるような間引きがそれ程当然のことのようにたやすく行なわれたとは考

兎に角、江戸時代の種子島の人口は明らかに漸増・停滞・減少・漸増という形をとったことは事実であり、それが若し

人為的な理由或は飢餓、疾病等自然的な理由によるものでないとするならば、その減少は人間そのものの自然的生殖力の
低下とも考えられる。

え教

以上「種子島家譜」および当地の諸家「系図」に基づき種子島における江戸時代人口の推移につき管見を試みた次第で
ある。

附録

つぎに孫女の出産後間もなく、娘である母親死亡、貰い乳の苦労を述べた「道潔一代記録」の一節と「胞衣」のとりあ

つかいの丁寧さを示す種子島家蔵「御奥様御着帯日記」の一節を抜き書きし、附録としてこの槁を終えたい。
「道潔一代記録」より

文政三年庚
日日
、、嫡子同苗直一郎妻、女子誕生。初めての孫女、大悦斜ならず候。然ル処、胞衣卸方これ無
庚辰
辰三
三月
月廿廿二二

く難渋に及 び、双方の医師頼
頼み入れ、種と手を尽し養薬いたし候処、五日め二胞衣卸方ハこれ有り候得共、其後段と病

症打替り、終
終一
一一
一四
四月
月廿
廿五
五日
日夜
夜に入る時分死去。誠一一以て愁傷無限。：．…中略……然ル処、出生の幼女乳なし。難渋す。
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価て遠近四方へ相かけ、抱え廻り乳をもらひ、其の内島内手広く、乳母頼ミ入れ方、手を尽し候得共、似合いの乳母頼

ミ入れ方相調はず、凡そ五拾日余、双方江の乳もらひ、愁傷上の難儀、筆記に尽し難し。漸くにして、同五月始方、上

石寺塩屋内一一て乳母壱人、三才なる女子つれたるを頼ミ入れ召抱え、一応安気いたし候得共、全躰乳少きの女、其上三

才の女子召つれ来り候得ば、猶以乳不足二て認心配に及び候ところ、折柄西町の榎本伊助妻江乳出来、仕合せに存じ、

よんどころ無く、此方の幼女を預け養育方の儀、頼ミ入れ候ところ、都合よく承引にて、いよ／、預り介抱いたすべし

との事にて、仕合せに存じ、同九月中頃、拙者夫婦にて幼女を抱き、両種井蒲団・かい巻等取り揃へ、伊助宅へつれ行

き、預け置き候次第、近方の事とは申しながら、産ミ残し形見なる愛孫をいたしかたなく人手に渡し候事、憐れとや悲

しきとや、いふべき言葉もなく、夫婦共と涙を袖に包みて帰りぬ。尤も乳母の方へ初孫養育の間、謝礼一ヶ年に真米壱
餌づつ。外に臨時の恵み筆記に残しぬ。

また、いわゆる「あと産」につき
「御奥様御着帯日記」（弘化四年）より

衣の
の儀は、盤に納め白木箱一一入れ、其の上を桐油を以て包み、足軽江持たせ、御胞衣の役、上下着にて付き添
一御御
胞胞衣

ひ
浜崎
崎御
御屋敷内上の段、かねて御髪くず納め候場所江納め申し候。尤も秀山院にも被差越候。納め候てよりもがり結
ひ、
、浜
ひ廻し置候

とあるように 「胞衣」の始末も仲と丁寧にとり扱ったようである。古い時代の人々の出産に示された気持ちの現われと考
えたい。

「種 子 島 に お け る 江 戸 時 代 の 人 口 推 移 の 状 況 」 についての一考察を終えたい。
以上をもって二

参考文
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OntheTransitionofPopulationofTanegashima
duringtheEdoEra
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Inthesecondhalfofthel7thcenturies,Tanegashima (the southernmost islandof Japan) hada

碗

populationofabout6,500but it increasedtol5,000at theendof thenext centurVanddecreased to

14,000inthefirsthalfofthel9thcentury・ At theendoftheEdoera(1868), thepoouationwasabout
18,000. 1nspiteofthesefiguresthiswasnotseenasaremarkable transitionofpopulation inJapan
duringtheEdoera.

Thisislandisplacedinthesubtropical zoneandtheclimateismoderatethroughout theyear and
easier life.

ithadalowerdensityofpopulationthanotherareas inthosetimes. So that the inhabitantshadan

nQmorethanlOpeasantswhoimigratedthereduringtheEdoera.

Themigrationwasnotthereasonforthechangeinpopulationbecausetherewasonlyone record
indicatingthatl3peasantsmigratedfromthereafterthecivilwarofShimabara(1637), andtherewere

Therefore, itwasthoughtthattheincreaseanddecreaseinthenumberof inhabitantsofthisisland
weremostlyaifectedbybirthsanddeaths,butthebirthratetheredecreasedafter themiddleof the
Edoeraandtheaveragelifeexpectancywasmorethanbefore.

原著

西説内科撰要について（三）

四、原著および訳書の時代的背景

詫季雍唾癖誰嶢一，』》坪一弐膳昭和四十七年十一月六日受付

大滝紀雄

、コルテルの原著刊行が一七四四年、「西説」の翻訳終了が一七九二年であることは、すでに述べたとおりである。した

がって、本書を理解するためには、その背景となった十八世紀前半のヨーロッパ医学界の潮流と、十八世末のわが国の医

学
レベ
ベルル
な，
らびに疾病に対する考えを知っておく必要がある。これらについての詳述はさけるが、一、二の要点のみを
学レ
、、
な声
掲げておこう。

当時のヨーロッパでは医学物理派の代表者であるイタリーのポレリ⑦さく四国己どき。ぃｏ胃吋①臣（５９１己）が唱えた

神経流動説が医界をふうびしていた。・コルテルはブールハーベの弟子であり、同じ系統をひいたエジンパラ学派のカレン

ミ筐国日○巳－９（弓届１９）は生気論者であった。カレンは疾病を熱病、神経症、悪液質、局所機能異常にわけた。生

命の本質は神経の正常な緊張状態が保たれた場合である。神経の興奮性の異常によって、その緊張のバランスがくずれる

と、病気がおこるという神経病理学説を主張した。ゴルテルはカレンの神経病理学説支持者であり、ボレリの神経流動説

＊

を深く信じていたことが「西説」によく現われている。また、本書の翻訳者である宇田川玄随自身も、この説を信じて疑
わなかったようである。

の原原
「解体新書」の
著著
程者クルムスは神経流動説には懐疑的であったため、「解体新書」ではこの説はあまり重要視されて
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いない。それにもかかわらず「西説」では旗幟鮮明に本説が打ちだされている。そして》ことこれに関しては細字の注釈
、、、、、

でも「解体新書」は無視され、本説を支持した「医学宝函」の記事が引用されている。やがては誤りであることが実証さ

れ、全世界から姿を消す運命をたどるこの神経流動説も「医範提綱」や「重訂解体新書」に先んじて、はなばなしくわが

国の医学界にデビューしてくるのである。そしてこの説は宇田川榛斉の「増訂」でも、引きつづいて生理解剖の根幹原理
＊＊＊

として、脈々と波うっているのである。
なお、阿知波氏によると、蘭書思想別受容期を三期にわけている。

１ラィデン学統医学受容期（一七五○’一八五○）
２生気論医学受容期（一八二○’一八五五）
３病理解剖を主体とした医学受容期（一八六六’一八八○）
ゴルテルはライデン学派に属し、生気論の影響をつよくうけている。

＊小川鼎三解体新書中公新書八一頁
＊＊阿知波五郎ヘルマン・プールハーヴェ昭四四年一○六頁第三表
＊＊＊阿知波五郎日本外科の成立、昭四二年三頁第一表

五、内容

「西説」の内容については、これまでにも部分的な解説はあるが、系統的なものはまったく見当らないので、各篇につ
いて簡単ながら解説を試みることにする。

目次の項ですでに述べたように、「西説」は七項目、五十五篇、三二○章から成りたっている。七項目とは病気を部位

的に分けて、二頭脳（頭部）三頚項（頚部）四胸隔（胸部）五腹肚（腹部）六尿道（泌尿系）七皮表（皮膚）としている

が、第一項は第二項以下のどの項にも当てはまらないもの、すなわち発熱、悪液質、浮腫、黄疸、炎症、リウマチなど全
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、、、、

身にわたるものをさしている。これを原著ではと］ぬ①目①①ロ①困一の胃①国と記し》汎発病ないし全身病とでも訳すべきであ

、、、、

ろうが、玄随は適当な訳語を見出しかねて、「病気の発するところが定まった場所でない」という解釈から、発無定処と

いうまことに奇抜な表現をしている。「増訂」でもこの訳はそのまま踏襲されているが、その他の医書で発無定処という
表現は見当らないようである。

発熱を分けて真コールッと類コールッとする。（「増訂」では真熱と仮熱）真コールッは真の発熱をいい、類コールッ

＊

１寒熱篇（「増訂」では熱病篇）

は諸病に付随しておこった発熱という考え方である。発熱のもう一つの分類法として「西説」「増訂」ともに稽留熱、間
＊＊

歌熱、番替熱とする。熱の原因はストうめ８［による。ストフの適訳が見当らず「邪毒」と訳している。熱は発汗により

排泄され、また尿中白垂（おり）があると熱毒が体外にでると説いている。阿知波博土によると当時は熱論が最重要テー

＊「西説」ではオランダ、ラテンの原語はすべて漢字のあて字が記されているが、すでに目次欄に示しておいたので、特に必要

マであり、この説も醤フールハーベの「治準」のコールッ論に一致しているとのことである。

と思われないかぎりカナ文字とする。

＊＊阿知波五郎近代日本外科の成立十一頁
２オンゲタアントヘイド篇（カケキシァ）

「増訂」では萎黄病という字句を用いている。ただしこの萎黄病は、現在われわれのいう血液疾患の一つである萎黄病
ｏ匡○目ゆ昏印とはまったく無関係である。現在の悪液質８８関試の概念に似ている。
キリイル

この篇では食物の消化の理論が詳しく説明される。すなわち、食物が口にはいると、神水（唾液）が混じって咀噛がた

すけられ、消化物は冑と腸に送られる。胄液と大機里爾汁（膵液）と胆汁がでて混和され乳簾ができる。これが液道（乳

環管）に入り、血中に混和して身体を一周すると説明する。この考え方はリンパ系が発見されて間もない十七世紀のヨー
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ロッパを支配していた医学理論である。そして、カヶキシァはこの機能が低下したり、消化し難いものが体内にはいった

ためにおこると説く。また、胃および腸に毒物が蓄積している間は吐剤と下剤で一掃できるが、これが一たん血中にはい
りこ ん
んで
でし
しま
まう
うと
と、
、治療は困難をきわめると解説する。

３壊液篇

生気の運行が正常でなかったり、体液が腐敗すると本病がおこる。壊液には熱壊液と寒壊液が存在する。壊液を悪液に

まで進行させないで良液に恢復させるのが治療の要点であると説く。この考え方は生気論と思われるが、現在の医学常識

ではとうてい理解できない。なお、「細字の注釈」の項ですでに述べたように、神経液その他の諸液と、諸腸の説明は本
篇に詳しい。

４シケウルポイク篇（スコルブッス）

アラ

現代医学でいうビタミンＣ欠乏症の壊血病留日宮旨扇はたしかにこの項に包含されている。そのほか、これに類似し
た疾患もこの中に含まれるようである。

「歯揺キ始メ、
、終
終日
日変
変シ
シテ
テ暗
暗黒
黒色
色ヲ
ヲ為
為シ、歯クキモ亦ウルミテ常ナラサル色ヲ兄ハシ、壊燗シテ流血シャスキ’一至ル．：」

この原因はシケウルポイクの毒による、一方、空気伝染も一因と考えている。シケウルポィクは懐液病やオンゲタァント

ヘイドとも密接な関係があるようだが、それらとの鑑別診断ははなはだおぼつかない。ビタミンの概念のなかった当時と

しては止むを得なかったのであろう。スコルブッスの治療法として、「増訂」では山箭菜精（ワサビ）と拘幟が用いられ
ているのは、経験によったものであろうか。

蛇足なが
がら
ら、
、壊
壊血
血病
病と
とい
いう
う病病金名は「西説」「増訂」ともにみられないが、文化十四年（一八一七）刊の小森桃嶋訳述の
「蘭方枢機」には登場してくる。

５シンキンゲン篇（カタリ）
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オランダ語のシンキンゲン、ラテン語のカタリはいずれも複数形である。手許にある現代の藺英辞典をひいてみると、

、、、

園巨富品Ⅱ８国尉呂と記され、炎症であることが分かる。のちの内科書たとえば「扶氏経験遺訓」や「医療正始」をはじ
、、、

め、明治の初期、中期の医書にまでシンキンゲンはしばしば現われてくる。ただしほとんど単数形がとられ、聖京健でな
、、、

、、、、、

く聖京堀（
（シ
シン
ンキ
キン
ング
グ）
）と
とな
なっ
三ている。カタリは「西説」のように加担栗と書く人は今はいないが、現在でも年輩の医師
は胃腸加答児などと書いている。

■

「其病ダル総シテ先シ頭痛ニ始ル。・・…頭ヨリシテ鼻一一至り、夫ヨリ歯牙二至り、咽喉一一及上、終二胃中一一下り、肺臓
ニ誌ル……一 Ｌ

、、、、、、

などと記されているのをみても、現在の鼻炎、咽頭炎、上気道炎、胃炎などをさすようである。また、レーベルト

肖日騨冒〕胃胃耳原著、坪井芳洲（為春）訳の「医療新書」（一八六六）巻之一呼吸器病をみると、急性鼻聖京堀と書か

国の国冒騨ロロ

れている。

、、、、、、、、

炎症の原閃は病毒が神経液中にはいり、全身を循行するために起こるという、現在の医学常識からすれば、まことに荒

唐無稽な神経流動説ではあるが、奇抜な考え方なので「西説」四十一章神経液ノ説ヲ挙グを中心に大要をつかんでみよう。

神経帰国①芝①ロには二種類があり、一つは精神⑦①①印弓弓（９日目帥）である。これは大小二脳で製造され、神経線

馬巨①君島画昌①ロという小管内を循行し全身諸部に運輸される。神経液屠ロ①君１国§（または爵目①葛ごｏ唱）は全身に循行

する一方、神経を包裏した膜中にある神経線にそそいで、湿潤を保つ役目を果す。
、、、、

、、、、

「増訂」では当然のことながら、同一著者らによる「医範提綱」を参照せよと記されている。そこで「医範提綱」第一

巻神経の項をみると、神経は眼、耳、口、筋肉等に分布する意識神経と論肺、心、胃腸等に分布する運化神経に分類さ

れ、現在の動物神経（脳脊髄神経）と植物神経（自律神経）の概念にほぼ一致するが、相変らず神経流動説が重視されて
いる。
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６イイグト篇
ケ ゲ ヒ

ィィグトとは「即チ痛風ノ類ナリ」と細字で説明されているとおり、東洋医学でいう痛風であるが、現在の尿酸ナトリ

ゥムと関係のふかい痛風曾昌ではなく、関節リュウマチないし神経痛のことである。この原因も前項にならって、酷属

なる毒液が神経中の神経液に定着することによっておこると説明する。なお、「増訂」では「イイグト篇」は「痛風篇」
と改められている。

気

黄

疽

Winden

Geelsucht

胆汁敗黒
ZwarkGalziekte

悶
煩
Benautheit

痒
Lammigheit

水

腫
昏

睡

Waterzucht

翻訳ともに章の数はぴったり一致している。しかし、第六篇のイイグトから第十二

篇の水腫までは、「西説」の各章は原著のそれより一つずつ番号が若くなってい

る。すなわち、原著の四十六章は四十五章に、八十章は七十九章というふうであ

る。よく調べてみると、原著では四十五章が欠番で、八十二章が重複している。翻

訳者玄随はこの誤りに気ずいて、正しく章の番号を付しているため、こうしたくい

ちがいが生じてきたのであろう。たまたまゴルテルの二重ミス（？）の結果、以後
の数字が正しくなっている。

７諸気篇妬鼓脹篇

これは現在の空気嚥下症、暖気、鼓腸、脾湾曲症候群など、一連の消化管内ガス

症状を論じている。諸気という言葉は現在では用いられないが、昌且目の翻訳と

しては適切と思われる。「西説」「増訂」ともに唆気（現在でもそのまま用いられ

る）が口からでること、フラーッス （放屈）が直腸からでること、腹中雷鳴（腹鳴）で腹が鳴ることなどが書かれている

山

表でみるとおり、第五篇のシンキンゲンまでと、第十三編の昏睡以降では原著、

ここで私は原著と「西説」 に 章 の ず
とと
にに
気気
がが
つつ
いい
たた
のの
でで
、、細かいことではあるが、あえて記しておく。
ソれれがかああるるここ

諸

４８５２６０４１８
７
４
４
５
６
６
７
７
８
一一一一一一一一一
７４
５４
９５
６６
３６
７７
１７
５８
２
３
イイグト

Jigt

５６７８９脚皿岨噛

Zinkingen

４９６３７１５２８
７
４
４
５
６
６
７
７
８
一一一一一一一一へ
７４
６５
０５
７６
４６
８７
２７
６８
２
３

シンキンゲン

’

Slaapsucht、

説
西
｜
著

篇｜ 原
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が、これらは今の医学でもそのまま通用する。なお、当然ここにはいるべき鼓脹（現在の鼓腸）篇が十五巻、四十六篇に

別項をもうけて論じられているのは次の理由によるものであろう。すなわち、諸気篇は一般症状（発無定処）にはいる

が、鼓脹篇は腹部の症状だから、病属腹肚のカーズコリーにはいるという苦しい分類法の結果と思われる。

風気は外界から呑下した空気でもなければ、呼吸によって吸入した空気でもない。体内にある老廃物が外に洩れること

ができず、諸気がたまると考えている。すなわち人体内の諸液が腐敗変壊して風気腫を発すると説明する。その他の原因

として、婦人が子宮衝逆すなわちムールスペル（ヒステリー）をおこして気分が動揺し諸気症がおこる。また、胃腸の自

現在では胃腸管内のガスは腐敗醗酵にもよるが、口から嚥下された空気がかなり重要部分を占めると考えられている。

然運動に反した作用でも諸気がおこる。

ま
、腸
腸管
管外
外た
たと
と》えば腹腔内にガスが多量に存在すれば、急性腹症のような重症症状をおこすことは当時はまだ判然とし
また
た、

しかし、治療法として水銃法（涜腸）でガスを排除したり、薬物としてメントールを使用したりすることは、今も昔も

なかったのだろう。

大したちがいがないようだ。
（る＃戻乍迄埜原

古来から黄疸はどこにでもある病気で、国の内外を問わずこれに関する記載も数が多い。九八三年没の源順撰「倭名類
篇類第四十をみると次のように記されている。
聚抄」巻第三、病
門ムヤマと
疸一云黄疸潅蝿葎雍準病岐身体面目爪甲及上小便尽グ黄ナル之病也
黄キ疸
病源論

それ黄
以後も黄疸は黄腫胖病、浮苦病（フク病）、黄胖、黄胖病など多数の呼び名はあるが、いずれも記載は簡単で、肝
や胆の病気というよりも、貧血病にふくまれていたようである。

しかし「西説」においてはこれまでの記述とまったくちがって、黄疸発生の理論が病態生理にもとずいて、かなり正確
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、、、、、、、、

に表現されている。もっとも肝臓機能があきらかになったのはごく最近のことで、当時は胆汁を分泌し消化を助けるのが
肝の唯一の作用とされていた。第五十六章黄疸ノ大較ヲ論スから引用する。

スナハ

夫レ胆肺ノ中一一胆汁ヲ蔵メ盛ルコト。元是レ肝臓ノ中ヨリシテ成シテ送り納ルル所ナリ。胆受テコレヲ蓄へ・廼チ更一一

ソ叩

胆汁管ヨリコレヲ出シ。冑ノ下ロー密邇セル簿腸（小腸）ノ始ナル十二指腸二輪シ潅クナリ。此皆天造自然ノ常｝一シ

テ。飲食ヲ消磨化熟スルヵ為ニシテ然ル所ノ者ナリ。蝿識菰蝿翠刻唖謡避域祁哩彌錦伽硫蔀弄姉琴胆汁ノ平人二於ル其色常二黄ナ

リ。其腐敗スル’一及テハ・其色変シテ常ナラス仮令ハ灰白ヲ為シ。又ハ蒼緑ヲ為シ若クハ鉛色若クハ霜黒種々ノ異色ヲ現

スルナリ。其胆汁変スルト変セサルトヲ問ハス。何レニモ其循行ノ常ヲ保スルコト能ハスシテ。却テコレヲ血脈（静脈）

コレ

ノ方へ濫流セシムル時ハ・則チ一身ノ血ト混渭ス。一身ノ血ト混清スル時ハ・其胆汁自家ノ黄色ヲ外皮膚一一透見シ・上ハ

諸ヲ白晴（眼球結膜）二発シ。下ハ諸ヲ小水二潟シ委ク黄色ヲ為スナリ。其黄汁ノ染漬スル所。紙若クハ布帛諏チ黄色ヲ

成コト。潅慨ノ能ク操雪スル所ニァラス。是時二当テハ・其大便元卜黄色ナルヘキ者。必ス変シテ白色ヲ成シ或は淡黒ヲ

成スコト。大抵爾リトス。此何ノ故ソトナレハ・他ナシ。是し常一一薄腸二輪シテ大便ヲ染ル所ノ胆汁。常ノ如ク輪シ来ラ

スシテ。上諸ヲ血脈一一濫スルヵ故一一。大便染ル所ナキ｜一因テナリ。コレ｜一因テ身体黄色ヲ皮表二発スルノ証有コトヲ致ス
ラテン
イグテロス

コレヲ名テ黄疸卜云ナリ。羅甸コレヲ壹孤的禄私卜云。

また、一小石があって胆道を塞ぐ時は、胆汁が腸管に排出されないために、便が白色を呈するとも記してある。もちろ

ん進歩した現代医学からみればはなはだ不完全ではあるが、当時としてこれだけの詳しい説明は、きわめて漸新的、科学
的な考え方であったといえよう。

余談ではあるが、吉田長淑が「西説」を読んで発奮し、わが国最初の西洋内科医を開業したのは有名である。しかし、

・＊

新宮凉庭が二十一才（文化四年）の頃、「西説」の黄疸篇を読んで感激、開眼し、西洋医学を学ぶ決意をしたことはあま

り知られていない。凉庭の「西遊日記」にその旨が記されていることは、新宮凉庭伝に詳しい。
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＊新宮凉庭伝山本四郎著昭和四三年ミネルヴァ書房七、二三、二四頁

胆汁が腐敗して黒色となり、血行にはいり脳に昇ると、顔色も黒くなり憂うつ悲悶ヒポコンデル（メランコリァ）がお

黒駐
症
９肚胆
汁汁
勵敗兵

こると説く。ヒポコンデル畠旨。号。且①局は元来肋骨下の上腹側部をいうので、胆嚢やこの部分に症状のある人がしば

し
ば憂
憂う
うつ
つ病
病に
にか
かか
かる
る。。
しば
しし
‐かし、その反対にヒポコンデルすなわち憂うつ病があるにも拘らず、少しも胆汁敗黒の症状が
ない場合も多いと解説する。

前篇の黄疸篇がひじょうに近代的、学問的であるのに反して、本篇はまさにヒポクラテス時代に逆行するものである。
＊

もっとも、ゞコルテルの臨床態度はヒポクラテスの自然哲学的なものであり、本書でもヒポクラテスを引用した個所がいく
っかある。また、阿知波五郎氏もこれを指摘している。

現在も用いられている上腹側部ごｇ呂○自身旨日という言葉と、心気ごｇ９９島国が同じ語源から成り立っている

のはこうした考えから生じたことがよく分かる。本篇は医学用語の語源的意義からみれば重要な項である。

＊近近
代代
日日本
本外
外科
科学
学の
の成
成立
立一
一二六頁ゴルテルの医学思想

煩悶篇アンキシィタス

「煩悶ハ意識ノ疾ナリト釈スルノミ’一テ其症状ヲ説キ示シ難ク……」と「増訂」で書き始めているように、この篇では

訂Ⅱユ心如ハロ、Ⅵ丘厚町宕夕、甲二ｑ、単副Ｊザ』ゴ

現在の精神的な煩悶を論じているようである。しかし、これをしいて肉体的に説明しようと試みるために種々の無理が生
ずる・

煩悶の所在は内部の諸蔵器にあり、四肢関節に発する瘤痛とは自ら異る。

胃内に腐敗毒ｌいわゆる腐敗胆汁がうっ積して煩悶が発生するから、治療は吐剤を用いること。また、発汗剤や刺絡

で悪い汗や血をとることが煩悶の治療であると説くのは、在来の東洋思想と軌を一にしている。
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0

函》鉤

SeisetsuNaikaSenyo (3)
ToshioOTAKI

Intheearlypartofthel8thcentury,whenGorterwrote"GEZUIVERDEGENEESKONST''(Japanese
translation: "SeisetsuNaikaSenyo"),theiatrophysicaldoctorinewaspredominantinthemedicalcircles

ofEurope・ GiovanniAlfonsoBorellimaintainedthattheexistenceofasubstancecomesfroma liquid
dischargedthroughthenerves…･･･thesuccusnerveus…･･,whichwasa slightlymodifiedtheoryof the
Galenic "animal spirits''. Gorter, apupilofH.Boerhaave,hadasimilaropiniontothoseofBorelliand
WilliamCullen.

ThecontentsofthisbookincludeFebris(fever),Cachexia,Corruptio,Scheurbuik(includingscorbutus),
Zinking(catarrh),Winden(aerophagyandmeteorism),Icterus(jaundice),Melancholia,Hypochondria,
etc．

原著

１

齪零鱸群舞凱確昭和四十八年十二月

森鴎外の北遊記に見える軍医八木澤正雄

松木

森鴎外の北遊記の五月十五日（大正三年）の条に、「夜八木沢の母と姉来訪す」とある。
北遊記は鴎外が東北、北海道の各師団の衛生状態を視察した際の旅行記である。

時二十分上野を発す、八木沢石田の二軍医随行す」とあるのによってわかる。

八木沢というのはこの視察旅行で鴎外に随行した軍医である。これは上野駅を出発した五月四日の条に、「晴午前八

立図書館を訪ねた。八木沢の母と姉とが城東館に来訪したのはその夜である。

翌十五日の午前は輔重兵第八大隊及び歩兵第五十二連隊を視察した。午後は新寺町の天徳寺、徳蔵寺及び上白銀町の市

２

旭川から弘前へ到いたのは五月十四日で、宿舎は元寺町の城東館であった。

日に帰京するまでの十六日間の視察旅行の記録である。

大正三年五月四日に上野を出発し、途中仙台、盛岡に立寄り旭川から弘前、山形と各師団管下の連隊を視察して、十九

明

母と姉とが訪ねて来たのだから、八木沢軍医は必ず弘前の人に違いない。わたくしは鴎外の北遊記を読んで、鴎外に随
行した八木沢軍医が弘前の人であることをはじめて知ったのである。
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(1）

弘前市出身の医者や軍人ならそんなに数も多くないので、大抵は知っているつもりでいたが、今までに八木沢軍医につ
いては全く聞いたことがなかった。

３

おそらく当時鴎外の副官でもしていて、この視察旅行に随行したのであろうから、そのほかにもきっと鴎外と交渉があ
つた人に相違ない、わたくしはそう考えて当時の鴎外の日記を見たのである。
そうしたところ大正三年十月十日の条に、

「土晴西沢行蔵、八木沢正雄と共に伝染病研究問題を討究す」
という記事があった。これで八木沢軍医の名が正雄であることがわかった。
これが鴎外の日記に八木沢軍医の氏名が見える最初である。

次いで大正三年から翌四年へかけて、鴎外の日記に八木沢正雄の氏名が次のようにみえ、最後が大正四年八月二十四日
である。

大正三年

十月二十四日土朝福原文部次官の大島陸軍次官に与ふる書に、西沢、八木沢を伝染病研究所に任用せんとする件あ
り、大島に意見を述べ次いで西沢を呼びて諭す所あり。

十月二十五日日朝西沢、八木沢研究所に性きて帰途来訪す。
十一月六日金西沢行蔵、八木沢正雄伝染病研究所へ引継に往く。

火晴八木沢正雄が洋行の事を大臣に言ひて許さる。

十二月十五日火晴寒退く青山胤通に書を遣って八木沢正雄の事を言ふ。
大正四年
三月二日
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七月一日木晴山田隆一に八木沢正雄の事を言ふ。
八月二十四日火陰夜八木沢正雄留別の宴を富士見軒に催す予も往く。

これによってみれば別に鴎外の副官ではなく、伝染病研究所の移管に際してその衝にあたり、のち鴎外の推挙によって
留学した人のようである。

わたくしは弘前市出身の軍医で鴎外と交渉があったことにとくに興味を覚え、是非とも八木沢軍医の人となりや経歴な
どを知りたいと思った。
２北遊記には蝿重兵第八聯隊とあるが、これは第八大隊の誤りである。

１鴎外全集著作編随筆第二十三巻昭和二十六年岩波書店。
３鴎外全集著作編日記三第三十二巻昭和二十八年岩波書店。

く

人に尋ねるにしてもちょっと見当がつかなかったので、その前に何か手許にあるもので、凡そのことがわかるものがな
かろうかと考えた。

弘前出身の軍医ならきっと弘前の中学校を卒業しているであろう。そう思いながら弘前中学校の同窓会の名簿を繰って
みたのである。

すると果して八木沢正雄の名があった。明治三十二年の第十一回の卒業生である。しかしすでに物故しているので、単

にその氏名が記載されているに過ぎなかった。わたくしは同期の卒業生の中に誰か知っている人でもないかと名簿を見渡
したが、知っている人は一人もなかった。
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2）

明治三十二年と言えば、北清事変のあった明治三十三年の前年にあたり、例の青森の歩兵第五連隊の雪中遭難事件の年

年前
前で
であ
ある
る。。この年の卒業生はわずかに二十八名で、その大半はすでに物故して生存者はいくらもなかった。考えて
の三年

まで
でも
もな
なくく
みる
るま
、、明治三十二年の卒業なら現在では少くとも八十才以上になっている筈である。生存者の少いのもまた当
然のことである。

八木沢軍医の卒業した明治三十二年の前年の卒業には、新潟医科大学で小児科の教授をされた岩川克輝博士があり、ま

たその翌年の卒業には地質学者の大湯正雄博士や、植物学者の郡場寛博士などがおられた。

さらに当時医者になり軍医として陸軍省に勤務しているからには、多分東京大学医学部（当時医科大学）でも卒業して

いるのではなかろうか。東京大学医学部の卒業なら、鉄門倶楽部の名簿にある筈だ。鉄門倶楽部というのは東京大学医学

部の同窓会のことである。そう考えて早速調べてみたら、果して八木沢正雄の氏名があった。明治三十九年の卒業であ

る。やはり物故者のため氏名しか載っていなかった。よもや東京大学医学部の卒業であろうとは全く意外であった。

明治三十九年は日露戦争の終了した年の翌年で、同期の卒業には結核の熊谷岱蔵博士や人類学者の長谷部言人博士など

がある。また前年の明治三十八年の卒業には、さきにも述べた弘前市出身の岩川克輝博士がおられる。

これまで弘前市出身の東京大学医学部を卒業した人と言えば、明治十二年の第二回卒業に佐々木文蒋がある。伊東重が

明治十九年の卒業で、次いで小野芳甫が明治三十六年、次が岩川克輝で明治三十八年、それから明治四十三年卒業の斎藤

周蔵であるとばかり思っていたのだが、このたびはじめて岩川克輝博士と斎藤周蔵博士との間に、八木沢正雄軍医が卒業
していることを知って、はからずもわたくしの先輩であることがわかった。

岩川克輝弘前市出身明治三十八年東京大学医学部卒業医学博士新潟医科大学教授昭和十九年没六十五才

大湯正雄弘前市出身明治三十九年東京大学理学部卒業地質学者理学博士東北大学理学部助教授大正十年没
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四十才

郡場寛青森市出身植物学者明治四十年東京大学理学部卒業理学博士京都大学理学部教授昭和十八年シン
ガポールの昭南植物園長昭和二十九年弘前大学学長昭和三十三年没七十四才

佐々木文蔚弘前市出身明治十二年東京大学医学部卒業海軍軍医大尉となり、明治二十五年フランスから駆逐艦千

島の廻航帰国の途中、愛媛県沖で英国軍艦ラヴエンナ号と衝突沈没旬職した。四十一才。

伊東重弘前市出身明治十九年東京大学医学部卒業帰国開業弘前市医師会長県医師会長弘前市長を歴任、
大正六年に代議士となる。大正十五年欧米旅行の途次パリで客死した。七十才。

