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はじめに

歯科医療は，医療の中に含まれる。平成の今日，
この見解に対する異論はたぶん出ないであろう。そ
れはわが国の医療がまず行政的に，「医療法」とい
う法律｛１９４８（昭和２３）年７月３０日公布，法律第２０５
号｝で一元化され，特に「歯科医療法」といった別
途の法規は存在しない現実からも明白である。また
「医道審議会」や「中央社会保険医療協議会（中医
協）」なども，重要な全体会議では医科歯科ともに
同一のテーブルで議論が交わされている１）。

しかし，歯科医師はなぜ医師とは別個の法律（歯
科医師法等）で，異った立場に規定されているの
か，そして両者が相互に立ち入ることのできない領
域がなぜあるのかという素朴な疑問を医療関係者は
もちろん，広く一般社会も長い間抱懐し論争をつづ
けてきたことは，明治以来の近現代史の示すところ
である２－４３）。

そのためこのような疑問が投げかけられると従
来，患者の立場にある人々４４）はもちろん，有識者と
いわれる専門家，司法，医事法規の研究４５－４７）や医療
関係者でさえその回答，説明，理解に困惑，苦慮す
る場合が少なくなかった４１，４８，４９）。

事実，本質論としての科学と医療の関係，医療と
歯科医療の境界もしくは領域，歯科医師の分限と
いった基本的な事項に関する論争は，古くから死亡
診断書の作成，口腔がん診療，静脈内注射，全身麻
酔，救急救命のような具体的事例が提起されるたび
ごとに医事法制のからむ問題として，刑事民事の双
方から新聞雑誌等をにぎわしたり，社会問題視され

ている４６）。
確かに医学と歯科医学（歯学），さらには医療と歯

科医療とは多くの面で重なり合う事実があるとして
も，歯科医療や歯科医学の中には独特，特殊な部分
があって，そのために卒前教育において分離される
合理性，必要性を強調する意見（いわゆる医歯二元
論）１１，２１，２３，４０，４２，５０）が，複雑な社会的背景とともに明治
中期以降の医療体制の主流を形成してきた。ただ，
その医歯分離の当初から時代の推移，科学の進歩と
ともに歯科の範囲が拡大し，加えて厄介なことに医
療，歯科医療を「業」として行う場合は直接利害の
からむ問題であるために，過去にも幾度となく訴訟
事件となり，世間の耳目を集めた記録が残されてい
る５１）。

その一方，欧州の一部の国のように，医学も歯学
も同一の卒前教育を行い，後に歯科を研修した者が
歯科専門医として歯科医療に従事するのが正当だ

（いわゆる医歯一元論）という意見も古来２０，２２，２４，３７－３９），
また今日においても根強く主張されている５２－５６）。し
かし米国においては，現制度に至る興味深い二元論
の歴史的肯定論５７）も，依然支持を失っていない。

以上のように，医学・医療と歯科医学・歯科医療
との関係にまつわる論争は長く，広範に，大勢の関
係者を巻き込んで行われてきたが，何故か今日に
至ってもなお適切な解決，結論が得られたとは到底
いい難い。一方で論者の間には歴史的に数々の軋
轢，派閥紛争，感情的対立を生み，結果的に歯科の
関係者からも時に不毛の論争とさえ見なされ，沈黙
のつづく時代があった。医療の現場で生じた種々の
紛争に関しては，行政や司法が辛うじてその時々の
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処理，判断をしてきた経緯が記録されている３，５１，５８，５９）

が，一応の結論が出されても往々にして曖昧，場合
によっては不条理な部分を含む腑に落ちない結果を
生み，中には歯科に関わる者にとって大きな不利を
生じた事件も残されている５１，５９）。

これらの論争は明治以来，いわば歯科界の宿痾の
ように悩ましい課題として，事ある毎に噴出してき
た。しかし今日のような閉鎖的状況でもかなり多く
の歯科関係者には，論争はもちろん，思考すること
さえ無益とみなし，前向きの姿勢で検討することを
避けようとする保守性，消極的傾向が依然として潜
在するのも遺憾な事実である。

そこで筆者らは将来の医療，特に歯科界のさらな
る活性化と発展のために布石を講じる手がかりを得
たいものと考え，あえてこの古くて新しい問題に正
面から取り組むことにした。ただし医療も歯科医療
も，人間の生老病死に関与する点において共通性が
あるものの，種々の史料を通覧した結果，今日に至
る各医療者間の微妙な乖離の現実を理解するために
は，かなり古くまで時代を遡る必要があるものと判
断した。そのため本解説の前半は主題からかなり離
れた，迂遠な印象を持たれる向きもあるであろう
が，その点はあらかじめご容赦を乞う。

１．「医は賤業」という歴史

１）ギリシアとローマ
現代の感覚からは想像しがたいことであるが，近

代以前においては洋の東西を問わず，医師は単に病
気やケガを治療する「賤（いや）しい技術」を職業

（賤業）とする下層の者にすぎなかった６０）。ちなみに
わが国の場合，「師」という文字の現代における語
感，語意と，かつてのそれとではかなりの相違があ
り，明治の初期に医者の集団が法案を作成した際
も，「醫士法」と称して，「醫師法」を忌避した経緯
がある。武師ならぬ武士階級であった者はもちろ
ん，庶民（江戸期の農，工，商ならびに賤民）にとっ
ても身分制度の頂点に立つ「武士」のイメージは実
態はともあれ，畏敬の存在であったにちがいない。
事実，士農工商に代る身分は，明治になっても華
族，士族，平民等となって残され，第二次世界大戦
の敗戦（１９４５年）までつづいた。

古代ローマ世界の教師や医師は奴隷であり，社会

的評価は低かった６１）。もっともローマ以前のギリシ
アでは，医聖ヒポクラテス（BC４６０－BC３７０頃）の生
まれたコス島，そのライバルのクニドス，植民地と
した北アフリカのキュレーネ，シチリアに医学校が
あり，医業は一応市民の自由な職業であった。しか
しそれでも，ヒポクラテスが「医術は技術のなかで
最も高尚なものであるのに，はるか下位の技術とさ
れている」と嘆いているように，医師は上位の市民
ではなかった，とされている６２）。さらに，医学校で
学ぶ者はごく少数で，医師は無資格，無免許でも営
業可能のため，多くは低水準の者達であった。た
だ，戦争捕虜としてギリシアに連れてこられた奴隷
に由来する，「奴隷医師（servi medici）」の詳細な実
態については，必ずしも明らかでない６１）。

ギリシア人にとって思想や哲学，武芸は貴族の高
尚な仕事であるが，道具や器械などのいわゆる生活
手段の製作は平民の行う仕事として区分されてい
た。そして衣食住を得るための労働や技芸は卑賤
で，奴隷のやるべきものと考えた。後年，ギリシア
を征服して奴隷制度を広域に展開したローマ人は，
このギリシア人の職業観を都合よく利用，拡大し
て，医師や教師を奴隷の身分に包含するようになっ
た。絶え間ない戦争をつづけたローマ人にとっては
日常的に軍医を必要とし，裕福な階級は家庭医を求
めた６３）。

そのためローマでは奴隷医師の活躍が著しく，彼
等の存在を無視してローマの医療は成り立たなく
なった。ただローマ人は，ギリシア人医師を他の奴
隷に比しある程度優遇はしたものの尊敬の対象とは
ならず，また評判も決してよくなかった。利益目的
に報酬を受け取るなどは，下劣な行為と見なされて
いたのである。まして生来の自由ローマ市民が，み
ずから行う仕事としてはふさわしくないものとし
て，この職業を蔑視している。そしてローマ人は
「修辞学など自由学芸に相当する高度の教養」を尊
重していたが，いわゆる医学についてはその中に含
めていない。結果，ローマでは医学の進歩に見るべ
きもののないままとなった。ただし，ポンペイの遺
跡から発掘された夥しい美術工芸品や医療用鋼製小
物などに見られるように，ギリシア・ローマ時代の
文明全体がすでに，世界を席巻し得る最高度の水準
にあったことは確かである（図１）。
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また，小川６４）によると，ローマ時代には，公衆衛
生や医事制度が大きく進歩した。給水の設備がで
き，浴場や運動場が設けられ，食料品の取り締まり
も行われた。さらに医師の免許制は AD２００年頃の
ローマで初めてできたという。ローマに関しては小
林６５）も，遺跡の碑文から詳細に考察している。
２）インド

一方，成立以来二千年の長きにわたり一大教訓詩
とも伝えられているインドの「マヌの法典」には，
痛烈に「医者の食物は膿（の如く厭はしきもの）な
り。不貞なる女の（食物）は，精液（に等しく），高利
貸の（食物）は，糞（の如く厭はしく），而して武器商
人の（食物）は，汚物（の如く悪しきもの）なり。（田
辺繁子訳）」と記されている６６，６７）。

カースト制度の頂点に位置するバラモン以下，王
侯貴族のクシャトリア，そして平民のヴァイシャに
もなれないシュードラ（労働者）として医者が侮蔑の
対象になっていたわけである。ただし，インド医学
の水準そのものが，他の文明によりも低かったわけ
ではない６８）。
３）中国と朝鮮

中国ではどうであったろうか。日本にもたらされ
た種々の文化の中にも，医師を賤業とみなす具体的
な用語があった。古く医術あるいは医師，あるいは
両者を併称して「方士」の行う「方技」と呼ぶもの
で６９，７０），それは日本の武家政治以前の律令制国家体

制から江戸時代に至るまで，世間に深く浸透してい
た。

方技という言葉が現われたのは，周王朝（BC１０４６
年－BC２５６年）のころとされる。その後，約５００年間
の春秋戦国時代を経て出現した秦の始皇帝（BC２５９
年－BC２１０年）は晩年に長生不死を悲願とし，その
薬方を研究する神仙道（これを方術と称した）に染
まったあげく，方術に従事する者（方士）を重用，督
励した。しかしこれらは怪しげで，調子のよい話で
権力者に媚びへつらう者達であった７０－７２）。

