
日本歯科医史学会

第 36回 (平成 20年 度)学 術大会講演事後抄録

1)八 王子歯科大学計画

The Plans for The Foundation Of Hachioji

Dental College

東京都 新 藤 恵 久

Yoshihisa Sindo,Tθわο

第二次大戦後,歯 科医の不足が深刻な社会問題

となっていた さ らに,1970年 ころには,健 康保

険外の料金が法外であるとして新聞にも大 きく取

り上げられるようになり,歯 科医師会はその対応

に追われた。

こうしたなかで,歯 科大学の新設の機運が全国

各地でおこり,八 王子市子安町の病院が歯科大学

設立の名乗 りをあげた。

この永野病院は,は じめ結核病院として 1953

年に発足,そ の後精神科を併設,や がて精神科専

門病院となった。定床 461で市内で最も大きく,

当時の入院患者数は500人をオーバーしていた。

このマンモス病院が,1971年 12月,ひ そかに

歯科大学創設を計画した.

この事実が漏れると,翌 年 2月 ,従 業員によっ

て労働組合が作られた。

やがて,永 野圭助院長は,1972年 4月 いっぱい

で病院は閉鎖するという方針を東京都衛生局の中

西精神衛生課長に日答で伝えたという。ところが

課長は 「現在 500人もの息者が入院しており,そ

れをまず具体的な相談もなく一方的に開鎖するの

はとんでもない話だ。しかし,私 立病院に閉鎖を

止める権限はない」と困惑, また院長は 「また精

神病院を建てるJと 言っているが 「将来の話では

間に合わない」と困惑しきっていた。

また八王子福祉事務所によると,委 託入院させ

ている生活保護の精神病息者 100人で,半 分以上

が身寄 りのない人たちであった.

こうした一方的な閉鎖宣言に,病 院の労働組合

は,玄 関にハチ巻姿で 「閉鎖反対」と気勢をあげ,

緊迫した状態となった.

当時,病 院の医師は,14人 ,常 勤は院長をいれ

て4人 ,他 は日本大学病院からパー ト勤務であっ

た。

こうした混乱のなか,歯 科大学倶1の準備は着々

と進んでいった

しかしながら,「病院は,良心的経営を続けてい

るため,儲 からなかった」と言っていた院長の不

正が発覚,院 長は逮捕され歯科大学構想は霧散し

てしまった。

2)占 領期 日本 における歯科 医学教育 の

改革 (第 1報 :GHQ/SCAP文 書 と

先行研究 について)

Reform of the Dental Education in」apan Of

the Occupation Terrn(lst report:A GHQ/

SCAP Document and Precedence Research)

日本歯科大学新潟生命歯学部医の博物館

樋口 輝 雄

Teruo Higuchi, 〃 ″s夕″物 ゲ _/1r2がガc″″タ ク″が

D夕″ナなす″夕

1945年9月 2日 に日本国は降伏文書に調印し,

1952年4月 28日に講和条約が発効するまで,わ

が国は連合国軍の占領下にあった。太平洋戦争の

終結とともに,ア メリカ軍を中心とする連合国軍

は日本ならびに朝鮮半島を軍政下におき,政 治的

経済的な支配のもと,社 会制度改革を行った。

日本 占領 期 の GHQ/SCAP=Ceneral Head‐

quaters Supreme ComIIlander for the Allied

P o w e s ;連 合国最高司令官総司令部文書 (以下
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「GHQ文 書」)を 国立国会図書館憲政資料室では,

マイクロ資料 にして所蔵 してお り,そ の うち

PHW=Public Health and Welfare;公衆衛生福祉

局関係のマイクロフイッシュを5,556枚収蔵して

いる。演者はそれらの中から歯科関係の文書をプ

リントアウトし,文字入力して復元作業中である。

GHQ文 書 には,歯 科部門主任 だった Dale B.

Ridgely軍医中佐のメモランダムをはじめ,英 文

で作成された 『歯科教育審議会報告書』などがあ

る。そして昭和 21年 当時の旧歯科医専校 8校 の

戦災罹災状況,諸 施設の現況,生 徒数 ・教員数,

歳出歳入の調査表,同 年 4月 15日 に開催された

歯科教育審議会第 1回総会での奥村鶴吉委員長に

よるスピーチ (英文)な ど日本側資料にはない文

書が数多 く含まれている.

