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明治 2 (1869）年に新政府が国家の採用する

医学としてドイツ医学を選択し、明治 7 (1874) 

年に医制を発布したことで、日本ではドイツ医学

が国の正統な医学であると定められた。大学で医

学を修めた日本人医学者はとそeってドイツに留学

し、最盛期を迎えていた細菌学の分野で目覚まし

い活躍をおこなった。そのため、日本の医学史研

究ではドイツ医学の受容と発展過程を中心に描か

れることが多く、日本にもたらされた別の近代医

学の系譜が見落とされてしまっていた。その系譜

とは、イギリスおよびアメリカからやって来た医

学の伝統である。

いわゆる英米医学は、お雇い外国人のような形

態を通じてだけではなく、日本へのキリスト教伝

道の一環としてももたらされた。とりわけ有名

なのが、辞典編纂で知られるアメリカ人医師ヘ

ボン (James Curtis Hepburn）であろう。ヘボ

ンは米国長老派教会系の医療宣教師として安政6

(1859）年に来日し、横浜への近代医学導入に尽

力した。一方視線を西に移すと、京都・大阪・岡

山での地域医療の発展に、アメリカン・ボード

の医療宣教師として明治 5 (1872）年に来日し

たアメリカ人医師ペリー (John Cutting Berry) 

が貢献している。ここに紹介する二書では、荒井

保男がヘボンにはじまる横浜の近代医学史を、問

中智子がベリーを中心とした医療史・高等教育史

を描いている。両書に共通する視点は、ドイツ医

学とは異なる近代医学である英米医学に注目し、

それらが各地域にどのような影響を及ぼしたかを

検討した点である。

『日本近代医学の繁明一一横浜医療事始め』は、

長年にわたって横浜における近代医学受容史を考

究した荒井の集大成的著作であり、一般書の体裁

で書かれた読みやすい書物である。物語は一人の

アメリカ人医師と一人のイギリス人医師からはじ

まる。すなわち、医療宣教師のヘボンと北アイル

ランド出身の医師ウィリス（William Willis）で

ある。「 I 近代西洋医学事始め一一ヘボン」は、『ヘ

ボン在白書簡全集』を手がかりに、ヘボンの神奈

川時代から横浜居留地時代までの医療活動を概観

している。同時に、実業家・岸田吟香との『和英

語林集成』編纂事業、歌舞伎役者・津村田之助の

下肢切断手術、医師・佐藤泰然による施療見学な

どのエピソードも紹介している。「E 近代外科学

のはじめ一一横浜軍陣病院とウィリスJ は、ウィ

リス書簡集である『幕末維新を駈け抜けた英国人

医師 匙るウィリアム・ウィリス文書』（創泉堂、

2003 年）を駆使し、戊辰戦争期の彼の医療活動、

および慶応 4 (1868）年に横浜の野毛山上に設立

された横浜軍陣病院での医療活動を描き出してい

る。なお、ウィリスはイギリス流の医学を学んで

いたため、明治 2 (1869）年にドイツ医学が採用

されたとき、東京を離れ、薩摩へと赴任せざるを

えなくなっている。

「E 感染症予防はじめ」は、横浜において痘痕・
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梅毒予防政策が整備されていく過程を記述して

いる。ここで注目すべきは、著者が西洋人医師か

らの視点だけでなく、神奈川県側が西洋人医師に

対してどのように働きかけたかに注目している点

である。慶応 3 (1867）年、イギリス政府が日本

へ派遣した海軍軍医ニュートン（George Bruce 

Newton）は、川崎宿で種痘をおこなったり、吉

原町に梅毒病院を設置したりと感染症対策を進め

ていった。実際、彼の提案した検梅によって横浜

遊郭の娼婦の梅毒擢患率は一気に減じていったと

いう。意を強くしたニュートンは、長崎にも梅毒

病院を設置するも失敗に終わり、明治 4 (1871) 