方技の定義や解釈は時代とともに変化してきたよ
うであるが，しだいに拡大される傾向にあった。漢
の時代になると，方技とは「人民の生命を保つ技
術」とされた。そして医経（医術），経方（調剤），房
中（男女和合の術），神仙（＝神僊，長命術）の４種で
研究され，後漢書によると多くの方技を集めた「方
術列伝」が編纂される。ここから陰陽師や暦算家な
ど多数が加わり，さらに唐の時代になると推歩（暦
学の一つで天体＝太陽（日），月，金星，木星，水
星，火星，土星＝の運行を推定して暦を作る術）や
卜相（人相，家相を見る術）も，医巧（医術）と同じく
「技」と見なされた。

一方，儒教は孔子（BC５５２年ー BC４７９年）を始祖と
して紀元前の中国で体系化され，東アジア各国に重
大な影響を及ぼした。なかでも治世の根幹を説く朱
子学は，中国では特に漢王朝（BC２０２年－AD２２０年）

図１ ポンペイ遺跡の医療器具（県立広島大学 HP より）

歯科学報 Vol．１１５，No．１（２０１５） ５３

― ５３ ―



以降，朝鮮においては高麗の後の李王朝（１３９２年－
１９１０年）以降の封建国家社会の階層構成に，また日
本では徳川幕府（１６０３年－１８６７年）の統治理念とし
て，重大な役割を果たした。

まず中国（漢）では，天子・諸侯・大夫（たいふ）・
士・庶民の５階級が固定され，天子と諸侯はすべて
の階級の上に位置した。大夫・士は併称して「士
人」また「士大夫」「縉紳（しんしん）」（略して紳士）
とも称され，天子や諸侯につかえる臣下であり，君
主の命を受けて庶民を支配する特権階級でもあっ
た。

このように，儒教の価値観念を信奉するあまり，
かつては社会の発達のために縦横の活躍をした「方
技」をも，低層の一般庶民階級の中に押し込めてし
まい，その価値ある技術までも卑賤なものと決め込
んでしまったのである。唐代のある年代記には「数
学者，測量師，医師，呪術師などはすべて「山師」

（多くは技術者，科学者）であった。聖人はこのもの
たちを教育ある者とは見なかった」と記されてい
る７３）。

身近な例として，中国では中華民国時代（１９１２年
に孫文を中心として中国大陸に成立した政権）に至
るまで，上流階級は職業画家の描いた絵は座敷に飾
らなかったという。職業画家は下賎な方技であると
いう観念が存在する一方，紳士の家庭で鑑賞に値す
る絵は，いわゆる文人画に決まっていた。文人画と
は，士大夫階級が余技に悠々としてたしなんだ絵の
ことである。

他方，朝鮮では日本以上に中国文化の影響を強く
受けてきた歴史がある。朱子学は身分の差別観を
強調し，階級的秩序によって人間社会の安寧が保
たれる，としていた。すなわち王の下に両班（ヤン
パン）・中人（チュンイン）・常人（サンミン）・賤民

（チョンミン）の４階級が世襲として確立し，人間に
は生来身分，地位，貧富，貴賤の別が定められてお
り，それらは自然の摂理に外ならないという理念が
徹底していた。両班は王室に勲功のあった者達の子
孫からなり，政治・経済の支配的集団（官僚）であっ
た。彼等は文武の大官・儒者達でもっぱら学業（儒
学）に専念したが，それは官吏としての立身出世の
必須条件で，中国の科挙に準じた試験に応じなけれ
ばならなかったためである。また彼等の多くは地主

で，生業にはまったく従事しなかった６０）。

２．江戸時代から明治初期にかけての
身分制度と医療事情

１）近世の身分制
１６０３（慶長８）年に発足した江戸幕府は，豊臣秀吉

の制定した「身分統制令」｛１５９１（天正１９）年８月２１
日，３条からなる｝を下敷きにして，侍と百姓・町
民の間の身分異動を禁じた。そして学問，特に儒教

（朱子学）を奨励し，武士道や道徳，倫理の高揚を第
一義とする政策によって国を治めた。このときの背
景としては，近世におけるキリシタンの歴史が色濃
く反映している。豊臣秀吉（１５３７－１５９８）は，織田信
長（１５３４－１５８２）の跡を継いだ初期にはキリスト教を
容認していたが，しだいに制限を加えるようにな
り，１５９６年に禁教令を出して，教徒達を捕えて処刑
した。

やがて江戸に幕府が開かれると徳川家康（１５４３－
１６１６）は，１６１２（慶長１２）年および１６１３（慶長１３）年に
かけて，キリシタンの禁教政策を民衆レベルで本格
的に開始する。そして宗門人別帳，家数人数帳，人
数目録さらに身分の低層すなわち賤民を別帳化する
ことなどによる徹底した戸籍制度が，身分制度とと
もに出来上がってゆく７４）。

１６３７（寛永１４）年１２月１１日に起った島原・天草の乱
は幕府に未曾有の衝撃を与え，以後の統治，政治の
あり方に大きな転換をもたらした。諸藩の監視，キ
リシタンの禁教政策の強化，宗教と寺社の管理は一
層徹底され，土地と家を結びつけた戸籍制と身分制
の確立に拍車がかかることになる。
２）身分的拘束のない医者

既述のような中国，朝鮮の体制とはかなり異なっ
ていた日本の社会制度の中で，江戸時代の人々は，
封建社会における固い束縛から脱するために，祿を
失った武士や家督を継げる可能性の乏しい次男，三
男，また町人の中からも，身分的拘束のない医者を
目指す者が多数現れるようになった７５，７６）。

徳川幕府になっても相変わらず無免許体制という
基盤が，それを可能にしたことはいうまでもない。
一般には格別の届け出も要らなかったようである
が，幕府の天領や大名の領分で在方の百姓が医師に
なる場合は，名主などを通じて代官所役所や領主役
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所に届け出て，一応の許可を受ける必要があった。
しかしそれは，百姓の農耕離脱が，年貢の収納に重
大な関係があったからである。大名の領分でも医師
開業を願い出て許可されるのは，生来虚弱で農業に
は無理な者ばかりで，

「百姓共の内，病身にて無拠医師に相成度」くと
願い出て，頭を剃れば，格好だけは村医者であった

（「徳川禁令考」前集第５，p３８６））
「当時医士（ママ）となることは実に容易にして亦

実に勝手なりき。此の子は身体虚弱にして迚も一人
前の人間となることは難し，お医者にでもするより
外に致し方なかるべしとは，一般士農工商間に行は
れし当時の説と知るべし」｛白蹊隠士：維新前の医
師社会，国家医学会雑誌，第１６５号（明治３４年１月），
１９０１．｝
のような史料が残されている７６）。

結果として１８７３（明治６）年，文部省医務局が全国
の医師に「履歴明細書」を提出させた際，代筆して
もらったため自分の履歴書の読めない医師が現れた
という。そういう医師を実際に見た投書が，明治初
期の新聞「新聞雑誌」第１４８号（明治６年８月）に掲
載されている（資料は，東大法学部「明治新聞雑誌
文庫」で，北根豊氏の好意による旨を，筆者の布施
昌一が括弧書きしている）。

律令制が崩壊して，誰でも自由に医業を行うこと
ができ，名前が上るとお抱え医師として大名の祿に
もありつけた医師の身分は，それらの人々にとって
恰好の出世手段であった７２）。

それらの医師の中にはわが国の医療を支えた歴史
的人物も居たが，全体の数からするとごくわずか
で，むしろいい加減な「俄（にわか）医者」「商売医
者」「儲け医者」などと呼ばれる者の類が多かっ
た７９，８０）。市井に現れた多様な文物からも，医師の評
判に関わるものが今に残されている。

古典落語の「泳ぎの医者」や「ヤブ医者小話」は
よい例で，葛根湯医者（すべての患者に待合室の土
瓶で煮立てた葛根湯を飲ませ，健康な付添いの者に
まですすめる），手遅れ医者（もっと早く見せてくれ
れば，というのが口ぐせで，屋根から落ちてケガを
した患者に落ちる前に来れば助かったのに，とい
う），（さじ加減の）甘井羊羹，山井（病い）養（治＝な
お）仙，薮井竹庵（先が見えない，少しの風（邪）でも

ざわざわと慌てる）などが，本番の噺の前の“まく
ら”でも紹介されている。これも，明治期の当初ま
で医業は免許制度のない自由業であったことが背景
にあるが，庶民に潜在するこのような医療不信は必
ずしも当時に限ったことではなく，現代の医師に
とっても耳の痛い話である８１）。

３．僧医，儒医の出現と境遇８２，８３）

１）日本における儒学者の不遇
中国では古代から，いわゆる諸子百家が出現して

科学的にも思想的にも発展し，世界的な文明を樹立
してきたが，漢王朝時代になると国家権力による思
想の統一がはかられ，支配体制に好都合な儒教を国
教とした。このようにして儒教思想に基づいた天
子，諸侯，大夫，士，庶民の５階級が固定化された
ことは先に述べた。さらに朝鮮（李氏朝鮮，１３９２年
－１９１０年））では，特に朱子学を正統な学問として信
奉した結果，日本が明治となった時点でも，李王朝
による儒教的階級社会は続いていたのである。

すぐれた儒学者は，そのときどきの権力者によっ
て厚遇された。しかし，中国ではむしろ上流，中流
階級特に士大夫層にとって儒学が必須の教養であ
り，読書人階級としての status であった。朝鮮の
両班（本来は文官と武官の２種の意）は生業には一切
従事することなく，もっぱら官吏として出世するた
めの学業すなわち儒学の勉強に没頭した。