小野芳甫弘前市出身明治三十六年東京大学医学部卒業帰国開業昭和二十三年没七十八才。

斎藤周蔵南津軽郡五郷村出身明治四十三年東京大学医学部卒業伊東重の女婿医学博士開業弘前市医師会長
昭和四十四年没八十六才。

３

Ｊ

それから数日経って古雑誌などを整理していたら、偶然大正八年の弘前中学校の校友会報が出て来た。開校二十五周年

の記念号で、わたくしが中学四年の時のである。何気なく手にとってページをめくってみたら、巻末に同窓生の名簿が載
っていた。

明治三士一年の卒業生の氏名を見たら、八木沢正雄の氏名が見出された。陸軍二等軍医正東京大学助教授伝染病研

究所技師とあった。これで大正八年には存命中であることが判明した。これをさきの鴎外の日記の記事と照合してみれ

ば、のち陸軍省を罷めて伝染病研究所へ専任することになり、東京大学附属の研究所だったので助教授となって、同時に
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軍医も兼ねていたことが知られる。二等軍医正と言えば、中佐相当官である。

従来北里柴三郎博士が所長として運営してきた伝染病研究所を、大正三年十月大隈内閣の時に、それまで内務省の所管

だったのを文部省に移管し、東京大学に所属させ、医学部の附属としたのであった。この移管には当時陸軍省医務局長だ

４

寺イザワ

った鴎外もまた関与するところがあった。

これについては陸軍軍医学校教官の西沢行蔵の追憶談がある。西沢行蔵はわたくしが東京大学医学部に在学した大正の
末年ころの教授で、伝染病研究所に勤務した。

大正三年十月末に余と八木沢軍医とは局長（鴎外）より招致されて急遠医務局に出頭した。

余等は敬礼してテーブルに近づくと、すぐにそこの椅子を勧められた。局長はいつもの通り侭然たる態度であった
が、少し改まった口調で大体左の如く話し出された。

「青山と北里とはドーモ平素から仲が悪くてネー、今度愈々伝染病研究所を大学に移管することになるが、北里はこれ

を承知しない。研究所員は総辞職をするといふので、今後の血清製造を引受けるものがこちらにない。緒方は出来ぬと

いふので青山もハタと困ったが、今更ドーすることも出来ぬ。ソコデ陸軍から君達を出すことにしたいのである。是非
ヤッテ貰ひたいのだがドーダ」

全く夢想だにもしたことのない意外のことで、唯詰然として何等の御返事も出来ないでゐると、局長のあとを受けて
山田課長が緊張して話し出された。

「馬を免疫して行く位のことは、少し秩序的にやれば左程六ケ敷いことでも無いでせうが」

そして我々の返事を注意して待って居られた。我々の動悸はまだ続いて居た。この時局長は顔を和げて言われた。
「やって見れば出来るものだよ。出来なければソレまでで、仕方がないでないか一
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局長の腹はもう定ってる。コーなっては最早姥れて後己むまでであると、潜在せる決心がムラノ、と起った。八木沢

軍医を顧みて目と目が出合った時、八木沢の眉宇の間にも覚悟の色が閃いて居た。我等の本分として最早何等陦路すべ
きでない。そして漸く次の如き言葉を以て御答へ申し上げた。

「自分共で出来る丈の事は何処までもやります。然し自分等の腕には大難事業と思ひますから、一両日の間よく考へさ
して戴きたいので御座います」

然し実際には前後のことも何も考ふる暇がなく、無意識の問に言ってしまった。
局長は簡単にそれがよいと大きくうなづかれた。

これが十月二十四日の鴎外の日記にある「西沢を呼びて諭す所あり」の詳細な内容である。

この時鴎外に招致されたのは西沢と八木沢との二人であったが、日記には西沢とだけある。実際に鴎外と談話を交した

は終
終始
始西
西沢
沢た
ただ
だ一人で、八木沢は最初から最後までただの一言も発しなかった。それで日記には西沢の氏名だけが記載
のは
されたのであろう。

実際に伝染病研究所の引継ぎが行われたのは、十一月六日であった。当日の日記には「西沢行蔵、八木沢正雄伝染病研
究所へ引継に往く」とある。

伝染病研究所での血清製造の仕事は、最初から西沢、八木沢の両軍医が担当して行った。「引継ぎを受けてからは余等

は必死の勢を以て作業に着手した」と西沢の追想談にある。当時の苦心まことに思うべきであろう。

十一月六日には文部次官の福原鐙次郎が伝染病研究所の所長に新任され、東京大学医学部の横手千代之助（衛生学）、

林春雄（薬理学）、長与又郎（病理学）などの諸教授、事務担当の二木謙三、西沢行蔵、八木沢正雄などの人々が、とも
に伝染病研究所に出向いて引継ぎを終了した。
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これらの諸教授はいずれもわたくしの在学中に講義を担当された先生方で事務担当の二木謙三博士はのち教授になら

れて、伝染病学の講義をされた。二木博士は周知のように赤痢菌の駒込Ａ菌Ｂ菌の発見者として知られ、また魚咬症の研

究で名高い人である。ことに伝染病媒介者としての魚についてのお話は非常に面白く、宛然魚哲学の概があった。

大正三年十二月十五日の日記には、「青山胤通に書を遣って八木沢正雄の事を言ふ」とあるが、その書簡が全集に収載
されていないので、内容は不明である。

青山胤通は東京大学医学部の教授（内科学）であったが、福原鏡次郎の後を受けて伝染病研究所長となった。それで伝

染病研究所に於いての八木沢正雄の身分について、青山胤通に謀るところがあったのであろう。
翌大正四年になってからは、八木沢正雄の留学が問題になった。

「三月二日火八木沢正雄が洋行の事を大臣に言ひて許さる」
大臣とは時の陸軍大臣岡市之助のことである。

また七月一日の日記には「山田隆一に八木沢正雄のことを言ふ」とある。山田隆一はさきにもあるように、当時の陸軍

省医務課長であった。八木沢正雄の留学の件について、何か具体的な話でもしたのであろうか。

その後八木沢正雄の留学がいよいよ決定したのであろう。八月二十四日にはその送別の宴が開かれて、それに鴎外が出
席した。

これによってみれば八木沢正雄は日ならずして留学の途についたわけであるが、その後の鴎外の日記には八木沢正雄に

関する記載は全く見られない。おそらく留学中鴎外との間に文通もあったであろうし、また帰国に際しては挨拶などもあ

◎

ったものと思われるが、それらについては片言隻句も見られないのは、またどうしたことであろうか。全く不思議に堪え
い

とにかく鴎外が部下の軍医の留学について竝竝ならぬ配慮を示しているのは、ほかには全く見られない異例のことでは

な
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なかろ学っか。

これも畢寛伝染病研究所の移管に際して、陸軍の責任に於いて治療血清の製造を引継いだ関係上諺これに関する新しい

知見と技術を導入する必要から、八木沢正雄を留学させてその衝に当らせたものと考えられる。
この点八木沢正雄自身の努力もさることながら、非常に恵まれた人であったと思う。

４軍医としての鴎外先生山田弘倫昭和九年医海時報社

４

７
く

八木沢正雄は帰朝後二等軍医正に昇進し、東京大学医学部助教授となり、軍医学校教官を兼ね陸軍の防疫を担当して活

躍したが、大正十年一月三日に死去した。鴎外の逝去は大正十一年七月九日であるから、鴎外に先立つこと－年六ヶ月で
←《》づ（）０

大正十年はわたくしが新設の弘前高等学校（官立）へ入学した年である。八木沢正雄は明治三十九年東京大学医学部を

卒業して以来、東京に在住しその社会的地位もまださほど高くはなかった。しかも大正十年一月に死去したので、わたく
しが知らなかったのもまた当然であった。

葬儀は陸軍軍医学校で行われた。その際に臨時脚気病調査会の弔詞を山田弘倫軍医が書いて鴎外に呈出した。これには

鴎外の訂正加筆はなかった。この種の案文で鴎外の訂正加筆がなかったのは、ただこの一文だけだったということでぁ

これによって八木沢正雄はまた臨時脚気病調査会の委員であったことがわかる。

0

脚気の問題は明治の初年から朝野を挙げて関心がもたれ、ことに陸軍に於いては患者が多発して兵員の損耗が甚だしか
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る

ったために、早くから調査機関の設立が望まれていたが、明治四十一年になって漸く臨時脚気病調査会が陸軍に設けられ

た。当時はまだビタミンＢが知られず脚気の病因については模索の域を出なかったが、その後ビタミンＢが発見されて、

脚気の本態が明らかとなり、その治療及び予防が確立されるに及んで、大正十二年この調査会は廃止された。

以上手許にある文献によって、およそ八木沢正雄についてこれだけのことがわかった。

八木沢正雄は弘前市出身、明治三十二年弘前中学校卒業、仙台の第二高等学校を経て明治三十九年東京大学医学部を卒

業した。軍医として鴎外の医務局長時代陸軍省に勤務、大正三年五月鴎外が東北北海道の各師団の衛生状態の視察旅行に

随行して弘前に来訪した。十一月に伝染病研究所の移管に際して、事務引継ぎにあたり主として治療血清の製造を担当し

た。大正四年八月鴎外の推娩によって留学した。大正八年には二等軍医正となり、陸軍軍医学校教官及び東京大学医学部

助教授として、伝染病研究所に勤務した。また臨時脚気病調査会委員となった。大正十年一月三日死去した。

く

はないと思ったからである。

ナカチヨウシタマチ

した
た人
人で
では
はな
なか
かろ
ろう
うかか。。もしも上町出身の人であれば、わたくしが上町に居住している関係上、今までに知らない筈
関係し

れに反して上町方面は商家が多いために進学する人が少い。したがって八木沢正雄もおそらく下町方面の人で、旧士族に

ウワ

明治から大正へかけて上級の学校へ進学して名を成した人は、たいてい中町下町方面のもとの士族街の人に多い。こ

わたくしはどうにかしてこのことを確めたいと考えた。

北遊記の記事によって鴎外が来弘した大正三年当時には、八木沢正雄の母と姉とが生存していたことが明らかである。

5）
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それに八木沢姓は弘前でもそんなに多くはない。ことに上町では聞いたことはなかった。茂森町にたしか八木沢という

商家があったことを思い出したが、商家と軍医とではちょっと関係がありそうにも思えなかった。

あとで調べてみてわかったことであるが、そのほかに弘前には八木沢姓の家が三四軒ある。いずれも下町に限られてい
て、八木沢正雄とは直接関係がなかった。

それからしばらく経ったある日、母の親しくしている古川きよさんが見えた。古川きよさんは茂森町の出身で、母と高

等小学校が同級だった。また県立弘前高等女学校の第二回の卒業生（明治三十八年）で、ながらく仙台で女学校の体育の

教師をしていた人である。とくに弓が特意だった。明治から大正へかけて俳人として知られた木村横斜と同人の俳人古川

天
天仙
仙 （武英大正十一年没五十才）の妹である。ひろく全市にわたって親戚や知人をもち、下町方面の事情にも精しか
った。

それでわたくしは古川きよさんに八木沢正雄のことを尋ねてみたのである。
古川さんはちょっと考えた。

「軍医の人があったかどうかはわかりませんが、たしかもと百石町と覚えていますが、八木沢という家がありました

よ。今福島というお医者さんのあるあたりかと思います。あそこの八木沢ならもと士族で、なんでも專徳寺（新寺町）

の先年なくなったお母さんが出た家だと聞いていました。その方に弟さんがあります。軍人ですが軍医ではありませ

ん。その方もとうに亡くなりましたが、その奥さんはまだ達者で東京におります。八木沢てるさんと言ってもと楠美と

言いましたが、わたくしと女学校が同級です。なんでしたら専徳寺さんへ聞いてみてあげましょうか」

きっとその八木沢に相違ない。わたくしは心の中でそう思った。そして專徳寺へ聞き合せてくれるよう古川さんにお願
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いした。

翌日古川さんから返事があった。

「やっぱり八木沢という軍医の方は専徳寺の亡くなったお母さんの弟さんだそうですよ。専徳寺のお母さんには弟の方

が二人あって、さきの方は軍人で次の方が軍医だそうです。今ではその方も亡くなって、家族の方は東京に居るとのこと
です」

専徳寺の母というのは、鴎外の日記に「夜八木沢の母及び姉来訪す」とあるその姉だなと、わたくしは咄瑳にそう思っ

た。それで八木沢正雄の遺族のことなど、長兄の奥さんのてるさんに問い合せて下さるよう古川きよさんに重ねて依頼し
た。

そして日が経つにつれて八木沢正雄の系族が次第に明らかになってゆくのに、少からざる興味を覚えた。

（未完）
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原著

（で１）

譲電難癖‐鰐筑酷昭和四十八年五月二十五日受付

アルブレヒトと「箱館の医学地誌」

松木明

前槁で記した通り箱館のロシア領事館に所属していた医師アルブレヒトについての詳細は知られるところが少ない。し

かし筆者がミシガン大学に留学中、偶然にも彼の論文しかも箱館の医学地理とも言うべき非常に興味ある論文を発見し

た
。
←た
。本
寺 論文はこれまで日本に紹介されておらず、しかも医学と関連した事項が述べられているのでここにその大意を紹介

この論文は一八五九年（安政六年）七月十五日に書かれたものである。雑誌は旨①ａｏ目の目①国①詳巨目ぬ困巨め⑳盲目印（聾．

する。

需芹①３９愚）第十六巻、三九七、く三九八頁、一八五九年で、題名はゞ言①ｓｏ旨尉呂ｌ弓○℃。四ｇご印呂①ゅ目①Ｈ出農。§烏

ご
面ロ
。四
閏目
］〉
》》
》とと
冒冒
ああ
るる
。。
汗なお「箱館」（国鳥○号扇）を←《国鳥目且①ゞと濁って記しているのは人々の発音をそのまま文字に
表わしたものであろう。

論文によるとアルブレヒトは教会所属の医師として一八五八年（安政五年）十月末に箱館に赴任し直ちに教会の人ばか

りではなく、日本人の患者をも診療したようである。さらに日本の医生を三人程使い、彼らに医学を教えながら外来に押

し寄せた患者を治療している。三人の医生がだれであるか知るよしもないが、一人はオランダ医学を学んだことがあると
い》っ。

当時箱館の人々の間では眼疾と梅毒が多かった。疫病は少なく極めて少数例ながらマラリアを観察していると記してい
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知

るのは興味深い。人体解剖については言及していない。

この他箱館の気温や地形、風土、食生活などにも彼の筆が及んでおり、短い論文ながらも北海道の医学史を論ずる上に
極めて重要な資料であると思われるので、左にその大意を記す。

日本箱館の医学地誌

日本におけるロシア教会所属医師アルブレヒトからの通信
一八五九年七月十五日。箱館

昨年十月末に当地に赴任したが、本年四月より私の医師としての業務が非常に拡大をされたので、私の生活について貴
誌に報告する。

箱館に到着してすぐに箱館の知事（奉行のことかｌ松木）に日本人の患者を診察し薬剤の投与をしたい旨申し出た。両

方とも無料である。私は日本人医師に仕事をさせ、彼等はまた私に相談することが出来る。このためまず江戸から許可を

求めなければならなかった。開業当初幸運にも二例の水腫病患者を治癒せしめたが、これらはいずれも日本人の医師が治

療出来なかったもので、このため私の医術の尊敬と信用を集めることが出来た。このことを日本人の医師が報告したので

私の外来臨床講義と共に外来も同様に可能になった。間もなく二人の医生が毎日来たが、彼らは単に助手というばかりで

なく実施訓練生でもあった。ところが患者が殺到してすべてを診察投薬することが不可能となったので、私の指導の下に

多くの患者を彼らに任せることにした。これらの日本人の医師は建物の非常に低い階に居住しているが、この建物は病院

とは思えない程のものである。三人の中で一人はオランダ語を少し解し、われわれが用いる多くの薬も知っており、これ

らをオランダ医書から学んだ種々の適応症に用いている。江戸には数年前オランダ人によって建てられた医学校が一つあ

る。若い医学生は家族の如く年配の医学生について勉強する。解剖は時々犬の屍体について行われる。産科手術の如き外
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科手術は余り行われない。前述の三人の中一人は他より少し才能があり忍耐強いので私は特別に指導し彼は私についてロ

シア語を、私は彼について日本語を学んでいる。私は日本語が大分上達したので患者と話しても分るようになったが筆記

だけはうまくない。私が治してうまく行ったのは大低年老いた難破船の船員のケースであり、いずれも日本の医師が治療

に失敗したものであった。とくにしばしば見られる疾病は眼疾と梅毒である。両者とも非常に慢延しているのであるが私

はあまり観察していない。売淫も非常に多いが当然のことながら医学警察による警告もない。もし日本人が眼疾に罹り神

にも見放されたら、日本の医師も全く手の施しようもない。そしてたとえ両眼でなくても片眼はつぶれるのである。すべ

ての種類の角膜の混濁などと同じ様に良性のブドウ膜腫に対しても人工的に瞳孔造設術を行っているのを数多く見ている

が、私はこのようなことを一例も試みることは出来ない。現在もなおわれわれはある寺の非常に少ない室数のところに居
住しており、さらにこの冬領事が建てる家に引越す見込みもない。

その上今のところ下級軍医が一人足りないため医師にとって決して楽しい仕事でない処方茎書きなどを私がしなければ
ならない。領事館の建物を日本の患者達はまるで野戦病院の如く思うであろう。

眼疾が非常に多い原因として生活様式があげられる。梅毒もまた然り。とくにすさまじい西風、西北風が吹いて寒冷が

厳しくとも日本人は火鉢の側に座し暖炉を知らない。暖ったままで戸外へ出るが、半分も剃毛された頭を寒風に晒すので

ある。うつたいや炎症が生ずるのも当然であろう。妻たちは眉毛を剃り落している。梅毒に対しては彼等は甘禾を与えて

おり、稀に昇求も投与している。水銀使用上の注意は皆無でありそのために恐ろしい後遺症が起っている。頭蓋、脊椎、

下顎のカリエスをすでに私は見ている。水銀剤で治らない例に対して私はヨードヵリを用いている。梅毒性の皮膚性疾患

はあまり観察していない。家族性の疾患は折癬である。上流の家の人々においてすら見られる。疫病は少なく、箱館はそ

の地形からいって空気の停滞がないためであろう。マラリヤは少ないと思われ、私の妻と娘を除いて四月から二、三例観
察しているに過ぎない。風土順化によるものであろう。
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さて私の気象学の日誌から二、三の事を記す。（一八五八年）十一月最高気温（＋）届．昭○最低（１）昭。（以下同様

に最高と最低）。十二月、（＋）亀。と（１）３○一月（一八五九年）（＋）吟電○と（１）蛸。平均（１）いｓｏ○二

月、（＋）刃噌。と（１）電○平均（１）］旬。○三月、（１）局面。⑦と（１）噌○平均（＋）騨翰。（これは誤りならん

ｌ松木）。四月、（＋）扇面。。と（＋）唱ｏ平均剴切○五月、（＋）届。。と（＋）卸噌ｏ平均（＋）邑卜。○六月、

（＋）忌め。。と（十）式噌⑦平均国司６七月（十五日現在）（＋）国＆。ｏと（＋）匡勘。○五月から雨多く、静かな

海から東風が霧をもたらす。六月には雨の日が十五日、七月の今日まで雨の日は八日。冬期雪が多いが、風が強いので積

らない。このため道路は悪いそり道となるが日本人はこれを利用しない。高さ二○○フィートの山の傾斜面に存する箱

館は南にかけて高い山脈によって護られている。このためここでは風向きが二つよりない。秋、冬、春には西風つまり北

西風又は南西の風だけで霧は発生しない。五月からは東風でこれが霧をもたらす。箱館の郊外はとくに美しいとは言え

ず、いたるところに高山があり、ゆるやかな傾斜をなして数露里（一露里は一○六七米Ｉ松木）で海に至る。所々に険し

い場所があり海からは登れない。夏は雲が少ない。ここでは植物は少なく、故国における様な美しい牧草地もない。

農業について内陸深くまでは行われておらず、唯箱館から二五露里ほど離れたある村で米を作っている。大根はロシア

より多く用いている。日本人は有毒なものを除いて海産物を食す。すべての貝類、数え切れない程の木の根や植物、海藻

などは乾燥してスープとして調理する。われわれの妻たちをも含めて領事と共に三十露里も離れたところへ二、三度馬で

ハイキングに行ったことがあるが、夕方にはまた馬で帰った。特に美しい場所に行ったわけではない。同様に私は仕事を

するため町で馬に乗る。車は道を通るのに困難であり、また車は少ない。すべてのことは人力によってなされるかあるい

は荷役馬によって運搬される。ここでは同胞は少なくない。冬には二隻の軍艦が入港したし、六月からは多くのロシア船
が入港したためしばしば晩餐会があった。
注意、軽い地震三回、一月三日、二月十三日、四月十四日。
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@$MedicalTopographyofHakodateinHokkaido''
byDr.Albrecht
AkitomoMATSUKIM.，．

Thisreporthas as itsaimto introduceDr., Albrecht'spaper entitled "MedicalTopographyof
HakodateinJapan"whichappearedin:GMedicinischeZeitungRusslands"(St.Petersburg)29:397-398, 1858.
Accordingtothispaper,Dr・ albrechtcametoHakodateasanattendingphysicianto theRussian
ChurchinHakodateat theendofOctober, 1858andwrotethepaperonJuly15, 1859.

Soonafterhisarrival, heopenedaclinic totreat anumber of Japanesepatientswhile teaching
medicinetothreeJapanesemedicalstudents.

Hereportedthateyediseaseandsyphiliswereprevailant among inhabitants ofHakodateat that
tlrne・

althoughhetreatedseveralcasesofmalaria, hereportedthatepidemicswererare.

Althoughnothingissaidaboutperforminghumancadaver dissection, thispaper isan important
documentforthestudyofthemedicalhistoryofHokkaido.

(DepartmentofAnesthesiology,UniversityofHirosaki, SchoolofMedicine,Aomori-Ken, Japan)
のいめ

原著

態零蕊密軽卦膳昭和四十八年十月三十日受付

（１）（２）

松木明

弘前大学医学部麻酔科

エルドリッジの計報

』

⑦。ぐ①門自白①口諄・四国ロ。己幽ご画胃四目○口ロ斤○由乏○円声言い①茸言い再め○三房ｇ５ｐＣ【ず○○戸⑳四国Ｑ己四℃①例日ｓＯＲＱの門．

四○乏四ａ呉君幽普言嗅○口．函①君四い号①笥里］号田口四国具昏①シ頤凰ｏ巳冒禺里己①己四耳目①昌具牙①ご昌房竺塑胃の印

ｏ昌昏①印国廟ａ⑦①ロ関巴弓毒○日“切四ゆめ巨託、①○己Ｉの①口角巴．国①君四ｍ目⑦×芹四℃ロｇ貝⑦Ｑ８号①め冨壺具⑦①ご閏里○．○・

臼勺ご両。①言三四冒届おゞロ①①昌臼①Ｑ吾①ご昌房Ｑ望幽蔚切シロョ望曾弓①四ｍ①具目》四口Ｑ沖。日届段弓馬＄ず①画且①Ｑ

四コ旦四ぐ庁①１勺昂印丘①貝呉言①の凰山Ｉ氏君巴〕ＯＲｍｏｇ①ござ門牙①シ・ぐ四口。①ョ①昌呉旨①島。巴⑳ｇ①目用言旨石臼〕・国。国冒

ｐＨ．、ご国風同匡吋昼頤の》写①ａ①ＱＨ①。①ロ芹ご呉昌○戸巳国白色》尹国い四目①日ご①同具昏①⑦①ロヰ巴の四日圃円望国○四門口具］四℃四房

国昌註の置皀畠①ａｎ里］（旨門口里（得》画吟揚』①一画）

ＱＰ冨吟）にその氏名を求めたので紹介しようと思う。

筆者は欧米の医学雑誌を探索し国三豊旨①ｇｏ巴］（〕巨日巴（国冨ごと］◎巨冒里呉ショ①ｐ８ｐ宮①島の畠渥印ｍｏｇ昌○目

ないと思われる。

ドリッジは横浜で死亡したのであるが、彼の死が外国でどのように取り扱われたかを知るのも彼を評価する上で看過でき

所謂お雇い外国人の一人であるアメリカの医師スチューァート・エルドリッジについて拙稿の中で簡単に触れた。エル

知
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DuringhisresidenceatWashington, andwhilestillonGeneralHoward'sstaff, theyoungofficerenteredon
thestudyofmedicine, andobtainedthedegreeofM.D・fromtheoldGeorgetownFaculty. HewasimmediatelyappointedDemonstratorofAnatomyinhisCollege, apostwhichhecontinuedtoholdtillhewent to
JapanasSecretaryofascientificmissionunderGeneralHoraceCapron. ThepartyreachedYokohama in
August, 1871. Dr.EldridgewasappointedbytheJapaneseGovernmentSurgeon-GeneraloftheKaitakushi,
andwasstationedatHakodate. Thereheestablishedamedical schoolandeducatedmanyJapanese;healso

treatedpatientsinahospitalattachedtotheschool. HealsopublishedamagazineentitledKinsei-I-Seton
(ModernMedicalScience),whichwasdistributedamongthemedicalpractitionersinHokkaido,andserved
toadvancemedicalknowledgeinthenorthempartofJapan. In l875Dr. Eldridgesettled inpractice in

Yokohama,whereheremainedinactiveworktillhisdeath. Heheldmanyoffices,includingthatofDirector
of theGeneralHospitalofYokohama. HewasappointedaMemberoftheCentral SanitaryBoardby the

JapaneseGovernment inl883, Hisservicestothecauseofmedical andsanitaryprogress in Japanwere
recognizedbytheEmperorofJapan,whoconferredonhimtheFourthOrderofMeritinl897,andtheThird
OrderofMeritnotlongbeforehisdeath. AmongDr.Eldridge'scontributionstomedicalliteraturewerepapers

onBeri-Beri, ontheArrowPoisonoftheAinos, onEchinococci intheFemaleBladder, on theOccurrence
of lnternalAneurysminEuropeanResidents inJapan, ontheUbiquitousMicrobe, onPlague, etc.
JournalofAmericanMedicalAssociation(37:1476, 1901)

theUnitedStatesConsulGeneral,Yokohama, Japan, isdead. Hewas anativeofNewJersey, lived in

【＠ぬ

StuartEldridge,MD.,ActingAssistantSurgeon,U.S・Marine-HospitalService, onduty in theoificeof

雪四巨弄①ゅ写四．重軍》甘舜印①く閂巴］⑦胃晩．曽己乏閉囚津①Ｈ乏四ａｎ○日５９①空言且吾吾のシ四一ａ三目局巴己①己肖目］①貝．弓閉冨罠晶‐

８口．胃口昌、己．壷①尋①巨弄さ］鈎己國邑乏詳一目⑦①目①円巴国○時色。①○四壱園○房四【己君四印画陣①う三四Ｈｇ①日亘○君の・ず］津５］四℃騨口の印①

ｍＯぐ①【ロ日⑦日》四目ｇｏ凋四昌嗣①Ｑ｝５⑩巨冨病日国四戸○旦呉①色目Ｑ里印①夛会Ｒ①．国①葛幽ゆ幽閉侭目①Ｑ８２』ご言昌①穴旦国日幽旨
』、④吟。

（３）

ＢＭＪの方の記事は石橋長英、小川鼎三著「お雇い外国人」の中に見えるエルドリッジの記載と順序は多少異なるが内

容はほぼ同一である。唯ＢＭＪの方では彼が米国農務省の第一番目の司書になったと記されているが、前述の書にはな
い。ＢＭＪでは「近世医説」を「言目印①ｚｌめ①３口」と誤記している。

ＪＡＭＡの記事は極めて簡単であり、他書と異るのは一三－ジャージーの生れで後ウィスコンシンに移ったとあるだけ
である。

アメリカ人の医師でありながらその死に関してイギリスの雑誌の方がアメリカの雑誌よりも多くのスペースをさいてい
（４）

るのが注目される。

このことはアメリカの雑誌注目①己８口旨昌邑巴具冨①ｇｏ宮①よりもイギリスの雑誌Ｆ四月里の方がより多くの日本に

関する記事を掲載していることと同じではないかと考えられ、イギリスが日本に関して当時相当の関心を有していたこと
を示すものであろう。

石橋長英、小川鼎三「お雇い外国人（第九、医学）」、一六四頁鹿島研究所出版昭和四四年九月

松木明知北海道における人体解剖の事蹟日本医史学雑誌第一六巻第二号昭和四五年六月
松木明知アメリカにおけるエルドリッジ日本医事新報二三九二号昭和四五年二月二八日
1

文献
2

松木明知ランセット誌（一八二三’一九○○）に現われた日本未発表

3
4

362

ObituaryofDr.StuartEIdridge
AkitomoMATSUKI

Thel902issueoftheBritishJournalofMedicine reportedthedeath inYokohamaofDr. Stuart

EldridgewhowasanAmericanphysicianlivinginJapan, mentioninghis career in theUnitedStates
andJapan.

TheAmericanJournalofMedicine(1901)also reportedhis death, however, itwasonlyashort
paragraphonhismedicalactivity. Judgingfromthis, hewasmorehighlyregardedinBritain than in
theUnitedStates.