年に客死してしまう。その後、彼のあとを受けて

やって来た海軍軍医たちもまた梅毒病院の院長を

つとめた。しかし、神奈川県側は短期間に院長を

替えるイギリスに対し次第に不満をもつように

なった。梅毒病院はイギリス政府主導のもと設置

され、院長への俸給もイギリスが負担していたと

はいえ、それ以外の部分では神奈川県側の負担も

大きかった。そこで、県側は病院運営の主導権を

握るために様々な対応をおとなった結果、ょうや

く明治 10 (1877）年に久良岐郡戸部町に公立横

浜梅毒病院を設置することができた。その後、梅

毒病院をそこに移転させることで、県は梅毒対策

を手中におさめたのであった。

続く三つの章は、横浜の近代医療制度の発展を

医学、歯科学、およびそれらの関連分野に着目し

て描いている。荒井は既に『ドクトル・シモンズ

一一横浜医学の源流を求めて』（有隣堂、 2004 年）

において、横浜居留地および十全病院で活動した

アメリカ人医姉シモンズ（Duane B. Simmons) 

の事績を詳説しており、「N 横浜医療とシモン

ズJ はその概指である。安政 6 (1859）年にオラ

ンダ改革派教会宣教師としてやって来たシモンズ

であったが、すぐにその職を辞し、横浜居留地や

十全病院での医療活動に専念するようになる。同

時に、県に対して伝染病予防や売薬取り締まりの

建議を出すなど、県の医療行政にも積極的に関

わった。 rv 西洋歯科医学はじめJ は、二人のア

メリカ人歯科医と彼らのもとで修行した日本人た

ちを紹介している。慶応元（1865）年に来日し、

明治初期まで横浜居留地で歯科を開業したイース

トレーキ（William Clarke Eastlake）は、入門

してきた長谷川保を歯科助手とし、官許を得て彼

をベルリンに連れて行った。その長谷川は明治 8

(1875）年 10 月に帰国し、翌年に本所区横綱町

で開業した。一方、エリオット（Saint George 

Elliott）は横浜居留地で明治 3 (1870）年から明

治 7 (1874）年まで開業し、その弟子・小幡英

之助は明治 8 (1875）年に京橋区で日本初の歯

科診療所を開業したという。 rvr 医療の周辺で」

は、近代的な医療・衛生制度の構築を支えた日本

人に注目している。たとえば、浅野総一郎は元々

医学を学んでいたが、文久元（1861) 年のコレ

ラ流行を機に実業家に転身し、野村靖県令にかけ

あって市中に公衆便所を設置した。また、中川嘉

兵衛はヘボンの助言を得、食品保存および医療の

ために製氷を事業化した。

問書を締めくくる「W 横浜医療の流れ一一日

本における英米医学の展開」は、ドイツ医学が広

がっていくなかで、英米医学を学ぶ必要性を主張

した日本人たちの活動に焦点を合わせている。シ

モンズから治療を受けたこともある福沢諭吉は、

明治 6 (1873）年に「英米諸家／医書j を学ば

せることを目的として慶熔義塾構内に慶慮義塾

医学所を設置した。そこでの臨床講義を担った

のはシモンズや英国人医師フォールズ（Henry

Faulds）、そして所長をつとめた松山棟庵などで

あった。福揮をはじめ、ヘボンや蘭医マイエル

(Arend de Meyer）にも学んだ棟庵は、明治元

(1868）年に英国医書の『窒扶斯新論』を翻訳・

出版した。さらに、明治 10 (1877）年には麹町

有楽町に共立病院を設立し、シモンズを医師と

して招鴨している。しかし、共立病院は明治 12

(1879）年4月に廃院となり、慶臆義塾医学所は

シモンズが十全病院を辞したのと同じ年の明治

13 (1880）年 6 月に廃校となった。英米医学の

拠点を失ってしまった棟庵であったが、明治 13

(1880）年 10 月にイギリス留学から帰国したば

かりの高木兼寛と意気投合し、同年 12 月に成医

会という民間団体を組織した。ドイツ医学一辺倒

となることを危倶した兼寛は明治 14 (1881）年

3 月に成医会に講習所を設置し、英米医学の一大

拠点を築こうとしたのであった。
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一方、『近代日本高等教育体制の繁明一一交錯