日本では徳川以降，士農工商の身分が定まり，武
士は日本文化の花形となった。一方で，五代将軍綱
吉は儒学を溺愛し，儒者の姿が僧風であったことか
ら，これを蓄髪せしめ武士風に変えたほど極端な儒
学奨励政策をとった。結果，儒者をめざす者が多く
なった一方，経済的には浪人同様の貧乏を強いられ
る者であふれる傾向になる。ごく一部の者が，幕府
や諸藩に登用されたにすぎない。林羅山，山鹿素
行，中江藤樹，熊沢蕃山，新井白石等は浪人の子弟
からの出世で，また江戸期随一の儒者といわれた伊
藤仁斎は材木屋，中村惕（てき）斎は京都の呉服屋の
出身とされる。

武士でさえ，戦いのない平和な時代には経済的に
困窮する世相になり，しだいに多額の負債を抱える
こともめずらしくなかった８４，８５）。札差の横行する時
代の到来である。
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武士は体面を重んじ，武道ばかりでなく，種々の
教養特に儒学の学習は重要であった。しかし，禄の
他に自らの生産手段を持つことは原則禁じられてい
たし，儒学を副業とすることは武士の矜持にも反す
ることでもある。兼業は現代の公務員同様，少くも
名目上は無理だったが，剣道場，詩歌教授などの副
業，手芸品や農作物，植木，織物，傘張り，外町の
貸地代などの内職により辛うじて糊口を凌いでい
た。しかし，何らかの理由で禄離れすなわち浪人に
なると，途端に悲惨な貧乏生活に転落した。家族総
動員でかつての副業，内職を本業とせざるを得ない
状況に追い込まれることになる。

儒者の場合においては，浪人に次ぐ窮乏の日常で
あったといわれている。荻生徂徠，室鳩巣，太宰春
台，中村蘭林らは医家出身もしくは一時医療に携
わった者であるが，家族ともども非常な貧困に堪え
て人生のほとんどを儒者で通した人物である。これ
以外の儒学者たちの多くは，邪道とされながらも経
済的に恵まれた医者を兼ねる方向に向うのも止むを
得ない傾向であった（図２）。
２）僧医

わが国の場合，古代奈良朝以降中世を通して一般
の庶民医療に民間医として従事したのはもっぱら僧
医であった。宗教活動の一端として民衆に医療を施

す活動を行ったのは，ヨーロッパの中世でも同様で
ある。有効な手段がなくても，加持祈祷程度は行わ
れていたと見てよい８６－８８）。

鎌倉時代になると他の学問と同様に，医学も僧侶
の手に移って僧医の活動が盛んになり，中国の医学
を輸入しながらその模倣からの脱却や，また医学の
庶民化が進むことになる。時代柄，浄土宗や禅宗な
どの影響が強く，貧民や病者を救療する社会事業が
多く行われた。この時代の医書としては臨済宗の開
祖栄西の「喫茶養生記」（１２１４年），梶原性全の「頓
医抄」（１３０２年）など，すぐれたものも残されてい
る。

僧医の場合，本業はあくまで僧職であって，その
生活も信者や檀家からの“自発的な”「布施」に
依っていた。医はあくまで奉仕活動としての任務と
いう建前である。「布施」以外に，もし別途に医療
の報酬を受け取ったとすると，それは基本に反する
ことになる。しかし患者の家が裕福で，病状が好
転したり，名医を喚ぶとなれば別であろうし，死
の転帰をとっても僧の業務はひきつづくことにな
る８９－９１）。
３）儒医

わが国の近世における教育機関は，武士の場合藩
校，庶民の場合は寺子屋等の私塾であったが，教科
目の主流はいずれも「儒学」であった。ただ，近隣
の清や朝鮮が朱子学一辺倒という環境にあったにも
かかわらず，わが国では朱子学のみならず陽明学，
古学（朱子学を否定する江戸時代の儒教の一派が興
した国学，山鹿素行の聖学，伊藤仁斎の古義学，荻
生徂徠の古文辞学など），考証学，折衷学と，多彩
にして柔軟，かつ自由に学習できる環境にあった。
このような学的環境にあって，「儒医」と呼ばれる
儒学者と医者をかねる者が登場する９２）。

儒医という文字が現れるのは江戸初期から中期の
半ば頃とされる９３，９４）。これは儒学者が儒学すなわち
漢文を読む基礎的能力のある者として，僧と同じく
漢方医学を理解するのに，最も近い位置にあったと
いう事情によることは想像に難くない。本来の儒学
ではなく，医業によって生活する者が現れることに
なる。古義学の大家伊藤仁斎は，儒者にして医業を
兼ねることの非を力説した。しかしこれは，儒医が
自ら「吾は儒医なり」と標榜することを戒めている図２ 十徳姿（風俗博物館のご好意による）
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だけで，本来の儒学者たることを忘れなければ，医
行為を可としたものと考えられる。しかし結局は，
徳川治世下の特異な社会史的環境から，粗雑な医師
の横行を許容し，医療は世間の侮蔑，非難そして慨
嘆を招く対象になっていく７７）。

現代風に解釈すると，このときの貧しい庶民の医
療に対する期待はまず金儲けの business ではなく，
さりとて無責任な hobby でも困るが，できれば無
償で献身的な volunteer work を，儒医や僧医にい
わゆる日本的「仁術」９５）として療治してほしいとい
う，現代にも通ずる切実な心理も込められていたの
かもしれない。

荻生徂徠の高弟太宰春臺は，
「世に悪（にく）むべきものなく，儒醫を悪むべし

となす。儒醫とは何ぞや，儒にあらずして醫を謂ふ
なり，醫にして儒を謂ふなり。凡（およ）そ人の好む
所其事を一にせず。而して其大歸を要すれば則ち二
塗（註：ぬり？兎？）あり焉。曰く名なり，曰く利な
り。今日の所謂儒醫は醫を以て利を求め，儒を以て
名を求む。故に醫を爲すや，その道（儒）好むにあら
ずしてその利を好むなり。彼はすでに能く書を読
む，因りて謂ふ，醫は方技たり小道たり，爲すに足
らざるなり，吾は必ず儒を爲さむ，と。」と批難し
ている８３）。

長谷川９６）はさらに，安西安周著「日本儒醫研究」
（龍吟社，昭和１８年）の「儒醫概要」を紹介した中
で，

『本質的な優劣はともかく，社会的位置において
「儒者」は「疾醫」の上にあったことは事実であ
る。故に醫官より儒官に轉向することは一族一門の
榮冠とする所であって「優秀に付爾後醫業を改めて
儒員と致すべきこと云々」の令状はよく見る所であ
るが，反對に儒官より醫員に命ぜらるるもの（降格
の記録）は殆ど見ないのである。』という記述を引用
している。

４．入齒齒抜口中醫

山田９７）によると，明治時代の歯科医業者は歯科医
師，口中科，入齒・齒抜・口中治療營業者，入齒細
工營業者，無免許營業者，醫師，香具師と多様で
あったという。そして「入齒，齒抜，口中治療營業
者」の項では「本邦入齒師の由來久しく年來洽（あ

ま）ねく世に行はれしを以て容易に減退せず，泰西
（西洋）齒科醫學の振興普及に努め，舊套を破り日新
の學途に轉ぜしめんがために，政府は醫術開業試驗
法を發布せり。然れども一朝之を禁ずるは策を得た
るものに非ざるを以て，從來の開業醫は姑（しばら）
く不問に附し齒抜，入齒，口中治療の營業鑑札を下
附し營業の繼續を許可せり。」と述べて，この種の
旧来の営業者（從來家）が，明治の中頃になっても少
なからず活動していたことを明らかにしている。な
お，口中科については「日新醫學の未だ闡（ひら）け
ざる江戸時代に於て幕府醫官中に所謂口中科なるも
のありて法眼（僧位の第２，法印の下，法橋の上）に
叙せられしも，明治七年醫制發布の頃口中科といへ
る免許を與へ，入齒師齒抜口中治療者と區別せり。

（中略）即ち醫師として取扱われたり。」と記述して
いる。この口中科は明治２６年現在の内務省調査によ
ると，栃木県に４名，三重，富山，福岡各県に３
名，大阪，兵庫，長崎，新潟，石川の各県に各２
名，その他全国の縣に散在して総計３４名，となって
いる。

明治よりも前，すなわち江戸末期までの口中科に
ついては，長谷川の著作９６）に詳しい。この労作に匹
敵する系統的資料は，筆者らの渉猟した範囲では得
られなかった。しかし，そこでも指摘されるよう
に，入歯師と歯抜と口中科の実態を詳しく記述した
資料がきわめて乏しいため，これらが細分されて分
業の形で存在したのか，それとも，領域のあいまい
な状態で複合的に営業していたのかという疑問が
残っている。多分，その両者があって混然としたも
のと見るのが妥当であろう。

次に，口中医というのはかなり古くから史料に記
されているものの，具体的にどのような診療内容を
実施していたのか，これも明確な説明を得るまでに
は至っていない（図３）。

１９１０（明治４３）年の著書「本朝醫人傅」（紫竹屏山
著）に，「兼康氏の系統」として次のように書かれて
いる９８）。

「丹波に出づ。先祖鍼（はり）博士丹波康頼十四世
の孫，冬康（典）藥頭に任ぜられ，口齒科に長ず。花
園天皇（註１３０８年，延慶戊申元年即位，鎌倉時代，
実権は第９代執権北条貞時）齲齒を病む。冬康之ら
を去らむことを請ふ（引き受ける）。衆醫（大勢の医