師やめ

医史学紀要
AnnalsofMedicalHistory
V()lumesl-10(1917.1928)

Quarterly

NewSeries

Volumesl-10(1929-1938)

Bimonthly

ThirdSeries

Volumesl-4 (1939-1942)

Bim()nthly

編集:F.R.Pa(Jkard.(主幹）

H･CIIShin9｡F.H.Gar,･ison､A.C･Klel)s(他）
NewYork,PaulB・Hoeber,Publishers.
全24巻原本完全揃い

￥180,000

HistoryofMedicine in theUnitedStates(1901)の著者である
パッカード氏をはじめ、ギヤリソン氏、その他の米国医史学界重鎮
が編集にあたった、医史学研究に必須な文献。
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中国医学史(紀元前から1932年まで) I
HiStoryofChineseMedicine

MWW"壗藻|美著 1
I

1973年ニューヨーク刊（原本1936年一第2版一上海刊) !
\14,850

!
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ご注文と医学史に関する古書のお問い合せは、雄松堂書店古書係へ

雄松壷書店
………〒‘…｛,"‘”
WUgmm関西営業所京都市中京区二条通河原町東入ル京都書店会館内
〒604電話075(222)0165(代）

原著

医史学と私

繩嘩霊嘆礎辨醍や峰雪＃ユ贈昭和四十八年九月二十二日受付

ノ

１
－Ｊ

胃乏①昌さ岳①国．三・○．諺．具ごござＲ巴ごゞ８房胃讐①一開冒３号ｏ貝詞匡号罵言Ｒ冒急ごｐＨ．甸旦旨画昌葺．岸

ないのであります。大正十年というと一九二一年ですが、その十月二十六日のところ、農．君＆旨①旨昏①①：昌昌ｍ

伯理一郎先生の英語で書いた日記がお話にでておりましたが、ああいう詳しいものでなく、字も下手だし、文章もうまく

日記が残っています。京都の第三高等学校の二年から三年生の時であります。まずい英語で書いております。この前に佐

く

一三高時代の私は一体いつ頃から医学の歴史に興味をもったのだろうと思っていろいろ調べてみました。大正十年の

しかし、それは医史学の重要性を次第に自分で見つけていったその過程を申上げることになるのです。
Ｊ

に入っていくのにどんなに陦踏したか、まあ何しろ決心するまでに大分時間がかかったということをお話するわけです。

が、なるべく間達がないようにできるだけ文献も調べたのであります。憾悔話というほうが当っているので、私が医史学

こに掲げましたような変った題目にしたのであります。これは雑談、私の想い出話でありまして、しかしその想い出話

たって山形会長から特別講演をしろというので、私は御挨拶の程度にして欲しいとお願いしたのであります。それで、こ

教授としてこの土地ですごしたのであります。第二の故郷とも云えます。そういうことで、今度の総会を仙台で開くにあ

私はこの仙台には非常に深い関係がございます。十三年間も東北大学の解剖学教室で初め二年間を助手として、あと助

鼎

言勝冒蔚蔚豊畠と書いてある。つまり、京都大学のＹＭＣＡに行って藤浪鑑先生のウィルヒョウに関する講演を問い
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川

て面白かつたというのであります。これが僕の日記の中で医史学に関する少くとも残っているものでは最初のものだと思

います。私はそのとき別才でしたが、その一九二一年の十月十三日はですな、ウイルヒョウが一八二一年十月十三日の生

れですから、正に生誕百年であります。その十月十三日に東大病理学教室においてウイルヒョウ生誕百年記念会が開かれ

て、京都から藤浪鑑先生がでてこられて東大の小金井良精先生とのお二人が講演して、また駐日ドイツ大使とか古在東大

総長が祝辞を述べるなど大変盛大な会を開いているのであります。藤浪鑑先生はそれから京都に帰って、二週間もたたな

いうちにＹＭＣＡで右の講演をされたわけで、内容が同じだったかどうか知りませんけれど、それを私はききに行って

岸急閉日蔚扁昌品とやってるのです。ここに天野重安という後の京大教授がまとめて出された「藤浪鑑撰集」という

本を持っております。その目次に鑑先生の十四の論著の題が挙っていますが、その巾で、大正十年の分は、「ルドルフ・

ウィルヒョウと社会医学」、「ルドルフ・ウィルヒョウ先生の事蹟一覧表」の二つであります。私の日記は簡単ですから何

を聞いたのかわかりませんが、まあ何しろこれに近いものをそのとき聞いたものと思います。実際に興味ふかく思ったに

違いないのは、それから一月もたたない十一月二十三日の日記に、冒昏①日。日日ぬい言昌巴冒蔚唱里四目Ｑ冒昏①

呉蔚日○○邑弓①貝８書①ｚＰｚ尿○口○》乏扁局巴冒侭言冨月冒君ｌ即応符とあります。ウイルヒョウ書簡集を買ったわけ

です。背に負月冒君１国凰凰①とありますが、中は日本文に訳したものであります。これを南江堂で買いました。まあ、一

月もたたないうちにこれを買ったことは、やはり藤浪先生のお話に相当な感銘をうけたものと思います。

そして面白いことには高等学校の時に買ったが、そのうちいつしか私の書斎から消えていたのであります。人に貸した

のをすっかり忘れていました。今から五年近く前になりますが、森於莵先生が亡くなられました。昭和哩年の末でありま

す。その直後に於莵先生の奥様から私に形見にといって三冊の本を下さったのであります。その中の一冊がウイルヒョウ

書簡集でその時、私は中を見ませんでしたがこれは私が昔、持っていたのと同じ装頓の本であり、なつかしいなと思った

のであります。そして家に帰ってから、その本を開けたらですな、最初の頁に小川蔵書と判．が押してあるのでありま
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す。東大の学生時代から私は森先生と特に親しくしていただいたのでお貸ししたにちがいない。それを奥様が気がついて

お返しになったのでしょうが、形見にといわれた。私は実に不思議な気がしました。すっかり忘れていたものが私の書斎

に返ってきたのです。しかしこの蔵書印はあまり古いものではない。戦後に先生が台湾から戻られてからお貸ししたのだ
ろう。あとで、幻燈で判．を押してあるところの証拠をお見せします。

藤浪鑑先生はドイツ留学の時にベルリンでウイルヒョウの教室で学んだのですから、大正十年の生誕百年のときに藤浪
先生がウイルヒョウの事蹟を発表されたこともきわめて自然であります。

またこの「藤浪鑑撰要」の最初には「某生に与えて医史学を論ずるの書」という論著が載っております。恐らくこの一

冊の中で一番大事なものであろうと思います。某生というのは誰だかわかりませんが、ある人に対して医史学の重要性を

論ずるのであります。それは大正四年の作でありまして、その大正四年は、富士川勝先生が「日本疾病史」によって京都

大学から医学博士の学位をうけた年であります。その年にこの某生はですな、どうして「日本疾病史」というごとき論文

で医学博士が得られるかと疑問を述べたらしいのであります。それに対して、藤浪先生が堂々と医学の歴史を知らなけれ

ば現在の医学の本質を知ることができないのだと論じているのでありまして、この議論は今日の私どもを教訓する点の多

い、実に立派な内容であります。解剖学を勉強しても発生学を知らなければ人体の構造は充分に理解できない。それと同

じで医学の発達史をぜひ私どもは知る必要があるのであります。その他、この論文には素晴しいことが沢山に書いてあり

ます。また、ウイルヒョウの細胞病理学は決して突如として世に現われたのではない。ゥイルヒョウの先輩のロキタンス

キーの液体病理学を知ることなくしてウィルヒョウの学説が解る筈がない。また、ロキタンスキーの液体病理学も大昔の

ガレン、そのまた昔のヒポクラテスの病理説と没交渉であると果して言えるであろうか、そういうふうに論じてありま

す。人類の歴史には絶えず疾病に対する人間の努力が現われているのであって、従って医学の歴史とは人間の文化の歴史

の反映に他ならないもので、即ち、文化史として医学史は大事なのだと主張されております。この論文は大正四年に害か
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れて、大正七年の中外医事新報に発表されたのであります。

私は三高の二年生の時はまだ医学に進むと決心してはいなかったのであります。私自身は植物学、植物生理特に光合

成というか葉緑素の研究をやることを中学の終り頃から考えておりまして、従ってこの頃はまだ医科に進む気がないので

あります。そして二年生の時に須藤新吉先生からヴントの心理学の講義を聞きました。私はその時にヴントの目瀞目○－

四切目①界胃ｇ旨嗅①に非常に興味をもちまして、その時から医科の方に傾斜するようになったと思います。やはり二年

生のときで、大正十年一月九日には永井潜先生の「生物学と哲学との境」を今日買ったと日記につけており、その月の二

十七日にはこの本を読了したと書いてあります。永井潜先生の「生物学と哲学との境」と「生命論」を読んで私は大いに
啓発されたのでした。

しかし、大正十一年に三高をでるまぎわまで、東大に入学願書を出す最後の瞬間まで植物にするか医科にするかという

ことで迷いました。そして最後に医科に進むと決定しましたのは雑誌「思想」に連載されました上野直昭氏の「ウイルヘ

ルム・ヴント想い出の記」という文章であります。それを読んで私は医科に進むことに決めたのであります。

その後五十年も経って上野直昭氏（昭和四八年四月十一日没、九○才）と日本学士院において休憩の時間に隣り合せて

坐ったことがあって、私が大正十一年の一月から二月あたりに雑誌「思想」に「ウイルヘルム・ヴントの想い出の記」を

お書きになったでしょう。あれが誘私のその後、脳を研究しようという方針を最後に決めたものですといいますと、大変

に上野先生も喜ばれたのであります。このヴントが集めておりました膨大な文献薄書物の類はこの東北大学の図書館本館

二以上が高等学校の頃のことでありますが、東大の医学部に入ってからの、私の日記は一部欠けています。上野図書

に所蔵されております。それは、東北大学の、また日本の本当に大きい宝物だと思います。
Ｊ
く

館に行って富士川勝先生の医学史を読んだと書いてあります。自分では先生の名著日本医学史を買っていなかったことは

確かで、何故、東大の図書館で読まなかったかと思いますが、私の東大二年の時に、大震災があり、図書館が全焼したの
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ですから、そんなことで上野の図書館で読んだのかもしれません。

山崎佐先生の医事法制の講義を聞きました。そこの日記を読みますと、法学士の講義は一風変っとって面白いなどと書
いております。この頃の日記は日本文です。

桑木厳翼氏の哲学史の講義を文学部に行って、これはそのころ医学部の方で時間に予裕ができますとちゃんと聴講願を

出して文学部に行って聴いたりしたのであります。桑木氏の哲学講義がペダンチックでないのがよいというような生意気

なことを書いてあります。どうも哲学の講義は京都大学でも少し聞いたのでありますが認難しくてさっぱり解らなかっ

であります。

た。
。と
た
とこ
ころ
ろ哩が桑木先生の講義はわりあいに解るようにやってくれたもんだから、このように書いたのではないかと思うの

医学部で医史学の講義はなかった。もしそれがあって試験もあればもっと早く齢東大の学生時代から医史学に興味をも

ったのでないかと残念に思うのであります。学生のとき勉強ばかりしとったわけではなく、遊びの時間も甚だ多かつた

が、医史学の授業がなかったことは今でも非常に残念と思っています。山形会長などは東北大学の学生の時から医史学を

よく勉強して沢山良い仕事を出されておりますので、私はそれに較べて恥かしい感じがします。また、あとになって非常

に惜しく思いますのは、私が生れました大分県の家、杵築の城下町にあって、井坂という姓でありますが、そこには筆写

したオランダ語の字引やら昔の医書が長持に沢山あったのであります。もし私が学生時代に医史学に興味をもっていた

ら、それを残すことができたのであるまいかと思うのであります。今はそれが全部失くなってしまいまして、やっと近年

になって襖の下張りをはいでヘンなものを見つけたりして喜んでおる始末であります。その下張りを調べて私の祖父井坂

玄琳が若い時は豊後日出藩の小川文之助であることが分りました。緒方洪庵塾の第二十五番、ですから早い方になりま
す。幕末から明治にかけて江戸や杵築で漢洋折衷の医を行なっていたのであります。

また藤浪鑑先生の撰集に戻りますが、藤浪先生は東大医学部で二年生の時、それは明治二十五年から六年にかけてです
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が、三宅秀先生の医学史の講義を聴いたとあります。某生が日本では医学史の講義がないではないかというた時に、自分

は学生の時に聴いたんだ。これは恐らく我が国の大学で最終の医学史の講義だろうとあります。そのあとなくなったとい
Ｊ

うのは、明治二十六年に講座制がはじめて帝国大学にできたのですから、そのため医学史の講義がなくなったのです。
く

三大正十五年に東大をでますと、私は直ちに仙台にまいりまして、解剖学教室の布施現之助先生に師事したのであり

ます。まず脳の解剖学を身につけて、その後で、脳の生理学をやろうと考えておったのです。それにはまず脳の解剖学を

知らなくてはならない。二年位で脳の解剖学が大体わかるだろうと思っていたのです。ところが、生理学をやる前に解剖

学をしっかりやるという考えは正しいのですが、二年位で脳の解剖がわかると考えたのが浅はかなのでありまして、二年

位たてば少し解ってきて、やっと面白くなるのでした。またその時に助教授になったので腰が坐ってしまったわけであり

ます。それからずいぶん長い間仙台にいるうちに医史学への興味が遅まきながらおきてきました。医学史同好会が医学部

の学生によって作られ、その活発な動きが私にはよい刺激になりました。ある日、仙台の町を散歩していて、古本屋で羊

皮紙というんだと思んだが、アルファベートン・アナトミコンという題名の解剖の薄い本、私が最初に入手した古書をみ

つけて買いました。出版は一六○四年とあり、ラテン語で身体の各部分の名称が表になっているものであります。それは

多分無一文館という店であったと思いますので、さっき山形会長に無一文館は今も残っているだろうかと聞きましたと

ころ、戦争の最後の空襲の時に、あそこの主人も焼け死んだ、今はないとのことであります。その著者カブロールはフラ

ンスのモンペリエの学者でありますが、そのカブロールのことも後にはだんだんとわかってきました。今でも、私はその

本を大事にしています。この本の初版はフランス語で一五九四年にでたもので、ラテン語版が一六○二年にジュネーブで

出ています。従って私が入手したのはラテン語本の再版の分であります。これも後で幻燈で御覧に入れます。ベサリゥス

の解剖書ファブリヵの第四版を戦後の混乱の時に東京で手に入れたのでありますが、これが不思議にもやはり同じく一六
○四年にでたものです。
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その他、仙台で確かに買ったという記憶がありますのは賀川玄悦の「産論」であります。ところが、その後に私と同じ

解剖学教室で研究していました勝又正氏が賀川玄迪の「産論翼」を持ってまいりまして、これは君が持っている方が良い

だろうといって呉れたことがあります。そうすると当時から古い物を見つけては喜んでいたのかなと、幾分その傾向があ
ったようだと思うのであります。

ただ、そのことに対して、少し工合の悪い一件があります。昭和九年の会計年度が終りに近づいた時のことです。主任

教授の布施現之助先生が、今年は研究費が余りそうだから、ドイツの古本屋から国８Ｑシ圃冑の解剖書を買おうと思

うと図書掛の私に相談したのであります。私は不賛成と申しました。それは骨董品であると考えたからです。そして布施

先生にいま大いに役に立つメレンドルフの出国且ｇｇＱ閏日房目農呂房呂のロンロ胃○目①がこの教室では完全に揃ってい

ないので、そちらを買って下さいといったのです。ヴイク・ダジールの本は二百円か三百円か、その当時としては大金で

あったのです。しかし決定権は主任教授にあるわけですから、布施先生の御意見が実行に移されたのです。ヴイク・ダジ

ールの本はシベリア鉄道を通ってきますから、注文して何ヵ月かたって着きました。その実物を初めて見た瞬間に私は負

けたと思ったのであります。その本の素晴らしさ、また内容からいっても、脳の解剖学の発達史はこの本をみなければ論

ずることはできない。ということが明らかなのであります。つまり、藤浪先生が今の学問の進歩だけ追っかけていって、

今までの昔からのことを知らなければそれは本当に知ったことにはならないという、その顕著な一例を私自身が布施先生
からの一撃によって体験したのであります。

その一件が昭和九年ですから、その少し前になります。昭和八年に、大鳥さんのお話にもありましたように、この年の

十月七日と八日の二口問にわたって医史学展覧会が仙台の大学で開かれました、そして八日の午後に藤浪剛一先生（鑑先

生の弟）と富士川勝先生の両氏の講演会が開かれました。私はその講演会を聞きました。この頃の日記はないが、富士川

先生がそのとき大槻玄沢の西賓対語について非常に面白い話をされたのを覚えております。また今でも私が大事に持って
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おります「日本医学史綱要」諺それは丁度その年尋昭和八年に一冊本として富士川先生が出されたのですが、それを私は

買っていたので先生に署名をしていただきました。私が直接に富士川先生から署名をいただいたのはその本だけというこ

とになります。丁重な署名でありました。「昭和八年十一月十一日、著者富士川瀞小川鼎三君清零」となっており、字

も非常にきれいであります。その時、富士川先生もまさかこの若造がですな、将来この自分たちのやっている日本医史学

会の理事長を柄にもなく引受けるようになるとは思わなかったろうし、勿論、私は夢にもそんなことを考えなかったので

あります。その頃、学生が主になって生理学の佐武安太郎教授を中心に、解剖学の長谷部言人教授も参加されて、医史学

同好会ができたのは昭和七年のようであります。その年に卒業した青木大輔氏がリーダー格であって山形敞一教授もその

頃から盛んにやっておられました。山形君はそのときまだ医学部の一年生だったかと思います。また、中外医事新報の記

事によりますと昭和八年の前半に慶応医史学研究会が生れたようです。ですから、慶応、東北大学の二つだけのようです

が、そのころ学生の間で医史学研究熱がおきていたようであります。東北大学医学史同好会はその後はなはだ活発であり

ました。私は今度、順天堂大学の山崎文庫に東北大学のこの同好会のパンフレットがいくつあるかを調べてみました。第

一輯から第十三輯まで、ただその間欠けているのが大分あります。第一輯は昭和八年の十二月にでて、青木大輔氏のもの

がでており、第十三輯は仙台藩医史資料第十一とありまして、つまり、このパンフレットの第三輯からは仙台藩医史資料

が載ったわけです。第十三輯は昭和十年の六月に東北帝大二十五周年記念とありまして、これは私も憶えておるんです

が、長岡半太郎博士が記念講演されました。その時に生理学教室で仙台医史資料展覧会が開かれた。出品点数は四百に及

び未曽有の盛観であったと、この第十三輯に書いてあります。そして医史学同好会の会長は佐武、長谷部両教授となって

おりまして、会員は十九人の名前が並んでおります。学年順になっているようですが、この中には私の今でも親しくして

いる人の名前が沢山みられます。その一人でレントゲン線の研究で非常に素晴らしい業績を挙げておられる名古屋大学の

高橋信次教授と今年の六月三日、伊豆長岡の旅館で二人で一晩だけ泊ったんです。その時たまたま仙台の医史学同好会に
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話が及びまして、あの仙台藩の医学校初代学頭の渡辺道可を書いたのが君かというわけで、当時を偲んで非常に話に実が

入ったのであります。この同好会に私は学生に呼ばれて、出かけていって話を聞いたり、また一度だけ「シーポルトと日

本の鯨」とかいう題で話したこともあります。しかし、あまり、私は積極的にその方面の仕事をしなかったと思うので、

今では非常に良い機会だったのを逸したと残念に思っています、ところが、いま、振り返ってみますと、昭和八年といえ

ば私は赤核の問題で大事なところを最初につかまえた時であります。昭和八年四月、千葉で開かれた日本解剖学会でオッ

トセイの赤核について、はじめて発表しております。脳解剖学で自分としては最も重大と思える問題をつかみ、それと取

組んだ時でありまして、そのあとで日本じゅうの歯鯨を追いまわす羽目になりました。今、考えてみると、シーボルトの

閻巨目四百℃ｏａ８に載っております己画巨嘗冒酔さ品蔚。「長いロバシのイルカ」を探すために長崎に昭和九年の夏と昭

和十年の夏と二回出かけておりますので、矢張り、こちらの方の研究に気をとられて、学生の人達と歩調を合せることが
出来なかったと思うのであります。

昭和十一年から私は東大講師を兼任いたしました。東京と仙台の間を行ったり来たりする生活が続くのでありました。

その間に昭和十三年六月に「シーポルト研究」という本が岩波からでています。その中に「シーポルトと本邦の鯨」とい

う私の論文が載っております。これには高野長英、石井宗謙、岡研介などが鯨についてオランダ語の論文を書いたが、そ

の原本が何であるかを述べたものであります。高野長英の分はシーポルトに提出したという鯨に関する論文そのものが見

つからないのであります。これが私の著作としては歴史ものの最初といえるのであります。厳密には医学の歴史といえな

いのですが、しかし、本腰を入れた最初のものと言えます。この仕事に私をひきこみましたのが、大鳥蘭三郎さんなので

あります。その他緒方富雄、大久保利謙さんなどが共同して私をひき出したと思いますが確かに大鳥さんがこの時、強力

にひっぱり込んだ覚えがある。ドイツの萱冨邑冒、昏具にありますシーポルトの弟子たちの論文の中から鯨に関係する

分を私が受持ったのであります。その文献を調べる上では伊藤篤太郎先生のお宅、これは巣鴨の辺にありましたがそこを
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お訪ねして、
宝貴重な伊藤圭介の蔵書を見せていただいたことが印象に残っております。篇太郎先生は伊藤圭介の孫
、非
非常
常にに

であって、仙
仙台
台の
の生生坐物学教室で植物学を教えておられた。その間にも、東北大学の医史学同好会は更にめざましい発展を
つづけておりました。

その頃の中外医事新報に大久保甚一氏と山形敞一両氏の塁日簡を通じて見たる小関三英」であるとか、山川章太郎教授

の一‐小関三英とその書簡」というのが、後者は実に十三回にわたって発表されています。これは最初に書いてありますよ

うに山形、大久保両君が主に研究したものだが、山川教授が代表者として名前を出すとしてあります。

四次いで昭和十四年に私は兼任から東大の専任になりました。そして翌十五年が皇紀二千六百年というのでいろいろ

Ｊ
く

なお祝いの行事があったのですが、当時の帝国学士院はその記念に明治前日本科学史の編纂を企てたのであります。今、

その結実である明治前日本医学史などの出版物を読んでみますと、実際にその仕事が始ったのは昭和十六年一月以降のよ

うであります。最初の医学部門の担当者は長与又郎でした。しかし長与先生は昭和十六年に亡くなったので、次いで、稲

田竜吉先生が担当され、緒方富雄氏が実質的な世話を命ぜられたのです。そして私には解剖学史を担当という辞令がきた

のであります。私は大変困ると思いました。医史学をやっていないし、解剖学の歴史をさっぱり勉強していなかったから

です。それは困る、今までにすでにやっている人が沢山いるからと辞退したのに半ば強制的にその役目を押しつけられた

気がしたのであります。仕方がないので休日などを利用して蔵志、解体新書など有名な解剖書の読み下しを始めました。
原稿用紙に漢文をほぐして書いてみたのであります。

そして、昭和十七年二月の医史学会の例会で、「三浦梅園の造物余證について」という題で演説しております。この内

容が日本医史学雑誌に昭和十七年七月発行の分に載っておりますから、これが医史学における私の処女作なので、私の立

ち上りは他の多くの人々に比べてかなり晩生、おくてであります。また、帝国大学新聞の昭和十七年八月十日の分に「日

本最初の人体解剖、山脇東洋の蔵志を読みて」というのをかなり長文で載せてあります。しかし、私が解剖学の歴史をだ
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いぶ熱心にやっていることが認められたとみえまして、いろいろ周囲の人から援助を受けました。例えば、持参したこの

本「本邦漢方医及び閏方医の最初の解剖に関する読史余談」は呉秀三先生の著でありまして、．富士川家蔵本という判が押

されていまして、さらに山崎佐蔵書という蔵書票がついております。私はこれを山崎先生から、今、君が勉強しているの

に大事だからといって渡されたのですが、私はいただいたものかと思い、小川蔵書の印を押してしまいました。将来、適
当なところに置きたいと思っています。

第二次大戦の最中、昭和十八年と思われますが、国際文化振興会が日本の医学史の大略を海外の占領地に示すという計

画を立てたので太田正雄、山崎佐、鶴見三二、高野六郎、緒方富雄、それと私が呼ばれて集まり相談して、分担執筆をす

ることになりました。それは戦争中であったけれども、割合に勉強したとみえまして、私は緒方君と一緒にやったことに

なっておりますが、「現代の医学研究」という題で明治以降の主な研究を一所懸命になって調べました。これはしかし、

緒方君にしばしば意見を求めて相談しましたが、主に執筆したのは私であります。ところが、敗戦でごたごたしてしまっ

て、提出した原稿がどうなったかわからない。編集主任だった太田正雄先生も間もなく亡くなって困ったと思っておりま

した時に、いつのまにか、昭和二十一年、「日本の医学」と題して民風社から出版されたのであります。著者に一度も校

正刷を見せなかった為にミスプリントが甚だ多い本です。しかし、あの本の「現代の医学研究」の部を私はかなり骨折っ

て書いたのであります。しかも、私でなければ、しない間違い、つまり緒方君であれば間違わないはずという所がありま

す。例えば人工癌を作った山極勝三郎先生と一緒に研究した市川厚一氏を市川厚二としている。あれは、鯨を研究した本

多厚二という人があったので、うっかり名前をとり違えたのです。あれはミスプリントではないのです。ところが、今だ

にあれを孫びきする人があるらしく、市川厚二と書いた文を見る毎に、相済まんことをしたという気がします。

昭和二十年に戦争が終って、その翌年、混乱の中で神田のある古本屋でベサリウスの解剖吉第四版を見つけました。そ

の翌年、二十二年の四月、大阪で戦後最初の日本医学会総会が開かれました。その総会の直前に武田薬品の図書館に行き
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まして、乾々斎文庫、これは藤浪剛一先生がもっておられた本ですが、その中の「越姐弄筆」をみまして、その内容は麻

田剛立の解剖学を示していることを初めて指摘したのであります。この辺りは日本の解剖学の歴史を調べていて、自分と
しても一番元気の良かった、仕事も面白くいった時のように感じております。

日本医史学会の理事に名を連ねたのは山崎佐先生が理事長になった時、昭和十八年の一月からであります。日本医史学

雑誌は長い間休刊いたしまして、昭和二十九年三月に復刊したのであります。これは内山孝一理事長の時代でありまし

た。第五巻第一号というのがでました。その復刊第一号の最初に私の奇繧管考というのが載っております。乳歴管の幹つ

まりロロ。言印昏Ｃ３ｇ８⑳の問題についてでありまして、その頃は日本におけるこの問題に特別の興味をもっていたの

で、同年の九月、ローマとサレルノで開かれた第十四回国際医史学会に出席したとき、江戸時代の日本人がいかに熱心に
リンパ管の幹を実物について探し求めたかという問題を発表したのであります。

結局、学士院の計画しました明治前科学史の医学部門の出版されました最初は昭和三十年で、その四月十五日に明治前

日本医学史の第一巻が日本学術振興会から出ております。私の書きました明治前日本解剖史がそれに載っております。昭

和十六年から始まりまして、それが陽の目を見るまで実に十五年間かかっております。付図は私の分には少いのでありま

すが、それは戦争中、あるいは戦後まもなくでなるべく図を少なくするように、一人が十個以下という制限がありまし
て、それを守ったためであります。

柄にもなく、この会の第七代理事長になりましたのは昭和三十五年の四月でありました。その翌年、欧米に出張しまし

た時には各国の医史学研究の現状を視察しました。また医事に関係した遺跡などを見ることに努めました。その翌年、東

大を停年退職すると共に順天堂大学で医史学を担当することになりました。この学科は日本では等閉にふせられています

ので、微力ながら、その穴をすこしでも埋めたいと念じて、その決意をしたのであります。爾来、多くの人々の御援助で

今日に至っております。（この講演は第澗回日本医史学会総会（仙台）で行われたものである）
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第七四回日本医史学会総会特別講演抄録

巍酔誌史嘩轆曉や』奔打或賠昭和四十八年九月二十二日

口試シ，三戸問屋言①ご昌濤－両豚彦ｏ口許

オランダ、ライデン大学ロイデンダイク博士

バロック時代のオランダ解剖書（いわゆる革新解剖学）

その内容と表現

一緒言

明一九七四年は解体新書が江戸で出版（一七七四）されてから正に二○○年であります。杉田玄白が蘭害を訳して西洋

の解剖学を初めて日本にとり入れたのですが、その原本はドイツ人クルムス］．シ・禺巳日こののシ目弓目、号①目号呂⑦ロを

ラィデンの外科医デイクテン⑦、己旨冨邑が蘭訳して一七三四年に出版したものです。私は慶応大学の松岡、清岡両氏の

英訳蘭学事始（一九六九）によりその経緯をよく知ることができました。それは甚だ興味ふかい話であります。

日本医学の近代化は一七七四年をもって始まり、その後の約一○○年間で次第に完全なものに近づいたのですが、それ

を推進した主な欧州人としてここではシーボルトとポンペの両人だけ名前をあげておきます。この一世紀の間に多数のオ

ランダ医書が日本語に訳されましたが、それはオランダの医学と限らず、欧州全体のものであります。そのころの医書は

ラテン語で書かれるのが普通でしたが、主に外科医のために解剖書や外科害が各国語に訳されたのです。そしてアムステ

ルダムの本屋が蘭訳書をさかんに出版し、それが日本に輸入されたのであります。ラテン語の本も日本に伝わったが、こ

れは文章よりも図がいっそう多く利用されたようです。一八二六年出版の重訂解体新書の付図にエウスタキオ国．両扁国‐

呂冒ゅの有名な筋肉図がみられるが、これはラテン語本からとったものでしょう。オランダ語の医書が本当は欧州全体の

377

ものであると前述しましたが、しかし体裁と内容に確かにオランダ式の点があります。ここでは江戸時代の日本人が読ん
だオランダ解剖書がどんな内容のものであったかを論じます。

日本語訳をした人々が欧州文化の背景を顧みていない傾向があります。解体新書ではクルムス本の脚注が省かれたこと

がその一例ですし、また蘭学の全体にギリシャ・ローマ神話や聖書のことが理解されていない。ところが一七世紀の欧州

の学問は古代の神話や聖書と切り離すことのできないもので、出島商館の医者たちはその雰囲気の中で学問を身につけて
いたのであります。

阿知波五郎氏（一九六三）は西洋医学の日本伝来に三期を分けました。一七五○’一八五○年がラィデン学統の伝来、一

八二○’一八五五年が生気論の輸入、一八六六’一八八○年が主として病理学の伝わった時期であります。とにかく江戸

時代の日本に伝わった解剖学はバロック期のもので、それが新しい発見により少しく改善されたものでした。本当の近代

解剖学はフランスのビシャー囚呂曽により一八○○年ごろから始まり、マジャンディーやクロード・ベルナールの実験研

究により発展したのであります。エントラルゴ毛Ｆ閃昌国両○（一九四九）はバロック期の解剖学を閏呂胃ｇｏご言画ご胃○日目

（構築解剖学）と呼びました。これが欧州を一世紀にわたって支配し、日本ではさらに数十年も永く続いたのです。

二●、目冒国藍騨（解剖略書の構成）

日本に移入されたオランダ解剖書はみな次に述べる性格のものでした。

刈いずれ
凹
れも
も〃
〃新
新し
しい
い解
解剖
剖学″シご胃○日田昌○ぐ四というごとき題名をもち、ヴェサリウスの研究に基き、ハーヴェィのⅢ
液循環をとり上げている。

②いずれもルネサンス伝統の形式で説く。人体について古代と近世の両方の説が混在している。

⑧古典生理学が一七世紀の実験生理学で次第におきかえられる。機械論哲学の影響をうける。
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叫カルヴィン派のキリスト教的寓話が所々にみられる。
次にあげる五つの○○日胃且菌が日本に影響をおこしたものとしてとりあげる。

鋤弓冒日溺国胃吾巳冒のシ国胃。冒冨邑○目．ラテン語一六八六、オランダ語一六八八。

励聾ｇ①ロ国富己冨色耳の冨呂言①国①ご日日号シ目８日尉．オランダ語一六七八、一六八六、一六九六。
ｑ冒言ぐ①当局の野昌隠冒色醇口四さ冒言巨昌．⑦．囚膀冒印の蘭訳本一六六一・
Ｊ弔冒く国富浦昌のＰ目曾○冒尉○津…：．》シ、ロ．醗叩開口の蘭訳本一七二・
句］・犀．〆巳日巨いの○具苛＆戸匡邑島鴨月旦①庁目》⑦．己冒①邑の蘭訳本一七三四。

著名な医者ハレル匿耳の○三ぐ。自国畠の鳧（一七○八’一七七七）はこれらのＣＯ日月旦訂が世俗的な書き方〃のＲ巳胃″

印ご房であると評した。その著者たちが古代の学説を大事に守り、批判を加えず、自らの実験を述べないことである。人

体を三部、頭と胸と腹に分けて、四肢は筋肉と骨の条下で述べる。神経系は脳と脊髄を主に述べて、末梢神経を軽視す

る。最も古い○○日胃昌冨は剖見の順序に従って腹から始まる。死体の腐敗のことを考えるとそれは当然である。そのこ

ろライデン大学の旨言ぐ○自国自国①（一六二一’一六七○）は四肢を塩水に入れて貯えたが、殆んど効力がなかった。腹

の次ぎに胸が開かれ、ついで頭蓋となる。脳は煮たり油に漬けたりした。皇①一切聾①ロ⑳のロがその時代に脳をかなりよく調
べたのはふしぎな程である。

三〃新しい解剖学〃

ハーヴエイの循環説がバロック期の解剖学からガレン説を追いだしてゆく。トーマス・バルトリンの本はハーヴェィ礼

讃で充ちている。また一七世紀に乳ビの流れが知られて、胸管のことなどリンパ管の系統がみつかった。日本の書物にも

（例えば三谷笙州の解体発蒙）注入リンパ管が珠数だまの一列に連なった形で示されている。

［Ｊｄ０

、可〉

ハく・

”新しい〃とか〃改革された〃という形容詞はこれらの新知見をとり入れたことを意味する。ブランカールッは記載の

順序を変えて、一六八六年の本では心臓から始めている。⑦、四四ゅ旨的はく①豐侭の本をオランダ語に訳したとき注釈や

付録をつけて、この中に新しい発見をとり入れ、そこに弓冒ョ男君筐厨〕ｚ・聾①己路ロ》ｚ・国警ョ２Ｐ罰．号⑦国呉の
研究を紹介している。

一八世紀初めのクルムスの○○日篇目国では新知見が本文や脚注に示されて、脳神経の数え方がそれまでの七対から
君筐耐の一○対説に変っている。その一○対のおもしろい記憶法まで書いてある。

解剖言の内容が一七世紀の発見で革新したが、図のほうは進歩がおくれた。］目聾風自国目。巴８円や⑦①国己号
冨胃閉開やｏ胃尉さ昌閂君昂目のような良い画家がいつも居るとは限らない。

クルムスの本には確かにヴェサリウスの蜀号国目の図に基くものがあり、カッセリオの．。尉駕邑○の筋肉図や、ハィ

ステルＦ，国国粋閏の舌の図が載っている。この本で一番まずいのは神経系の図で、脳の図がヴェサリウスのものともち

がい、ごく貧弱である。量苣尉の発見した動脈輪も載っていない。そのままこの誤りが日本の書物にはいりこむ。クルム

スの本で独創的なのは第二一図葉の乳ビ管で、クルムスはこれを五○才の男の死体で自らしらべたという。その図では胸
管に病的な変化があるのではないかとの印象をうける。

とにかくバロック期の○○日月旦国はすべてルネサンス時代の解剖学に基礎をおき、ヴエサリウス以後の新知見でガレ

ンの考え方を改めたものだが、しかしガレンの説が全部捨てられたかというと、決してそうではない。構造の点ではガレ

ンの説が改められたが、機能の面では古典生理学が一七世紀の衣裳で堂々と表にでている。

四〃ブリニウスの形式〃

一七世紀の学者は省略をおそれた。教科書でも簡潔な記述は極めて少なく、逸話やら歴史が沢山に書かれる。古典の伝
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説的なものまで残らずとり上げる。ローマ帝国の大プリニウス四目扁静ａロ己屋の日四さ月は大変に尊敬されていて、彼