1951年まで GHQの 公衆衛生福祉局長を務めた

Sams准 将の回想録
“
Medic"(M.E.Sharpelnc"

1998年)は 英語版が公刊される以前に 『DDT革

命』の書名で 1986年に竹前栄治氏の編訳書が岩

波書店から刊行され,2007年 には同じ竹前訳によ

り 『GHQサ ムス准将の改革一戦後医療福祉政策

の原点』が桐書房から発刊された。また,杉 山章

子氏はGHQ文 書を用い,戦 後の医療改革全般を

考察し (『占領期の医療改革』勁草書房,1995年 ,

など),橋本鉱市氏は,国会図書館所蔵の膨大なマ

イクロフイッシュ群から,「医学教育審議会」の審

議過程や視学委員による調査記録などについて論

及している (『東北大学大学院教育学研究科研究

年報』,2003年 ,2004年 )。そして杉田聡氏は,

PHWが 管掌する公衆衛生,医 療専門職への教育,

人口統計などを掲載 した GHQ/SCAP/PHWの

Weekly Bulletin(1945-1952年)の 全文を再入力

してテキス ト化し, 自身のホームページで公開さ

れていることなど,医 学 ・医療改革に関する米国

側文書の先行研究についても今回の総会で報告し

た.

GHQ文 書の中で,例 えば Reports of Dental

Division(September 1945 to July 1948)と題する

報告書の中には,「・・・わが友軍機 B29の 定期的な

訪問以前から日本の生活は甚だしく変化 してお

り,当 時 11の歯科教育機関があったが,2校 だけ

が被害を免れた,東 洋女子歯科医学専門学校は,

1945年5月 のホロコース トにより,完全に破壊さ

れた…」という記述のように,戦勝国の立場に立っ

た表現も見受けられるが,GHQ文 書は同時代の

資料として極めて貴重であり,わ が国の教育史研

究のためにも活用する必要があるだろう。

3)歯 科医業引退後の経済に関する研究

Investigations on the Econolnical Policy after

Retirement of Dental Practice

東京歯科大学上席アーカイヴィス ト

森山 徳 長

Norinaga A/1orlyama, S夕%ぢθ″z4″c″″υ″s, Tθ ノ々θ

D夕″筋′Cο′,夕g¢

演者は I.C.D国 際会長として本年 6月 欧州部

会総会 (アテネ)を 公式訪問した。学術講演会で

Dr.Charles M.S.Euguster(以下 Eugusterと略)

の独特な歯科開業医の開業政策論を聞いた。アテ

ネ滞在中,ア クロポリス遺跡を眺めながら食堂で

語 り合う機会を得た.

そこで演者が真鍋満太先生の弟子で,東 京歯科

医学講修所の哲学的理念と開業の経済的政策を忠

実 に守 って成功 してい る事 を語 り合 った.

Eugusterの 蒐集資料によれば,開 業歯科医の 5

年単位の年収は51～55歳がピークで,56～ 60か

ら減少に転 じ,61～65で急速に下降する。多 くの

欧米歯科医がその時点でプラクテイスを売って年

金生活に入るのはその為である.Euguster説 は,

近年平均 (健康)寿 命が急速に伸張した。私は現

在 79歳 だが, レガッタ漕ぎで体をきたえて来た

が,収 入のピークまでに不動産を取得して安定収

入を得るようにしている.ま た妻の没後は正式の

結婚はせず,パ ー トナーと生活をエンジョイして

いる由.

演者は 1965年 12月 10日我が国最初のポス ト

グラヂュエー ト校であった東京歯科医学講修所に

入門し,毎週水曜を休診して真鍋先生の寺子屋式,

独特な教育に接した。

当時健康保険診療 100%,サ ンプラ冠が横行し
・
ていた時代に,健 保全廃, 自由診療のみ,先 端技

術であった全部鋳造冠,即 日総義歯,即 日一回根

充法等の斬新且つ高度な技術の実践を研修した.

完全約束制と歯科医師会の脱会と云うキツイ踏

み絵に多 くの志願者が脱落して行った。

約 10年の苦節, ようやく先生のシゴキに耐え,
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経営的にも自立出来るようになった.