歯科学報 Vol．１１５，No．１（２０１５） ５７

― ５７ ―



者）可（うなづ）かず。痛益々甚し。天皇遂に其言に
從ふ。齒痛再びせず。其孫兼康晩（おそく）に剃髪し
て善康（恭）と云ふ。典藥頭に任じ，内昇殿を聴（ゆ
る）され，又左京太夫に任ぜらる。始めて兼康を氏
となす。又口科を以て名あり。其子頼定，頼定の子
頼豐，共に施藥院使典薬頭たり…」

上記のように文献上，口中医という名前で有名な
のは，室町南北朝時代（１３３６－１３９２）の丹波兼康（生
歿不明）である。丹波家は「醫心方」で有名な丹波
康頼（９１２－９９５）を先祖とし，代々医業を続けてい
た。兼康以降の末裔は，あえて「兼康」を姓とし
て「兼康口中科」を開いた。五代将軍綱吉（１６４６－
１７０９）の頃になると，七代目の丹波光康が朝廷と幕
府の両方に仕えていたとされている。また二代将軍
徳川秀忠に仕えた金安玄秦は，１６２７（寛文４）年に
「金安秘方」を刊行した際，川烏頭，草烏頭等のい
わゆる草根木皮を調合し，抜歯の前処置として歯肉
に塗布する麻酔法を紹介している９９）。

ちなみに，金安（かねやす）家は丹波頼元の養子で
ある兼康玄泰が，徳川家康の諱名（康）を憚って，金
安と姓を変え，１６１３（慶長１８）年に徳川家の口中科医
官として仕えたとされ，以後，代々の子孫が継承し
ている。ただし，この口中科は家伝の秘方，一子相
伝にとどまり，一般に広まることはなかった。

そのため，このような技術を正当に修得している

のはごくわずかな者にすぎず，幕末に至って嘉永２
年に印刷された見立番付「當時流行町請医師名集大
艦」（図４）に列挙された氏名を見ても，口中医（名
前の上に白抜きの長四角印あり）は，大野粛英氏（神
奈川県歯科医師会・歯の博物館館長）の調査による
とわずか１名のみ（落合長門）である。なお，番付は
江戸から明治にかけて時代の流行であったらしく，
相撲の番付にならった「見立番付」が料理店や温
泉，名勝・観光地，銘酒，あこがれの職業等に関し
て，広く印刷，発行された１００）。

これは口中医専門の民間開業が，単独で容易に成
り立たなかったためとも思われる一方で，庶民の信
頼に値するものが少なかったともとれる。長谷川１０１）

によると，「口中」の看板を掲げたり，引札（広告，
ちらし）で宣伝する者はいたが，実際には口中医と
しての治療などについての記録は全くないことか
ら，「歯磨粉」を売るのを主な仕事にしていたもの
と考えられる。ただ長井兵助は入齒も商っていたと
記しているが，これは大野ら１０２）によると印象採得を
含む当時としてはかなり高度の技術を備えていたと
も考えられる。抜歯はともかく，入歯となれば高級
な柘植製の柳生飛騨守のものが有名であるが，一般
庶民には及びもつかないことであったろう。

まして齲蝕に対する処置，いわゆる充填等の保存
や歯内療法の類は，蘭方医学にも確認されていな

図３ 口中医引き札と療治の図
ａ．大野粛英，羽坂勇司著「目で見る日本と西洋の歯に関する歴史」第２版，P．１０８，わかば出版，２０１１より
ｂ．長谷川正康著「歯の風俗史」，P．１１０，時空出版，１９９３より
ｃ．小林富次郎著「よはひ草」第４輯，P．６１，小林商店広報部，１９２９より
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い。結局，朝廷や幕府の官医は別として，江戸期の
民間には松井源水，百目米吉，三条小六等が大道芸
とともにもっぱら歯磨粉や爪楊枝，房楊枝（歯ブラ
シ様のもの）を取扱い，時に神社仏閣等でも民衆を
前に敢行する「歯抜」が治療の主体であったと思わ
れる（図５）。

５．免許制度導入前の医師

１）漢方医，皇漢医，蘭方医
漢方医は幕末まで，その数において圧倒的勢力を

有していたが，維新後の１８７４（明治７）年に施行され
た「医制」や医業許可制の動向により，急激に衰退
していく。浅井国幹（１８４８－１９０３）など漢方のすぐれ
た有用性を主張して，政治的に活躍する者も多かっ
たが，西洋医学への転換は時代の流れでもあった。
日本古来の療法を織り込んだ湯本求真（１８７６－１９４１．
１０．２２．）らの皇漢医も，同様の運命をたどることに
なる１０３－１０５）（表１）。

蘭方医は，１６４１（寛永１８）年に設置された出島オラ

ンダ商館の医師に学んだ日本人医師に始まるが，本
格的な蘭方医学の導入は１８５７（安政４）年，江戸幕府
が長崎海軍伝習所の医学教師としてポンペ（Johan-
nes Lijdius Catharinus Pompe van Meerdervoort，

図４ 「町請医師名集大艦」嘉永弐酉年正月改正
（歯の博物館＝神奈川県＝HP から）

図５ 風俗画と賛，松井源水の独楽まわし
（大野粛英，羽坂勇司：「目で見る日本と西洋の歯に関
する歴史」第２版，P．８８，わかば出版，東京，２０１１．
から）
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１８２９年５月５日－１９０８年１０月７日）を招聘し，基礎
科目を含む体系的な医学教育によって養成され，後
の戊辰戦争で活躍した松本良順（１８３２年－１９０７年）以
降の者が高く評価されるようになってからであろ
う。彼等は明治維新を挟んで，すでに顕在化しつつ
あった漢方の衰退を横目で見ながら，戊辰戦争で高
く評価された英医学そして激烈な感染症に立ち向か
うプロシア（獨）医学の導入気運に，各自が医学医療
のあり方と自らの進むべき道を模索する時代に入っ
ていくが，本稿ではそれ以前の医療事情から解説を
加えることにする。

ちなみに江戸時代の藩医は当初漢方医であった
が，幕末になって蘭方医の採用が多くなる。その階
級は，表２のようなものであった。
２）医師の「弄臣」的風俗と糸脈伝説

次項に紹介する山脇東洋（１７０６－１７６２）は，『医の
業は技術をもって職を奉ずるものであり，王公は
「弄臣」をもって視，士大夫は医師と肩をならべる
ことを潔しとしない』と述べている。このことは山
脇のように学力と技術を兼ね備える毅然とした医師
でさえ，医というものが人命をつかさどる貴重な
術，業ではあるものの，所詮は「方技」で，医師の
身分は低いものなのだということを，彼等が自認し
ていたものとみなされている１０６）。

ところで弄臣とは，目上の人の機嫌をうかがって
取り入ろうとする人間のことである。身分の高い階

級に対する場合，医師が「弄臣」的待遇を受けてい
た端的な例がある。山崎 佐はその著書１０７）の中に，
嘘のような一つの実話を記している。

『徳川四代将軍家綱の御臺（台）所は，１６７６（延宝
４）年の中ごろ，乳癌にかかられたので，奥医師等
が診察に上ったところ，絲脈にて診察すべしと仰せ
られた。』

ここでいう絲脈とは，江戸時代まで行われていた
医師の診察法の一つで，高貴な人特に貴婦人等の病
気の際，尊体に直接触れることはもとより，近くで
視診することもはばかって，患者の脈所（主として
手首，男は右手，女は左手）に絹糸の一端をむす
び，他の端を襖越しの隣室に控える医師が持って，
糸に伝わる脈拍を計って診察するという方法であ
る。

『医師等は，絲脈では，到底委しく御容態を知る
ことが出来ぬとて，将軍に許しを請うた。家綱これ
を聴いて「然らば直々に伺ふべし」と命じた。これ
を聞かれた御臺所は「簾外の者へは對面なき身であ
る。死すとも禮は亂してはならぬ。将軍家から先に
禮を亂して如何になすぞ。且つ乳癌は，千人に一人
も助からぬ病であるとのことであるから，全快せぬ
のは既に覚悟してゐる。全快もせぬのに，肌を他に
見せることは出來ぬ」と云はれ，遂に医療を受けず
して同年８月５日３７歳で歿せられ，同月９日上野寛

表１ 明治初期の医師数の推移
（厚生省医務局：医制八十年史，P．８０５，１９５５．から）

年 次 総 数 試験免許 漢 医 洋 医 漢洋医 和 医 和漢医 和洋医 和漢洋医 流派未詳

明治７ ２８，２６２ ・ ２３，０１５ ５，２７４ ・ ・ ・ ・ ・ ・
８ ２３，２８４ ２５ １４，８０７ ５，０９７ ２，５２４ ２５ ３３ １２ １７ ７４４
９ ３１，２６８ ２００ ２０，５６８ ６，４０２ ４，０９８ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ３２，３６１
１０ ３３，５０３ １，１４２ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ３４，１８２
１１ ３５，９９９ １，８１７ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ３５，９５１
１２ ３８，３２２ ２，３７１ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

年 次 総 数
内務省免許医 府 県

免許医
専 門 医

試 験 卒 業 試験不順者 歯 科 眼 科 産 科 整骨科

明治１３ ３８，３２２ １，３９６ ・ ９７５ ３５，９５１ ・ ・ ・ ・
１４ ３７，１２７ １，７６２ ・ ８３７ ３２，９５２ １３９ ５８６ ５２５ ３２６
１５ ４１，６１２ ２，２８１ ２０２ ９１２ ３６，３７３ １９１ ７０１ ５６５ ３８７
１６ ３９，６６９ ２，８３３ ３９３ ９１９ ３３，７６１ １７０ ６８５ ５５６ ３５２
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永寺護国院に葬り，高厳院殿と諡（おくりな）した。』
また，明治中期の「朝野新聞」紙上に連載された