の自然誌閏降日旨ｚ四目国冒日は一七世紀にたびたび版を重ね、オランダ語のも幾つかあり、それに近世の発見も合せ

て書かれていた。クルムスの第一図葉にも注の部分に有名な解剖学者の伝記が一六ページにわたり述べてある。しかしこ
の書の本文は各図葉の説明から離れていない。

注目すべきことはく①農畠や○四呂胃国胃昏○旨のラテン語本はそういう余計な引用が少ないことで、⑦．四四⑫旨ゆが

く①農品の本のオランダ語訳をしたとき古代や近世の文章をひいて、この訳本を飾りたてている。その行き方は一七、一

八世紀に甚だ多くみられるので、版を改める毎に本が部厚くなる。ブランカールッの解剖書の一六九六年版は一六七八年

の初版にくらべて三倍も厚い。そして人体の構造に関する大事なことはみな初版にでている。

五新しい生理学

ハーヴエイの血液循環説が解剖学のみでなく生理学に大きい変化をおこしたのはもちろんである。器官の作用と代謝が

新しい立場でみなおされる。そして主にデカルト詞①吊口①⑳８風①ゅの影響で生理学に機械論の哲学が入りこむ。それ以

外では生理学はやはり古典的な精気説（普冒目め昌冨房》ゅｚ胃日昌印》ゅシロ冒昌ｍ）の上に立っていた。ハーヴェィの

研究で心臓はポンプだとわかり、普冒目ゆく冒房がかなり動揺する。トーマス・バルトリンは乳ビ管の研究で肝臓を従
来の高い地位からひき下した。これらの発見で古典生理学はつよく動揺させられた。

また、ライデンの教授シルヴィウス母寺旨の》野四目８耐号房国鳥（一六一四’一六七二）の。胃目四目①（医化学）

は最も注目すべきもので、人体を試験管やレトルトの中でおこる化学作用の実験室にたとえた。もっとも当時の化学はま

だ錬金術に近いものであった。シルヴィウスは人体の液成分をしらべて酸とアルカリの二要素に分け、発酵や沸騰の考え
方を用いて、消化・血液循環・リンパの作用などを説明しようと企てた。
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ブランカールッはシルヴィウスの化学説をとり入れたが》その一部には批判的であった。しかし、呼吸では沸騰説を重

要視して、空気の小粒が弱酸性の塩類を含むとし、この囚①ｇｌ印巴庁が黒ずんだ静脈血に触れて沸騰して変化をおこす。そ

のとき放たれた熱が呼気の中にでていくと述べている。シルヴィウスの化学説は消化に関してわりあい多くの賛成者を得
た。若いグラーフ詞号⑦国禺は膵液の作用について有名な実験をしている。

デカルトの考え方は二つの形でＣＯ日月旦国に入っている。一つは松果体が精神の座であるという説で、これが神経に

ｇ冨首ゆ四口目農のを送り出すというが、多くの学者は解剖の所見からこのデカルト説を疑っている。バルトリンはデカ

ルト説を認めたが、囚國め旨ゅはこの説を簡単にとり扱い、君筐厨の脳解剖学を重要視している。クルムスの本では注釈の
部に精神の座について古代からの諸説が詳しく書いてある。

小粒説（８８色ゅ。巳胃吾①○星）は一七世紀の終りに発展するが、とくにドイツのクラーネン目胃ＣｇＨＱ動曽９（一六二

○’一六九○）が熱心にデカルトの小粒説を支持した。このことはブランヵールッ本の一六九六年版に載っている。この

説によると体内の多くの現象は小孔と小粒の相互作用によりおこる。空気の基本的な小粒は巨胃①風塑ｍ号己勝（精妙な物

質の意）であり、液体も固体も小粒より成る。旨鼻禽冨呂耳晨ゅは通りぬける能力をもち、すべての運勤をおこす。小粒

の形とその動き方で感覚や生理活動がきまる。とくに嗅覚の場合小粒説が明瞭で、ブランヵールッはクラーネンの主張に

賛同して、空気と共に鼻に入る香りのある小粒が嗅神経の終末に触れてその運動をおこすのが嗅覚であるという。レウエ

ンフークアョ○己①鼠邑Ｆ開巨急①邑冒鳥がウナギの尾の毛細管で血球をみたことが小粒説を支持したのは確かである。ヘ

ルヘインご①呂里ｇはブランカールッのＨ①昏門目８幽息さ冒竜をひどく非難して号ざ吋日且自胃○日］だといった。

六胸管とバイブル

カルヴイン派のオランダ諸国で一七世紀の学者連は人体に関する新知識がいかにして教会がわの和解を得られるかに苦
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心した。デカルトの機械論は神学者の怒りを招いた。アリストテレスの教えを異端的にひんまげたというはげしい反対が

とくにライデン大学でおきた。ゞフランカールッもデカルトの流れをくむクラーネンの小粒説を書いていることで神学者の

注意をひいた。ブランカールッ本の初版では牧師たちの喜ぶようにリンパ系のことが聖書にでていると指摘した。旧約伝

導書の第七章第六節にある身体と精神を結ぶきずなが胸管に当るという。バイブルではその次に泉の所で壊れた水差しの
ことがあるが、ブランカールッはこの水差しが心臓であるとする。

クルムスは第一二図葉の注釈でそれを説明するが、深く立ち入らない。概して五つの○．日己①冒昌四は聖書に対して用心

ぶかく作られている。しかし、何といっても血液循環説が最も問題となる点で、神学者はその説が精神と身体の関係を攪

乱して、アリストテレスの学説を破るという。しかし、多くの研究者はフランヵールッと同様に片手にバイブルを持っ
て、実際には何も困ることはない、造物主は偉大であると称して切りぬけた。

七結論

一七世紀の終り二、三○年の間にでたオランダ解剖書はみなバロック期のものといえる。それが杉田玄白により日本に

紹介され、つづいて蘭学の発展となった。ここで述べた解剖略書ｎｏョ己①巨会四はすべてヴェサリゥスの大著蜀号Ｈ－８を

基礎におき、ハーヴエイの血液循環を述べ、リンパ系についての一七世紀の研究をとり入れている。器官の働きについて

はガレンの古典生理学とシルヴィウスの化学説が紹介され、また一七世紀の終りの後期デカルト説、それもクラーネンの

詳述した小粒説などがとりあげられている。すべての○○日己①ロ昌釦が典型的なルネサンス式の書き方である。すなわち古

代の学者に多くの注意を払い、合せて近世の新知見を述べるが津カルヴィン派のキリスト教的寓話もとりこまれている。

（痙津諦啄坤聡雄垂当相署弛癖罎評蕊師搾諦畦錐麺錘証罐）

図はヴエサリウス、カッセリオ、エウスタキオのものを基とし、その他に一七世紀の学者のものを借りている。とくに脈
管系の詳細については一七世紀の図が多い。
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第七四回日本医史学会総会一般講演抄録追加

ターヘルアナトミアについて（その二）

井

恒

項により、心臓に血液を送るもののみを広く静脈、臓器に血液を送るものを動脈と定義していた様に思われる。また、グ

腹腔動脈を左右に分け、右は現在の総肝動脈に、左は左胄動脈と脾動脈に夫々相当する。門脈の語源は肝門にあり、この

ものとし、現在の機能血管と栄養血管の概念が既に存在したことが伺える。心臓を心耳と心室に分け、心房を区別せず、

とするのは、明らかに玄白の思い違いである。舌の盲孔を唾液分泌管開口としている。気管支動、静脈は肺の栄養を司る

胃ぐ①ロ冒匡シ鳥目？８月一幅己四四冒邑乏○ａと記載され、蘭学事始に「鼻のところにて、フルヘッヘンドせしものなり」

われるものが既に記されている。小川先生の御指摘の如く、鼻は胃庁ぐ○○局巳目の農①目号里喉頭隆起は雪①房閂⑫く閂‐

水、硝子体液により屈折され、対象が網膜に結像し、網膜で感覚が起ること、耳では卵円窓、正円窓および第二鼓膜と思

迷走神経との順は逆、舌下神経は述べられていない。頚神経を七対、仙骨神経を六対としている。眼に入る光線は、眼房

げ、漏斗を透明中隔の前の開口とし、下垂体には触れていない。脳神経は十対、顔面神経を内耳神経に含め、舌咽神経と

ている。汗の分泌は毛の収縮によって起る。脂肪は栄養の貯えであることを既に述べている。硬膜静脈洞は三のみを挙

耳小骨には現在の三骨の外にキヌタ骨の豆状突起と思われる輪状骨を加え、歯と爪を骨学で扱い、智歯と臼歯を区別し

つき述べる。

らしめたことにより、その本文を一応雛訳し得たので認第五章以後を章を追って現在の解剖学の記載と異る点、その他に

たが、途中、小川鼎三先生の御教示を受けたことと、当時のオランダ語の綴字法を分析して、現在の辞典の使用を可能な

片桐一男先生の御奨めにより、ターヘル・アナトミァの逐語訳を始め、当初は難渋し、筆をおることもしばしばであっ

酒
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リゾン鞘は門脈還流を助け、大綱は内臓を温めるとしているのは面白い。消化液は単に食物を潤すものであるとして》消

化作用は述べられていない。腎臓皮質で尿が作られる。精巣の細管内で精子が造られ、精嚢の中に貯えられるとしてい

I

I

る。流産を定義し、母体血と胎児血が胎盤を通じて相流通するという。今後は更に脚註の逐語訳を進め、解体新書、重訂

）

毒三三函山下久雄

電話（八一四三○七七）

社団法人日本医学放射線学会

赤門アピタシオン内三○一号室

東京都文京区本郷五丁目二九番一号

二、核医学に関する放射線医学文献を洩らさぬようにした。

六にのぼっている。

る雑誌に実際にあたって渉猟し、その索引項目は一六、八七

一、この一○年間の放射線医学に関する総ゆろ文献を一○○に上

この索引集の特長は

からである。

年より現在迄の索引集を計画したのは、との歴史的背景を考えた

日本医学放射線学会がその五○周年の記念事業として昭和三六

て、完全に刊行されているのである。

線医学文献索引集が先人と日本医学放射線学会の努力で連綿とし

行のものがある。すなわち日本では大正元年より約五○年の放射

五年より三六年迄のものは高橋・北畠編、日本医学放射線学会発

る。昭和一六年には日本医学放射線学会編がある。次いで昭和一

I

解体新書の記載と比較し、検討する予定である。（名古屋大学医学部教授）

「放射線医学日本文献索引集」刊行
日本医学放射線学会ではその創立帥周年を祝って「放射線医学
日本文献索引集」を刊行した。その刊行の趣意は左記のものであ
プ（》Ｑ

なお、定価は五、○○○円送料三五○円で左記の所に申込ん
で下さい。

東京都文京区本郷五’二九’一三赤門アピタシオン内三○
一号日本医学放射線学会

趣意書
日本医学放射線学会創立帥周年記念出版

日本医学放射線学会発行

放射線医学日本文献索引集（昭和三五年一月より昭和四七年一
二月）

放射線医学に関する文献には明治四五年より昭和四年に至る葆
より昭和一五年に至る斎藤大雅博士の日本レントゲン学文献があ

光会（藤浪剛一教授）の医理学文献題目索引集、別に大正二一年

385

I

抄録
ｍ屋吊唱①里崖昌四賜昏＄旨自国目頤宮口』

弓冨国吋騨弓丘恩①ロ騨謡旨昏の出扇ぎＨ］具

国の日日‐閑．固め両日Ｃ口具三・己，

Ｐ冨弓冒○冨胃め巨匿》冒・ロ．

シコロ閉昏＄冨湧函弓？弓騨乞畠

の９９月（ｚの葛静ユ舟屍詔）に《《シロ開助言＄胃甘口の回国一の匡侭①ｑ１

一八四六年十年一六、ボストンのマサチューセッツ総合病院病
院でトーマス・モールトンがエーテル麻酔の公開実験をして以来、
エーテル麻酔は全世界に爆発的に普及された。
アメリカ以外で最初にエーテル麻酔下に手術が行われたのはイ
ギリスであった。それは一八四六年十二月一九日であった。イギ
リスにおけるエーテル麻酔臨床実験の根拠となったボストンのピ
ーグロー教授の手紙がイギリスに到着したのは十二月一六日であ
った。しかし一六日から開業医ブート博士、歯科医ロピンソン博
士らによって麻酔が行われた一九日に至る正味三日の動静はこれ
まで全く不明であった。
筆者らはこの間の事情を明かにするため、実際に麻酔を行った
歯科医ロピンソンがこれについて何か記載しているのではないか
と考え、種為文献を探索した結果、諺目①１８口旨匡昌里且ｐｇ且
号冨降ＣＱ四目旨貢且月ご目旨８両日名①〕．と題して彼が最初に
施行したエーテル麻酔について記述しているのを発見した。
これによればビーゲロー教授の論文等を参考にしてブート博士
はそれまで最も数多く行われていた抜歯術を行うことが最初の臨
床例として適当であり、そのため近くに住んでいた歯科医ロピン
ソンに麻酔と抜歯術を依頼し、患者として自分の姪である｝－１ス
嬢を選択したことが明かとなった。
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資料

Ｉ
Ｉ
堀内文書の研究九

第三七号文書興禅寺書状堀内林哲宛
（喘裏）

片桐一男

「堀内林哲様興禅寺」
貴墨拝読、昨日より御風気二御座候よし、御加養中御労慮御
使簡痛入候仕合御座候、入洛御尋被レ下、随分相応仕候、為一
御饒別一道中相用候様二と刻煙草不レ懸一貴慮一辱奉レ存候、先

日も御隣家二て慮外御済保被レ下候御事、其後御礼も不二申
上一、然ルに又々ケ様の御厚志重交辱奉レ存候、折角御厭可レ
五月十九日

被し成候、是方も御販天も申上兼候、御免可し被し下候、頓首復

註

・興禅寺Ⅱ芝白金にあり。

第一四二号文書鈴木春山書状堀内忠龍宛

（端裏）

「堀内忠龍様鈴木春山」

昨日は御狂顧之処、折節不在甚失敬御海容可レ被し下候、然は

今日は送別御作難し有拝吟仕候、慈思召及之旨不し堪一感想一候、

又後編出来候半皇御恵贈奉レ希度候、早々謹言

籾又内科集成代料三拾弐匁、則御塾生様へ御勘定申上候、猶

註

・鈴木春山Ⅱ享和元年（一八○一）田原藩医の家に生まれる。

崎遊学。渡辺峯山と親交を結ぶ。訳著に『兵学小識』『銃陣初

名は強、字は自強、春山または童浦と号した。文政三年、長

学抄』『三兵活法』『海上攻守説』『西洋兵制』などあり。弘

化三年（一八四六）閏五月十日病残、四十六歳。

一一）◎

、内科集成Ⅱ小関三英の訳『泰西内科集成』（天保三年一八三

第一五一号文書箕作玩甫書状堀内忠龍宛

堀内忠龍様箕作尻甫

芳翰拝見、漸々時候二相成御同慶奉レ存候、高況御安吉欣慰之

至奉レ存候、拙序一両日前、塩谷再校正の分出来候へ共、いま

へ御指出し二相成候様存候、一本書写仕今朝より為し持上度存

た不鰯処有し之候、乍レ去余り延引二而先つ御伺本之内へ差か
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から附上仕候間、御覧被し下御批正無二遠慮一願し奉候、其内二

候へ共、無人にて不し能、其処存居候処、御使被レ下や失敬な

五月廿八日

三先生へ為し見候上、御上木可し被し下奉レ存候、拝復早々頓首

註

箕作玩甫Ⅱ寛政十一年（一七九九）九月七日、津山に生まれ
る。名は虚儒、字は痒西、玩甫は通称で、紫川、秋眠などと
号した。文政五年、津山藩侍医となる。天保十年、天文台出
仕。安政三年、蕃害調所教授職となる。文久三年（一八六三）
六月十七日残、六十五歳。著訳言に『外科必読』『産科簡明』
『泰丙名医彙講』のほか、安政元年と二年に塩谷宕陰ととも

に『海国図志』を校正・出版した。本翰にみえる「塩谷再校
の分」もこれに関することであろう。

第一五二号文書箕作院甫書状堀内（忠龍）宛
（端裏）

「堀内様箕作」
捧読仕候、如一菜教一大寒中高趾御清穆拝慶仕候、不一存寄一結
構之品被レ下、難し有拝受仕候、兎角御無沙汰無一申訳一仕合御

臘月十日

海恕可レ被し下候、其内拝趨萬可レ得二貴意一候、草を頓首

註

院甫が堀内忠龍に宛てた一翰である。

宛人・差出人とも名を詳記していないが、筆跡からして箕作

第一六○号文書沖程清風書状堀内忠龍宛
（端裏）

「堀内忠龍様沖玄哉」

多沢君へよろしく御伝可レ被し下候

閏月初二日僚帰到佳什拝見難し有奉レ存候、益御清健之状奉二

憾不し紗、帰後不二相替一繁務無し還一裁書一疎漫之罪海量二御免

拝賀一候、出立前後太多忙不し能し留二一詩一不し得し請二詩一遺

被レ下度候、高作本藩之人も伝覧御和韻仕候、何卒後便二御
為し送奉レ祈候

近製並二嬢通壁仕主味史高稿又と拝見奉レ存候、時気御自重

臆昨都門発刺時、受来泳史幾篇詩、ゞ中古論何公案、学海知
君無際涯、

里秒無涯

沖程清風

海天東望断陽時、帰雁遥伝容我詩、欲報瓊踞何処走、雲濤萬

堀内先生
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第一六一号文書程田玄悦書状堀内忠龍宛
（端裏）

「堀忠龍様程田玄悦

包添」

一筆啓上仕候、甚暑之節御座候得共、愈御安康奉二拝賀一候、
然は此品如何敷御座候得共、暑中御容〔子〕相伺度印迄一一入二
貴覧一候、御笑味〔被レ下〕候へは難し有仕合奉レ存候、先は暑中
御見舞申上度、如レ此御座候、猶書余〔ハ〕参堂万可二申上一候、

七月三日

早々以上

￥土
三一口

程田玄悦Ⅱ沼津侍医。吉田長淑の門弟。

第一六二号文書大岡廉平書状堀内忠龍宛
一言拝呈仕候、時下春暖日増候得共、御尊家様不し残愈御万
福可レ被し成二御起居一奉二遥賀一候、然は小弟事兼而御噺も申上

候通、尊藩辺は未勝之地一雨甚残心二御座候付、今般思立一
来来上旬一一も江戸発足仕候、会津ヨリ尊藩二出、其より南部

津出羽全国大概は相探、帰路北越二掛、佐渡能登等諸州一遍

歴仕候、南部之境御座候処、尊藩へ罷出候は多分来月二十日

鰯耀道中之行違二相成候哉心配仕候、万一未御出府無し之前二

前後二可二相及一、兼而御参府御暇二而御勤守之由承及候処、

拝

相及候得ハ、万繕御世話可二相成一唖驚相楽居申候、先は右申

上度、早々如レ此御座候、恐々不備
三月十一日

堀内忠龍様大岡廉平

註

保七年（一八三六）、坪井信道が「悼大岡廉平」を書いている。

・大岡廉平Ⅱ近江の人。名は寛、字は子栗、牽洲と号した。天

第一六三号古賀太一郎書状

（マも）

過日は途中二而度々拝晤本懐奉レ存候、然は来ル十六日二は

後日御すき二も被し成二御座一候半里、午時比一一拙宅御出被レ下

先人忌日二付、年と桐茸始、諸知音之伺相兼、来ル自然、明

度奉レ存候、此段得一貴意一度、匁々不備

九月十四日

註

本状は張込帖「雨細雪疎」に含まれる、差出人名・宛名とも
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に欠いた一通である。しかし、張込人の別筆で「古賀太一郎

子彼一、而有レ損一手我一也。是方伎家所ョ以有一秘方一也。

者上講一冥業一、則彼頗疑二其説一、而我徒承一其潮一、固無し益二

四七年三月）を参看されたい。

第二七一号文書門生譜

門生譜
天明六年十二月

寛政元年四月

宗峻（花押）

乃冨（花押）

宇津木運蔵

萩生免許

赤井専五郎

御台所組

後期の医療（第一報）」（『日本医史学雑誌』十八巻一号、昭和

指摘がある。詳細は大塚恭男氏「堀内文書よりみた江戸時代

この誓誠が吉益東洞の天命説の影響を強く受けている、との

まま収載されている。

この誓誠は堀内亮一『堀内素堂』一二’一三ページに白文の

註

寛政庚申初夏堀内忠明謹記
剛国

明一、翼莫レ稔一斯誓一美。

右吾家之所一嚴誠一也。遊二於我門一之徒、謹誓二之於天地神

於女色一之行上、斯医家之所一巌誠一也。

林墓一、所ョ以避一其嫌疑一也。筍孝一其職業一之間有し宣下淫。湛

珍一婦女之疾一、必待一着視之人一。若側無し人、則不レ肯し近一其

肥前」とある。

・古賀太一郎１名坤、字は元戴、若皐と号す。佐賀の人。古賀
精里の長男穀堂（天保七年（一八三六）残五十九歳）の息。
・個葦Ⅱ古賀個庵、古賀精里の三男で弘化四年（一八四七）残、

六十歳。太一郎の叔父に当る。古賀謹一郎は個庵の息。

第二七○号文書誓誠
夫死生有し命。固非二司命之所迄及也・雌し然其疾可レ起而不し得し

起者往と乎有レ焉。是則未三能壷一人事一而死非し命者也。蓋売二
其人事一而使二其可レ起者必得Ｐ起者乃医之所業也。其称二仁術一

者豈虚乎。筍志二其業一者鳴呼不レ勉乎。若或誤二其方剤一則不二
唯厭疾弗Ｐ瘻而爾。或至レ使下其未二必可Ｐ死者不し死二其疾一而死中

其薬上也。其為二不仁一也軌大焉乎。鳴呼不し恐焉乎。
博学而思焉、審問而質焉、所ョ以成二其業一也・雌し然與下不レ入二

容一者、固無し益二子彼一、而有レ損二子我一也。我之所し是、豈知二

我門一者上、講．習其業一、彼我持二其所Ｐ見、而舌戦闘論不二相

果是一乎、彼之所し非、豈知一稟非一乎。学而思焉、思而惑焉、
惑而問焉、問而施焉、其験必得し焉。

独得二之於其心一、而不レ可レ使三人暁二其意一者、乃微意之所し存

吾家有二所し秘之方法一、豈其私レ焉爾乎。蓋其術之所し至、有三

也。筍非二其人一、則謹莫レ授二其方法一。若或與下不三彼入二吾門一
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御台所組ｇ蕊）

祐方（花押）

寛政二年九月斉藤萬太郎
町医師小出

寛政四年五月寺鳩式次
小池忠伯

本庄弥次郎内
高山村

中津川大肝煎

林庸（花押）

寛政九年四月佐藤秀蔵
以上起証文別有之

彦政（花押）

文化六己巳三月五十四歳小田切清左衛門
高山村

寛政十一年九月佐藤長吉

通計十四人

上ノ山
村山元孝
小池忠叔

宇都木良助

河内忠逸

相沢惣助

萩生村

鮎貝

宮内村

高橋忠碩

大御門上番

文化元年六月脇本友右衛門

二月

天保十二年

四月

十三年五月
″

六月

″

″

″

″

十四年三月
五月

四月

″

十五年正月

弘化元年八月
二年三月

″″

三年五月

三年正月

″七月
″九月

″″

弘化改元
″

嘉永元

八尾嶋

草庵

（ママ）

立次
圓益
亮達
寛司
元隆

一蔵

花 沢 之 条 早 坂 仙貞
三蝋蕪 武田
玄幹
鈴木 長伯
日向沃肥 鈴木
豊庵
長州 佐 を 木 省庵
水野剛羽守様 程 田
玄悦
鈴木 龍太郎
吾妻 篇庵
吾妻 千齢
大木 忠益
比岐侯 久 保 田 祐庵
江戸 坪井 安貞
観龍
鰹
中林 玄長
佐 常 木 玄英
志水 又玄

最上寒河江

五島

森谷
鈴木
鼓上国 栢倉
斎藤
日向沃肥 木脇
長州 野本
中野

肥前
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″

″

三年七月

沼津雇田玄悦

花田玄意

小津忠純

山田忠靖

黒沢省吾

結城兼太

秋田侯一三田玄端

梁川三田玄雄

（マＬ）

栗山
大中
横野

長立三
州湯田
'′

三年

１１１ｒＩＩＩＩトーｒｒ１ＩＩＩｑＩｊ

ｌ黒沢清助

｜松坂元庵
｜渡辺吉郎
一鈴木千里

一小池忠邦
一小池良伯
一山田伯龍

仁庸玄

玄通

高橋玄泰
｜内山忠郁
一上村玄立
｜松倉忠粛

｜山崎長春
｜山口龍玄
一松木救庵

｜大沢忠橋

忠篤
文龍

玄薙

菊池忠従

一村山
一舟山

三年十月

四年

五年

〃

〃

六
年

〃
〃
〃
〃
〃
〃

五年

〃

四年

〃

〃

逸徳

三宮忠貞

沢

前後

浜田梅

文政

二宮桂奔

河内養正

赤石松井玄純

天童奥山雲陵

細野生舂

大橋秀武

前野灘益

梅津良斎

赤石山野元貞

宮崎忠橋

名静字子遠

沢農輔

黒

烹沢

jl

己

一舟山

道松

〃
〃
〃

鰯辰

純軒

平庵孝
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小池忠郁
名忠郁字子文

同七年五月

上村玄端

。

同十年六月

松坂貞庵

名習字子常

同年同月
渡部吉弥
小池忠琢
名理字忠琢

名弘字毅郷

年同月
年八月

上村玄端
二宮
細
谷忠貞

同年六月
同十一年十一月

庄内生須貝元亮

後改志田玄英

飯田有益
山口彰水
寺島退茸

名汪と字千里

鈴木千里

階

名忠貞字公幹

同十二年五月

同年同月
七月

六月
十月

最上生栢倉庄蔵

山崎周益
佐藤文龍
黒沢忠達

後改山田伯龍

色摩嘉門

天保六年

越后生大沢忠格

天保四年五月

同年十一月
天保三年六月

年年年

天保六年

同

天保六年七月
天保八年
天保九年

天保十年四月
″

天保十一年

″
″
″

″九月

第二七二号文書門人戒令

福嶋生

上ノ山生

酒田生

田野東元二改

坐則

後

小池忠郁

病人取扱無一如在一、深切に誠を尽し可レ申事

一薬製之義、別而貞寧懇篤に心を用可レ申事

〔泰〕庵

有恒
忠篤
求章
文中
救庵
忠温
松逸
立元
長春

溌灘

耀沼崎口川坂木東貫山浦

一私用二は仮初一一出候節も、家内之者へ断候而可一罷出一事

朝夕座敷之掃除心を用ひ可レ申事

会可し致事

一医事之暇有し之時は、文学入精可レ為一専要一、諸会業広く参

素律義二取扱、茶・たはこ送迎等二至迄心を尽し可レ申事

一昼夜‐ニ限らず出入賓客ニ対し、貴鹿トなく無礼是なく、質

鍵長山山本松松伊大村三

一世上之噂咄、男女みたり成儀等、心を用ひ可し申事
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同同
同同同

一朝夕賄之事諺一汁一菜、家内大勢二候得ハや自分ｊ、支度
可し致事

家之不為に相成候事によらず、心を尽し可レ申候事

文化元年八月壺天主人

一門の内外見苦敷事候ハ、、召仕へ心を付可レ申候事

註

・堀内亮一『堀内素堂』一四ページ所載。

第二八三号文書越後国屋形一房
越後国屋形
長尾平氏景御先祖之事
一相模国鎌倉権五郎平氏景政四代梶原平三景時御子孫也

御幕紋巴之九曜ノ星
平景治蕊擁率詫志郡
平氏景融跡詠磨認雑海国号

平景房長尾
右関東八ケ国屋形上杉中納言藤原維信御聟也

母ハ道上杉維信御聟也

・長尾従四位下
平為景左京太夫号道七入道

長尾喜平次後に

藤原憲政之御家継給フ

平景虎上杉大納言管領職

関東八箇国屋形

上杉氏管領職藤原朝臣憲政御先祖之事

一丹弼国司上杉三位中将左衛門佐藤原朝臣重房之御子息上杉三

御幕紋竹之丸内二雀一了

位中将掃部頭頼重八代之御子孫也

藤原憲資垂嘩禮銅銅言

藤原憲宗錘李癖癩鋤納言

藤原憲康錘李艫蛎噸言

藤原維康睾嘩楕癖識

藤原維信錘聿罐爾銅納言

藤原憲家垂嘩楕癩職

藤原憲政鮭幸暉瀧蝿納言

龍若丸上杉殿

（ママ）

上杉憲政弘治元年八月十一日越後国長尾景虎御頼其上御名字御

長尾景虎上杉之御名字御継被成候事

譲被成候事

上杉中納言維信之御孫長尾左京大夫為景之三男也

上杉従三位中納言藤原弾正弼輝虎号越後守卜但永録三年酢
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御上絡被成管領職定リ
公方足利光源院殿源朝臣義輝之御前二而輝之字ヲ拝領被成

小野

林辺

高橋

蔵田

宇加地

太田

松川

村田

氏江

号上杉中納言輝虎卜永録六年号謙信入道長尾景虎之御事也
長尾氏景公御家中侍

長尾景房公御家中侍
駿河秀景
新発田出羽守
五十嵐入道
柿崎出雲守
飯沼源太頼久

栢崎右衛門太夫

高梨源五郎頼親
飯沼日向守正清
高梨播磨守景宗
長尾蔵人景忠

長尾為景様御一類衆

御一門衆

上杉謙信様御籏本

本庄出羽守時長

柿崎大和守

菅名入道

新津入道

上田政景殿

上条山城守殿景義

長尾義景殿

古志景信殿

飯野景久殿

飯沼四郎兵衛殿

苅和相模守景親

栃尾佐渡守殿景冬

苅和実景殿

政虎北条三郎殿ノ事
上杉三郎殿小田原北条氏政之御子息
上田長尾義景ノ御聟也

景勝上田長尾義景之御子息謙信之御
上杉弾正少弼殿家ヲ継号越後宰相ト
後二陸奥国二而会津之号権中納言ト

上杉景満殿古志之長尾十郎殿事也
山浦入道殿

上杉景行殿飯野長尾小四郎殿事也

畠山入道殿上田長尾義景之御聾也
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山本寺伊予守殿

新発田尾張守

下条薩摩守

水原壱岐守

賀地但馬守

山本寺杢蔵殿

右之外謙信一家之上条山浦山本寺各為上杉一党卜自分後代幕可

新津丹後守

為同紋及久末々同各幕下不可有異儀者也、依謙信之系図如件
信州大名河中嶋合戦に甲州武田信玄晴信二打負越州謙信公江

桃井讃岐守

大崎筑前守

柏崎日向守

山岸宮内小

直江入道

黒金治部

鬼小嶋弥太郎

菅名但馬守

村上源義清殿

降参其上河中嶋先陳被致候
‐高梨源政頼殿
此両家之衆河中嶋合戦以来御当家江幕下二被成候

越後越中能登佐渡上野五ケ国

謙信様御分城持大将衆
本庄美作守
斎藤下野守

高梨源三郎

本庄弥太郎

長井丹後守

安田伯耆守

神藤出羽守

甘糟近江守

河田伊豆守

北条安芸守

烏山因幡守

唐崎左馬助

毛利上総介

川田対馬守

大岡阿波守

石川備後守

北条丹後守

竹俣筑前守

飯森摂津守

平賀志麿守

中条越前守

河田豊前守

松川大隅守
黒川備前守
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宮部修理亮

鬼岩小次郎

本庄越前守

田中

琵琶嶋八郎

新発田因幡守

直江大和守

竹俣三河守

広田

阿老

大井田

木戸

菅沼越中守

河田伯耆守

本庄豊後守

侍衆

村上兵部少（輔脱字力）殿

上杉源四郎殿

景勝様御養子畠山入庵之御子息

畠山長門守殿

景勝様御姉聟畠山入庵之御子息

武田大膳大夫殿

甲州武田源朝臣晴信之御孫也

御一門

本庄清七郎

上杉景勝様御家中侍

市貝式部

有垣備中守

鮎川主計頭
柿崎大和守
吉江常陸入道
大国入道
小林左京助
柏原壱岐守

須田相模守
吉江織部
黒金上野介

村山安芸守

宇佐美駿河守

中条与次

直江山城守
柿崎弥三郎

本庄出羽守

須田大炊頭

長尾権四郎

唐崎孫二郎

嶋津淡路守

泉沢河内守
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大石播磨守

清野周防守

色部長門守

岩井備中守

大国但馬守

水原常陸介

安田上総介

安田筑前守

樋口内膳正

大室源二郎

芋川備前守

松田越中守

保科主馬

栗田刑部

平田尾張守

長尾右馬頭

深沢

福王寺

上田政景様御家中侍

川田軍兵衛

鉄上野介
藤田能登守

樋口

斎木土佐守

金子

下条駿河守

栗林

新津内記

千坂対馬守

福嶋

広居

西条志摩守
菅名孫四郎

宮嶋

青江喜四郎

市川惣四郎

山岸中務

村田与治郎
大滝土佐守
芋川肥前守
嶋津玄蕃
井上宮内
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資料ニ