次の教えは,老 後の生活安定法として,財 産三

分法,す なわち不動産 ・株式への投資を教えられ

た。

そこで,新 築して間もない三階建自宅 ・診療所

を取壊 し,五 階建ビルとしテナント収入を得るよ

うにした。そして苦 しいヤリクリ10年 でようや

く借入を完済し,バ ランスの良い経済生活を確立

することが出来た

60代 を超え70代 に入って息者数を 1日 10人

以下に漸減,今 夏 80歳 となった現在では,週 4日

(月・火 ・木 ・金)2～ 3人 のアポイントとし,1人

2時 間の集中診療を行い,通 院回数を減らすよう

心掛け,収 入もほぼ平均化している。

まとめ

真鍋先生の信念―東京歯科医学講修所の哲学的

理念,や れば必ず出来ると言う信念を貫く事 (愛

媛の百人),講 修所の開催記録等につき総括的に

述べた。

以上のように,お 二人の歯科医の歯科医業隠退

後の経済生活の哲学を,対比的に論評した。

4)「 日本大学歯学部同窓会会誌」創刊

号 (昭和 31年 3月 31日 )の 発行―

歯科月報との関係について一

The foundatlon of the first number of

magazine “Allnina assOciation of the Nihon

University School of Dentistry"(1956)一

Concerning the relationship of Shika―

Geppo一

日本大学歯学部 工 藤  逸 郎

三宅 正 彦

見崎  徹

小室 歳 信

金山 利 吉

若松 佳 子

佐藤  孜

納村 音 吉

篠田 宏 司

太田  肇

下山 哲 夫

会田 卓 久

I t s u r o  K u d o , M a s a h i k o  M i y a k e , T o o r u  M i s a k i ,
Toshinobu Komuro, Toshiyoshi Kanayama,
Yoshiko Wakamatsu,Tsutomu Sato,Shinkichi
Namura,Koji Shinoda,Httime oOta,Tetsuo
Shimoyama and Takuhisa Aida, 2V″力θ″
助わ夕/sわ齢力θο′ゲD夕″体の

戦前から同窓会雑誌並びに学術雑誌として発干U

されてきた日大歯学部の歯科月報は昭和 26年

(1951)5月 20日復干U記念号として再刊された。

第二次大戦中は経済状況の悪化,極 端な物質不

足による印刷用紙の不足等から学術雑誌等はほと

んど休干Jの状態となった。

日本大学歯学部では第一代佐藤運雄,第 二代川

合 渉 ,第 二代鈴木 勝 の各学部長から大学院歯

学研究科の設置について同窓会員の協力を得て昭

和 31年 (1956)書類審査は 1月 27日 ,実 地審査

は3月 31日 に文部省から正式に許可された。

大学院設置により今迄の歯科月報の編纂は純粋

な学術雑誌すなわち日本大学歯学会の機関誌とし

て発行され,こ こに同窓会の機関誌として歯科月

報とは別に日本大学歯学部同窓会会誌が昭和 31

年 (1956)3月 31日に創刊号として発行されたも

のである。(A5版 ,縦 組,46ペ ージ)

発行所は日本大学歯学部同窓会である.

倉J刊号は日本大学歯学部同窓会,会 誌の題字は

佐藤運雄先生の筆による題字である。

巻頭言に歯学部長鈴木 勝 先生及び同窓会会長

深沢龍之助先生,臨 床として歯科領域に於ける抗

生物質の現状―正木 正 一,特 殊な材料を使用 し

ない床矯正器に就いて一根津文雄―,臨 床歯科薬

物の配合禁忌―田村豊幸―,内 服鎮痛剤強ピラピ

ナール末 (StrOng Pilapinal Powder)の歯科領城

における臨床経験―小林道之助,小 林芳輔一,根

管治療についての考え方と治療法の二三に就い

て一尾形利二―,局 部義歯の一症例に対する設計

の考察―吉田敏宏―,ア ジア歯科医学会を回想し

て一沖野節三―,臨床医を訪ねて (第1回 )一深沢

龍之助―,わ れらの大学院の実地審査まで一栖原

六郎一,歯 ・医大学院の認可近し一MS生 ―,学

内衛生学教室

学苑,同 窓,文 芸,以 上 A5版 46ページある。

鈴木歯学部長,深 沢同窓会会長両者共に歯科月報

は歯学会の機関誌となり,同 窓会として会誌を発

行することになり両誌共に夫々の目的を持って健
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全な発達を祈ってやまないとしている。さらに大

学院設置の資金面において壱億円の募金を突破 し

その完成が目標に迫ったことを述べ,寄 附申込金

払込未納の分は何卒至急払込み下さる様お願い

し,本 誌の巻頭を借 りて同窓諸兄に訴える次第で

あることを述べている.