「徳川制度」という読み物（明治２５年４月から翌年
７月まで連載。筆者不明，昭和４３年石井良助校訂
「江戸町方の制度」として新人物往来社より復刊）
の中の「幕府の医員」に糸脈の項がある。以下の記
述はまさに，弄臣たる扱いである１０８）。

「將軍疾むことありて町醫を召すとき絲脈といふ
を診斷せしめぬ。絲脈とは將軍の手に絹糸を約して
醫師をしてその一端を襖越しにとらしめ，絲に傅ふ
脈搏を診して容躰の如何なるやを察せしむるものな
れども，これ固（もと）より診察し得らるべきの理な
く，且つ往々にして猫を縛し，柱を縛して醫師の診
察如何を試驗することありしが故に，町醫師は病理
以外に機智を騁（は）せて診察の模様を答ふるも，尚
お且つ柱を知らずしてこれは猫の脈搏なりと答へ，
猫と知らずしてこれは人なりといひ，廷中の失笑を
招きて空しく退出するもの多かりしとぞ。蓋し將軍
に接近してその脈を診するは，少くとも奥醫師以上
の資格無かるべからず。故に町醫師を召せしとき
は，殆ど兒戯と一般なるこの絲脈の法を設け，以て
褻瀆（せっとく＝けがれること）を防がんとしたるな
るべし（後略）。」
３）蘭方に対抗する「古医方」の出現

蘭方の評価が高まるにつれ，漢方は沈滞していっ
た。ところが江戸中期になると，その漢方の中にも
新機軸を導入して再生をはかろうとする漢方医，す
なわち「古方派」と呼ばれる一派が登場する。名古
屋玄医（１６２８－１６９６），後藤艮山（１６５９－１７３３）とその
弟子香川修徳（１６８３－１７５５），吉益東洞（１７０２－１７７３）
そして山脇東洋（１７０５－１７６２）たちである。彼らは，
中国古来にして曲直瀬道三らが伝承した李朱医学

（註：李東垣，朱丹渓の医学。ともに元時代の医家
で，金元医学ともいわれる。日本の室町，安土桃
山，江戸期の長きにわたり，わが国に大きな影響を
及ぼした）の空理，観念論を排し，経験に基く実証
主義を重視した。そして張仲景（AD１９６－２２１？）の
原著（傷寒雑病論）で，後年王叙和が再編して残した
「傷寒論」が，漢方の原典とされながら当時はやや
異端的存在として評価されなかった失策を反省し，
傷寒論への回帰を唱えた。そして山脇東洋は年を重
ねるに従い，五臓六腑説に対する疑念を高めてい
く１０９，１１０）。

さらに「古方派」を代表する東洋は，イタリアの
Padova 大学教授の Johann Vesling（１５９８－１６４９）が
１６５１年に発刊した「解剖学の大系」をすでに入手し
ていたことから，遂に本邦初とされる人体解剖に挑
んだ１１１）。

東洋はすでに５０歳近くであったが，懇意の若狭藩

表２ 江戸幕府の医員
（石井良助編集：江戸町方の制度，１９６８.，酒井シヅ：日本の医療史，１９８２．から作成）

侍 医：現代では天皇や皇族の診療に当たる医師のことであるが，かつては藩主に近侍する医者の意でもあった。士
席医師のうち優秀なものが選ばれる。広く，高貴な方の医師としても用いられた。

士席医師：武士としての格式を持つ世襲の医師
典薬頭：半井，今大路両家の世襲で，両家隔年に禁裏並に幕府へ，例年正月に屠蘇白散を献ずるのほか勤めなし。

奥 勤（法印・法眼または法橋）
奥医師：江戸幕府の医官。若年寄の支配に属し，将軍とその正室，世子の診療をした。執当は御匙頭と称し，以下を

御匙と唱え，頗る権威があったとされる。奥医師はほとんど世襲で，諸大名の藩医や町医者から登用される
こともあった。奥医師は，藩では近習（きんじゅう）医（者），御側医（者）ともいわれた。本道（内科）の他は雑
科と称し，以下の如くであった。
奥外科，奥鍼（針）科，奥口科，奥眼科

奥詰医師：奥医師の次席。奥医師の指揮によって進退する。

表 勤（法眼）
表御番医師：日々１人ずつ宿直，但し席は桔梗の間。西の丸（将軍の世嗣子や大御所夫妻の居所）兼勤
表御番外科：非職，無役同様にて臨時のほか宿直等の事なし。
御目見医師：侍医のうち，稀に寄合医師（身分の高い者，技倆の優れた者が役から引いた時になる），小普請医師（元禄３

年９月以降，勤務良好でない者等の職位）から抜擢される場合の医師。１７９１（寛政３）年官設の医学館（佐久間
町）や，１７２２（享保７）年開設の小石川養生所への出役の結果，昇格する場合あり。

牢医師：獄医
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医師原松庵および門弟の伊藤友信，小杉玄適の三人
が，京都所司代の酒井讃岐守忠用（ただもち，若狭
小浜藩主）の侍医であることから，三人名儀で罪人
解剖の許可を願い出ていた。

この時代は依然，「身体髪膚受之父母 不敢毀傷
孝之始也（孝経）」という儒教の思想が支配的で，医
師の間でも外科的手術，ましてや人体解剖は人道に
背く行為とされていた。そのような時代に酒井が東
洋の願いを受け入れて刑死解剖の公許を与えたこと
は，日本の医学史上に残る画期的な大英断であっ
た。

１７５４（宝暦４）年２月７日，東洋が４９歳の時，３８歳
の屈嘉という男が京都で処刑（斬首）されることに
なった。処刑後首のない屍体が六角牢獄に戻され，
準備された筵の上で屠者により胸腹部の観臓が行わ
れたという。解剖の結果は，１７５９（宝暦９）年の「藏
志」（註：原本の標題には肉付（月）がない）１巻を世
に送り出す成果となり，五臓六腑の虚構が打破され
て人々の漢方ばなれを一層促すことになった１１２－１１４）。
４）「解体新書」｛１７７４（安永３）年の発刊｝

その時江戸にいた若年の杉田玄白（１７３３－１８１７）
は，山脇の強い影響を受けた。ひきつづく１７７４（安
永３）年，前野良沢（１７２３－１８０３），中川淳庵（１７３９－
１７８６）らとともに苦心惨憺のあげく，ついに「解体
新書」を翻訳（蘭語から漢文へ）刊行する。この時の
いきさつは「蘭学事始」に詳しい１１５－１１７）。

刑場小塚原での実際の解剖は，１７７１（明和８）年３
月４日であったが，担当を予定した「穢多の虎松」
が病気になり，その祖父「齢（よはひ）九十歳」とい
う老屠（老解剖手）が代行した。そして，その解剖を
実施した老屠またいわく，

「只今まで腑分（解剖）のたびにその医師がたに
品 （々臓器など）をさし示したれども，誰一人，某

（それ）は何，此は何々なりと疑われ候御方もなかり
しといへり」。

それ以前にも何人かの医者が，小塚原で解剖に立
ち会っていたことが判る。加えて，この３月４日の
見学者たちは，その熱心さから質疑応答を繰り返
し，腑分の老人を驚かせた。しかし玄白たちはそれ
以上に驚きの連続で，「良沢と相ともに携へ行きし
和蘭図に照らし合わせ見しに，一つとしてその図に
聊か（も）違ふことなき品々なり」とあるので，オラ

ンダ医学の正確さに何度も仰天していたことであろ
う。なお，腑分は医師ではなく，身分の低い者の担
当が常であった。またまれに行われる手術も「外道

（げどう）」と称し，本道（内科）の指示の下に実施さ
れていた１１０）。

しかし，江戸末期に近くなると例外もあったよう
で，山崎１１８）によると，越前福井の松平藩に医家の長
男として生まれた橋本左内（１８３４－１８５９）は若くして
天才の誉れ高く，１４歳で「啓發録」を著作している
ほどである。１８４９（嘉永２）年１０月１６日，藩医が集っ
て刑死を解剖した時，１６歳の左内は大勢の藩医の中
にいて，頭部解剖の執刀主任を担当した。父長綱が
３５歳の時華岡青洲の下で麻酔薬を用いた乳癌手術を
修得している関係から，左内は漢方内科ばかりでな
く，蘭方外科一般でも名声を博していたという。し
かし，後述するように，安政の大獄に巻き込まれ，
惜しくも伝馬町の牢屋敷で斬首された。あたら，２６
歳の若さであった。

解体新書の発刊は，わが国の医学史の中でも屈指
の，今日でも一般によく知られた歴史的大事件であ
る。原著はドイツ人医師のクルムス（Johann Adam
Kulmus，１６８９－１７４５）による解剖学書（Anatomische
Tabellen）の第３版（１７３４年）であるが，玄白らが翻
訳に取り組んだのはオランダ人医師ディクテン

（Gerard Dicten）のオランダ語版（Ontleedkundige
Tafelen）の方であった。「ターヘル・アナトミア」
は俗称とされるが，その由来は推測の域を出ない。
和訳（実際は漢文）本の普及以来，玄白，良沢に師事
する者や漢方から蘭学に転ずる者等が続出して，蘭
方志向に一層拍車がかかることになった。