河内和夫

ｌ阿蘭院医者列狄との出逢いＩ

羽生六郎左衛門著「阿蘭陀館内見物記」

ハプ

道潔一代記（全三巻筆垂一也什畔打巻之二四十三丁）の著

者羽生六郎左衛門逵饒愈悼垂蓉壷朋一蒄詣鯵は種子島氏の家

臣である。伊勢流の故実家であり、郡方役としては農政に
執心し、又物奉行介添役としての再度の上阪は老練な能吏
であったことを思わせる。

種子島材商売のための長崎出張は思わぬ幸運をもたらし
た。文化元年六月二十三日長崎入津より約一ヶ月の長崎滞
ヨシホカウサィ

在であった。阿蘭陀館内掛り外科医師良雄幸載の知遇を得
レッテキ

て出島阿闘陀館内を見物したのである。

阿蘭陀医者列狄の薬所の模様、初めて見る阿蘭陀人・黒
人、列狄の治療の手業、館内諸所の見物はただ驚くばかり
である。

良雄氏に対し「胸中迷ひをひらき、心意を慰めたれ（高
恩也」といい、良雄氏の阿蘭陀評の「生死共に天性に随ひ

任せて、五情の道を貴び居る也然れパ君子国共謂つく

つぎは「阿間陀館内見物」の一節である。

し」に対し全く同感の意を示している。

を構へ其形扇の地紙の如し

一阿藺陀館屋ハ糀崎町之前海中一一凡広サ壱町余の築地

雷欝蕊熱織雛糊

入ハ阿蘭陀通詞井掛り之医師其外ハ決而不相成御大禁なり

僕事ハ此以前京都大坂其外九州公役の旅行して、名

所旧跡等見物残る事なしといへども長崎旅行容易
ならず況や阿蘭陀館内見物公儀の御大禁思慮の
外なりといへども公役隙どりて此地へ長く滞在僕

ヨシホカウサィ

の身一一とりてハ幸也何とぞしておもふ念願ありて

思慮を尽しけるが阿蘭陀館内掛り外科医師良雄幸載

カリソメ

という人なるよし此人に手寄を求めなば思慮もあ
るまじきやと気寄て彼の方を尋ね訪ひけるが此医

師博識高名之人物殊一一仁和深くして仮令の取逢より

懇意を受たり斯て予が大望阿蘭陀館内見物之事さ
ざやきけれ（幸載云く遠国の来客懇望の事難黙止

然（気寄の訳有之間明後日朝飯後入来あるべしと

あれパ仕合一一おもひて六月廿八日良雄方江参入

しけるが幸載云く今日館内へ御用向ありて通詞
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とぞ其座敷内二用意の箪笥其外箱類惣而之器物異様也

カリソメ

側二広サ三尺余長壱間計の広床あり其床二ふとんを敷

シヤウニン

五六人医師壱人館内入之筈

其上に藤ニテ組たる呉座敷付あり是ハ列狄が仮令の寝所也

より列狄という高名の外科本道の医者此地江公儀の尊命

レツテキ

今日の館内入ハ上人方家内に病者あり然パセケ年跡阿蘭陀

座敷の中央に高サー尺五寸幅弐尺五寸方之四シ足阿蘭

て隠れて後下タの方計見ゆる也初て近寄たる時

〆乙かぶりて居る也され（ちざミたる髪もかぶり物に

氏殿蝋辨織畷瀞羅灘

の如きかぶり物あり凡図如左

て延ず長サ壱寸計千ちｒミニチピミ眼ハタゴ目也黒眼
薄赤く白眼鼠色形躰惣じて日本人二異りたり人別二笠

着腰限なるを着す顔色ハ桃色にして美しく・髪ハ黒くし

キリ

同し程合足の指先方踏入腰迄届く足貫キ又袖細の胴

ヤセ

其用意にて皆共如此と也良雄氏の職し相違なし今日四シ前
方セツ前之頃迄彼の列狄が部屋居付程の事なりしが病者
療治を仕かけ置幾度も彼の姿鏡に立そひたり是見相の躰
と見得たり列狄が年齢を良雄氏へ尋るに四拾三歳也卜其
容躰を試るに日本人の此年頃なる人替る事なし丈ケ高く
痩肉にして足の股とツトのふとりなく股より足のきびす迄

あるやかぞへがたく磨チギリタル刀劔を立並べたるが如し
又座敷正面の柱の目通りに高サ八九寸横四五寸計の鏡一
面かかり居たり是ハ長屋の部屋１１右二同じ良雄氏へ尋
るに阿蘭陀人は面直一身の保護至極大切に守る者也然る間
一日の内にも幾度か彼の姿鏡に立そひて一身の血相を見る

トギ

陀木二而作り立たる盤有是ハ外科道具をさし立置為の盤也

にて御頼入来朝館内居住也良雄氏事早速方彼列狄へ入

鋏小刀サンリヤウシン其外名目シラヌ療治金具何拾本

と也

門稽古被仰付七ケ年来稽古受申候也とぞ依て彼の病人
今日ハ阿蘭陀医者へ相掛り療治願御免にて通詞井医者差付館
内入有之事也とぞ尤病人養生二付館内入も平人ハ不相成

然（御方を今日之館内入通詞人数の内にまぎらし引

入申度此趣極内分を以大通詞方へも頼入置候故
同心可致然（御方も則今日館内在勤中ハ通詞人
之姿一一而候故其御心得一一而惣て之事通詞仕向通

見習行作可有之との事也
長崎表ハ都て町人にて通詞も医者も大小之帯刀ハ不相成
長き腰刀計二而袴羽織着服就而ハ此方二も同様の振舞可然

旨良雄氏任指図打刀ハ良雄の許江預ケ面腰刀一本也

塊ン．

斯て此方迄通詞六人と良雄氏同烈一一而今朝五ッ時

時分館内入
出島渡り口に長屋門の如き通り改番所あり土地に盤床をす

へ番者弐人腰掛ケ也今日の同行七人共二彼番人立出て
両の快方懐中迄悉く改之是何ぞ持入交易為致間敷為也トぞ

直二異国医師列狄が薬所部屋江上ル
テンヂヨウ

長屋の内二階座敷江土地方直登り之大梯子あり是方上ル
薬所座敷拾弐帖敷天井より柱障子の腰板鴨居等迄都而小
紋付の紅紙にて張廻し木面の見得たるハ敷居計也座敷の
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一

力遡

〈人相変じて心地あしきやうなりしが凡終日ほ
ど見馴たれパ左もなかりし也
右阿蘭陀の形相数十人を見るに皆同し身分の高下にて替
りありや衣類の善悪ハありといへども取仕立ハ替りなし
クロス
籾又黒子と云者ありくるんぼとも云阿蘭陀国を離れて孤
島の夷族船中加子黒子を乗せざれ・ハ船の働き自由ならず

とぞ館内に黒子の居所長屋のやう成家有土地に猫ぶく
の如き至てむさなき莚を敷住居せり形ハ阿蘭陀人二替
りなしといへども顔より惣身に至る迄薄墨をかけたる如
く黒くしてかぶり物ハなく惣別渋染の木綿湯手帯の如く

なるを以耳方上頭上を包ミ廻し留めて其余りを壱尺計
後襟の方へ垂ス衣類股引二至迄麓服たりといへども

ユカ

仕立方ハ大躰似たる如し船入津の折見物するに此黒子在
船中の働き驚入たる仕業也本柱ニハ上段中段二三尺方計成
竹床をかき三段にかけたる帆足を右竹ゆかの上に居て取
る籾又帆柱に数十の実縄あり此実縄に桁縄ありて綱梯子

の如し洋中走り船の仕廻からくり仕かけにて日本人な
どの及び難き業見物して感に絶る事多し

席の大通詞よりはじめ居子より三人め計に立向ひ中腰ほ
どにして両手を乳通り計にて組む如くして三拝ヅッ順と

皆共立廻りて拝礼無言なり夫方して列狄ハ元の如く居
子二帰り居る然るに茶の給仕人是阿蘭陀人提程計なる

手桶に垂口の附たるに茶を入片手二持左手にハ茶碗を持
座中へ出右左茶器持ながら中腰ほどにて惣客へ向ひ目礼
其儘上客より順と同し茶碗にて呑廻し本朝の濃茶の呑方

クリ

の如し茶の風味甘茶の如し口馴ざれパ呑難し引菓子
出ル此干菓子ハ至て結構也異国木の操ばちのやうなる
に盛りて持出順と引て廻ル夫よりして酒出ル是も茶を

入たる小桶の如くなる垂口あるのに入盃ハ奇明なる赤黒き
底深なる土器也。是も呑廻り酒の味ハ備後国の宝明酒二苦
甘き味をそへたる如し是も口馴ずして壱盃呑てこ盃とハ
呑れず然しながら呑なれぬれ（宜敷にや通詞同行の内に
も二盃三盃続けかけて呑人もあり

夫よりして今日館内入の病者上人方の子共両人を

薬所二階へ烈上りて列狄が療治取付其次第外科

の手業驚入筆舌に尽し難し就中めづら敷ハ壱

人の病者ハ三年巳前方の麻湿長崎中功医の仕はぐ
らしのよし病者を居子に載せ置隠茎を出させて

列狄が薬所二階へ通詞井医者同烈にて上り見るに前
以今日館内入の人数知らせ有之たるにや人数一一応じ

琴の糸の様成を四五寸程に切り延立て其糸に種との

カネ

て居子七脚座敷客居とおぼしき所より曲尺折りに

油薬を厚くぬり小用道に捻り込貫け（糸濃をぬる

空イス

すへ並べてあり大通詞始順と直に居子一一腰を掛る

其うミを拭ひ幾返も薬をぬりて抜ぎさしする事凡

一時計其内通詞人を以病人の気分を伺ふ間ミーーハ

方鈩、邑

僕も良雄氏の引廻しにて通詞人に紛れ入たれ（良
雄氏の内教に任せ六番めの居子一一腰を懸ル良雄氏

気附の薬を用ふ此外科業ハ門人の良雄氏も入門

ヰス

ヰス

も同断也此時亭医列狄主居の方居子より立出て上
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七ヶ年始て見たるとの事也又壱人の病者ハ穣血
サンリヨウシン
の滞りなりとて両の腕両足の股より三量鍼一一テ
血ヲトル血の垂る撰事凡壱升共いはんか此時に

子へ腰掛して居る迄之事館内諸所見物せんも無念な

アミ

窮香という獣を見たり金の網篭に飼居たり猫の形
に似て騒しき獣也篭の内を飛めぐる事暫くも止事
なしカビタン部屋長屋の庭江居たり右之外阿蘭陀
人之行作労珍事難尽筆舌大綱を記ス斯て今日セツ

ジヤコウ

にてすぐひて喰ふ凡シッフクの如し

鶏卵形のむすびめし三ツヅッ添物ハ都て油物日本
二てどんぶりという物二似たり箸ハなくして指に
てつまミ又ハ日本にて酢すぐひに似たる物あり夫

シ’一三人計ヅッ寄りて喰飯ハ壱人前ヅット見へて

案の如き台を数多居子の前土地一一すへたり食台一

官人ハ別賄中分以下大賄也とぞ昼夜時鳴鐘を打
昼飯集り所ハカビタン部屋前之広庭也土地に棲息
の時分故布屋を栫て有昼飯見物するに此所へ集
り人拾五六人也土地一一居子を並べ食物ハ足高几

て野猪羊牛鶏等油剪物中ノ、以其匂ひ思ひられず

りとぉもひ良雄氏江尋けるが尤之事案内可附候
間見物せよとて案内者壱人用意してもらひ館内不
残見物す大概如左
大賄前へ行て見るに径三尺計の大平鍋塗り付釜都

ることならぬ御法様然る間幼女成長の折仕付用
として最早銀子拾貫目計母女江預ヶ居たり卜ぞ
右通病者散人の療治隙取時刻を移す其内僕も居

一

▲

ハ病者の両眼を湯手にて塞ぎ是又問とニハ気附の薬

を呑する其外奇明の業あり彼の三量鍼も日本外
科道具の仕業の如く突立一一てハなく平き板金弐枚に
て鉄炮の火挾の先きをとがらしたる如きを挾ミ引イ

ポありて引ケパ火挾の如き物落て挾ミ板金の間方
分銅ありて打出す此切先キ打込テ血を発ス此器ハ

彼列狄ハ寵愛の傾城腹に生したる四才の女子壱人あ

突込の三量鍼方病者の気取りも宜しかるべく見ゆ見
物しても見能き有さま也

ツラツ『フ

り薬所次の一間広座敷列狄が居間也トテ療治の
間彼幼女幾度も薬所へ遊びて走出ル異国人形相
ハ異りても七情ハ至て切也卜良雄方聞居たりしが
誠二其情現在に顕れて親の童児慈愛の切成る事感
不斜療治片手に幼女抱きそそりする事実深き有さ

の傾城ハ列狄が衣服の始末片手に三味線をひきて慰

ま也斯て此幼女を熟と見るに血脈は相違なしとい
へども形相ハ日本人の幼女ノ形相なり顔作りの仕
立ハ実父に似たり髪の上の仕立と衣類ハ長崎町
幼女の仕立の如し居間の一間を伺ひ見るに呼付ヶ
む躰と見えたり列狄帰朝の折一一ハ彼の幼女を烈帰

一
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紅晨、
鴨唖（一

岬へ加
画斗縊
酬慨（｜

伝誓い

布川毎
十拭く
ナガ圭
同

同．、

北

オア

橋

一

一

一

｜
草原

茜卜
原地
原地部黒
屋子

～

良雄氏江館内一一而病者療治中頼入候処良雄氏方大通

如此案外なる異国人との参会誰しも容易ならず手
しるしと彼の阿蘭陀医師が直筆害跡を懇望いたし度
詞へも聞一一入候処遠国懇意之旅客懇望之事弥害を

子黒

見えず

←

深堀瀬□

１１Ａ

日本向トハ大キ’一異りたり

紺屋一一用る上絵筆の如く毛

筆の軸ハ木一一似たり筆形ハ

先キ糸筋の如し筆の手の内

も大キ｜一達ふ也筆を紙に付

るやいなやひねり曲りたる
横文字書留る迄目の届く間
もなく滞りなし籾又彼の横

んか彼列狄が座右二医書な

文字ハ日本二而候草字なら

りしか数冊或ハひらき或ハ

真行草の文字あるにや彼の列狄が筆跡散枚異国人
と参会後代の手しるしとおもひて秘蔵し居けるが
此事故実師家雅楽様被聞召上御懇望一一付難有
奉存壱枚ハ進上したり尤阿蘭陀人之筆形凡如（左
図参照）軸の程大躰人の小指程計惣長サセ寸計也

もあり又テン字ノ如キもあり然れば阿藺陀一一も

書を伺ひ見るに角字ノ如き

←畳ミてもありひらきてある

虫クイ

出島横馬場 北 一 面 惣 長 屋 地 良
屋数拾威三 計 二 階 ハ 都 テ 住 肘
部屋下タハ 惣 テ 荷 物 蔵 惣 テ 瓦
茸壁〈五枚 塁 ミ ノ 腰 瓦 上 ハ 向
土塗
部屋

此橋長サ拾間計

’

此辺二階列狄薬所雑墹Ⅲ

用

、

－－－－～～

'一悪質-‐
一一

高官人
カビタン居所高 一階ビ イドロ
障子ノ光り三里汁ョリ見ユル

同|寺
ナガヤ

営甑寒哩幸輻至壺
F哩幸輻至壺

孫、

草土

南

時分館内方退去良雄氏の許江同道いたし候籾又

穏彗悟
枡くふ

一一一・一.

可給との受合にて大通詞方列狄江通詞有之候処則
立て大キ成呉服箪笥躰の引出し方阿蘭陀紙竪八寸横
七寸計なるを散枚取出し即席二而書之一枚一天鶴
の字一枚一天亀の字試枚共二横文字也筆墨之形
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、△＋,ﾊ唾、抑へ畳‘ハ

一

人倫を全く守り居るは阿蘭陀也と長崎におひて心あ

異国もさま／～あり本朝も広大なりといへども今

良雄氏に予が見る所の趣を述ぶ答云能社見知りたり

用の事を已が同傍とも不物語至て尋常なる有さま也

る程也又唐の筆談を一ヶ年稽古する時ハ阿藺陀筆

を三年して習ひ覚る時ハ阿閏陀口ハーヶ年二習ひ覚

氏に尋るに阿藺陀ロハ至て習ひ安したとヘバ唐口

願一一而も不被成御法也とぞ籾又通癖の勉学を良雄

阿蘭陀人の子男女数多出生したり然れ（其支流
弘り居けり唐人も同断也然る間通詞ハ阿蘭陀も
唐も町宿出生支流家を以被召立脇人よりハ如何成

阿蘭陀人を同席中｜一て親しく見たるハ列狄と宮仕人煎

る人阿蘭陀人の振廻を覚し知りたるは取沙汰ある事

事を今日館内滞在の内に党し知たり前と記ス如く

御取持も唐人とハ格別御崇敬ありとぞ阿蘭陀通詞
惣て八拾人其内大通詞三人給付一人｜二ヶ年

に見て心中一一恥ケ敷事多し去ルー依て此国よりの

の荷物官組且算用取引一一至る迄其律儀なる事此国

て胸中迷ひをひらき心意を慰めたれ（高恩也去一一依て

右の如く阿蘭陀館内見物之事偏に良雄氏の懇意よりし

筆勢の美妙なる事日本人などの及ぶべき躰一一ハ見へ

ノ事共ハ間覚べきやうなり文字ハ又夫一一異りて

人也繕か此三人の振舞を見るに徳実面に顕れ不

也全躰仏法を信仰せず生死共に天性に随ひ任せて
五情の道を貴び居る也然れパ君子国共謂つくしと

ノーの続きにぶくして穏也三日も附会な（当座恵釈

全躰徳実篤き国なれ（社弁口も余程静にして一舌

銀拾貫目ヅ畠三人一一而一人ヅ掻之一ヶ年受込年番

談ハ五ヶ年一一も及ぶ也とぞ是良雄氏の愉し相違なき

が館内より出曽て地方へ俳個する事もなく持渡り

ぞ然る間来朝滞在之間も日本の国法を守り己

あり此年番ニハ拾貫目重ミ’一而年番之節ハ合而試拾

かへてわかれを惜ミぬ又帰郷の以後も便宜の折一一ハ互

帰郷離別の折一一ハ相応なる謝礼をもてなし共に袖をひ

二安否尋、書翰の贈答いたしたり。

ざりし也。

貫目其以下稽古通詞迄順と一一応じ高扶持被下置
右通詞扶持ハ此国と阿蘭陀と半割二而御渡有之と
也上古日本地長崎江商売として来朝し暫之間ハ館
屋迎もなく阿蘭陀人滞船中町宿也とぞ其以後来
朝の船数相定り猶又永代不易来朝究り之上二而
館屋出来したりとぞ其前町宿の時町家婦人の腹二
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』

村茂雄から和歌を学んでいる。やがて春安は父のあとをついで名

主、医師、神主となったが、系譜によると文政初期「居村不治に

留守にし勝ちであった。このころ既に代官江川家に仕えていたと

付無拠名主役預伜保太郎十四才之時同人名致置也」とあり、家を

も考えられる。但し担庵が代官職をついだのは天保六年であるか

弘化四年坪井信道が病気静養のため熱海一碧楼に投宿の際、彼

ら、先代英毅の時である。

嘉永元年より担庵は韮山で砲術教授を行なっているが、弟子達

を見舞った。信道はその感懐を一篇の詩によせている。

が記した韮山塾日記の中に元年と二年に病気のため八幡野村まで

プ（》◎

診療に出掛けたり、担庵自身も春安を訪問した記事が見受けられ

嘉永三年肥田舂安は江川担庵の命で伊東玄朴より種痘術を伝授

され、管内の伊豆・駿河・甲斐・相模・武蔵で種痘を実施した。

また遠く八丈、三宅までも種痘にでがけいる。

安政元年十二月江川担庵江戸出張重病にかかり、十二月三十日

の診療立会にも拘らず、翌二年一月十六日没した。

春安は江戸へ担庵の診療に出向した。担庵は江戸蘭方医ら十数名

春安は明治六年八月八十七才で没したが、男子六人あり、みな

を学んだ。竹村茂雄は本居宣長に国学を、村田春海に歌文を学び、

国し文化年間伊豆の国学者で歌人であった竹村茂雄に国学、和歌

入り海軍機関総監となり、退官後は御料局長となった。

なり、威臨丸機関長として遣米使節に加わった。明治以降海軍に

浜五郎は嘉永七年象先堂塾に入門、のち長崎へ行き海軍伝習生と

肥田貢とあるのは、四男泰蔵と同一人物と推察される。また五男

医を学んだ。適為塾斎姓名録中に弘化四年三月豆州東浦八幡野邑

伊豆に国学、和歌をひろめ、みづから草奔の国学者を以て任じ、

学を学んだが、この頃坪井信道と同塾であった。やがて伊豆に帰

は明らかでない。さらに文化初年江戸で中津藩儒官倉成龍渚に儒

春安は若いころ前野良沢に医を学んだが、良沢没後の医学の師

ていた。

師であり、また淡路と称して八幡宮神主も兼任し、和歌にも長じ

つとめた。父春達は八幡野村住九代目にあたり、名主であり、医

郡肥田村に住んでいたが江戸初期八幡野村に移住し、代為名主を

伊豆八幡野村に肥田春達の長男として生れた。肥田家はもと田方

事績にはまだ不明な点も少なくない。春安は天明七年（一七八七）

肥田春安も蘭方医家として江川担庵に仕えたが、春安の経歴や

長谷川刑部らの蘭学者を養成している。

林洞海ら多くの蘭方医家と交友があったが、家来として八田兵助、

江川担庵（英龍）は伊東玄朴、大槻俊斎、坪井信道、織田研斎、

一、江川担庵の侍医肥田春安土屋重朗

於順天堂大学医学部九号館二階二番教室

七月例会七月二十八日（土）

一Ｉりくくイーりくノーｊｊｉ～くくくＪｊ１～～～～～～～‐

一日本医史学会例会記事一

I

村の支配者層に大きな影響を与えた。肥田家の族はほとんど竹一
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I

二、慶長年間の医家肖像二点
川

鼎
三

例会の後、土屋重朗氏の静岡県の医史と医家伝の発刊を

一、種子島に於ける江戸時代の人口の推移状況について

児数、死亡年齢などの統計のみに終ってしまったことは遺憾であ

のであるが、産科関係の資料が発見できず、ただ人口の増減、産

この稿においては、特に婦人の出産を中心として考えたかった

いう経過を辿ってきたことだけは理解ができたと思う。

代初期より幕末に至る時期において、漸増・停滞・減少・漸増と

ではなかったが、これにより少くとも本島人口の推移が、江戸時

調査が余りにも僅少に過ぎはしなかったかなど、種を懸念もない

「家譜」の記録がそのまま信頼できるか、或は「系図」による

として、江戸時代における人口推移の実態を探ろうと試みた。

「種子島家譜」による人口の記録を経とし諸家の「系図」を緯

河内和夫

於順天堂大学医学部九号館二階二番教室

九月例会九月二十二日（土）

た。

祝って、 有 志 で 土 屋 氏 を 囲 ん で こ の 労 作 の 苦 心 談 な ど を う か が っ

当日、

建立にいたる経緯の説明があり、東洞の業績の紹介が行われた。

去る十一月九日、広島市において行われた吉益東洞の顕彰碑の

三、先哲・吉益東洞顕彰碑人ついて江川義雄

I

つ

◎

本講演は原著として本誌訓巻２号より掲載

二、江馬塾における「扶氏経験遺訓」の需要

本講演は原著として本誌に掲載予定

｜、絵画資料に見る日本の医師

大鳥蘭三郎

緒方富雄

片桐一男

樋口誠太郎

於順天堂大学五号館二階会議室

十一月例会十一月二十四日（土）

本講演の詳細は原著として掲載予定。

四、緒方洪庵の子、緒方惟直のこと

本講演の要旨は蘭学資料研究会研究報告第二七四号に掲載。

三、ショーメル異聞宇賀田為吉

本講演はいずれ本誌に原著で発表する。

二、宇田川榛斎の「遠田医範」と「医範提綱」㈲

た
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Ｊ

く

昭和四十七年度医史学関係論文目録二
通史
生物改造の思想、技術、教育と文化鈴木善次教育と文化
（八）五五’五七

科学編四巻一号一三’二二

科学、科学教育、科学史紫藤貞昭日本大学商学集誌、人文

○三

医学の歴史小川鼎三順天堂医学一八巻三号四○一’四
日本の医学とドイツ小川鼎三日本医師会雑誌六八巻一号
三○’三四
八二’九三

解体新書へのみち小川鼎三クリ’一シアン一九巻一号一
ワルテンシュタイン城にてｌヨーロッパでアジア医学を考えるｌ
（１１Ｖ）大塚恭男冨昌○℃函Ｐの両ｚ旨両国ＯＰＰ悶因旨両君

’二八○、三二八’三三六

第一七巻二五’三一、三三’四一、一四八’一五六、二七二

○二’二○三

泰西医学と数学大矢全節日本医史学雑誌一八巻三号二
東洋比較医学史私の中国医学史研究ジョーセフ・ニーダム
医学史研究三八号三六七’三七○
古代印度医学と仏教医学との比較②石原明、杉田暉道日本
医史学雑誌一八巻三号一九四
古代バビロニアにおける医学について鈴木哲哉日本医史学

一九五’一九六

雑誌一八巻三号一九三’一九四
日本先史時代の暦誌三輪卓爾日本医史学雑誌一八巻三号

三二巻九号四五一’四五六

一七世紀の生物学中村禎里科学史研究一○一号一’九
南蛮寺興廃記と南蛮医学の発端井上清恒昭和医学会雑誌

中世末期の医療に関する研究日記文学に見る医療の概況渡辺

四四五

俊彦日本体育学会二三回大会三七
幕末の西洋医術発展記酒巻英之助逓信医学二四巻五号

杉田玄白から福沢諭吉へ「解体新書」から「学問のすすめ」へ

藤野恒三郎東洋薬事報一三巻四号七’一六、五号七’
一○、六号七’一○、七号七’一○、八号七’一○、九
号七’一六

一九世紀の日英両国における医師像の比較について阿知波五

一八巻三号一九八’一九九

郎日本医事新報二四九六号六三’六八
戦国武将の医学意識と医道伝授宮本義己日本医史学雑誌

伝記
五号二五七’二六二

教えを受けた方為のおもかげ勝木保次生体の科学二三巻

まで臨床的な結核学者Ｉ清水寛複十字一○七号一

結核の予防・医療・行政に尽した思い出の人⑧ｌ有馬英二あく
六’一九
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’二五

光・下松出身にて日本医界に貢献顕著な人物庄司忠山口
県医学会誌六号三一八’三二一
群馬のおいたちｌ維新前後の漢方医Ｉ田中和雄主治医一
二巻一○号二四’二五、二号二六’二七、一二号二四

弘前における渋江抽斎の遺族と伊沢蘭軒伊沢蘭軒覚え書②

松木明日本医史学雑誌一八巻一号五一’五四
石原忍先生とその時代桐沢長徳銀海五七号一三’一五、
五八号五’七、六○号六’九、六一号一四’一六、六二

号九ｌ二

備前地方蘭医学史石井宗謙とシーポルトの遺児イネ中山沃

六○号一○Ｉ二

怒った石原先生ｌ附属医専創設をめぐって福島義一銀海

八’二九、三六号二八’二九、三七号二八’二九、三八号

二九、三二号二八’二九、三四号二八’二九、三五号二

ぉ医者山脈徳川白布Ｘレイ・ジャーナル三一号二八’

二八’二九、三九号二八’二九、四○号二六’二九、四一

号二八’二九、四二号二六’二九、四三号二八’二九、
四四号二八’二九、四五号二六’二七、四六号二六’二
七、四七号二八’二九、四八号二八’二九

医学文化をたずねて剛江戸の医師進士慶幹医海時報五
六七号三
明治漢方の巨頭浅田宗伯の家規など吉川芳秋保険診療二

七六

医海時報五四六号三
阿波人物山脈井出三洋徳島毎日新聞四七年一月二日
阿波人物山脈井上不鳴徳島毎日新聞四七年一月一八日
阿波人物山脈井上達也徳島毎日新聞四七年一月
阿波人物山脈石丸修安徳島毎日新聞四七年一月
阿波人物山脈稲井静電徳島毎日新聞四七年一月
阿波人物山脈井上肇堂徳島毎日新聞四七年一月
伊東教授の遺業鈴木正夫千葉医学会雑誌四八巻四号一

一一二二－ｆ一一二ハ

秋田の蘭医岩谷省達松木明知日本医史学雑誌一八巻一号

「伊沢蘭研」補遺と正談富士川英郎鴎外一○号一’七
伊東重と陸掲南川村欽吾東奥義塾研究紀要第六集一’

九’九○

七巻一○三号五八’五九
阿波人物山脈有持伯民徳島毎日新聞四七年一月七日
尼子富士郎博士を偲ぶ佐藤美実広島医学二五巻六号八
明治の大医赤星研造と宮城県村主巌日本医事新報二五一
二号六三’六七

宇田川玄随と玄真木村陽二郎高校理科研究六’五、四’

人間ウイルヒョウとその時代吉田冨三日本臨床三○巻六

一ハ

四四

師を語る赤岩八郎先生今永一医海時報五五八号三
師を語る青山胤通先生佐為廉平医海時報五六八号三
師を語る猪子止才之助先生奥窪廉司医海事報五六五号
一一
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号一四三一’一四三五
宇田川榛斎の医範提綱致井上清恒昭和医学会雑誌三二巻
六号二七一’二七七
緒方洪庵と適塾小川鼎三宮両ロ門ＰＦｚ同君の一三○号四
オスラー博士の生涯佃オスラーの業績と生涯のあらまし②生
い立ち（一八四九’一八六四まで）日野原重明言８国目

柏原学而伝土屋重朗日本医事新報二四九一号六五’六
四号六七’六九

七、二四九二号六八七○、二四九三号六八’七三、二四九

シーボルト先生其生涯及び功業の著者呉秀三博士の面影吉川

回想の国崎定洞曽田長宗医学史研究三八号三七二’三

三九号五○’五四

芳秋保険険診療二六巻一○一○号八二’八四
恩師久保猪之吉先生の憶い出田中一弘日本医事新報二五

四七側トリニティ大学文科からトロント医学校へ九巻一三

九巻九号一八一○’一八一三、九巻一○号一九四四’一九

三四号六六’六九、二五三五号七○’七三、二五三六号

後藤新平における衛生論の人間的展開布施昌一日本医事新
報二五三二号六一’六四、二五三三号六八’七一、二五

時報五五二号三

備前蘭学の始祖児玉順蔵（備前地方蘭医学史）中山沃医海

二七○五

上林茂暢公衆衛生三六巻三号一八六’一八七
小石元俊の医案（草稿）中野操医潭四三号二七○四’

社会衛生学より革命運動へ⑪衛生学者〃国崎″川上武、

人口にみる公衆衛生の歴史伽国崎定洞（一八九四’一九三七？）

三八五’三八六

国崎定洞、その後の調査より上林茂暢医学史研究三八号

八四

国崎定洞と現代前田信雄医学史研究三八号三八二’三

八一

七七

回想の国崎定洞山田とく医学史研究三八号三七九’三

一八二’一八三

号二三四七’二三五○
七科約説と太田用成土屋重朗日本医史学雑誌一八巻三号

十字一○七号三三

人物紹介小川培地を完成された小川辰次先生工藤祐是複

阿波人物山脈小原舂造徳島毎日新聞四七年一月七日
南嶬小川孜成について津田進三石川郷土史学会会誌五号
九○’九四

日本生物学史雑話㈱桂川甫周と林子平木村陽二郎高校理

金崎周説金崎三三広島医学二五巻七号八七五’八七六
金崎周補金崎三三広島医学二五巻七号八七六
金崎宗弘金崎三三広島医学二五巻七号八七六
科研究六巻三号四Ｉ六
阿波人物山脈賀川玄悦徳島毎日新聞四七年一月六日
阿波人物山脈神河多文徳島毎日新聞四七年一月九日
西東科学史散歩田貝原益軒大矢真一自然二七巻一号
二○’一二
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六七’七○