する地域と固とキリスト教界』は、田中の博士論

文（京都大学、 2012 年）を元にして著された重

厚な研究書である。本書の主眼は府県・国・民問、

とりわけ地域行政主体・文部省・キリスト教界の

相互関係のなかで高等教育史を捉えることにあ

る。本書の前半部は、キリスト教界のアクターと

してアメリカン・ボードの医療宣教師ベリーに注

目し、彼と関西の府県との関わりを描き出してい

る。そのため、本書の射程は地域行政史・高等教

育史だけでなく、近代日本医療史といった主題を

含むものとなっている。医療宣教師に関する先行

研究としては古くは長門谷洋治のものなどがあっ

たが、最近ではこの主題に着目する研究はほとん

どなかった。その点からも、医療宣教師に着目す

ることで、近代日本医学史の新たな一面を見事に

描き出した本書は重要な著作であると言えるだろ

フ。

二部構成の前半部「キリスト教勢力の出現一一

地域史としての宣教史J は、ペリーの関西圏での

活動を検討している。神戸居留地の声を受けて明

治4 (1871）年に神戸に設置された国際病院は、

翌年からベリーを医事監督として迎えた。しかし

一年も経たずに、彼は明治 2 (1869）年に設置

された県立の神戸病院へと移ることになる。それ

までペリーは居留民にしか施療することができな

かったが、このときに日本人に対する医療が可能

になったのである。その後、ベリーは三回で民聞

からの寄付を得て伝道診療所を設置し、地元藩医

の後押しもあって民間病院を創設するなどの成功

をおさめた。一方、明治 6 (1873）年から飾磨

県でも伝道をおこなったが、それは兵庫のときの

ようにはうまくいかなかった。

ペリーの各地域での医療活動に対して各自治体

はいかに対応したのだろうか。まず、兵庫県では

県令の神田孝平によって彼は好意的に迎えられ

た。というのも、神田は明治 5 (1872）年から神

戸病院を国主導から県主導へと転換させようとし

ており、給料を払う必要が無いその宣教師の存在

に魅力を感じたからである。そのため、ペリーを

神戸病院に登用する際にはその伝送活動を黙認す

るなど、彼に最大限の配慮をおこなった。一方、

飾磨県ではペリーの医療活動に対し終始懐疑的な

視線が投げかけられていた。このことは、国の制

度に対応するような地域医療行政を進めていた県

令・森岡昌純の態度にとくにあらわれていた。そ

の後、明治 9 (1876）年に飾磨県が兵庫県に吸

収合併された際、森岡が新兵庫県令となったため

に、ベリーへの風当たりが強くなっていく。居場

所を失ったペリーであったが、今度は岡山県から

関心をもたれるようになり、明治 12 (1879）年

に岡山県病院に有給で雇用される。しかし、ちょ

うどこの時期に東京大学医学部卒業生が地方病院

へと赴任するようになり、岡山県病院の主要ポス

トも彼らによって占められていく。こうして、今

度はドイツ医学を学んだ卒業生たちによって、ア

メリカ人医療宣教師ベリーは排斥の憂き目に遭う

ことになる。このように、府県があるときはペ

リーと協力関係を築こうとし、またあるときは彼

を排除しようとしたことが描かれている。

本書の前半部を医学史研究として捉えたとき、

医療の近代化を担ったアクターとして 5つの主体

が提示されている点は興味深い。その主体とは、

(1）旧藩医層、（2）アメリカン・ボード宣教師、（3）県

令、（4）東大医学部卒業生、（5）地元有力者、であ

る。岡山県の事例によくあらわれているように、

ベリーは地元藩医の協力により岡山県令に取り上

げられるも、次第に地元藩医が東大医学部卒業生

をバックアップすることになると、その立場が脅

かされるようになった。このとき、田中は先行研

究とは異なる近代日本医療史の構図を提示してい

る。これまで、明治初期の医療史が描かれる際に

は、脚気相撲の事例にみられるように漢方医学対

西洋医学という対立図式がしばしば用いられてき

た。しかし本書を通じて明らかになったのは、ア

メリカからやって来た医療宣教師にとって、旧来

の漢方医よりもむしろ官に認められたドイツ医

学、すなわち「異なる近代J こそが対抗すべき相

手であったということである。こうして著者は近

代日本医学史の新たなー側面を描き出すのであっ

た。

田中のさらなる問題関心は、医学教育を含む地

方の高等教育史を描くことにある。本書の後半部

［文部省の学校の登場 地域史としての官立学
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校史」は、先行研究が固と府県による教育事業を