両誌ともに現在迄発行を続けているが, 日本大

学歯学部同窓会会誌はその後同窓会雑誌の題字を

上に日本大学歯学部同窓会の発行所を下方に記し

て発行されている。

歯科月報については,そ の後 「日大歯学」と名

称 を変 え,ま た英文誌 として 」Ournal of Oral

Science(前名称 The JOurnal ofNihon UniverSty

School of Dentistry)が昭和 33年 (1958)3月より

発行されている.

5)高 山紀斎の渡航時期について

Vヽhen was the VOyage Tinle of Dr.Kisai

Takayama?

日本歯科大学新潟生命歯学部医の博物館

樋日 輝 雄

Teruo Higuchi, P豚 %s夕″物 のだMe冴 ″c筋タ ク″冴
D夕%″sナ秒

明治 5年 (1872)に米国に渡航し,サ ンフラン

シスコで歯科を学んだ高山紀斎は,本 邦歯科界の

先人たちの中で 「留学系」と称される.高 山は医

術開業歯科試験の試験委員や待医局勤務など公職

を歴任したこと,高 山歯科医学院を設立したこと

などからも,国 立公文書館や東京都公文書館には

履歴書など関係書類が公的な記録とともに所蔵さ

れている.

東京都公文書館の明治 23年学事関係文書簿冊

には 「高山歯科医学院設立御認許願」(以下 「認許

願」)の 文書群が編綴されている.同 文書は,隊 「

史紀要 11 東 京の理科系大学』(手塚龍麿 ,1964

年)で 翻文され,そ の記述は 『日本の歯科医学教

育小史』(今回見信,正 木正 ;1977年)に 転載され
'

て,『東京歯科大学百年史』(1991年)へ と引用さ

れた。表題の「高山歯科医学院設立認許願」を「認

可願」,設 立者履歴の慶応元年の条,「東京御発輩
二供奉」を 「発輩」と誤記するなど,『東京の理科

系大学』には脱漏,誤 植が多いが,そ れらの誤謬

は 『日本の歯科医学教育小史』にも転記された.

東京都公文書館所蔵の 「認許願」原資料について

は,本 学会の水川秀海評議員が添付された教員履

歴について報告されている (『歯科学報』,2000

年).

幾つかの文献資料の中で高山の渡航時期には明

治 5年 (1872)1月と同年 12月の二説があること

を以前より演者は指摘しているが,渡 航時期は外

務省外交史料館所蔵の旅券発行簿の控えでは,壬

申 (明治 5年 )9月 の欄に 「高山紀斎,岡 山県士

族,自費商用,年齢 24,明治 11年 2月 23日帰国,

3月 20日返納」と記されていること,ま た明治 11

年 2月 24日 に横浜港に入港したベルジック号に

乗船して帰国しただろうことを報告した.

1月渡航説は,奥 村鶴吉が明治44年の 『高山紀

斎先生小伝』(以下 「小伝」)で ,「…更に自費を以

て渡米せんことを企て,強 いて双親に乞うて其許

可を得,明 治五年一月都の子女挙て新年の酒杯に

酔ふ時に当り先生は決然として横浜を後に見た

り」と記述したことが以後の歴史書の典拠となっ

たと思われるが,東 京都公文書館所蔵 「認許願」

の設立者履歴では,「同五年十二月私費米国桑港
二航シ…」と記載している.