長岡町蘭方医小村英庵木像蒲原宏新潟県医師会報二六
九号

阿波人物山脈高良斎徳島毎日新聞四七年一月八日

号四

相良知安とフルベッキ小川鼎三冨両己弓ＰＦｚ両君の一三四

近世日本医学の先覚者相良知安文書の研究鍵山栄日本医
史学雑誌一八巻三二一五’二三二
佐藤泰然と順天堂の始まり小川鼎三三国ロ后麥晶ｚ同君ｍ一

三一号四
佐藤尚中伝仙小川鼎三順天堂医学一八巻一号二二’

六三’六六

二五、②一八巻二号二八六’二九一、⑧一八巻三号
四○七’四一四、側一八巻四号五一八’五二三
佐伯理一郎（一八六二’一九五三）留学日記阿知波五郎日
本医史学雑誌一八巻三号一八三’一八六
柴田収蔵日記を読む大滝紀雄日本医事新報二五一五号

一一

柴田先生と長井先生ファルマシァ七巻二号六二七’六三

阿波人物山脈七条文堂徳島毎日新聞四七年一月
杉田玄白先生に学ぶ宮本忍胸部外科二五巻四号二四五
瑞方面山の「典座教訓間解」について関根正雄日本医史学
雑誌一八巻二号一○七’二八
杉田玄白覚え書き側杉靖三郎社会保険二二巻一二号一
八’二○、㈱二三巻二号一四’一六、㈹二三巻三号二

究五巻九号四’六

二’二四、側二三巻六号一四’一六や㈱二三巻七号一
二’一四、㈹八号一四’一六
日本生物学誌雑話杉田玄白の身辺木村陽二郎高校理科研

究六巻一号四’六

日本生物学史雑話杉田玄白の深慮木村陽二郎高校理科研

医学館創設者由緒書シリーズその三鈴木儀六の由緒書酒井
恒十全同窓会会報四五号四七年二月二○日
阿波人物山脈須田泰嶺徳島毎日新聞四七年一月一○日

阿波人物山脈関寛斎徳島毎日新聞四七年一月一○日
軍医としての関寛斎福島義一医海時報五四三号三
土居咲吾金崎三三広島医学二五巻七号八七五

○号五四’五七、二二一号五四’五七、二二二号五四’

建部清庵杉靖三郎健康医学二一九号五四’五七、二二

五七、二二三号五四’五七、二二四号五四’五七
一七’二四

ダランペールと確率論仙山崎英三科学史研究一○一号

四七年一月九日

阿波人物山脈高橋赤水（一七六九’一八四八）徳島毎日新聞

阿波人物山脈高畠耕斎・道純徳島毎日新聞四七年一月

この人を忘れてはならないｌ高嶺徳明（魏士哲）のこと’佐藤

阿波人物山脈橘舂庵徳島毎日新聞四七年一月

八郎鹿児島県医師会報一二’一三
「ツューンベリー研究資料」補遺岩生成一東方会創立二十
五周年記念東方学論集六七’七八
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が国における労働科学の誕生川上武、上林茂暢公衆衛生

人にみる公衆衛生の歴史⑨暉峻義等（一八八九’一九六六）わ

三六巻一号四○’四一

新社会衛生史ノート四八アジア産業保健会議と暉峻義等三
浦豊彦労働衛生一三巻一二号
戸塚静海より兄柳慶宛の書簡の紹介仙戸塚茂男日本医史学
雑誌一七巻四号三二’三一五
長与専斎大鳥蘭三郎日本及び日本人
目で見る医学史明治の医事衛生制度をたてた長与専斎小川

真一郎医海時報五三五号三
阿波人物山脈畑維禎徳島毎日新聞四七年
阿波人物山脈畑維龍徳島毎日新聞四七年
阿波人物山脈林随仙徳島毎日新聞四七年

坪井信道のヒポクラテス賛の作詩の年代緒方富雄日本医史

平田篤胤の医学服部敏良皇学館論叢五巻四号一’一二

六八

学雑誌一八巻二号二九’一二二
小村英庵旧蔵ヒポクラテス像蒲原宏新潟県医師会報二

師会報二七二号

加茂市蘭方医森田千庵ヒポクラテス像蒲原弘新潟県医

日本におけるヒポクラテス日本のヒポクラテス画像と賛の研究

鼎三冨因目。シＦｚ両乏の一三六号四

長井長義先生の生い立ちとその背景岩村武勇ファルマシァ
八巻四号一二七’二二○

阿波人物山脈藤本文策徳島毎日新聞四七年一月
エルウィン・フォン・ベルッ先生石橋長英診断と治療六

三号一八二

藤井方亭の生家について茅原弘日本医史学雑誌一八巻

医史学雑誌一七巻四号二八八’二九一

青森大病院教授深瀬洋舂伊沢蘭軒覚え書仙松木明日本

一二二ｌ一二三

会衛生学の移植川上武、上林茂暢公衆衛生三六巻二号

人に見る公衆衛生の歴史川福原義柄（一八七五’一九二七）社

早稲田大学図書館蔵ヒポクラテス関係資料緒方富雄早稲田
大学図書館紀要一三号一’二三

一八四四

序説緒方富雄日本医学会一八回総会会誌一八三七’

八

中川淳庵木村陽二郎小浜市史紀要第三輯一二’二

二五七’二六一

東洞門人録中の中神琴溪矢数道明漢方の臨床一九巻五号
フローレンス・ナイチンゲールのお墓参り今昔蒲原宏東
洋薬事報一四巻三号二二’二三

土屋重郎医海時報五六四号三

医学文化をたずねて鯛和方家花野井有年静岡県医学史のうち

目で見る医学史Ｍ長谷川泰と済生学舎伽酒井シヅ富両国‐
ｏＰＦｚ因乏の一三九号四

華岡青洲の麻酔と外科緒方富雄第五回世界麻酔学会議特別
講演

医学文化をたずねて伽近代外科医の祖華岡青洲を語る菊池
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○巻五号八八一’八八五
へボンとウィリス小川鼎三富両己同畠ｚ両君の一三二号
四

四五’四八

己『．博鼻とその周辺仁木厚・他医学のあゆみ八○巻一号
ベルッ（一八四九’一九一三）のこと緒方富雄医学のあゆ
み八○巻六号四二○、八○巻七号四七○
ポードイン先生送別の写真大滝紀雄日本医事新報二五一
○号六四’六五
堀内文書より見た江戸時代後期の医療（第一報）大塚恭男日

三九’五○

本医史学雑誌一八巻一号二九’三七
堀内文書関係年譜酒井シヅ日本医史学雑誌一八巻一号
堀内文書にみられる蘭学者の生活と思想目杉田玄白の手紙から

史学雑誌一八巻一号二’一六

小川鼎三日本医史学雑誌一八巻一号一’一○
堀内文書に見られるオランダ語について大鳥蘭三郎日本医

三一七’三二四

米沢藩医、堀内家とその周辺堀内淳一日本医史学雑誌一
八巻一号一七’二八
堀内文書の研究側片桐一男日本医史学雑誌一七巻四号
堀内文書の研究⑤片桐一男日本医史学雑誌一八巻一号
五五’六○

田進三金沢大学医学部百年史六七一’六九二

スロィス、ホルトマン時代の講義録から文献の中の先生津

一二’一四

本庄普一先生の墓の改葬に際して桑原安治銀海六二号

大滝紀雄医海時報五四○号三

國邑肩江戸末期より明治中期までの洋史を中心とした医学

養部紀要（人文社会研究）一六巻四九’六九

日本生物学史雑話二九前野良沢の自然観木村陽二郎高校
理科研究六巻八号四’六
日本生物学史雑話二八前野良沢と高山彦九郎木村陽二郎
高校理科研究六巻六号四’六
前野良沢の「蘭訳筌」について斎藤信名古屋市立大学教

六九’七○

曲直瀬道三と雲陣夜話米田正治日本医事新報二五○七号

医学会五○年史

慶応・慈恵両医学の創設者松山棟庵先生神崎勲日本医事
新報二五一四号七四
光本天造右田憲吾広島医学二五巻七号八七七’八七八
阿波人物山脈美馬順三徳島毎日新聞四七年一月徳島県

阿波人物山脈三宅玄意（玄達）徳島毎Ｈ新聞四七年一月
阿波人物山脈三宅舞村徳島毎日新聞四七年一月

阿波人物山脈三宅速徳島毎日新聞四七年一月

ミハエリス教授来学五○周年にあたって八木国夫名大医学
友時報二七五号一’二
日仏医学交流に貢献した茂木蔵之助古川明日本医史学雑
誌一八巻三号一八六’一八七

医師としての森鴎外側伊達一男日本医事新報二五二三号
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六六’六九

鴎外の文学と人間中野重治・他文学四○巻一三○九’
一三三九

森鴎外と明治の青春三枝康高文学四○巻一三六九’一
三七九

一五三三’一五四四

啓蒙批評時代の鴎外磯貝英雄四○巻一三九三’一四○三、

森鴎外と三村竹清富士川英郎文学四○巻二号一四三
○’一四四四

森鴎外１人と思想Ｉ内海健寿労働の科学一○月号六五
小倉時代の森鴎外竹盛天雄文学四○巻一三八一’一三
九二

六七’七一、二五二三号六六’六九

医師としての森鴎外伊達一男日本医事新報二四九五号
医師としての森鴎外⑤伊達一男日本医事新報二五二七号
六八’七一

森田正馬伝野村章恒生活の発見一五巻八号五一’五五、
九号四八’五五、一○号五一’五五、二号四九’五五、
一二号五○’五五、一六巻一号五○’五五、二号五二’
六三、三号五一’六三、四号五二’六三、五号五二’六
三、六号五一’六三、七号六三’七一、八号五四’六三
Ｊ．Ｌ・ヤンソン先生伝坂本勇獣医畜産新報五五八号
二六’三一

山田黄石石田憲吾広島医学二五巻七号八七六’八七七
柚木太淳の「解体瓊言」考井上清恒昭和医学会雑誌三二

巻二号三三’四○
頼山陽の病志富士川英郎日本医史学雑誌一八巻二号一

三九’一四八、一八巻三号二○五’二一四
専門史

星野良悦の解屍中山沃日本医史学雑誌一八巻三号一
八○’一八一

無宿市太郡解剖図蒲原宏新潟県医師会報二六六号、二

長岡藩の解剖蒲原宏新潟県医師会報二六五号
六七号

巻二号二二五’二二六

日本最初期切手と解剖学児玉譲次北海道医学会雑誌囚七

顕微鏡の歴史片岡英二郎冨且の目冨ａ一四一八巻九号四
七三’四八二

蒲原宏新潟県医師会報二七一号

家田剛白旧蔵江戸時代日本製顕微鏡（水原、家田三郎氏所蔵）

養老令にみる奈良時代の疾病観と疾病宮崎吉平日本医史学

雑誌一八巻二号一○七’二八

青森県八戸地方の種痘史に関する一史料松本明知日本医史

学雑誌一七巻四号三○八’三一○
日本種痘史とくに北方系の種痘について松木明知医海時報

○号

五四七号三
わが国最初の強制種痘の図蒲原宏新潟県医師会報二七

日本の医史学書日本整形外科の古典と資料仙骨継療治重宝記
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蒲原宏東洋薬事報一四巻四号四’六
銀海五七号八’一二

補遺、外国眼科学者を招待した最初の日本眼科学会宇山安夫
日本近代眼科開講百年史ｌ幕末における日本眼科事情Ｉ中泉

行正臨床眼科二六巻一二号一三四五’一四四七
若越に於ける室町時代の医師及び金創外科について日、目竹

内真一若越郷土研究一七巻二号一’七、一七巻四号
現代の結核医療仙戦後から現在までの結核医療の移り変わり

柴田正衛九大医報四一巻三号九’三
結核と文学岡田順二郎日本胸部臨床三一巻一号八○’
八五、二号一六六’一七○、三号二七○’二七五
’三六二、三一巻五号四三八’四四四

結核と美術岡西順二郎日本胸部臨床三一巻四号三五七
結核と音楽岡西順二郎日本胸部臨床三一巻六号五二○
’五二四

結核と音楽②岡西順二郎日本胸部臨床三一巻七号六○
三’六○七

八六’六九○

江戸時代の結核岡西順二郎日本胸部臨床三一巻八号六

七六九’七七七

江戸時代の結核②岡西順二郎日本胸部臨床三一巻九号

八五五’八五九

江戸時代の結核③岡西順二郎日本胸部臨床三一巻一○号

大学教養部紀要六号一五’二七

ァテナイの疫病ｌツキュディデスにふれてＩ立川昭二北里

失語症に関するリンネ（一七四五年）の記録豊倉康夫神経
研究の進歩一六巻三号五六三’五六四

医療史のひとこま止血具宗田一医薬ジャーナル八巻

五号二○
松平忠直の児孫と池田事件王丸勇日本医事新報二四九
八号六三’六八

雑誌一八巻三号二○○’二○一

徳島における漢方医存続運動について福島義一日本医史学

仙台と蘭学山形敞一日本医史学雑誌一八巻三号一六五
’一六九

’一七六

蘭学と大阪中野操日本医史学雑誌一八巻三号一七三

明治二○年の新潟町医師名簿蒲原宏新潟県医師会報二

七○号二九’三一
勝浦市夷隅郡医師会史勝浦市夷隅郡医師会
二五○六号

岩国藩の医学史補遺庄司忠日本医事新報二五○三号’

大分県医師会史大分県医師会

長崎医学史ノート中西啓長崎県医師会報三○五号一

○、三○六号一二、三○七号一○、三○八号一二、三○

二、三一七号一○、三一八号一二、三一九号六、三二○

九号一六、三一○号一六、三二号一四、三一二号九、
三一三号二、三一四号八、三一五号八、三一六号一

号一二

禅宗僧の延寿堂について関根正雄日本医史学雑誌一八巻
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三号一九九’二○○
旧約聖書時代の衛生状態小沢吉見日本医史学雑誌一八巻
三号二○一’二○二
奈良時代庶民の人口ピラミッドおよび死亡日野英子日本医
史学雑誌一八巻三号一九六’一九七
中国の医療衛生小史（その一）大川きぐ保健婦雑誌二八巻
九号六六五’六六八
中国の医療衛生小史（その二）人民公社化以前の医療制度大

川きぐ保健婦雑誌二八巻一○号七三一’七三六
中国の医療衛生小史（その三）②人民公社化以後の医療制度大

川きぐ保健婦雑誌二八巻二号八二四’八二七
紀元前のペルガモン保健所の設備平山嵩病院設備一四
巻六号一八’一九

新社会衛生史ノート三七富岡日記、富岡後記の頃三浦豐彦
労働衛生一三巻一号四五’四八
新社会衛生史ノート三八粉塵計発達小史三浦豊彦労働衛
生一三巻二号四五’四八
新社会衛生史ノート三九防熱衣・冷却服の発達三浦豊彦
労働衛生一三巻三号四五’四八
新社会衛生史ノート四○労働と栄養失調三浦豐彦労働衛
生一三巻四号囚五’四八
新社会衛生史ノート四一人絹・スフエ業の労働衛生三浦豐彦

労働衛生一三巻五号四五’四八
巻六号四五’四七

新社会衛生史ノート四二水銀佃三浦豊彦労働衛生一三

巻七号四五’四八

新社会衛生史ノート四三水銀②三浦豊彦労働衛生一三

新社会衛生史ノート四四貝原益軒と養生訓三浦豊彦労働衛
生一三巻八号四五’四八

新社会衛生史ノート四五一九五二年のロスドン事件三浦豊彦

労働衛生一三巻九号四五’四八
新社会衛生史ノート四六偏見とのたたかい三浦豊彦労働
衛生一三巻一○号四五’四八

労働衛生一三巻二号四五’四八

新社会衛生史ノート四七一九四八年のドノラ事件三浦豊彦

新社会衛生史ノート四八アジア産業保健会議と暉峻義等三
浦豊彦労働衛生一三巻一二号四五’四八
二四巻六号四九’五一

たばこはなぜ胃に悪いか大田病院第二病棟看護部健康会議

七号九’二

昭和期（戦前）の学校衛生雑誌下田巧健康教室二三巻

明治・大正時代の学校保健雑誌杉浦守邦健康教室二三巻
七号五’八

明治期学校衛生史の研究⑨学校身体検査制度杉浦守邦日本医

史学雑誌一八巻三号一七八’一八○
薬学史

近代薬療史宗田一薬事新報六七一号’七二五号

冒頓匡言発見への史的道標二宮陸雄医学のあゆみ八一巻
一三号八四三’八四八、八二巻一号三三’三九、三号一
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一六’一七○、六号四○七’四一三、八三巻六号四二九’
四三五

ジギ蛍リスの発見とその後の薬物史への寄与今井昭一医学
のあゆみ八○巻四号二一三’二一六
日本生物学史雑話二四テリアカ・ウニコウルなど木村陽二

郎高校理科研究五巻一○号四’六

日本製薬史稿宗田一医学史研究三八巻三七一’三九
七

芥子焼考新村拓医学史研究三八号三九八’四○一
麻薬（アヘン）の歴史中江孝治医海時報五五○号三
照内豊による鈴木梅太郎らのアベリ酸オリザ’一ンの最初のドイツ

文による紹介鈴木重昭科学史研究一○二号七九’八
○

漢方
漢方史・散歩・葛洪天然痘の記述者、煉丹術の実験・察宗

傑漢方医薬七号二七三’二七六
江戸時代の薬屋と漢方大原薬業資料館と内藤くすり資料館をた
八九

ずねて漢方研究編集部漢方研究一九五号二八六’二

病跡学漫語山大御台所と春日局石丸勇臨床科学八巻
一○号一四四一’一四四三

艮山と東洋と修庵と「東洋洛語」をめぐって大塚恭男漢方
の臨床一九巻一二号六七九’六九八
修琴堂収蔵医籍解題傷寒雑病に関するもの大塚敬節漢方

の臨床一九巻二号七七’八○、三号一四五’一四八、四
号二二六’二二八
因幡白兎説話と蒲黄渡辺光太郎京都家政短期大学紀要一
一号二二’三七
医療史・医制史

続日本医療史日戸修一日本医事新報二四九五号九○’

五○二号八九’九三、二五○八号八八’九二、二五一二号

九三、二四九六号八六’八八、二四九七号八七’九○、二

八七’九○、二五一五号八七’九○、二五二○号八七’九

三五号八三’八八、二五三七号八七’九二、二五三八号

○、二五二五号八七’九○、二五三三号八七’九一、二五
九○’九三

日本医療制度史（２１３）西洋医学の導入とドイツ医学の採用

五、六六五号三六’三七

（一’二）菅谷章社会保障二六巻六六四号三四’三

菅谷章社会保障二六巻六六六号三四’三五

日本医療制度史側西洋医学の導入とドイツ医学の採用（その三）

障二六巻六六八号一六’一七

日本医療制度史⑤衛生行政機構の創設と変遷菅谷章社
会保障二六巻六六七号三六’三七
日本医療制度史⑥医制の制定とその意義菅谷章社会保

日本医療制度史（７１９）近代的医師制度の確立と皇漢医の衰

六’一七、六七○号一五’一七、六七一号一六’一七

退（その一’三）菅谷章社会保障二六巻六六九号一
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日本医療制度史（、ｌ焔）近代的医学教育のあけぼの（その一

’七）菅谷章社会保障二六巻六七二号一二’一三、
六七三号一六’一七、六七四号一六’一七、六七五号一
六’一七、六七六号一六’一七、六七七号一六’一七、六

七八号一六’一七
日本医療制度史（Ⅳ）予防衛生行政の生成と発展（その一）お
一二’一三

雇い外国人医師⑧菅谷章社会保障二六巻六七九号

菅谷章社会保障二六巻六八○号一六’一七

日本医療制度史（魁）予防衛生行政の生成と発展（その二）

英国国営医療成立の歴史的背景柿崎正平社会保険年報一
○四四号一四’一八
日本医療制度の史的考察（近代的医師制度の確立と皇漢医の衰退）

菅谷章病院管理研究所年報（昭和四五年度）八七’九二
日本の医療制度松尾正雄日本放射線技師会雑誌一九巻一

号三’九
戦後の医学・医療運動の問題点丸山博健康会議二四巻
七号八’九
解放戦争小史保険医辞退運動顛末記山崎武夫北海道医報
二九七号二’四、二九九号二’四

巻四三号一六’二二

開業医史説⑨明治・大正時代（上）布施昌一ペン十字三
医療保険史説（一’三）健保前史としての明治時代布施昌一
ペン十字四巻一六号一四’二○、一七号三○’三六、一
八号二五’三一

医療保険史説（四’六）健保直前の大正時代布施昌一ペン
十字四巻一九号三一’三六、二六号四○’四六、五巻一
号五九’六五

医学生の医療研究活動の歴史全国医学生ゼミナール実行委員

一○’一三

会健康会議三四巻八号五六’五九
私の社会保障史長瀬恒蔵社会保険二三巻一号八’二、
二号八’二、四号一四’一六、七号八’二、八号

二六巻六五二号一六’一七

日本社会保障史の一節健康保険の主体をぬぐって近藤文二
社会保障二六巻六六六号一六’一七
日本社会保障史の一節老人問題および社会保障への意義近
藤文二社会保障二六巻六五九号三六’三七
日本社会保障史の一節医薬分業問題近藤文二社会保障

病院史・医育史

病院史のひとこま医療法成立の頃五十嵐義朗病院一一二
巻八号九九
病院史のひとこま病院管理者研修のスタート吉田幸雄病

院三一巻九号七七
病院史のひとこま病歴中央化に踏み切る郡勝病院三

一巻一三号七六
束京医科大学とその眼科学教室小史銀海五七号一’三
九州大学医学部および同眼科教室の小史銀海五八号一’
一一
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烏取大学医学部とその眼科学教室小史
岡山大学医学部眼科学教室のあゆみ
七三号

銀海六○号一
銀海六一号二’七

長岡藩医学校「済生館」扁額蒲原 宏 新 潟 県 医 師 会 報 二
旧外島保養院誌（四五’五三）桜井方策楓三五巻一号四
１一○、二号二’八、三号二’八、四号二五’二九、五
号二五’三二、六号二四’三○、七号二’八、八号二
五’三○、九号二’八
お玉ケ池種痘所小川鼎三富国己旨ＰＦｚ両君の一二八号四
卯辰山養生所について津田進三日本医史学雑誌一八巻三
号一九二’一九三
医学教育改革論序説吉井善作日本医事新報二五二二号
八三’八七、二五二三号八七’九二
日本の医学教育と順天堂大学懸田克躬順天堂医学一八巻
二号一五三’一五九

医師の生涯教育吉岡昭正医学教育三巻三号二一四’二
一一一

病院と生涯教育牧野永城医学教育三号三号一九九’二
○○

病院史のひとこま大学における病院管理教育の芽ばえ島内

武文病院三一巻四号八三
日本の医学教育史小川鼎三医学教育三巻一号六’九
幕末の医学教育日習堂医案に就いて青木一郎医讓四三
号二六八七’二六九三
明治中期の医学生ノート側大滝紀雄医研新報一巻二号

一二半〕

広島大学医学部の発祥とその発展の経過について

広島医学二五巻六号六八五’六九○

上村良一

健康の思想八ベーコンと健康の技術学中川米造医学のあ
ゆみ八○巻二号一○一’一○四
健康の思想九Ａ・スミスの経済学と医療中川米造医学の
あゆみ八○巻七号四七七’四八○
健康の思想一○百科辞典の医学中川米造医学のあゆみ
八○巻二号七一三’七一六

八一巻二号九八’一○一

健康の思想二カントの保健論中川米造医学のあゆみ

健康の思想一二ロマン主義と医学中川米造医学のあゆみ
八一巻四七五’四七八

巻七三四’七三七

健康の思想一三形態と生命中川米造医学のあゆみ八一

健康の思想一四調和中川米造医学のあゆみ八二巻二号
一○八’一二
四六○’四六三

健康の思想一五適応中川米造医学のあゆみ八二巻七号

古代シナの医療、薬療観宗田一目言己ＣＯ８吋二一七号
一九

病苦と思想の論理華山の「退役願書之槁」から山中肇
健康医学二二一号九二’一○○
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看護・倫理

医学およびパラメディカル教育における制度史柴田幸雄日
本医史学雑誌一八巻三号一七七’一七八
看護・戦争のもたらしたもの長門谷洋治看護学生二○巻
二号

ヒポクラテスの誓約とジュネーブ宣言細田泰弘慶応医学

一号一三七七’一三八三

四九巻四号二八七
医の倫理と医の歴史小川鼎三日本内科学会雑誌六一巻一

大
原幽
幽学学
大原
のの
遺遺
訓 訓草光宣平千葉県医師会報二三巻六号四
○六’四○七

書誌
貴重本との出会い小川鼎三労働の科学二七巻一○号六
○’六四

一八巻三号一八七’一八九

ターヘル・アナトミアについて仙酒井恒日本医史学雑誌

一八九

矢数道明日本医史学雑誌

解体新書と重訂解体新書を比較して酒井シヅ日本医史学雑
誌一八巻三号

の 研究（第二報）
「医学天正記」の

一 八 巻 三 号 一一九七’一九八

三

’

ノ、

七

道道
明明漢方の臨床一九巻七号三七
覧表を紹介する
る 矢 数数

西説内科撰要について大滝紀雄日本医史学雑誌一八巻三
号一九○’一九一

蓮左文書収蔵、蘭書《白①・皆冨》具照己のの筈①閂．．と伊藤圭介

四五号

石川道雄現代医学二○巻一号一三一’一三七
「憶松閣文庫」のいわれについて酒井恒十全同窓会々報

生物学史

三号一九一

植学啓原における遺伝学矢部一郎日本医史学雑誌一八巻

正誤

本誌第一九巻・第二号（昭和四八年八月発行）に掲載の大塚恭

の所蔵者を「大阪市立図書館」としたのは「大阪市立大学付属図

男「適を斎薬室膠柱方について」のわたくしの「後記」申請資料

書館」の誤りであった。遺憾の意を表し訂正する。緒方富雄
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を加
加え 再び明治以降の漢方関係諸雑誌一
「春雨雑誌」と「「医心」を

三

東海医学会研究会総会一
Ｊ０ｌｊ‐、ｆｈＪｉ、ノｔｉ７１ｆｆ、Ｉｆ１０ｊＬＩダ‐、ｌＪｌ１Ｊ、ノー財ＪＩｈＪＩ１ｒ、Ｊ、ノｌｊｉ、ｊｌ１ｆｌ

×××

第二回目の東海医学史研究会総会が左記の要領で開かれた。

日時一九七三年二月一七日（土）
所名古屋大学医学部会議室
講演「本居舂庵と尾張藩の医師」・…：：服部敏良
報告と話題提供

弓号①民百さ印①にまつわる話」・…：永坂三夫

国発汗病について：：……………・岡田博

○「疫学史におけるミステリー」英

日本学術会議第糾回総会報告

日本学術会議広報委員会

第“回総会は、加月塑日から３日間日本学術会議講堂で開かれ

た。総会開会後まず江崎玲於奈博士のノーベル物理受賞受賞に対

の加賀藩医藤井方亭の生家などについて述べ

した。’一、前総会第２日の審議が続行不能となった事態に関し、

次いで以下の事項を含む会長報告が行われ、総会はこれを諒承

して祝電を送ることを満場の拍手をもって決定した。

る。また、それ等をめぐる蘭学者についても

の回答が各部から会長によせられ、これに基づく会長の審議依頼

会長のとった措置及びその発表された「会長談話」を支持する旨

に応じて原子核研究連絡委員長から次の回答があった「当日の総

若干言及したい。

一事例」：・・：。…・・…。：・・・：。……：・竹内宏一

れていたことは遺憾と思います。本委員会は、今後このような行

会を続行不能にした一部傍聴者の中に、本委員会委員が一名含ま

為を繰り返さないよう当人に充分申し渡しました。」二、来年度

せにそって措置した。

会移行に際し、委員委嘱について前総会の戦争責任に関する申合

設等に要求の重点をおいた。三、南極特別委員会の研究連絡委員

際会議出席旅費・綜合研究連絡委員会の設置と研究連絡委員会増

弱％増であったが学術会議では初％増で行うことが認められ、国

の概算要求額の基準は今年度の概算要求額の基準は今年度予算の

ので、煙害防止協定を結んでいる。

○「丙○冨算〆○目の国巨畠庸号『

して。：…：：………………．：：・・…・安井広

○「愛知県医事風土記」編集に参加

現在までの調査結果をまとめて報告する。

要旨恥医の世界に最も関係深い薬師信仰について、

○「薬師信仰について」・…．：……：中沢修

製瓦所からの煙が養蚕に被害を及ぼすという

要旨”安政年間、現在の岐阜市芥見大洞において、

○「徳川時代における煙害取極めの

要旨》津の關方医越村家、川北元立ならびに津出身

○「津の蘭方医たち」……：：：。…：茅原弘

！
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会長報告のあと各部・各委員会の報告がつづき、午後５時頃提
逮捕された７部会員桐野忠大氏から、学者の良心に照して会員を

案審議に入った。大学設置審議会の委員として収賄の容疑のため
辞任したい旨会長あてに申出があり、総会はこれを認めた。また

学の自主的改革を促進するために必要な諸事項を指摘する声明を

の法的措置をとることが予想されるので、会長が学術会議として

行った。更に大学運営臨時措置法の失効にそなえて政府が何らか

いると伝えられている。そこでこれら資料の返還と公開を政府に

占領中アメリカの押収した日本の重要資料が同国内に分散して

必要な措置を適宜とりうるよう申合せた。

棄却・却下することにした。申立人の主張するように、違反文書

７部会員有賀槐三氏に対する当選無効申立の再審査要求はこれを

申入れることにした。

学術交流委員会ではかねてから国際学術交流の促進について検

のあることは認められたが、このことと被申立人との関係が立証
されなかったので、現行選挙規則では当選無効とはならないとい

「申入れ」ることにした。ここでは、一、国際学術交流全体とし

討してきたが、今総会ではそのため基盤の整備について政府に

て調和あらしめるよう計画・調整すること二、予算の飛躍的増

うのがその論旨である。しかしながら総会は道義的にはなお多く
した。次いで第７部長がこの問題及び医の倫理について７部の所

大と予算決算措置の弾力化三、国際学術交流の計画運営に対す

の問題の残っていることを痛感して会員選挙に関する声明を議決
信を表明したが、学術会議としても７部に協力してその検討をす

る科学者・研究者の総意の反映等の項目を力説するとともに、そ

来年は日本学術会議が発足して妬年目にあたる。このことを記

費全般の問題について自由に意見を交換した。

た。総会第三日の午後には、特定研究課題審査のあり方及び研究

関する綜合研究」が不採択になった事情について疑義が提出され

て昭和蛆・９の両年度に学術会議の選定した「第二次世界大戦に

総会第一日に、人文・社会科学関係の唯一の特定研究課題とし

た。

学助手金詰佑博士の今後について関心を有することを「声明」し

在日韓国人科学者の人権の保障に関し、韓国に拘留中の北海道大

このほか国際磁気圏観測計画の実施について「勧告」した。また

のための何らかの機構の創設について検討中であるとのべている。

すめることにした。

今総会においても多くの重要な勧告・申入れ等が議決された。
例えば総会第二日に上程された文化財保護法についての勧告では、

文化財が自然とともに人間にとって生活環境を構成する共有財産
であるという観点のもとに、その保護のため一層強力広般な措置
を求めることにした。また文部省側で大学院に関する諸措置の検
も可能とするような弾力的行政措置と予算上の裏付けを「要望」

討が進行していることを考慮し、連合的な博士課程大学院の設置

は、その共同利用促進のための助成措置を求めることにした。こ

することにした。私立大学の教育・研究用原子炉に関する勧告で
れらの勧告・要望は何れも多数の賛成を得て議決された。

また総会は、筑波大学関係法成立の経過に遺憾の意を表明し大
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三日間の総会の旧席率は帥％から開％にのぼった。