その一人大槻玄沢は陸中水沢出身の仙台藩侍医
で，師と仰ぐ玄白と良沢の一字ずつを合わせて玄沢
と名乗る程の入れ込みようであった。蘭学の振興に
情熱を燃やし，１７８９（寛政元）年江戸三十間堀に私塾
「芝蘭堂」を開いた。これは日本における蘭学塾の
始まりとなり，以後１８－１９世紀の日本の医学を動か
す人材を多数輩出した。すなわち大阪の橋本宗吉，
その弟子の伏屋素狄（ふせやそてき）も漢方から蘭学
に転じている。１８０５（文化２）年，素狄は動物の腎動
脈に墨汁を注入して動脈を閉じ，腎臓を圧迫する
と，尿管から澄んだ水が出てくることを実験して，
腎臓には尿を瀘過する機能があることを発見し，そ
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の結果を「和蘭医話」と題する書物にまとめて出版
している。１８４２（天保１３）年，イギリスの外科医 W.
ボーマンの発見した瀘過説より３８年も以前のことで
ある１１９，１２０）。
５）華岡青洲（１７６０－１８３５）の場合

「古医方」に対して，漢方と蘭方のそれぞれの長
所を選択し，新しい知見を求めたのが「漢蘭折衷
派」といわれる紀伊藩外科医の華岡青洲たちであ
る１１０）。

青洲は２２歳の時，紀州から京都に出て古医方を吉
益南涯（１７５０－１８１３）に３か月，蘭方のカスパル流外
科を大和見立（１７５０－１８２７）に１年学び，自らは２０年
の歳月をかけて「通仙散」｛曼陀羅華＝チョウセン
アサガオと，草烏頭＝トリカブトが主成分，他に白
芷（びゃくし），当帰，川芎を含む｝と称する麻酔剤
の調合を完成させた。それを用いて１８０４（文化元）年
閏１０月１３日，６０歳の女性の乳癌の手術を成功させた

（しかし４か月後に患者は死亡している）。なお，麻
酔薬の効果を実母と妻に試験的に用いて，妻加恵が
失明した物語は今も人々に語り継がれているが，青
洲は鎖肛，口唇裂，鎖陰（膣閉鎖），尿道結石，脱
疽，痔瘻などの手術も実施している１２１）。

青洲は，中国の三国志に出てくる武将関羽の肘の
矢傷を無麻酔で手術（切開，排膿？）した医師の華陀
を意識していたとされる。一方，その全身麻酔法が
欧米に先んじていながら以後の発展を見なかったの
は，その方法を公開せず，秘伝として子孫や高弟に
限って伝える傾向があったためといわれている。そ
れでも紀ノ川の上流，紀州那賀郡名手荘（なての
しょう）平山には，全国から千人を超える入門者が
集まった。

華岡流の全身麻酔や外科手術は，秘伝とされなが
らも彼自身，外科医の育成には力を注いだ。しかし
麻酔はもちろんのこと，手術に対する畏怖を強くし
ていたせいか，青洲は詳細を書物に残していない。
弟子の第１人者といわれた水戸藩医本間玄調（１８０４
－１８７２）は，優れた外科医として名を残しているが，
青洲から教えられた医学を無断で著作し，「瘍科秘
録」正続１５巻として出版したため，破門されてい
る。しかしそれは，青洲の医術の実態を知る上で貴
重な資料となっている１２２）。

ただし，いわゆる古書としてわずかに現存するだ

けで，直接目にできるのはごく一部の大学等図書館
のみであり，復刻の見込みもない。

このほか，漢蘭折衷の医者としては柚木太淳
（１７６２－１８０３），衣関順庵（？－１８０７），山田大円（１７６５
－１８３１），上田公鼎（１８０２－１８４１）等の眼科医があっ
た。このように幕末において外科と眼科が西洋医学
の分野で著しい進歩を遂げているのは，注目すべき
である。１８４９（嘉永２）年３月１５日，漢方医等の根強
い画策により幕府が「蘭方醫禁止令」「蘭書翻訳取
締令」を出し，西洋医術を禁じたときも，外科と眼
科は例外とされている。また外科に弱い漢方は時勢
に合わず，結局１８５８（安政５）年７月３日に「蘭方醫
解禁令」が出て，上記禁止令はわずか１０年足らずで
廃止された。この外科と眼科に関する評価の高さに
ついては，後に検証する。
６）医学塾「躋寿館（せいじゅかん）」から幕府の

「医学館」へ１２０，１２２，１２３）

幕末になると唯一の洋方すなわち蘭方医学が急激
に勢いを増し，実績を重ねて人気も高まっていく。
すると漢方を日本の医学の主流として従事してきた
夛紀氏の「考証派」は，衰退を余儀なくされた。

夛紀氏は，９８４（永観２）年に編集された「医心方」
の作者である丹波康頼（９１２－９９５）の子孫で，紀州藩
第５代藩主徳川吉宗（１６８４年－１７５１年）が江戸幕府第
８代将軍となった１７１６（享保元）年と同じころに京都
から江戸に移り，幕府に仕えて姓を夛紀に改めたと
される。

夛紀元孝（１６９５年－１７６６年）は本姓福島であるが，
金保家の養子となって幕府に仕えた。１７６５（明和２）
年に吉宗の信任を得て神田佐久間町の司天台（天文
台）跡地に医学塾「躋寿館（せいじゅかん）」を開き，
各藩から英才を集めて漢方医の育成に当った。１７９１

（寛政３）年，幕府は躋寿館を官設にするとともに
「医学館」と改称し，館長を夛紀氏の世襲にした。
こうして医学館は，進出著しい蘭方に対する漢方の
巻き返しの拠点として期待されたが，考証派を含む
漢方はすでに洋方医学にはるかに及ばず，医学館は
後に明治新政府に接収され，まもなく廃館となって
いる。
７）神田お玉が池の「種痘所」から「医学所」へ

一方，江戸の蘭方医たち（８２名）は医学館に対抗す
るために１８５８（安政５）年５月神田お玉ヶ池に「種痘
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所」を構え，蘭方進出の拠点にした。１８６０（万延元）
年幕府はこれを直轄とし，さらに１８６１（文久元）年１１
月種痘所を「医学所」と改称した。それによって漢
方の医学館と，蘭方の医学所とが幕府公認として互
に，明治に至るまで鎬（しのぎ）を削ることになる。

日本における「牛痘法」成功までの前史に，１７９２
（寛政４）年の秋月藩医緒方春朔による「人痘法」，
１８１０（文化７）年のロシアから帰還した商家奉公人中
川五郎治による「牛痘法」や，１８１３（文化１０）年の歓
喜丸水主（すいしゅ，かこ，船乗り）であった久藏
が，ロシアから送還された後の「種痘苗」にまつわ
る歴史がある１２４，１２５）。

その後１８２３（文政６）年，出島のオランダ商館医
師にシーボルト Philipp Franz von Siebold（１７９６－
１８６６）が着任した。シーボルトは出島に着いて直ち
に種痘を行ったが，持参の牛痘苗では成功せず，
シーボルトに続いて１８３９（天保１０）年出島に来た館医
のリシュールや，１８４８（嘉永元）年来日のモーニッケ
も，同様の方法によりすべて失敗に帰した。日本ま
での２０日余に及ぶ長い航海で，痘苗が腐敗したため
とされる。

１８４９（嘉永２）年佐賀藩の蘭方医楢林宗建（１８０２－
１８５２）は，痘漿ではなく，痘痂（痘瘡牛の皮のかさぶ
た）を用いることを提言し，オランダ領バタビアか
ら届いた牛痘痂を，息子の建三郎にモーニッケが接
種を行って遂に善感させることに成功した。これが
わが国での本格的な牛痘法の普及につながった１２６）。

１７９６（寛政８）年のジエンナーによる「牛痘法」成
功から５０年を経て，ようやく日本に種痘の花が咲い
たことになる。さらに１５０年後に WHO が，１９８０（昭
和５５）年，地球における「天然痘の根絶宣言」が実
現するとは何人も思い及ばなかったことであろう。
８）ポンペの来日と医育体制の向上１２７）

日本を巡る国際情勢が急展開する中，かねてか
ら幕府が医学講師に招聘していたオランダ海軍二
等軍医ポンペ（Johannes Lijdius Catharinus Pompe
van Meerdervoort）ファン・メールデルフォールト

（１８２９－１９０８）が，１８５７（安政４）年長崎に着任した。
その時ポンペは２８歳で，彼が行った医学教育は，そ
れまでの出島の蘭学塾（シーボルトの鳴滝塾等）と異
なり，基礎医学から臨床医学にわたる分野のカリ
キュラムに基づいた系統的な教育であった。そして

医学教育には必ず臨床実習の場が必要であることを
幕府に説得し，長崎に洋式病院「長崎養生所」を建
てさせた。養生所は１８６９（明治２年）に長崎医学校に
なり，後に長崎大学医学部となった。

また，１８３８（天保９）年大阪に「適々斎塾」（適塾）
を設立した緒方洪庵，同年江戸両国薬研掘に「和田
塾」を開設した佐藤泰然（母方の姓は和田）等々，幕
末から明治維新にかけて日本の政治や医学を大きく
リードする人材が多数輩出した。なお，和田塾は
１８４３（天保１４）年に千葉・佐倉に移転，佐倉順天堂と
なり，現在は東京お茶の水に順天堂大学医学部附属
医院と称している。

以上のように，医業は古今東西を問わず長期にわ
たって「賤業」とされてきた歴史を持つが，幕末に
至って有為の人物が多数現われ，蘭方医学の普及，
天然痘をはじめとする感染症の予防等により，賤業
からの脱皮が始まる。そしてやがて来る戊辰戦争に
おける軍陣医学としてのめざましい貢献が，為政者
の医学，医療そしてそれに従事する人材育成の認識
を大幅に変化させる時代が到来するが，程度の低い
医者も依然多数を占めており，実質的に社会全般の
医学に対する評価が高くなるのは，まだ先のことで
ある。

６．不本意な医師への道

江戸末期の文化・文政（１８０４－１８２９年）のころにな
ると，浪人や一般庶民の中から医師になろうとする
者が増加する。それとともに，医師を相変わらず侮
蔑する社会的風土はひきつづき存在していた。江戸
の初期から後世に名を残す者でも，中には医家に生
まれたり，心ならずも医に従事する身の不運を嘆く
以下のような人物があり，それぞれに屈折した思い
を吐露している。
１）新井白石（１６５７－１７２５）