また 「小伝」では,「…かくて先生の勉学は其歩

を進めて,同 国歯科医術開業試験に及第し」と述
べているが,米 国カリフォルニア州で歯科医師法

が制定されたのは 1885年 (明治 17)の ことであ

る.明 治 11年 に帰国した高山紀斎が同年,歯 科

専門ではなく内外科 (一般医科)で 医術開業試験

に及第し,第 1295号の内務省免状を下付された

ことは 『内務省免許全国医師薬舗産婆一覧』(横井

寛 ;明治 15年)等 に記されている.外 国医学校卒

業者に対し,内 務省免状が授与されるようになる

のは明治 12年の 「医師免許規貝U」制定後で,制 度

が未整備の時点では留学者に対して 「試験」とい

う形式をとって内務省免状を下付したのではない

だろうか。

6)東 京歯科 医学専 門学校新校舎落成

Completion of the ne、 v scho01 building of

T o k y o  D e n t a l  C o l l e g e

足本J市 柏 瀬 昌 世
浜松市 水 川 ‐秀海
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Masayo Kashiwase,ム s力沈窪″ Cび妙

Hidemi h/1izukawa,Ha物 ″物αなク0秒

昭和 4年 11月 2日 東京歯科医学専門学校は新

校舎の落成式を迎えた,校 長血脇守之助の生涯で

最も輝いた日であり同窓の喜びも爆発 した。関東

大震災により校舎備品の殆ど全部が烏有に帰した

が同窓の資金により災い転じて福となし以前に増

して立派な校舎が完成し大学昇格の足掛 りを得た

からである.

11月 2日 東京歯科医学専門学校発行の 「新校舎

新築落成記念帖」と11月 3日 東京歯科医学専門

学校学生会発行の 「東京歯科医学専門学校落成机

賀記念写真帖」がありこの2冊 について報告した。

「東京歯科医学専門学校落成祝賀記念写真帖」

に式典における校長血脇守之助の式辞全文が掲載

されている。この中で血脇は本校の建築は独自の

見地より出発 した設計によるもので先進諸国の模

倣でなく幾多の新校風を含みしかも費用の大部分

が校友の浄財で一部は本校自身の辛苦によって積

立てたものであること, この事実は本校が柳か世

間に自負するものであると強調している.

11月 2日 の式典は学校の主催であり11月 3日

の机賀会は学生会の主催であった。当時は学生会

の最盛期で当時の学生会活動の模様特に虫歯予防

デーの時に衛生部が JOAKよ り放送した童話劇

「歯磨き行進出」はわが国歯科界の電波によるPR

活動の晴矢である事を報告した。

最後に新校舎の設計者森山松之助について報告

した.森 山は創立者高山紀斎の義弟で校長血脇の

旧友である.血 脇を高山歯科医学院に紹介した人

物で,東 歯の校章を作成したり血脇診療所や東京

歯科医学院校舎の設計を担当する等東京歯科医学

専門学校と縁故深き人物である.