一括して「官J と呼び、各々の違いをほとんど区

別してこなかったことを批判している。それに対

し著者は、これまで国に従属的な対応をおこなっ

ていたとされた府県が、実際のところ自律的な教

育主体であったことを指摘し、ときに国の方針と

なじまない方策を進めていたことを明らかにし

ている。具体的に田中が注目するのは、明治 19

(1886）年4月の諸学校令によって新設されるこ

とになった高等中学校に対し、関西の各府県がど

のように反応したかという点である。とりわけ諸

学校令の一つである中学校令は、それが指し示す

内容が漠然としていたことから、各地域でさまざ

まな解釈がなされ、その対応に地域差が生まれ

た。たとえば高等中学校医学部について言えば、

兵庫や京都はその新制度への対応に混乱し、大阪

は全く翻弄されず一貫してそれまでのやり方を貫

き、岡山は固からの期待に応えようとした。高等

中学校の府県への設置はしばしば地域振興をはか

る各自治体の積極的な誘致の結果であると言われ

るが、このことから府県の態度は必ずしも積極的

なものばかりでなかったことがわかる。

本書の最終章は、宮城県にあるキリスト教系の

私立・東華学校を事例に、前半部で論じられたキ

リスト教勢力と府県の関係と後半部で考察された

府県と高等中学の関係という二つの主題を同時に

検討している。明治 21 (1888）年 3 月に仙台の

尋常中学校が廃止されたことを受け、東華学校は

尋常中学校に代わって進学準備という機能をもっ

私立学校として自己認識をするようになった。宮

城県側もその私立学校を府県が管理する中学校で

あると位置づけることで、諸学校令にかかる地域

教育体制の混乱を乗りこえようとした。東華学校

り注目されることのなかった英米医学の伝統を

描き出した点があげられ、第二にドイツ医学とエ

リート層に着目する歴史叙述から英米医学と地域

レベル・草の根レベルの医療活動への視点の転換

を促した点があげられる。ここから浮かびあがる

今後の医学史研究の課題として、近代日本におけ

るさまざまな医学の伝統をより詳細に検討してい

くことがあげられるだろう。たとえば、本稿では

英米医学とひとまとめに論じているが、アメリカ

とイギリスとでは互いに異なる医学の伝統をもっ

ていただろうし、一国内でも単一の伝統を保持し

ていたわけではないだろう。実際、アメリカでは

19 世紀初頭から 20 世紀初頭まで医学校が増加し

続けていたが、それらの医学教育の水準を規定す

る全国的な取り決めは存在しなかった。また 19

世紀後半にはジョンズ・ホプキンス大学医学部が

ドイツの医学部をモデルとした新しいカリキュ

ラムを導入するが、そういった医学部は少数であ

り、ヘボンやペリーらの学んだペンシルヴァニア

大学やジェファーソン医科大学ではいまだ伝統的

で非体系的な医学教育しかなされていなかったと

考えられる。そのため、アメリカやイギリス、ド

イツなど当時の医学教育の状況を十分に踏まえ

て、日本にやって来た外国人医師の動向を捉え直

す必要があるのではないだろうか。

なお、本稿を執筆するにあたって、生物学史研

究会「近代日本・朝鮮からみる医療宣教の歴史J （日

本科学史学会生物学史分科会主催、 2013 年 11 月

23 日、於早稲田大学）における田中智子氏の報

告およびフロアでの議論を参考にさせていただい

た。記して御礼申し上げたい。

（藤本大士）

のような「半官半民J、より正確に言えば「半県 瀬畑源『公文書をつかう』青弓社、 2011 年 11 月、

半民J の教育制度は、この時期に全国的にも広く 324 頁、 ISBN 978 4 7872 3332 5、定価 2600 円

見られ、森文政期の特徴の一つであると田中は指 ＋税。

摘する。諸学校令を先導した初代文部大臣・森有

礼は、しばしば国レベルの教育体制を確立した人 文献資料を用いる歴史研究者にとって、公文書