能力が高いにもかかわらず，貧乏生活のつづく白
石に対して周囲の人が忠告する。

『其後，又ある人の，我ために謀て「今の世に医
をもて業とする人を見るに，多くは，方書（処方書，
医書）だに読（み）得ぬ輩也。そこ（貴殿＝白石）の才
学をもて，すこしく心を用ひたらむには，それらの
庸医（技術のつたない医者）と比すべき事にもあら
ず。此事（医術）当時（今の時代）は賤しき業にもあら
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ず。あはれ（ああ，どうか），此業もて父をもやしな
ひまゐらすべき謀こそ，あらまほしけれ」といふあ
り。』今の世の中，ろくに本も読めない者が医者で
稼いでいる。あなたの才能ならば，医業を立派にで
きるだろうし，親孝行もしてほしい，と迫るのであ
る。

これに対し，白石は応える。
『古こそあれ（昔はともかく），後（今）の世の人は

医をもて仁術といひしかば，志を得ざらむ人は此事
（カネになる医業）に隠れんもまた悪（あ）しからじ。
されど，我才もとより疎（おろか）なれば，其業また
精（くわ）しからじ。人をあやまる所あらむには，其
術の仁なることを得べからず。此事我よくせむ所に
あらず。「古の人（孟子）はひとりの罪あらざるをも
殺す事をなさず」（公孫丑上篇）とこそ承（うけたま
わ）れ』と答へぬ（折たく柴の記）１２８）。
２）本居宣長（１７３０－１８０１）

本居宣長は伊勢松坂の商家の次男として生まれた
が，読書に熱中し若くして学問を好んだ。２２歳から
京に出て医学，漢学，国学を学び，国学の四大人の
ひとりとして有名であるが，医業は４０年以上にわ
たった。

「医のわざもて産（かねもうけ）とすることはいと
つたなく，こころぎたなくして，ますらをの本意に
あらねども，おのれいさぎよからむとて，親先祖の
あとを，心もてそこなはんは，いよいよ道の意にあ
らず（後略）」（家のむかし物語）１２９）。
３）橋本左内（１８３４－１８５９））１３０）

既述のように，橋本左内｛１８３４（天保５）年４月１９
日－１８５９（安政６）年１１月１日｝は，越前国福井藩３２
万石松平家の侍医の家の長男として生まれた。父の
医業を見習い，後に１６歳時大坂の緒方洪庵の適々塾
で蘭学と医学を学ぶ。１８歳時帰省，翌年父の死後，
業を継いで藩の医員となった。

２１歳で江戸に出てさらに蘭学と医学を修め，また
当時の儒者や憂国の士と交流を深めた。藩主松平春
嶽（１８２８－１８９０）はこの左内を高く評価し，医員を免
じて御書院番に任じ，側近に加えた。しかし幕末動
乱期の１８５９（安政５）年７月５日に藩主春嶽が不時登
城の件で隠居謹慎処分となった後，大老井伊直弼の
画策（安政の大獄）により，江戸伝馬町の牢内で斬首
となった。この左内が１５歳時に「志」をしたためた

「啓発録」という自戒の書について，滋賀１３０）が詳し
く紹介している。

啓発録を書いた時には左内の胸中に，他日天下国
家のために大業を立てたいとの理想を抱いた。すな
わち

「何とぞして吾身を立て，父母の名を顕（あらわ）
し，行く行く君（藩主）の御用にも相立ち，祖先の遺
烈を世に耀（かがやか）し度（し）と存じ居り候折柄，
遂々吾身に解得致し候事ども有之候様，覚え申すに
付，聊（いささか）書記し後日の賤志に備う。」と記
すのであるが，その後に「嗚呼如何せん，吾身刀圭

（医師）の家に生まれ，賤技に局々として，吾初年の
志を遂ぐる事を得ざるを。然れども所業は此に在り
ても志す所は彼に在り候へば，後世吾心を知り，吾
志を憐み，吾道を信ずる者あらんか」と，その終わ
りに書いている。今日と違って門閥資格の障壁が厳
然と存在した時代である。あたら大志を抱きなが
ら，自ら賤技と稱する医家に埋もれなければならな
い運命を，いかに憤懣やるかたなく思ったことであ
ろうことを，滋賀も強調している。
４）北里柴三郎（１８５３－１９３１）１３１，１３２）

江戸末期の１８５３（嘉永５）年１月２９日に，肥後国北
里の総庄屋をつとめる家の長男として生まれた柴三
郎は，母が武士の出（久留島藩士加藤海助の女）で
あったこともあって，幼少のころから武人として身
を立てようとしていた。しかし，両親は武人となる
ことを望まず，医者になるよう勧めた。ところが本
人は「長袖（医者）と坊主は尊敬に値しない」と放言
し，剣道の鍛錬にいそしんだという。長じてからも
北里は軍人，政治家への志望を抱き，依然として国
手（医師）と坊主への強い侮蔑の念があった。それ
は，当時の社会事情を反映していることにほかなら
ない。医師の地位は低かったのみならず，廃仏毀釈
の世情が強く，仏僧はますます肩身の狭い状況に置
かれていた。北里は幼少時の志望を，成人になって
からも堅持していたと見てよいだろう。

その北里がようやく医学に目覚めるのは，１８７１
（明治４）年熊本城下の「医学所及病院」（通称古城
医学校）に入り，そこで長崎医学校から転任してき
たオランダ人医師マンスフェルトの教育により，特
に顕微鏡下の世界，微生物の存在を見せられた時で
あった。
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この後の北里の活躍は周知のとおりであるが，野
口英世や血脇守之助との交流関係で東京齒科醫学院
以来の記録にも，北里の名前が残されている１３）。
５）後藤新平（１８５７－１９２９）１３３）

後藤は，仙台藩であった陸中国胆沢で武家の長男
として生まれた。しかし１７歳の時，蛮社の獄で逮捕
された蘭学者の高野長英の遠縁に当たることから，
周囲からすすめられて自らは気のすすまないまま福
島の須賀川医学校に入学する。後藤は当時しばしば
「医者の疾を医する医者になる」（ごくありふれた
医者になる気などない）と大言していたという。し
かし同校を成績優秀で卒業後，故郷の大参事であっ
た安場保和が愛知県令（知事）になると愛知県医学校
に赴任し，２４歳で学校長兼病院長となった。

しかし１８９０（明治２３）年のドイツ留学以後には，自
身の医学に対して劣等感をもちつづけ，結局官僚か
ら政治家への道に進んでいる。すなわち１８９８（明治
３１）年台湾の民政局長，１９０６（明治３９）年南満州鉄道
総裁，そして関東大震災直後の内務大臣（帝都復興
院総裁）としての実績は，今日の東京にも残されて
いる。

後藤は，１３歳年下の血脇守之助との間にも浅から
ぬ因縁がある。血脇が東京歯科医学院の専門学校へ
の昇格をめざしていた１９０６（明治３９）年４月８日，森
山松之助の設計による白亜の校舎が竣工した。その

時の落成式は金杉英五郎の司会の下に，歯科界の重
鎮達が登壇して挨拶した後，石原 久，遠山椿吉，
川上元治郎，石黒直悳がそれぞれ祝辞を述べた。最
後に祝辞を述べたのは，台湾総督府民生長官からこ
の年南満洲鐵道の初代総裁なったばかりの後藤新平
４９歳であった。後藤は川上元治郎や遠山椿吉と親し
くしていた関係で血脇を知ったものと思われるが，
この後にも様々な交流のあったことが判っている。

東京歯科医学専門学校は，１９１０（明治４３）年２月１
日をもって文部大臣から歯科医師法第１条第１号

（公立私立歯科医学校指定規則）による指定，すなわ
ち国家試験（医術開業）免除を受けた。その時内外の
関係者による記念の祝賀会が３度も開かれている
が，最後の３月４日，特に血脇の友人，知人を招待
して東京銀座鍋町の公詢社で開催された祝賀会で
は，後藤が挨拶の後シャンペンによる乾杯の音頭を
とっている１３４）。

以後，特に関東大震災直後の第２次山本権兵衛内
閣では内務大臣兼帝都復興院総裁として敏腕をふる
い，国家予算の１年分を投入する大規模計画を立案
したため，大風呂敷と綽名された。その後藤には，
逸話も多い。死の３日前のことばが残されている。

「よく聞け，金を残して死ぬ者は下だ。仕事を残
して死ぬ者は中だ。人を残して死ぬ者は上だ。よく
おぼえておけ。」三島通陽（みちはる）は直接耳にし

図６ 野口清作医術開業試験及第之證
｛資料提供先：（公財）野口英世記念会｝
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た者としてこのように書いているが，後世の引用資
料では修飾されて「財を残すは下，されど財なくん
ば事業保ち難く，事業を残すは中。事業なくんば人
育ち難し。人を残すは上なり。」などの記述も残さ
れている１３５）。

ちなみに野口清作（福島縣平民）の「醫術開業前期
試驗（註：基礎医学）及第之證」は，１８９６（明治２９）年
１１月２１日に第６８号をもって付与されているが，発行
者は醫術開業試驗委員長で内務省衛生局長の後藤新
平である。なお，野口の「後期（臨床医学）試驗及第
之證」は１８９７（明治３０）年１１月２５日，第１５４号で，前
期同様後藤の名が記されており，ともに財団法人野
口英世記念会の所蔵である（図６）。
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１９７９．
７８）新井白石：折たく柴の記 上（松村 明校註，医業