鉄筋コンクリー ト建築のパイオニアであった森

山がその経験のすべてを生かした新校舎は南欧風

の外観と共に当時の建築界の話題となり昭和を代

表する建築物として多 くの建築書 (総合工学全集

編集部 :建築写真図譜 大 同評論社 1929 建 築

学会編 :東京 ・横浜復果建築図集 丸 善 1931

等の他 「建築世界」等の建築専門雑誌等)美 術書

(平凡社世界美術全集 35巻  平 凡社 1930 日 本

美術年鑑 朝 日新聞社 1929 等 )に 掲載されて

いる。これ等の書物についても報告した。

7)喜 多見行正著「歯科医業と法律 全 」

(大正 8年刊)に ついて

“
The Dental profession and lo、 v" by

Yukilnasa Kitami on 1919

日本大学松戸歯学部 渋 谷   鉱

卯田 昭 夫

落合 俊 輔

谷津 三 雄

Koh Shibutani,Aklo Uda,Syunsuke Ochiai and

MIitsuo Yatsu

脱 Lθ″し物わ夕容″ゥSc力θο′|ツFD夕%ナ″sサタ1ック角協 ,s″冴ο

喜多見行正 (1880～1967)の人物史について,

榊原悠紀田郎著 「歯記列伝」には以下のように記

載されている。

在野のアクテイブな臨床家,社 会歯科学の先駆

者,1991年 (明治 44年)の 「歯科学報」に 「歯科

と貧民救療」の論文掲載,こ の論文は歯科医療を

社会的な視点から論 じた歯科界で最初の論文で

あった。氏は 1880年 (明治 13年)生 まれで,東

京歯科医学専門学校別科の第 1回の卒業生で, 日

本聯合歯科医師会からの委嘱で「歯科医師と医師」

について調査 し報告している。その内容は 1.医

学と歯科医学,2.法 律上における医師と歯科医

師の資格,3.医 療と歯科医療,4.医 業と歯科医

業,5.医 育と歯科医育という内容で数ページだっ

たも

しかし,1913年 (大正 2年 )に 「東京歯科医専

校助手日本歯科医学会理事として青年歯科医師中

鎌々たる手腕家たりし同氏 (喜多見行正)は 今回

家事上の都合にて郷里大阪に開業することになり

去月 17日退京せらる」(歯科学報 11月号)の広告

を残し大阪管根崎に開業した。その後,大 正 3年

には大阪でスタデイグループ 「而立会」をつくり

活動を始めていた。

本書誌 「歯科医業と法律 全 」(発行所 歯 海公

論社)は 大正 8年 3月発行であることから,開 業

の傍ら39歳時の出版である.

目次は以下のようになっている。

第一,医 師と歯科医師との関係

第二,織 田法学博士の医師法疑間の一について

第三,貧 民救療問題中歯科医業重要なる先決問

題
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第四,歯 科と貧民救療

第五,歯 科医師法違犯被告事件の判決について

第六,医 師法違犯事件に関する諮問及び之に対

する回容に就いて

第七,吾 人歯科医師は特に歯牙清掃部なるもの

を設置するの必要あるや

第人,歯 科学生登録の必要性を論ず

第九,再 度歯科学生登録論

第十,抜 歯致死事件に就いて

附録 歯 科医師法と医師法,医 師歯科専門標

榜其他に関する件,ほ か7項 目

自序には,

「歯科医学は歯牙を中心として其の隣接組織器

関の疾病の予防,原 因病理,政 治,補 綴等を攻究

するところの学問なり 歯 科医師は之れ等学術的

の知識と技能を有し且之れを実際に応用して国民

の保健を企図するところ学理的高等業務を以て職

とするものなり 換 言すれば国民の健康を維持し

国家の民福を増進するところの公益的職業なり

而して歯科医学の研鑽攻究は歯科学界に於て討議

研究すべきものなるも此の学術を一般公衆に施す

ところの歯科医業に至ては全 く社会と相鯛接する

に至るものなり 此 所に於てか一般公衆に対して

歯科医術を施すところの歯科医師は歯科医学乃至

は歯科医業と社会或いは自己と社会との交渉に就

て慎重なる注意を必要とするものなり 即 ち歯科

医事に関する法律制度其他経済殊に歯科医療材料

上の経済関係等に亘りて研鑽顧慮する事極めて緊

要なり 然 るに若し歯科医師にして之れ等社会と

の交渉を疎にして或いは全 く忘却して歯科医業な

いしは歯科的診療の何物なるかを知らずして歯科

医業に従事するものありとせば歯科界を毒する事

他に其の類例あるを知らず而も其害毒は一般に及

し遂には自己を毒するに至るものなり 之 れを要

するに其の罪は歯科医業と社会の交渉を忘却或い

は無視したるに因るものなりされば歯科医師が歯

科医業本来の真意義を発揮するには歯科医業なる

社会現象を規律するところの此の歯科医事法制に

就き充分に観念悟得する事肝要なり 本 書は余が
'

時に触れ機に臨み研究且つは開陳したる愚見の稿

を集彙して一本となしたるものなるが故に其の文

体一致せず且つ重複せるところあらんも歯科医事

法制上の観念悟得の一助とならば余の幸甚とする

ところなり」とある.

本書の内容についてその概要を述べた.

8)わ が国最古のジェンナー碑

The 01dest」enner MIonument in Japan

東京都 新 藤 恵 久

Yoshihisa Sindo,Tθゎθ

嘉永 2年 (1849)7月,よ うやく日本でも牛痘が

成功した,

翌 3年 ,代 官江川英竜が, まず伊東玄朴に依頼

して自分の子供に接種して実例を示した。ついで

伊豆の3人 に続いて,多摩群横山宿 (現八王子市)

の長兵衛せがれ兵蔵 (6歳),元 八王子村の甚八せ

がれ小権太郎ら6人 に接種 したが経過はすこぶる

良かった。その結果多摩地区ではほとんどの者が

接種をうけるようになった,

このようにこの地区が全国に先駆けて種痘が普

及したのは,英 竜に協力した当地区の多数の蘭方

医,八 王子千人同心たちの協力があったからであ

る.」

この地区の医師 (漢方医)青 木得庵は, ジェン

ナーの功績を称えて顕彰の祠を庭内に作ったが長

年の風雪で壊れてしまった。得庵没後,妻 喜代は

村内の清水寺に碑を建立した.