物とされるが、著者はむしろ森を教育制度を流動 はまず研究の材料としてなじみ深いものであろ

化・活性化させた人物として描くのであった。 う。本書の著者は日本近現代政治史、特に戦後の

以上のように、荒井および田中による著作に共 天皇・天皇制に関する研究者である。著者は自ら

通する意義として、第一に近代日本医療史であま の研究のために宮内庁に対する資料公開請求をた



科学史研究
日
本
科
学
史
学
会
痛
築KENKYU KAGAKUSI 
科

of Science, JAPAN of History Journal 
学
史Series 3 Vol. 54 No.272 

論文
日本学術振興会研究費と科学研究費交付金の分野別割合にみる戦時と
戦後の連続性 . ・ ... ... ... ・・...・o・.. ... ...... ... . .. 水

i研 ) 
l
 

( 
光

小特集
科学と震災をめぐる記録とアーカイプズ
一一2014年度日本科学史学会生物学史分科会・夏の学校から一一－ ( 19) 

(35) 

(53) 

(77) 聡？軍

アゴラ
2014 年地球惑星科学連合大会における科学論セッション

矢島道子・山

月
下'f

(91) 

(95) 

(91) 

迫（95)

司（ 103)

) 
1
 

1
 

1
 

( 

日本科学史学会編集
The Ristoηof Science Society of Japan 

January 2015 

ARTICLES 

沢

，先~

71' 

The Continuity between World War II and the Postwar Penod: 

Grant Distribution by the Japan Society for the Promotion of Science and the 

Subsidiary Fund for Scientific Research 

毅

史

AI'OP A' 

INTRODUCTIO TO HISTORY OF SCIENCE ..... 

之滋

暢
浩

(131) 

介…

学会消息ー

岡l

岡

束

木

賀
山

沼

The History of Science Society of Japan 

4910123530154 
01852 

シンポジウム

新たな「放射線安全神話」～今、歴史から何を学ぶべきかフ～
一一日本科学史学会第61回年会シンポジウム（一般公開）報告 e・e・..藤

19 世紀ヨーロッパのポピュラー・サイエンス
日本科学史学会第61回年会シンポジウム報告一一 ・ ・ ・伊

近代国家と河川管理
一一日本科学史学会第61回年会シンポジウム報告一－ ... ・e ・ 中

二
O

一
五
年

) ] ( 

(19) 

(35) 

弘・青

入門
18世紀ヨーロッパの力学研究
一一学者たちの交流と論争ー－····· ........................... 有

ソ連の物理学とイデオロギー.....・ ... ・・ ー ー 金

雑露 12353心1
2015牟 1 !131 日発行 ..  ’E発行者 〒＇＂心0'3 東京
節子代図軍平河町2-13 1 餓薄ピJ~202号 岡本科学
史学会（復費口座00120-3レ175316）代表者復倉富貴
発売 〒151-0053 東京都渡谷区代々木ふ3&4 コス
モピア綾式会社令市p://ww v.casmcµier.ccrc）よしみ
エ産株式会社 Printed 川 Japan
定価200：門｛本体1,852門） ISSN 216ふ7お5

Hikari MIZUSA WA  

SYMPOSIUM·。．．

. . . . ・ 0 ・・ 0 ・ 0 ・ ・ e ・・ 0 ・ e ・ ・ 0

SPECIAL SECTION 

俊回

二
七
一
一
号

1
 

1
 

1
 

( 
REVIEWS 