を勧むるを辞する事），pp．８５，岩波書店，東京，１９９９．
（岩波文庫）

７９）立川昭二：医師繁盛記，明治医事往来，pp．９８－
１２２，講談社，東京，２０１３．

８０）武陽隠士：医業の事，世事見聞録（本庄栄治郎校訂，
奈良本辰也補訂），pp．１７３－１８１，岩波書店，東京，
１９９４．（岩波文庫）

８１）加太こうじ：落語，P．２８，社会思想社，東京，１９６２．
８２）長谷川正康：僧医の始め，むしばのたはごと 上，

pp．１７１－２１７，書林，東京，１９５８．
８３）布施昌一：儒医の発生と流行，医師の歴史，pp．５４

－７２，１０６－１２４，中央公論社，東京，１９７９．（中公新
書）

８４）磯田道史：武士の家計簿－「加賀藩御算用者」の幕
末維新，pp．４７－１０３，新潮社，東京，２００３．

８５）蒲生眞紗雄：数学と図表で読み解く徳川幕府の実力
と統治のしくみ，pp．１３２－１３５，新人物往来社，東京，
２０１０．

８６）富士川 游：僧醫，日本醫學史（第三章 奈良朝の
醫學），pp．５１－５５，裳華房，東京，１９０４．

８７）酒井シズ：中世の医療，日本の医療史，pp．１１３－
１９０，東京書籍，東京，１９８２．

８８）小川鼎三：医学の歴史，pp．２９－３４，中央公論新社，
東京，２００５．（中公新書３９）

８９）小川鼎三：医学の歴史，pp．５４－６０，中央公論新社，
東京，２００５．（中公新書３９）

９０）長谷川正康：僧医の始め，むしばのたはごと 上，
pp．１７９－２１７，２３６－２３８，書林，東京，１９５８．

９１）対本宗訓：僧医として生きる，pp．１５，１９，春秋社，
東京，２００８．

９２）倉田信靖：医療と公徳心．臨床福祉ジャーナル，
８：１－２，２０１１．

９３）布施昌一：方技を自認した医師たち，医師の歴史，
P．３０，中公新書５３４，中央公論社，東京，１９７９．

９４）長谷川正康：医の歴史，むしばのたはごと 上，
pp．１７１－１８６，書林，東京，１９８８．

９５）布施昌一：「医は仁術」の意味，医師の歴史，pp．９１
－１０５，中央公論社，東京，１９７９．

９６）長谷川正康：口中医の系統，むしばのたはごと 上，
pp．２１８－２５１，書林，東京，１９８３．

９７）山田平太：齒科醫業者，日本齒科社會史，pp．５３－
６４，日本齒科文化史刊行會，東京，１９３４．

９８）紫竹屏山：兼康氏の系統，本朝醫人傅，pp．５４－５５，
青木嵩山堂，東京，１９１０．（小林富次郎編：よはひ草

（第１輯），pp．１６，小林商店廣告部，東京，１９２８．か
ら引用）

９９）大野粛英，羽坂勇司：日本の抜歯の歴史，目で見る
日本と西洋の歯に関する歴史（第二版），pp．１３４－１３６，
わかば出版，東京，２０１１．

１００）諸商賣人出世競相撲，浪花両替手柄競，京都賑見
立，大江戸まる見え番付ランキング（小林信也監修），
pp．４２－４３，１０４－１０５，学研パブリッシング，東京，
２０１３．

１０１）長谷川正康：はみがき売り，むしばのたはごと 上，
pp．１５５－１７０，書林，東京，１９８３．

１０２）大野粛英，羽坂勇司：日本の入れ歯，目で見る日本
と西洋の歯に関する歴史第二版，pp．１０５－１３３，わか
ば出版，東京，２０１１．

１０３）第８回帝國議會衆議院議事速記録第１１号：第５ 醫
師免許規則改正法律案第１讀會，pp．１６５－１６７，官報

（號外）明治２８年１月１９日，１８９５．
１０４）第８回帝國議會衆議院議事速記録第２０号，第３ 醫

師免許規則改正法律案第１讀會の續，pp．３０８－３１６，
官報（號外）明治２８年２月１日，１８９５．

１０５）第８回帝國議會衆議院議事速記録第２５号，第４ 醫
師免許規則改正法律案第３讀會，pp．４０３－４０５，官報

（號外）明治２８年２月６日，１８９５．
１０６）布施昌一：医師の「弄臣」風俗，医師の歴史，P．３９，

中公新書，中央公論社，東京，１９７９．
１０７）山崎 佐：温故知新 医事談義，pp．４６－４８，日本

臨牀社，大阪，１９４８．
１０８）石井良助編集：幕府の医員，江戸町方の制度，pp．

４２３－４２４，新人物往来社，東京，１９６８．
１０９）小川鼎三：医学の歴史，pp．２３－２９，中央公論新社，

東京，２００５．（中公新書３９）
１１０）梶田 昭：医学の歴史，pp．２８７－２９３，講談社，東

京，２００３．
１１１）酒井シズ：日本の医療史，pp．２４１－２４２，２７０－２７５，

東京書籍，東京，１９８２．
１１２）司馬遼太郎：明治という国家，pp．２３６－２３８，日本

放送文化協会，東京，１９８９．
１１３）中山清治：解剖学の先駆者山脇東洋の史跡を訪ね

て．東京有明医療大学雑誌，１：１２７－１３２，２００９．
１１４）近代医学の夜明け，歴史でみる・日本の医師のつく

り方（第２８回日本医学会総会 医学教育史展），pp．９
－１３，東京，２０１１．

１１５）杉田玄白：蘭学事始（緒方富雄校註），pp．７－６０，
岩波書店，東京，１９５９．

１１６）酒井シヅ：日本の医療史，pp．２７６－２８４，東京書籍，
東京，１９８２．

１１７）小川鼎三：解説「解体新書の時代」．新裝版解体新
書（全現代語訳酒井シヅ），第９刷，pp．２３４－２５６，講
談社，東京，２０１４．

１１８）山崎 佐：乳癌二話，温故知新医事談叢，pp．３８－
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４６，日本臨牀社，大阪，１９４８．
１１９）小川鼎三：医学の歴史，pp．１２７－１３２，中央公論新

社，東京，２００５．（中公新書３９）
１２０）三好 勝：日本医事史抄（江戸時代Ⅰ）

http : //www.osaka-minami-med.or.jp/ijisi/ijishi07.
html（accessed ２０１４－１２－２８）．

１２１）有吉佐和子：華岡青洲の妻，pp．１－２２９，新潮社，
東京，１９６６．

１２２）小川鼎三：医学の歴史，pp．１４９－１５３，中央公論新
社，東京，２００５．（中公新書３９）

１２３）小川鼎三：医学の歴史，pp．１５３－１５６，中央公論新
社，東京，２００５．（中公新書３９）

１２４）小川鼎三：医学の歴史，pp．１４１－１４９，中央公論新
社，東京，２００５．（中公新書３９）

１２５）富士川 游：痘瘡，日本疾病史（復刻版－松田道雄
解説），pp．９３－１６８，３２５－３２７，平凡社，東京，１９６９．

（東洋文庫１３３）
１２６）酒井シズ：江戸時代の疫病（痘瘡），日本の医療史，

pp．３６４－３７５，東京書籍，東京，１９８２．

１２７）神谷昭典：長崎医学伝習，日本近代医学のあけぼ
の，pp．１４－１９，医療図書出版社，東京，１９７９．

１２８）新井白石：折たく柴の記（松村明校註），pp．８４－８５，
岩波書店，東京，１９９９．

１２９）布施昌一：屈折した医師観，医師の歴史，pp．４５－
５３，中央公論社，東京，１９７９．（中公新書）

１３０）滋賀 貞：十五歳の著「啓發録」，景岳橋本左内，
pp．２４－３２，武藏野書院，東京，１９３９．

１３１）宮島幹之助：北里柴三郎傅，P．１２，北里研究所，
東京，１９３２．

１３２）福田眞人：北里柴三郎試論・問題の所在と初期の教
育．言語文化論集，２６⑴：１－１２，２００４．

１３３）外山幹夫：医療福祉の祖 長与専斎，pp．１１０－１１３，
思文閣出版，京都，２００２．

１３４）学校法人東京歯科大学：血脇守之助傅，pp．１４２，
１６０－１６２，東京歯科大学，東京，１９７９．

１３５）三島通陽：後藤新平最後のことば，ボーイスカウト
十話，毎日新聞，１９６５年２月２７日９版５頁．

訂 正

１１４巻４号～６号（２０１４年）掲載の「東京歯科医学専門学校における大正期大学令と財団法人化⑴～⑶」の
中に記載の誤りがございました。お詫びし訂正いたします。

１１４巻４号：
３３８ページ：左欄 下から１４行目 （誤）現代の →（正）現在の
３３９ページ：左欄 下から１５行目 （誤）日本歯科聯合会 →（正）日本聯合歯科医師会

同 ：左欄 下から８～９行目（誤）理由も明確になった →（正）理由がかなり明確になった
３５２ページ：文献２２） 文献３８） （誤）坂井建夫編 →（正）坂井建雄編

文献２６） （誤）水川三郎小伝 →（正）水川犢三郎小伝
１１４巻５号：

４４４ページ：左欄 上から４～５行目（誤）それぞれ慶応大学医学部，→（正）削除
４５０ページ：文献３２） （誤）水川三郎小伝 →（正）水川犢三郎小伝

１１４巻６号：
５７２ページ：表のタイトル （誤）聯合歯科医師会 →（正）日本聯合歯科医師会
５７４ページ：右欄 上から１０～１１行目

（誤）ガラス版は現在２０００枚が新潟県新発田市立の東野圭吾記念博物館に
（正）ガラス乾板は現在３０００枚が新潟県の吉田東伍記念博物館（阿賀野市立）に
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