な討論が行われ、地味ではあっても重要な多くの結論が得られた。

とにした。今総会では個々の提案に充分時間をさいて活溌で卒直

念し、学術会議にふさわしい記念事業を次の総会の前日に行うこ

に由々しき問題である。

る。これらの種々の疾病の犠牲となった患者の悲惨な状態は、誠

活のために、新たに種々の疾病を発生させる傾向すらも認められ

逆に、今日の複雑なる社会機構、特に大都市に於ける異常なる生

このような状態を見るとき、わが国における医学の研究は、特

にその病源に肉迫する底の基礎研究を重視し、その病根を追及し

三浦義一氏の私財提供により生れた財団法人三浦医学研究振興

米の先進諸国に較べて十分とはいい難い点が多いことも事実であ

此の観点よりすれば、従来のわが国に於ける医学の研究は、欧

要なる課題であろう。

た上での新らしい医療技術を開発することが、極めて緊急かつ重

財団より、本学会に助成金を出してもよいという突然の申し出が

本国民のための医学をさらに発展させることの必要性も強くぜら

り、とくに諸外国に於ける研究成果を十分に取り入れながら、日

れる。そしてこのことには研究費不足の暁路ということが大きな

出された。このところの相次ぐ出版経費の高騰は予算を立てても、
全く無意味なものとしてしまうほどであり、ここに大いに喜び、

要素となっていることも否定できない事実である。

わが国に於ける医学の研究や医療技術の開発に対する諸経費に

ついては、公的機関よりの年度予算によるものが中心となっては

の如く進まないのが実情である。これを解決するためには、この

いるが、この予算が常に不足勝ちであり、重要緊急なる研究が意

予算の増額を希ふばかりでなく、多少にかかわらず広く民間一般

強いられる患者の数は、むしろ増加の傾向にあり、さらに進歩し

しかしまた一方では、慢性、難治性の疾患のために長期療養を

つ広範囲にわたる基礎的研究が必要である。

未解決の点が多く、国民の健康という面からも、急速に、か

１近代医学、医療技術は長足の進歩をとげてはいるが、なお

以上のことを要約すると次のようになる。

よりの援助が必要であることは明瞭である。

た医療技術を応用してもなお不治とされている疾病も多く、また

多くの人の知る通りである。

らかであり、種食の疾病の死亡率に著しい低下の見られたこは、

治療の面に於て飛躍的発展がもたらされたことも数多いことは明

目ざましいものがあり、種々の疾病の本態が明らかにされたり、

最近における医学および医療技術の長足なる進歩は、まことに

財団法人三浦医学研究振興財団設立趣意書

載せて感謝の意を表す。

感謝して戴くこととなった。三浦医学研究振興会の趣旨をここに

あり、本年度分として三十五万円の助成金を本誌の刊行に対して

三浦医学研究振興財団より
日本医史学会に助成金でる

口
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２このためには、関係各機関が、公私あらゆる面でこれを助
成し研究を振興し促進することが必要である。

３これらの医学の研究、医療技術の開発に対する諸経費の不
足を補い、援助を与えて日本国民の健康の保持と疾病の予防
治療をより完全なものにするためには、いわゆる官民一体と
なって、その実をあげることが望ましい。

財団法人三浦医学研究振興財団は、以上のような目的を達成す
るためにつくられたものであるが、その設立の提案者である三浦
義一氏は昭和妬年満氾才を過ぎてはいるが、少年期より種々の病
に罹りっつもこれを克服し、壮年期には脊髄疾患のため一時歩行
困難とさえなるほど、多年にわたり、疾病の悲惨さ、健康の貴重
さを自ら体験し、医学が如何に人間の生活に重要な意味を持つか
を具に経験し、医学の研究、医療技術の発展に重大な関心を払っ
ていた。

今回、売財一億七千万円を提供して、ここに財団法人三浦医学
研究振興財団の設立を発起するのも、いささかにせよ、医学の研
究、医療技術の開発に宿与して、わが国民の福祉に役立てたいと
いう趣旨からである。幸いにして、わが国のすぐれた研究者によ
なお、氏は、さきに郷里大分県に、県立図書館を建設宿贈し、

る医学の研究の一助ともればと祈念してやまないものである。

又荒廃に瀕した史跡義仲寺を独力にて復興する等、社会事業に多
大の貢献をなしたることを附記しておく。

書評

Ｉ
Ｉ

中村碩里『生物学の歴史』

明治以前の医学史と生物学史は、本草学という視点から、医史

学家と生物学史家とは共通の興味があるようにも思われるが、西

ろうか。医学に於ける臨床というものを一応横において見ると、

欧生物学史となると、何かよそよそしい観があるのはひがめであ

い筈である。著者は日本におけるウイリァム・ハーヴィ研究、初

医学と生物学は共通の基盤のものであることは何人も否定出来な

期王立協会の実験生理学についての研究を通して十七世紀医学史

生物学史研究の実質的な第一人者である。そういう意味からも本

本書は古代から現代までの生物学通史である。中国・日本の生

書を医史学研究者の皆様におすすめしたい。

物学史には触れていないし、現代生物学における動植物の生理学、

の殆んどない現状、内外の研究業績を十分とり入れて書かれた名

動物行動学などの分野が欠けてはいるが、一人の著者による通史

著という事が出来る。「河出科学選書」という性質から、時代的

背景にかんする部分が各章序論に限られ、論客中村禎里の科学観

なる人名と業績の羅列で終り勝ちな世間一般の通史と異なり、実

を十分うかがえないのは残念な点もあるが、実証主義者の面は単

そして、本書はゲラ段階で、関連部分の原稿を多数の生物学者、

験研究のかなりな説明から面目をはっきり現わしている。

いる点を評価しなければならない。彼が戦後の科学、科学者につ

科学史家、生物学史家に見せ、討論の上、誤りの訂正を行なって
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文明と病気とのテーマを改めて問いかけさせられている。

く事を、我“は身近に見聞し体験している。そして今日、我々は

この様な時、本書「病気と文明」が邦訳出版されたのは時を得

コ論争』、『生物学と社会』（いずれもみすず書房）などからお知り

の方も多いと思う。実験学者の側からは、本書の記述での現代生

医学史研究所長）が「病気と文明」（。邑旨島９画目己蔚笛の①）

ている。また、著者シゲリスト（ジョン、ホプキンス大学教授兼

いての発言謎運動を行なって来ている事は、彼の著書『ルイセン

物学史の分野が足りないという発言もあるが、今迄の医学史生物

『実験医学序説』や精神医学が文学におよぼした影響や、病気が

し科学的に検索していった歴史を。「病気と文学」（九章）では

気と科学」（八章）では解剖学史、生理学史を中心に、病気に対

哲学」（七章）では哲学が医学に影響をおよぼした過程を。「病

気と宗教」（六章）では呪術や信仰による治療について。「病気と

チフス、マラリヤなどが歴史上の事件におよぼした影響を。「病

度や堕胎などについて。「病気と歴史」（五章）ではペスト、発疹

律」（四章）では伝染病予防と傷害にたいする賠償、医師免許制

患者を例に病人が日常どのように扱われていたかを。「病気と法

について。「病気と社会生活」（三章）では、レプラや精神病等の

は各論的に記している。「病気と経済」（二章）では労働と職業病

衣食住に関する歴史を総論的に述べ、続いて二章から十一章まで

先ず著者は「病気の発生要因としての文明」（一章）と題して、

化〃という概念が〃文明″の中に含まれて記述されている。）

与える影響を様左な分野に分けて述べている。（本書では、〃文

本書でシゲリストは、文明が病気に及ぼす、逆に病気が文明に

いう点では似たような状況にある。

壊しているようにみえる時」でもあり、技術が人間を圧倒すると

を執筆した時は、特に第二次世界大戦の最中であり、「文明が崩

学史通史でこのように十九世紀後半から最近の分子生物学史まで
著者はあとがきで、生物学史研究の貧困とその悪条件を挙げて

とりあげられている本はこの本以外皆無ではなかろうか。

いるが、医史学の場合はさらに困難な状況と思われる。生物学史
家の場合は、一般教養の科学史担当というはけ口もあろうが、医
史学の場合、専問課程の一駒の口しかない。彼は若い研究者のた
めにもという配慮からも、巻末に原典をはじめ、ごく新しい研究
業績まで含めて三七八種に及ぶ文献表をかかげ、さらにその文献
の解説をのせている。この文献表は医史学研究にも多大の利益が
あることは間違いない。また人名索引は彼の手で多数の人名辞典、

科学史書、生物学史書、医学史書、百科辞典を駆使して情熱を傾
むけて作られている。これも大変役に立つ筈である。惜むらくは、

頁数の関係から件名索引がないのが残念である。最後に、この著
書が母体となり、さらに、大部の、そしてこの書に書けなかった
部分を補った生物学史書を将来書かれることを期待したい。
（矢部一郎）

（Ａ５版三七五頁河出書房新社八八○円）
Ｅ・ジゲリー程卜轄「病気と文明」
松Ｈ・藤
技術革新や物質文明の豊さが病気を変え、病気を創り出してい
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ⅣＡ伝統医療に及ぼした西洋医学の影響とその逆の場合
ⅣＢ二つの医療体系という問題に対する住民の態度とその原因
Ｖ今日の台湾における伝統医学の教育と研究について

結語
以上が本書の構成であるが、評者にとって最も興味深かったの
は本書の著者が現代薬学を学んだドイツ人薬剤士であり、そうし
たキャリヤーの上に立って中国伝統医学をどのように評価してい
結論だけ云うと、彼は決して伝統医学礼讃者ではない。この書

るかという点であった。

物でみられる限り、彼自身はやはり現代医学の信奉者であると云
させたのには何らかの理由がなければならない。単なる傍観者乃

える。しかし、彼をしてこのように中国伝統医学の研究に深入り
至は評論家としての学問的興味だけからとは考えられないふしぶ
しがある。彼はまだ三○才の若さである。彼の中にあってまだ明
白には形をなさないあるものがなんであるか。今後の彼の業績に
注目していきたい。先日、筆者は彼からの私信を受けとった。そ
れによると、今秋来アメリカのジョンス・ホプキンス大学公衆衛
生学科、国際健康問題教室ｅ①胃．負目§ロ豊。ロ巴需巴昏切
腎冒昌旦困槁毎コ①“且胃ｇｏ儒里昏）に留学しているとのこ
とである。

彼の他の近刊著書をも以下に紹介し、この大器の将来に祝福を
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（大塚恭男）

なお本書評でとりあげた著書もｇ貢。ｇ冨己三ぐ．刃①閉から彼

自身の手による英訳書が刊行の予学である。
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オランダの著名な隆史学者リンデポーム教授が『オランダ医学

史』と題する著書を公けにされた。前々からオランダの医学の歴

史を主題とした著書を渇望していた筆者にとってはまさに願って

もない本が、しかもまたと得難いオランダ有数の医史学者リンデ

ある。

ポーム教授によって著わされたことは筆者にとって最高の喜びで

前書き

目次によれば本書の内容はつぎの通りである。

第一章中世

序言

第三章一五七五’一六二五年代

第二章十六世紀前期

426

第八章二十世紀初期

第六章十八世紀
第七章十九世紀

第五章十七・十八世紀の産科学と外科学

第四章隆盛期（一六二五’一七○○）

医療化学派

熱帯医学（デ・ポンド、ピリ・スフーテン、テン・レイネ）

オランダにおける臨床講義のはじまり

ポート、スタルパルト・ヴァン・デル・ヴィールディーメルプ

ニコラース・トルプ

プランカールトとポンテグー

フランソア・ドル・ポェ・シルヴィグス

ルック

第九章結びｌ註解ｌ伝記ｌ参考書目ｌ索引

医療物理派

各章はまたそれぞれいくつかの節に分れている。例を第四章
隆盛期にとればつぎのようになっている。

った。

なった。前年度は十七万円であったのが．今年は二十五万円とな

本年度も文部省よりの本誌への出版補助金が交付されることと

の交付決定

文部省科学研究費補助金（学術定期刊行物）

である。

としても遺憾なのは本書がすべてオランダ語で書かれていること

のではないが、一応われわれの期待を十分満たしている。ただ何

っている多くの事項を記述している。その記載はそれ程詳しいも

この一例から見てもわかように著者はわれわれが知りたいと思

Ａ解剖学と生理学
ガレヌスの医学論
ハーヴェイの学説とオランダにおけるその受容
毛細管の発見
赤血球の発見
ルイ・ド・ピルス

リンパ管と乳康管の研究
フレデリック・ルイシュのデピュー
レイニエー・ド・グラーフ

ヤン・スワンメルダム
アント二・レーウェンフック
フレデリク・ルイシュ

アントン・ヌック
ゴベルト・ピドロー

ヨハン・ヴァン・ベヘルウェイック

Ｂ内科学
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する会員は年額一五ドルとする。

会員は研究発表および本会の事業に参加すること
ができる。

日本医史学会々則
第一条本会は日本医史学会と称する。

本会に名誉会員と賛助（維持）会員をおくことが

とし評議員会の議をへて推せんする。

本会の趣旨に賛同し、年額一万円以上を収める者

者を評議員会の議をへて推せんする。賛助会員は

できる。名誉会員は本会の事業に多大の貢献した

第二条本会は医史を研究しその普及をはかることを目的
とする。

第三条本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行
なう。

一、年一回、総会を開く。

行し、これを会員にわかつ。’

二、理事長は一名とし理事会で互選し本学会を代

一、役員は理事長、会長、理事、監事、幹事とする。

第六条本会に次の役員をおく。

三、随時、地方会、例会を開き、研究発表、展観

表する。

二、本会の機関誌として『日本医史学雑誌』を発

などを行なう。

三、会長は年一回の総会を主催し、その任期は総

会終了の日までとする。

四、日本の医史学界を代表して内外関係学術団体
との連絡協力をはかる。

会長は理事会の推せんにより理事長が委嘱する。

五、本会の実務を処理するため、常任理事二名、

により理事長が委嘱する。

理事、監事は評議員の中より評議員会の准せん

行にあたる。

四、理事は若干名とし、理事長を補佐し会務の遂

五、その他の事業。

第四条本会の主旨に賛成しその目的達成に協力しようと
するものは、理事または評議員の紹介を経て会員
となることができる。

第五条会員は会費として年額三○○○円を前納する。入
会者は一○○○円を納入する。ただし外国に居住
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だし会長を除く）

六、役員の任期は二年とし重任を妨げない。（た

会員より理事長が任命する。

幹事若干名をおく。常任理事は理事より、幹事は

行なう。また編集の都合により加除補正するこ

原稿の取捨選択、掲載順序の決定は編集委員が

のこと。

原稿は二百字または四百字詰原稿用紙に縦書き

を記し、本文の終りに欧文抄録を添えること。

ともある。

以上の役員は総会の承認を得るものとする。

第七条評議員は若干名とし、普通会員の中より理事会の

著者負担表題、著者名、本文（表、図版等を除く）で五

印刷ページ（四百字原稿用紙で大体十二枚）ま

推薦により総会で決める。

評議員会は本会の重要な事項を議決する。任期は

では無料とし、それを越えた分は実費を著者の

編集顧問小川鼎三、Ａ・Ｗ・ピーターソン

太郎、室賀昭三、矢部一郎、矢数圭堂

編集委員大烏蘭三郎、大塚恭男、蔵方宏昌、酒井シヅ、樋口誠

医学部医史学研究室内日本医史学会

原稿送り先東京都文京区本郷二丁目一の一、順天堂大学

別刷別刷希望者には五十部単位で実費にて作成する。

は編集部にて行なう。

校正原著については初校を著者校正とし、二校以後

徴収する。

ージまでを無料とする。図表の製版代は実費を

負担とする。但し欧文原著においては三印刷ペ

役員に準ずる。

第八条本会の事務所は順天堂大学医学部医史学研究室内
（東京都文京区本郷二の一の一）に置く。

第九条本会は理事長の承認により支部または地方会を設
けることができる。

第十条会則の変更は総会の承諾を要する。

『日本医史学雑誌』投稿規定
発行期日年四回（一月、四月、七月、十月）末日とする。

投稿資格原則として本会々員に限る。
原稿形式原稿は他雑誌に未発表のものに限る。和文の表
題、著者名のつぎに欧文表題、ローマ字著者名
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日本医史学会役員氏名（五十音順）

理事長小川鼎三

会長緒方富雄
常任理事石原明大烏蘭三郎
会計監事宗田一

理事
赤松金芳阿知波五郎石川光昭

今田見信内山孝一大塚敬節

佐藤美実杉靖三郎鈴木正夫

大矢全節緒方富雄蒲原宏

鈴木勝宗田一津崎孝道
矢数道明吉岡博人和田正系

戸苅近太郎中野操三木栄

幹事
大塚恭男酒井シヅ杉田暉道
谷津三雄
日本医史学会評議員氏名（五十音順）

赤松金芳安芸基雄阿知波五郎

石川光昭今市正義今田見信

青木一郎石原明石田憲吾

岩治勇一内山孝一大鳥蘭三郎

大塚敬節大塚恭男王丸勇

大矢全節緒方富雄小川鼎三
大滝紀雄哉島四郎片桐一男

川島恂二蒲原宏金城清松

久志本常孝榊原悠紀田郎酒井シヅ

酒井恒佐藤美実清水藤太郎
杉靖三郎杉田暉道鈴木正夫

鈴木勝鈴木宜民瀬戸俊一

関根正雄宗田一高木圭二郎
高山担三田中助一津崎孝道
津田進三筒井正弘土屋重朗

戸苅近太郎中泉行正中川米造

中沢修中西啓中山沃

福島義一藤野恒三郎本間邦則

長門谷洋治中野操服部敏良

富士川英郎古川明丸山博
松木明知三浦豐彦三木栄

三廼俊一谷津三雄山形敞一
矢数道明山下喜明山田光胤
以上

安井広吉岡博人和田正系

編集後記
本年は外国からの投稿もあって、欧文論
文を多く掲載した。本誌の通巻号数の第一

号は明治過年に中外医事新報第一号として
発刊された時を第一号と数え、本号は遂に
一三九四号をなったが、今年ほど内容の豊

富な欧文論文が続いて掲載された時はなか

った。一方、邦文の論文も各時代を通じた

価値ある論文が投稿され、内容の豊富にな

ったことは本当にうれしい。そのためか、

息というところまできた。明年からの一層

会員数も昨年から漸増し、五百人にあと一

（Ｓ）

の発展を願って今年の最後の後記とする。

昭和四十八年十二月二十五日印刷

昭和四十八年十二月三十日発行

第十九巻四号

日本医史学雑誌

編集者代表大鳥蘭三郎

発行者日悸奉史檸今腋鼎三

南常盤台一‐〒三

〒一茜東京都板橋区

印刷者五協印刷有限会社

湯島〒三‐茜

医学文化保存会
〒三一束京都文京区

製作協力者金原出版株式会社

振替東京一五二五○番

〒三一東京都文京区本郷〒一‐一
順天堂大学医学部医史学
研究室内

’
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thananexception.

Atthetimeofprescribingforthepatient, thedoshicpatternsof
thepatientandhisdiseaseat thetimeoftreatmentareelaboratedon
thebasisof thesymptomsduring thedisease, general traits during
thestateofhealth, thedoshiccharacteristicsofthetime, theseason,

theclimate, thefamilydiet, thepsycho-somatic constitutionof the

patient, thefamilyandtherace, thehereditaryandacquiredmetabolic
leanings, theageandthestrengthofthepatient,pastdiseasepatterns,
andotherrelevantfactors.

Thephysician, having assembled thedos""-pattern, prescribes
Gdrugs, dietsandpractices' tocorrect thepathogenicdoshicpattern
andrestorethepatient tonormaldoshicmetabolicequilibrium.
Thissoundsacomplexprocess intheory. Inpractice,however, the

physicianpicksupthetechniqueprogressively, and, finally, learnsto
practisetheAyurvedicmedicinewithoutexperiencingmuch confusion
orperplexity. Incourseoftime, aphysician, adequatelyconversant

withtheAyurvedicandthemodernsystems, beginstofindtheAyurvedicapproachtobeeasier, simplerandlessinvolvedthanthemodern
medicalapproachrequiringmuchmorepinpointeddifferentialdiagnosis
basedonlargerparaphernaliaofpathologicalfindingsandprescribing
muchmoreaccurate andpowerful therapeutic agents.

Ajudicious

co-ordinationofthetwoapproaches, athigher levels, inthehandsof

intelligent experts, canprove (andhasproved) agreater boonto
patientssufferingfromdifficultandcomplicateddiseaseswhichmay
notbeamenabletoanexclusiveeffortbytheoneortheother.

IbelievethatanextensivestudyoftheAyurvedicclinicalmedicine
bvmodernscientists incollaborationwithlearnedAyurredicphysicians
ご

oflndiashouldproveapotential sourceof substantial improvements
intheeffectivenessofclinicalmedicine.
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ptionof Gcooling' elemens.

SomeExplanatoryObservations.
Gclearness',
，
Someattributesof thedos"as，e,9．
，‘roughness'，‘clearness

<whiteness', $heaviness',etc.appear irrelevant inthecontextofthe
doshicelementsinthelivingbody.Theyare.Thereasonforattributing
suchqualitiestofﾉ"α,〆"αand々""fz lies inanAyurvedicdogma

(whereintheyassumerelevance), notdiscussedinthisarticle, having
noimmediatebearingondaytodaypracticeofAyurvedicmedicine.
Thedogmaequatcsthe livingbeingwiththeuniverseas aminiature

oranepitomeofthelatter.Thismakestheが"α一complexofmanthe
analogueof theTgjfzs, theheat-lightcomplexof theuniverse; たα”α
theanalOgueoftheFγZ〃zjj-AP/heearth-water(solid-liquid)complex
of theuniverse;and"""theanalogueof theVEy", theair-and-gases

complexoftheuniverse; thecavitiesof thebodyconstitutingtheanaloguesoftheA""(ether)oftheuniverse.

Anumberofsymptomsappearcommontoopposingdos""activities・Theirpathogenesis isnot identical. Sweatinghasbeenmentioned
amongboththevaticandthepaitticsymptoms, butthe sweatingdue
toheat ispaitticandduetofearvatic.
BarringthemodernisedIndian, theaverage lndian, throughlong

familiaritywithdoshicconcepts, instinctively, intuitivelyandempiric-

ally,understandsthelanguageofthedos""s, andmakesrepeateduse
ofthatknowledgeforhisownbenefitandforthebenefitof thosewho
areunderhiscare. Headjusts his routine inaccordancewith the

requirementsoftheseason, theclimate, the timeof dayandnight,
hisownconstitutional traits, etc.

Evenifheis incapableof justifyingtheseconceptsthroughscientific
rationaleandexperimentalverifications, theaccurateornear-accurate

(oratanyrate,pragmaticallyutilitarian)empirico-intuitionalbuild-up

yieldedbymilleniumsoftrialanderror coupledwithakeenobservationoffacts, hasPlacedasysteminhishandswhichcontinues to
maintainnotmerelyitshighutilityasatherapeuticapproachtohealth
anddisease, butalsotheamazingpredictabilityandconsistencyof its
results・Thecasehistoriesrecordedearlierarenot isolatedexamples

oftheeffectivenessofAyurvedicapproach.Theyrepresentarulerather
（21 ）
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innatequalitiesof片α"fzormodifiedactionsofhα"fzonthebody.
"Unctuousness, coldness,whiteness, heaviness, sweetness, firmness,

sliminessandviscosityaretheinnatequalitiesof"α"".''
KaphaExcitingandAmelioratingFactors
K""fz-AmelioratingFactors

KaP""-ExcitingFactors
Sweet, sourandsaltyfoodstuffs

Pungent, bitterandastringent
foodstuffsanddrinks.

anddrinks.

Non-greasysubstances.

Fattysubstances.

Dryfoods.

Liquidfoods,

Light foods.

Heavyfoods.

Sleepingduringtheday.

Keepingawakeatnight.

Avoidanceofeffortandexercise．

Indulgenceinphysicaleffort,
exerc1se・

Springseason.

Rainyseason.

Earlyhoursofdayandnight

The lastpartsofdayandnight

(6a.m. to10a．m. and6p.m. to

(2p.m. to6p．m. and2a.m．
to6

10p.m.)

a.m.)
Theperiodafterthemealshave

Theperiodofconsumingthe

beendigested.

meals.

Childhood.

Oldage.

Cold．

Heat.

Continence.

Sexual intercourse.

Useoffatsfor lubricating the

Emesis.

bodyinternally(includingoilyenemataandretention

enemas con-

tainingmedicatedornon-medicated
oilsorfats).

Keepingtheheadexcessively

Sternutation(useoferrhines),

greasy.

Excessivedrinkingofwater.

Thirst.

Avoidingsmokinganduseof

Smokingandeatingbetel leaves.

betel leaves.
Rest.

Walkingandrunning.

Allanti-vaticfactors.

All 〃"/a-promotingand""α一

aggravatingfactorswiththeexce435
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Ingeneral, heatingandanti-kaphaicsubstancesaggravatel"".

Ingeneral, coolingandh"〃apromotingsubstancescontrol餌がα・
Purgativesareeffectiveが"a-controllersor餌"a-tranquillizers.

KaphainHealthandDiSeasc.
Theleft columnbelowlists theactivities of ""〃αwhen it iS
functioningnormally.The right columnshows the activities of the

vitiated""""complex,i.e,.whenthekaphaicmetabolic activityis
abnormalorsubnormal.

Normal

Vitiated

Unctuousness．

Dryness.

Holdingtogether(e.g. joints)

Loosening.

Hardness, stabilityanddensity．

Softness、 instabilityandporousness･

Steadinessof character, Deter-

Unsteadiness, frailty, laziness.

mmatlon.

Heaviness.

Lightness.

Plumpness (alsowell-nourished

Leanness, emaciation.

system).
Sexualstrength.

Impotence, sexualdebility.

Physicalstrength．

Weakness.

Forgiveness.

Desireforrevenge.

Contentment, tolerance

Discontent, intolerance.

Absenceofgreed.

Greed.

TheKaphaicDigease.

Some of thekaphaicdiseasesmentionedbyCαγαhaareglven
below:Anorexia, torpor, hypersomnia, stiffness, heaviness of limbs,
indolence, sweetishtaste inthemouth,salivation,mucousexpectoration,
bulkystools, lossofstrength, indigestion, precordialheaviness, increasedsecretionsofmucous inthestomach, post-nasaldischarge, atherosclerosis, goitre, excessive corpulence, sub-normal temperature,

urticaria, pallor,whitishtingeofurineandfaeces.
Caγαﾙasavs: "Inall theabovementioneddisordersand in those
‐

notmentioned, theexpertswillmakeanindubitablediagnosisof陶α”adiscordanceinthatparticularorganbyobservingall or someof the
（ 19 ）
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red, fleshyodor, pungentandacidtasteandmobilityare the innate
qualitiesof餌"α､

Andthesebeingits innatequalities, the followingsymptoms are

pmducedinthedifferentorgansofthebodywhenaffectedby〆"α・
Burning, heat, suppuration, perspiration, softening, sloughing, itching,
discharge, redness, emanationofsmell, colourandtasteaccordingto
theinnatenatureofP〃m-thesearetheeffectsproducedonthebodyby
theactionof伽がα. Conditionsaccompaniedbyanyofthesesymptoms
抑

shOuldbediagnosedasaが"αdisorder,

PittaExcitingandAmelioratingFactorg
Someofthefactorswhichaggravate力〃mandthosewhichameli-

orateitaregivenbelowintheleftandtheright handcolumns respectively:
PガオaAmelioratingFactors

Pi""ExcitingFactors

Pungent,sourandsaltfoodstuffs

Sweet, bitter andastringent

foodsanddrinks, (cooling' foods.

anddrinks, $heating' foods.
Anger.

Serenity.

Fasting.

Nutrition, particularly, useof

ghee(clarifiedbutter)andmilk.
Sunshine,noon, dayingeneral.

Night.

Excessivesexual intercourse (it

CIosecontactwiththebodyofa

disturbsvaticequilibriumalso).

desirablememberof theopposite

sex(not leadingtoexcitementbut
onlytopleasure).

Suppressionofthirstandhunger.

Drinkandfood.

Alcoholicdrinks.

Milk.

AutumnandSummer．

WinterandSpring.

Mid-dayandMid-night(10a.m.
to2p.m. and1Op.m. to2a.m.).

Firstpartsofdayandnight(6a.
m. to10a.m. and6p.m. tolOp.
m.).

Theperiodcoveredbydigestion
ofameal．

Youth.

Childhoodandoldage.
Purgation

Constipation.

Decreaseinsecretionofsweating．
437

Periodcoveredwhiletakinga
meal.

Freesweatingandmicturation.
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"ctioningnormally･Therightcolumnshowstheactivitiesofthevitiated

が"αcomplex, that is,whenthepaitticmetabolicactivityisabnormal
orsub-normal :

Normal

Vitiated

Digestion.

Indigestion.

ClearVision.

Disturbances inclaritvofvision
orabsenceofvision.

Correctregulationofbody

Sub-normalorabnormalbody

temperature．

temperature.

Naturalcomplexion andColour

Unnatural colourof theskin.

oftheskin.

Courage.

Cowardice.

Joy.

Anger.

Normal formationof haemoglo-

UnhealthychangeS inhaemoglobincontent.

bin.
Intellectualbrilliance.

Lackof intellectualbrilliance.

Absorptionofchemicalsfrom
applicationsontheskin．
Loftinessof ideals.

Non-absorptionofelementsfrom
preparationsappliedontheskin.
Lowideals.

ThePaitticDiseases

SomeofthepaitticdiseasesmentionedbyCαγαﾙaaregivenbelow

:Sensationsofheat, scorchingandburning, localisedorgeneralised
(e.9．,burningintheeyes, ears, scalp, urethra, soles,palms, stomach,
claviculararea,etc.),waterbrashandhyperacidity,pyrexia,excessive

sweating(generalandlocal),localfetor,sensationofburstingpainof
variousorgansandareas,poly-Cythemia, crackingoftheskin, excoriation, haemorrhagicdisorders, skinrashes, pigmentationof skinand

mucousmembrane, herpes, jaundice,bittertasteinthemouth,metallic
taste,halitosis,pharyngitis,ophthalmitis,stomatitis,proctitis,urethritis,
faintness, yellowcolorationofeyes, urineandfaeces, etc.

Caγαha further says : "Inall theabovementionedpittadisorders

andinthosenotmentioned, theexpertswillmakeadiagnosisofが"α
discordancebyobservingallorsomeoftheineptqualitiesofが"aor
modifiedeffectsof theactionofが"αonthebody・ Forexample,heat,
acuteness, fluidity, slight unctuousness, colour otherthanwhiteand
（17 ）
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PhVsicalover-exertion.

Avoidanceofexertion, rest.

Excessivesexual indulgence.

ContinenCe, verymoderate
indulgence.
Avoidanceofswimming,

Swimming, falling, injuringoneself

fallingandinjury.

Non-suppressionof urges.

Suppressionofurges, e.g. tohold
backfaeces, urine, flatus, sneeze,ya－

wn, tears, eructations, cough,breath,
hunger,thirst,powerfulsexurge,etc.
Soundsleep.

Wakefulness, lackofsleep,

Absenceofpassion, sorrow

Passion, sorrow, anxiety, fear.

anxietvandfear.
咳

Fasting(alsostarvatiOn), under-

Regularandbalancedmeals,

nutrition(under-eating),irregular

selectedonthebasisoffitness

mealsandunbalanceddiets.

forone'sconstitution, timeof
thedayandseason, etc.

Eatingafterfulldigestionof

Eatingbeforethepreviousmeal is

thepreviousmeal.
Relevant,mildandsoft, pr-

digested.

Irrelevanttalk, shouting, endless

operandbriefcoIf7ersation.

chatter.

Wellnourishedbody, child-

Emaciation(duetomalnutritionor

likecarefreemind,affectionate

disease), senility.

season(i.e. twomonthsfollowing

disposition, eatingcheerfully.
Springseason, firstpartof
thedayandfirst part of
night(6to10a.m. and6to

severewinter), thelastpartsofthe

10p.m.)

Rainyseason(Ay"γ"gd"hassix
seasonsoftwomonthseach), dewy

dayandthenight(2p.m. to6p.m
and2a.m. to6a.m. respectively).
Simpleandretentionenema-

Emesis, purgation,haemorrhages.

ta(oilyandotherwise), sweating,controlofhaemorrhages,
massage(withorwithoutoil).
PittainHealthandDigeage
Theleftcolumnbelowliststhe activitiesofP〃jawhenit is fun〕
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temporal headache, frontal headache, generalisedheadache, facial
paralysis, clonicconvulsions, tonic convulsions, faintness, giddiness,
tremors,hiccups, asthenia, hyperphasia, senseofdryness,hypertrophy
oftheskin, insomnia,mental restlessness,etc. Iamreproducingbelow
threeparagraphsfromCαγα片αSα池〃"面, chapterXX(JamnagarEdition
1949, p.127), alsohavingabearingonthe〃〃αcomplex:
"Inall〃"ffzdisordersmentionedabove, and in thosenotmen-

tioned, theexpertswillmakeafaultlessdiagnosisoffﾉ"”discordance

inaparticularorganbyobservingallorsomeoftheinnatequalities
offﾉ""orthemodifiedeffectsofvaticactivityonthebody.
i< 4Dryness', $coldness', $lightness', $clearness', @motion', <invisibility', and @ instability' aretheinnatequalitiesof 汐耐α; the following
arethesymptomsproducedinthedifferent organsofthebodywhen
effectedbyits innatequalities:

"Theyare-subluxation, dislocation, dilatation, contraction, laxation,depression, excitation, attractio'1(alsorepulsion), tremor, circular
movement,motion, prickingpain, achingpainandmovement; also

coarseness, harshness, clearness, porousness,dusky-redness, astringent
tastes, dysgeusia, dehydration, aches, numbness, co,1tractions, rigidity,

lamenessahdothers.Thesearetheeffectsproduced in thebodvbv
theactionof⑳"fα・ Aconditionsuggestiveofanyof these signsor
symptomsshouldbeassociatedwithvaticdisorders.

”

VitaExCitingandAmelioratingFactorg.
Someoffactorswhichaggravate⑳"faandthosewhichameliorate

itaregivenbelowintheleftandtherighthandcolumnsrespectively:
V海ffzexcitingfactors
W耐aamelioratingfactors.
Excgssiveuseof light, coolingand
Useof heavy, heatingand
dryingfoOds, e. 9. rice, lentils,

greasyfoods, e.g．,meat, fish,

vetchling. commonpea, greenpulse

eggs, kidneybean,wheat, cr-

(phasPolusmungo),paspalumscrobiculatum, ixoraparviflora, lathyrus

eam, butter, ghee (clarified
butter), yogurt, etc.

sativus, pigeonpea, etc.

Useofbitters, pungents andastringents.

Use of sweets, sours and
salts.

（ 15）
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Todesiccatethemorbiddoshic

secretions.

Tostopdryinguptheunwantedmorbidexudatesand

secretionsresultingfromthe
malfunctioningofthedoshic
metabolism.

Toregulatenormalbreathing.
Tosustaintheprincipleof life．

Toupsetnormalbreathing.
Toobstructthesmooth
functioningof theprinciple
of life.

TheVaticDigeages

Thevaticdiseases, i､e., thediseasesdueto""fzvitiationorde-

viationofvaticactivity-complex, orpartorpartsthereof,fromnormal
functioni'lg, arecountless. Anobservant andexperiencedphysician
shouldbeabletorestorethe imbalancesasandwhenhediscernsand

analysesthem,makingajudicioususeofdrugs, dietsandpractices,
assembled，co-ordinated, andprescribedinaccordancewiththerequi-

rementsandexigenciesofeachindividualcase, andwithdue regard

tothecircumstancesandtheoccasions・AccordingtoCαγα虎α, itshall
G

neverbepossible' forthephysician< tonameall thediseasegthat

canpossiblyexistorarise.However, someofthevaticdiseases,mentionedbyC"'αhα, are givenbelow

(newer disease patterns can

alwaysbeamelioratedbyanalysingandnormalisingthedoshic imbalancesbehindthem) : Dystrophyofnails, dermatophytosis, flatfoot,
paralysisoffoot, club-foot, stiff ankle, cramps in thecalfmuscles,
sciatica,bowleg, knock-knee, spasticityof thigh, atrophyof thigh,

paraplegia, hemiplegia,monoplegia, quadriplegia, prolapseofrectum,
proctalgia, cryptorchidism, priapism, bubonocele, intestinaldyskinesis,
sheep-dungstools, lameness, scoliosis, dwarfism,stiffwaist, stiffback,

pleurodynia, girdlepains, cardiac irregularities､achycardia,emphysematouschest, impairmentofthoracicmovement, pectoralgia, brachial

atrophy, stiffnessoftheneck, torticollis, coarsenessofvoice,dislocation

of jaw, harelip, squint, looseness of teeth, aphasia, lallingspeech,

astringent tasteinthemouth, drynessofthemouth, anosmia, otalgia,
acousma,hyperacousia,deafness,rigidityofeyelids,retractionefeyelids,

eye-ache,paralysisofocularmuscles,paralysisofsupra-orbitalmuscles,
441
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Normal
Tosustainthe

Vitiated.

entire structureand

Tovitiateanddisturbthe

functionsofthebody, tomaintainand

normal functioningof the

operateall theparts, sub-partsorgans

partsandsub-parts， organs

ofperceptionandacton, andtissuesof

ofperceptionandactionand

thesvstem.

tissuesofthebody.
Toaffect adverselv

Topromotenormal conception,deve-

ｰ

the

lophealthyfoetus (andgivenormal

processesandcourseofnor-

shapetoit)andcausenormaldelivery.

malconception,causeabnormalitiesandmalformations

inthefoetusandobstruct,
interferewithor causedif-

ficultiesinthewayofnormal
deliverv.

Toaffectadverselvthe

Toinitiate, directandcontrolmove-

normalcontrolofmovement,

ments.

Tocontrolandconduct themental

proCessesandtoinspirethemind.

Toleavetheminduncon-

trolledandcausethe

thin-

king tobe irrelevant and
disjointed.
Tovitiatethenormalfun-

Toconnectthesenseswiththeobjects
ofsenseperceptionandguidetheorgans

ctioning(invaryingdegrees)

ofactionintoharmoniousactivity.(The

of theorgansof senseand

fivesenses :eyestosee, earstohear,

theorgansofaction.

nosetosmell, tonguetotaste, skinto
feel the touch･

Thefiveorgans of

action: thehands/hefeet, theorgan

ofspeech,theanusandthepenis).
Todisturbtheproduction

Tostimulate thedigestive (fire'

(promotionandmail1tenanceofnormal

of

secretionsofthedigestivejuices).

digestive juices.

Tooriginatehealthyexcitementand

normal secretionof the

Tocausedepressionor,
conversely,unhealthyexcite-

ammatlon.

mentandirritabilitv.
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Theydonot laughorcry. Theyarenot jealous. Theydonot tell
lies.Theydonotwanttodestroyeachother.Asalreadystatedabove,
eventheanalogyofananimal, subjectedtovivisectionorotherexperimentation, isnotentirelyadequatetodescribethehumancomplexitiesunder identicalcircumstances.Theanalogyofa car isbound to

bemuchmoreinadequate, but itcanserveasanelementaryexample
tohelpthereadertounderstandahighlygeneralizedpatternof the
threedos"(zswhichistobeexplainedingreaterdetail inthefollowing
pages.

Anexampleofwidelydifferentcapacitiesforadaptationtoundesirableconditionsamonghumanbeingswillbefoundinthestudiesof
anaemiaconducteddytheAyurvedicResearchlnstituteatJamnagar,
Saurashtra, India.Generally,whenhaemoglobinfallsbelow3grammes

perlOOc.c. ofblood, theconditionisconsideredincompatiblewithlife.
TheJamnagar lnstitute,whileconductingresearchonanaemia, recei-

ved,amongtheirpatients, anumberofwomenwhosehaemoglobinwas
foundtobeas lowas2.5grammes; andyettheywalkedthedistances
fromtheirhousestothelnstitute, toreceivetreatment,carryingchildren
intheirarmsandevencookingmeals in their houses・Whenpeople
whohavebeenmeat-eatersall their livesdecidetobecomevegetarians

allofasudden,manyofthemsufferacutesymptoms of indigestion,
flatulenceandabdominaldistress・ But iftheypersist instickingto

vegetarianism, inspiteofthissuffering, theygetover the symptoms

withoutanytreatment as the systemadjusts itself to the changed
conditions・ Incountries conqueredbystrongernations, particularly

bydespotsortotalitarians, theproudestofthe land learnto live in
subordinationandindignity. This, too, is anadaptation, howsoever

painful tothe individual. Thosewho refuse toadapt themselves to
suchdegradation, areeliminated.Revertingtothecomplexityofman,
eventhesedifferencesofbehaviour donot fall outside theactivity

patternsofthethreedos""swhichareallpervading.
Therefore, thefﾉ"α,〆"αand"""(zofthehumanbeingareafar
cryfromthemotioncomplex, theheatcomplexand thecounter-heat
complexofthecar.Thevarietyofthe lastcomplex, for example, is
confinedtomerelythewater intheradiator, the oil in theengine,
443
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toremainwithincertainlimits, otherwisetheoilwill clogtheplugs,

partsof thetheengine,etc.,throughexcessoroverflow.
Thereisplentyof latitudefortheequilibriumtofluctuatewithin
thenormal limits, butthefluctuationmustnotexceedthepermissible
limits.Eveninthecaseofthecar,animbalanceindicatingdisturbance

beyondthemaximumpermissiblelimits,willstoptheefficient functioningofthecar・ Incaseofexcessivedeviations, thecarwill stop
functioningaltogether.

AnAyurvedicphysician, incollaborationwithmodern experts,
workinginahospital unit orwin9, maintainingcorrectdata from

boththemodernandtheAyurvedicangles,willbeagoodproposition
forthemodernstostudyandevaluateAy"γ"ed";asonlybycontinued
observationandpraCticecantheproperknackbedevelopedby the
WesternphysiciantopractisetheAyurvedicmedicinesuccessfully. In

thepracticeofAyz"'〃8d(z there is very littledanger of injudicious
medicationaldeleteriousside-effects.

Theonlydrawbackinthepureobservationalandintuitional approach, howsoeverwell-developed, lies, incertaincases, indiagnostic
mistakes. Forexample, acerebral tumour,undetectedbythephysician
intheabsenceofmoderndiagnostic facilities, canbemistakenfor
mlgralne.

Thiscanbepreventedbythecollaborationtechniqueofferingho-

spitaldiagnosticfacilities, as suggestedabove. Suchanexperiment
conductedin theWest,withthecharacteristicefficiencyandthorou-

ghness of aWesternscientificeffort, shouldpay rich therapeutic
dividends.

Ofcourse, theanalogyofthecar,whiChdoesnotgoevenasfar
asexperimentationonanimals, cannotgoveryfar inthematter of

comparisonwithhumanbeing・ The automobile, unlike theman, is
incapableofauto-repair.
1tcannotadjust itselftochangedconditions.Everycarofasimilar

brandbehaves identically, consumingthesametypeofpetrol. It has

noneofthe cemplexitycharacterisinghumannatureandfunctions.
Therearenomaleandfemalecars, nor isonecarattractedbyano-

therbeautifulcar, creatinganumber of psycho-somatic complexes.
（ 11 ）
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from(i.e.towhichdoshiccategorythediseaseitselfbelongs),thetypes
ofdrugs, dietsandfactorsthatwouldcounterthedoshicimbalances.

Wewill takeuptheclassificationofsomeofthese categories as
viewedfromtheirdoshicattributes.
Vata

V""(秒”αand〃"y"will beusedas synonyms throughout this
note) itselfisthemost importantofthe three constituent-complexes
ofthelivingmatter・ Inthemanitcoverseveryphenomenonconnected
withmotion.The lateDr・GananathSenhadtranslatedの"y"as .the
bio-motorforce'. ShriYogendra, India'sfrontrankingYogi, bothas
ascholarandasapractitioneroftheart andscience ofYoga, has
translatedthe @Pγα"α' partof似αy"asbionergy.Ayurvedictextsmake
thewordcoverall themotorandsensoryphenomena, theentirefunctioningofthecentralandautonomousnervous systems・ Thenormal

functioningof the five senses of perception, of exteroceptors and
interoceptors, ofcirculatoryprocesses, or organs of elimination, of
expulsionofwasteproducts, throughmicturition,defecation,perspiration, expectoration, sneezing・ etc., ismaintainedbythenormal func-

tioningofthe"""complexofthebody・ Thesigh, theyawn, lachrimation, ejaculation, enthusiasm, thrill, are all vaticactivities. The

despatchoffoodsanddrinks-throughproperchannelsandmovements,
totherelevantorgansandthebreakupofthevictuals intonutritio-

nalandwasteproducts, takingthemtovarious tissues, inlets and

,outlets, arealsovaticfunctions・ Ordinarily,〃"jαis @cooling', but it
canalsopartakeof theattributes of other factors. It canbecome

@heating' inconjunCtionwiththepaitticand !cooling' inconjunction
withthekaphaicelements・ By itself, it tends tobe $cooling' and
4drying'.
VatainHealthandDisease

The leftcolumnbelowlists theactivitiesof"""whenit isfunctioningnormally.Therightcolumnshowstheactivitiesofthevitiated

zﾉ""complex,i.e.,whenthevaticmetabolic aCtivityis abnOrmalor
sub-normal.
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thegreaseintheaxlesandtheexcellenceoftheheatresistantmaterialortheworkmanshipwhichmakes a superior car comparatively
moreresistanttothedestructiveeffects of high temperatures. Ina
certainsense, eventhesolidbodyofthecar itselfconstitutesanantimotionandanti-heatprinciple.

Thedoshictypes differ inhealth. Theyalsodiffer indisease_

Theydiffer insusceptibilitytodisease, toactionofthedrug, toallergies tovarious substances, emotions andconditions. OI1emayget
urticariaduetoanger, anotherduetocashewnuts, yet anotherdue
topollenordust, tohumidity, todryness, toheat, tocold, tosun, to
rain, totheabsenceofone'sspouseortotheproximityofone'sspouse. Ineachcase, thedoshicconstitutionandthedoshicrelationships

playthemajor role, andameliorationor restorationof thedoshic
equilibriumconstitutesacure・Byandlarge, onetypeispronetoone

setofdiseases,andanother toanother. This holds true incaseof
seasons, foods, climates, emotions, all factorsthathaveabearingon
thepsycho-somaticmechanismof thebeing．Thephysician's jobisto･
evaluatethedoshic pictureof the patient and thedisease. In the
modernmedicine, it is important toknowwhat typeof disease the
patient issufferingfrom. InAy呪γ"gd", it isevenmoreimportantto･
findoutwhat typeofpatient issufferingfromthedisease. TheAyur-

vedicphysicianhastoelaboratethetridoshicpatternofthedeviation
fromthenormal inrelation toeverydrug-, diet-orpractice-factor,

alsothevitiatingordos"a-disturbingcauses-physical,physiologicalor･

psychological-andthenenceavourthroughtheadministrationofdrugs,
dietand/orpracticestorestorethedoshicequilibrium.Thisrestoration
ofequilibriumisattainableinthecaseofcurable(s""")diseasesand
unattainable(orpartiallyattainable)inthecaseof incurable("s""yfz)
diseases.Theamelioration(§α加α"α)isamatterofdegree-amounting

tomereimprovement, relief, or cure and immunity, the last being
permanentor impermanent, dependingontherelativeeffectivenessof

thedos"α－，γα§α加α"a(pacificationof thevitiateddos""ordos"s>
andthesubsequentcorrectbehaviour (jitendriyatva)ofthepatient.

Viewingeverythingfromthedoshicangle, one shouldfamiliarise･
oneselfwiththetypeofpatient, thetypeofthediseaseheissuffering
（ 9 ）
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themechanismofalivingorganism, evenofanamoebaorasinglecell
inthebody, isnevertrulyatrest.Cessationofallactivityinaliving
being, asinthecaseofanautomobileatrest,meansdeath･Therefore

it isonlywhentheautomobilesprings intoactionthatthecomparison
betweenitandtheunitof lifebecomesfeasible.

Thestateofmotionispossibleonlybecausethere isabodyofthe
cartobeginwith. Intheabsenceofthebodytherecanbenomotion.

But thebodyandthemotioncannotexisttogetherwithoutproducing
or losingenergy. Inthecaseofthemovingautomobile, theenergyis
producedintheformoftheheat.Tocontrol theheat thusproduced,
themachinehastobeprovidedwithananti-heat factor tosave it

fromdisintegrationthroughuncontrolledheat.

Thewater intheradiator, theoil in theengine and thegrease
for lubricationofvariouspartsare someof the constituents of the

car'stotal anti-heat complex. In this extremelysimpleandcrude
example, ifwecomparethemotionwith"αJ", theheatwith〆"α,
andthe lubricantswith""加or s"es〃加α, of thehumanbody, we
willhaveabasetodwell uponandexplain, at a lower level, the
structureofthetridoshicequilibrium.

Ayz"'zJedfzusestheworddos""foreachofthesethreecomplexes.
Itwillnowbeeasytounderstandwhynolivingbeingcanexist ina
strictlymonodoshicstate. Intheanalogyofthemovingcar, theexistenceofthesinglefactorofmotion is inconceivable. Apartfromthe
factthatpuremotionwithoutabodycanhavenobasetoexist; even
inrelationtothebodyitcannotexistoutsidecertainnorms・Forexample, ifthecardecidestomoveatspeedof light, itwillceasetobe
acar・ Itwillbecomeastreakof light.
Theheat,too,hastoactwithinitsnorms.Whenitfallsbelowa

certainlevel, thecarrefusestomove. During thewinter season in
thenorthwehavetoput hotwater in the radiator and cover the

bonnetwithablanket tobeabletostart theengine. But, conversely,
thecarcannotbeoverheated・ Iftheautomobileturnedunidoshic, for
example, justheatandnothingelse, itwouldbeautomaticallyburnt

outanddestroyed,andwithoutheatandmotiontherewillbenomoving
bodybutalifelessmassof inanimatematter・ Eventhelubricationhas
447
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nicallyknownasDoS""s, literally <Fault3: this isbecause, in this
conditiontheygiverisetofaultsorill-healthinthebody,.SomehoweverusethetermD"""andDos""assynonyms…"Forthepurposes

of thepresent treatisethetwowordsmaybetreatedassynonyms.
It istheallpervadingtridoshicunity, inthediversityofexistence
ofall thatthemindorthebodycansenseandexperience, thatcon-

stitutesthebedrockoftheAyurvedicdefinitionof :medicine'(inthe
senseof a $therapeuticagent' andnot of @medical science') that

$nothingexiststhatisnon-medicine'.TheancientAyurvedistsobserved
the $heating' emotions likeangerandwrath, @heating'phasicalfactors
likesunorproximityoffire, @heating' drugs likeginger, musk, asa

foetida, adrenalin, alcohol, etc., or (heating' foods andspices like
walnut,cashew,pistacio,chillies,brinjals, etc. andfoundthatall these
differentcategoriesofphenomena-physical, physiologicalandpsycho-

logical-hadsomesimilarityintheirrespectiveeffectsonanindividual,
eventhoughall theindividualsdidnotreacttothesecommon-factorphenomenainanidenticalmanner.Thus, all these synergisticfactors
willhavemoreor lessanidenticalactiononamesomorphoranendo-

morph,buttheiractiononthemesomorphwillnotbethesameason
theendomorph.

ThePj"α一，γα"", (sometimesreferredtoasPtype) intheSummarywill experiencea similarityof effectwhen subjected to the
influenceofthesepaittic, i.e., roughly (and imperfectly) speaking,

thermogenicor thermometabolicfactors・All emotions, diseases,medicines, foods, hereditaryfactors, seasonalandclimaticconditionshave

beendividedbyAy"""intothreedoshic(nothumoural)categories,
vis－a－vistheirbearingonthehumanpsychosomaticconstitution.
Theunbalancingof thedoshicequilibriumconstitutesdisease・ Restorationoftheconstitution toabalancedmetabolismconstitutes a

cure.Maintenanceof thenormalmetabolismwithinthepermissible

latitudesanditsprotectionagainst invasionbyanydisturbersofthe
equilibrium-emotional, dietetic, internal, external, epidemicorany
otherfactor, constituteshygiene.Letuscomparealivingbeingwith
Emautomobileinmotion, sinceanautomobileat rcstcannot be com-

paredwithalivingorganism, evenifthelatter isatrest.For,intruth,
（
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ingonthestateofhealthofthepatient, ontheother.
Dos〃αsord"""s are the three irreduciblebasicbiocomplexes

outsidewhichnophenomenon, whichhasanybearingwhatsoever on
life, canexist.Thedomainofeachofthethreebio-complexesconsti-

tutesalegofthetripodof life.Forlifetoexist,evenasacell,animal
orvegetable, thethreebio－complexesshouldsupporteachother ina
harmoniousbalancewhichshouldbemaintainedwithincertainpermissiblevariationsor latitudes.

Theliveprotoplasm,whetherofanimalorvegetableorigin,hasgot
tobetridoshic・ Otherwise, itwill be amassof inanimatematter.

WhilethethreedOS""sofAy〃α"e"areconsideredbysometobe
analogoustothefourhumoursoftheGreekmedicine, eventhescholarsofmodernandGreekmedicineandofmedicalhistory, whohave

actuallystudiedAy"γ秒ed", assertthattheydonotconstituteidentical
concepts.

ThelateCaptainG.S. Murty, aneminent lndiandoctor, who

exercisedequalmasteryovermodernmedicine, inwhichhehadgra-

duated, andAy"γ〃e",whichhehadassiduouslystudied,hadthis to
sayonthefallacyof identifyingtheAyurvedicdos""swiththeGreek
humours, inamemorandumonT"eScie""""オルeAJ'/ o/I""α〃
Medici"e, submittedbyhimtoaGovernmentCommitteeonlndigenous

SyremsofMedicine: "Thefirst thingtonoteabout them(thedoshas
ortheAyurvedicbio-complexes) istolearnwhattheyarenot.Hence

Iconsider itnecessarytorepeatat theveryoutsetthatthethreeD""‐
"s(i､e.,DoS""sfunctioningnormally)-Vαｵα(V"y"),Pj"αandKzz”α一are,mostemphatically,NOTthethree<humours'Wind,Bileand
Phlegm，Whatthenarethey？.…･･ theyare :matter' ineverysenseof
theterm-notmereabstractions･･, "Next,theyarethethreeelemen-

taryunitsfromwhichthewholeandeverypartfromtheminutest to

thegrossestofourboeyisbuilt; as it isthattheyarecalledD〃"/"s，
whichliterallymeans !supporters'; theyare, inliteral truththema-

instaysandsupportsofthebody, wheretheyarenot therethebody
itself isnot;without theirconstantsupporteverywherein thebody,
thebodywillperish;whentheyareinnormalequilibriumitishealth,

andill-healthwhentheyarenot, inwhichcasetheD""/"s aretech449

（ 6 ）

confusedthanhewouldbe if hewas offeredasimpleexpositionof

Ay〃γ""as it has existed through thecenturies, leavingit tohis
owndiscretionandjudgement toevaluate theentirecorpusofAyurvedicknowledge, andtoacceptorrejectthematerial, in full or in

parts, accordingtohisownlightandrequirements.
MODERNBEDOFPROCRUSTES

It issaidofProcrustes, ademonrobberinGreekmythology, that

heusedtodecoytravellers,whohadlost theirway, tohiscastlein
aforestand,after feastingthem,offer themhisbed.Iftheguestwas
shorter inlengththanthebed, hewouldpullhisfeetandheadinthe
oppositedirectionstill thelengthofhisbodybecameonewith the
bed. If, however, thebedprovedshorterthantheguest, thedemon

choppedoffsuchportionsofhisheadand feet asprotrudedout of
thebed, tomakehimfit thedimensionsof thebed. Ineithercase,
theunfortunateguestdiedandthedemonappropriatedhisbelongings.
Thewriterwhorecordedthisstorycouldhavelittleideathatthe20th

centurywillwitnessamedical science,Ajﾉ"γzﾉ"(z, beingsubjected to
identical treatmentvis-a-visthemodernscience.

WhatfollowsisAyurvedictherapy, plainandsimple, as it has

beenpractisedbythelndianphysiciansandaswe, theVizzidy"s,understandittoday, initsage-longtraditions anddimensions, without
beingstretchedorchoppedofftofittheProcrusteanbedofmodern
medicine. Inalimitedtreatiseof thisnature, onlysuchaspectsof

Ay〃γ"ed"havebeenselectedforexplanationasinfluencetheday-to‐
daypracticeofAy"γ〃g"inthehandsof thepractitioner. However,
inordertomaketheAyurvedic theorymoreeasilyunderstandable,
itwillbenecessary, fromtimetotime, to refertosomeofthediseases, inmodernmedical terminology,causedbytheupsetoftridoshic
balances.

DOSHAS

TheessenceofthepracticeofAyz"'"g"lies indevelopingaknockorafeel for thedos〃a(seethenextparagraph)patternsand

relationsexistingbetweenthedisease, ortobemoreAyurvedic, betweenthepatientontheonehandandthedrug, diet,practiceorenvironment, seasonal, climaticoranyotherfactorhavingapossiblebear(

5

)
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Kαγ加α〃theory・Anyreferencetothesupernaturalorthemetaphysical
willbemadeonlywhenfoundinevitableinpresentationofthetotality
oftheconcept.

AYURVEDAINPRACTICE
LABOUREDINTERPETATIONS

Aperfect interpretationofAyurvedicconceptsinmoderntermsis
notVetentirelypracticable. Itisnotthatageneral ideaofdifferent
fundamentalsofAJ"''"edccannot at all beconveyedto themodern
scientificallytrainedandgenuinelycuriousmind,butthetworespectiveseriesofconcepts, theAyurvedicandthemodern, belongtosuch
differentplanesofconceptualbuild-up that theycannotfit, intheir
entirety, intoeachother insuchawayastobecomeindistinguishable.

InspiteofthefactthatAy"γ"edfzhaslaidgreat stressonrepeated
observation(B"yo-d"""")andacceptanceofdataas reliableonly
onthebasisoftheiruniformconsistency(Aれりα")unmarredbyany

contradictions(Vyα"γe虎α), intuitionhasplayedthebasicroleinthe
developmentofAyurvedicconcepts・ Theconceptsofmodernscience,
on theotherhand, arebasedonexperimental observations. It is
difficultforthetwodifferentpatternsofconceptsbasedonintuition

andexperimentationrespectivelytobecomeabsolutelyindenticalwith
eachother. Ofcourse, inviewof the indentityof thesubject, the

humanbeing, andtheobjective, freedomfromdisease, it isinevitable
that thereshouldexistspheresofsimilarity,andevenideptity,inboth
●

thesvstems.

MuchlabourhasbeenexpandedontwistingandtorturingAyurve-

dictextstosqueezemodernmedicalmeaningsout of them. Akeen

observeramongthemoderns, ifheweredirectlyconversantwiththe
Ayurvedicprinciples,willbeamazedandshockedat theamount of
ご

intellectualdishonestyandchicanerywithwhichAyurvedictextshave
beentreatedtomakethemresemblethemoderntexts・ Asaresult,

theverybaseofAy"z)edfzhasdisappearedinsomeof thedesperate
attemptstosellAy"γ""tothemoderns. Theworstresult ofthese
attempts isthat inthelaboriousprocessofwrenchingmodernknowledgeoutofancientaphorisms, thetreatmentofaconceptbecomesso
painfullytortuousandinvolvedthattheWesternreadergetsevenmore
451
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wouldhavenotruckwhatsoeverwith the institutionofprayer and
performhisoperationequallysuccessfully，Itwouldbeobservedthat
thescepticismofthenon-believerand the faithof thebeliever are

attitudeswhichdonot, inanyway, affect theactual techniqueof
surgeryintheleast, ineithercase.

Therearemanymodernsurgeonsandmedicalwriterstodaywho

believeinreligion.Theonlydifferencebetweenthemodernreligiousmindedsurgeonsandthesurgeonsofancient lndiawould lie in the
formernot introducingtheirpracticeofprayer intheirtextbooksof
surgerywhereas the ancientswould record their entire routine in
theirworksonscience. Ineithercase, theelementofreligion,whetherconfinedtomerepracticeasatpresent, orextendedtothereco-

rdsofscienceas incaseofAy"γzﾉ""inancient times, failedtomake

anydent inthescientificstructureoftheconceptitself.Thisapproach
establishedapleasantrelationshipbetweenthescientistandthepriest
inancient lndia・ ItcreatedasettinginwhichamillionGalileoscould

freelyroamaboutwithoutbeingmolestedor persecuted・ Perhaps in
noothercountryhas the co-existence between scienceandreligion

beensocordial andindulgentas ithasbeeninthecaseofAj,郷γ"ed(z
inancient lndia.This intelligent andmutually tolerant comradeship
hascontinuedtofunctiontothisdaV.

Thegreatadvantagesciencehadoverreligionwas its readiness

toacceptchange・Withreligion, thestatiCconceptacquiredwhatmay
P

betermedaconsciencevalue. Therefore, it isverydifficult foran
ardentbeliever inreligiontobudge froma stand that his forbears
hadtakenupintheremotepast・Fortunately, thereareno $conscience

values' attachedtoscientificbeliefs，Theycanbecheerfullyaccepted,

givenupormodifiedtoaccommodatenewer findings offeringmore
cogentandconsistentexplanations forphenomenaunder observation

or investigation.Ay"γ"ed"managedtopromotethisattitudeamongst
scientistswithoutmakinganyinroads intotheirreligiousbeliefs and
practices.
Inviewofwhathasbeensaidabove, itwillbeadvisabletoconf-

inethispapertothescientificconceptsofAy〃γ"e"exclusively, leavingoutthereferenCestoreligioninCludingthosetosoulandto the
（ 3 ）
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heretofamiliarizeyourselveswiththeAyurvedicconceptswhichare

holdinginlndiaeventoday, unaffectedintheirpopularitybyall the
advancesofmodernmedicine.

Itwillbeadvisabletofirstclarifytherelationshipthat hasexis-

tedbetweenAjJ郡γzﾉed(zandthereligiOnof itspractitiOners as ithas
existedthroughtheages.
SCIENCE&RELIGION.

Writinginanagewhenreligionruledsupreme,withitsfirmhold
onthemindsofmen, thelndianmedical pioneersbrought abouta

compromiseandaworkingarrangementbetweenreligionandscience
whichenabledthelattertoprosper unhinderedbyreligiousdogmas
andwithoutarousingtheslightestantagonismamongtheorthodoxy.

Thisworkingarrangementbetweenscienceandreligionwasdisarmi-

nglysimple. If, inaccordancewiththeprevalentlawsofhealthand
hygiene, apersonwasadvisedtoriseinthesmallhoursofthemorning, longbeforesunrise, andaskedtocleansehimself internallyand
externally,withdetailedinstructionsonthecareoftheteeth, andon
bathinganddressing,etc.,hewasalsoaskedtosayhisprayersbefore
startinghisday'swork. If themanwasanatheist, hecouldcutout
theobservanceof theprayer・ Hestill obtained thebenefit of the
restoftheadviceasmuchasthebelieverdid.

Itwasauniquecompromisebetweenrigidityand flexibility-the

rigidityofreligionandtheflexibilityofscience.Thereligionstoodits
ground.Thesciencemovedforward.AndyettheancientAyurvedists
keptbothinstepwitheachother.Likethe lotusleafwhich remains
submergedinwaterbutneverpartakesofitsmoistureandcomesout

alwaysdry, theancientlndianscientist accepted the religionas he
did themannersandthe etiquetteofhis times, andyetkeptthe

scienceentirelyfreefromthe influenceofreligiononitsgrowthand

expansion. Take theexampleof two identical surgical operations,
appendectomies, intwodifferenthospitals,bytwodifferent surgeons,
oneof thembeingacommunistandtheotheraRomanCatholic, an
ardentbeliever inGodwhowouldneverstarthisday'sworkwithout

sayinghisprayers・The latter,bysheerforceofhabit, would invoke
theblessingsofGodtomakehisoperationasuccess・ Thecommunist
453
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AYURVEDICMEDICINEINPRACTICE
by

PanditShivSharma*
Friends,

It isarealprivilegetohavebeeninvitedtoaddressthemedical
scientistsofagreatnationlikeJapanwhichhasastoundedthecivilizedworldwithitsspectacular progress in the fields of scientific,
industrialandeconomicachievements.Tome, apractitionerof tradi-

tionalAy"γ〃gda－thelndianScienceofLife-thehonour isevenmore
significantwhenlfindthevanguardofthe20thcenturymedicalprofession, comingfromahighlydevelopedcountry, assembledhere to
receivewhat theSeersofancientlndiahadtogive to theworldto

solvetheproblemsconcerningthehealthanddiseaseofits inhabitants・Myfirstwords, onthismemorableoccasionshould, therefore, be
wordsofgratitude.

Iamdeeplygrateful totheninecultural, scientificandmedical
societieswhichhavegraciouslyextendedtheir joint invitation tome

tobetheir guest inJapanand toassociatemyselfwithanumber

ofprestiglous functions includingmyaddressingthisdistinguished
assembly.Tomymindthisinvitation is symbolical of the spiritof
trueinquirywhichtranscendsallbias, andwhichcuts through time
andspacetocreateameetinggroundevenbetweentheAncientsand
theModerns, separatedfromeachothernotbycenturiesbutmilleni-

ums・ Imayrepeat thewordsofc"γα片α; "Theentireworldconsists
ofteachersfor thewiseandenemiesforthefools･ Therefore, know-

ledgecollducivetohealth,longevity,fameandexcellence,comingeven
fromanunfamiliarsourcc,shouldbereceived,assimilatedandutilized
withearnestness･･･

”

It isinthisspiritofcαγαhα, Ibelieve, that youhavegathered
*Author'saddress :PanditShivSharma,Baharestan,BomanjiPetitRoad,
CumballaHill,Bombay-36, India
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た持続効果を示します。さらに、
耐糖能を改善します。

原体は結晶性粉末で､製剤は無味･無臭
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