碑面  善 寧児先生碑

碑陰  青 木得庵種痘普及為記念

明治廿五年四月建之青木喜代

善寧児先生碑建設出来

去今四十有七年青木得庵初メテ此地二種痘術ヲ

唱フ蓋シ往昔以降彼ノ狙阪ナル天然痘ノ流行ハ此

年亦我居民ヲ駆テ其惨禍ヲ被ラシム得庵常二大ニ

之ヲ憂フ格好シ長子玄磋東都伊東玄朴ノ門二学ビ

含マ牛痘接種術及ビ痘種ヲ伝ヘテ之ヲ贈ル得庵乃

チ直二其子桃吉二移シ其神効ヲ験シ得タルヲ以テ

済世ノ情禁スル事能ハズ挺身専ラ其術ヲ唱へ熱心

勧誘ス トイエ ドモ村民頑家ニシテ群疑百出敢テー

人ノ其術 ヲ受クルモノナシ然 レドモ得庵千挫不

単身山川ヲ 渉 シ金銭ヲ惜マズ労カヲ辞セズ戸々

妄誕ヲ手弁シ村々無稽ヲ啓キ尽庵憤駒スル事数年

遂二能ク世俗ノ昏夢ヲ喚破シ遠近 (武蔵南北西ノ
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三多摩郡,相 模国ノ高座津久井愛甲三郡)ヲ シテ

永ク恐ルヘキ痘毒ノ来襲ヲ免レシムルヲ得ルニ至

レリ得庵没スルノ前玄遭壮ニシテ逝キ芳斎省庵純

造相継テ業ヲ受ク近郷亦夫ノ天然痘ノ惨声ヲ聞カ

ズ

得庵依テ森之下庭内二牛痘発明者ノ為ニー祠ヲ

建テ以テ其絶大ノ功績二報セリ然ルニ年ヲ閲スル

数十年大破二及ビ其痕ヲ塁留メサルニ至レリ由テ

亡得庵妻喜代遺志ヲ奉シテー小碑ヲ瑞石山清水寺

二建テイササカ得庵玄磯等在天ノ霊ヲ慰ムト云爾

明治二十五年五月三日武蔵国南多摩郡堺村相原回

春堂医院二於テ青木純造誌

『善那氏種痘発明百年記念会報告』明治三十年

二月廿八日

9)豆 腐小僧 と天然痘

Tofu boy and smallpox

九州歯科大学 竹 原 直 道

Tadamichi Takehara,約″リクD夕%筋′Cο′↓ege

舌出しや一つ目を特徴とし,紅 葉豆腐を盆に持

つ豆腐小僧が最近注目を浴びている.し かし豆腐

小僧の化物としての出自は今だ謎とされている.

「舌出し」をキーワー ドに,歯科学への文化史的ア

プローチを試みてきた演者としては,無 関心を装

う訳にもいかない。そこで豆腐小僧の図像学的性

格分析を行った。その結果,豆 腐小僧と,江 戸時

代の死因の一,二 を争う感染症であつた天然痘と

の関係, もっといえば 「豆腐小僧は疱清神の見立

てであった」ことが明らかとなったので報告する.

背 景

豆腐小僧

豆腐小僧は1775年から1806年の間に出版され

た絵入りの革双紙,黄 表紙本のなかに初めて登場

する。その姿は童形で,頭 が大きく,大笠を被 り,

手に紅葉マーク入 りの豆腐 (紅葉豆腐)を 乗せた

盆を持っている.豆 腐小僧とは何者なのか,な ぜ

豆腐を持っているのか,そ の意味は不明とされて

きた。

疱盾絵

当時,江 戸では天然痘 (痘清,疱 清)が 大流行

していた,天 然痘はウイルス性の感染症で,特 に

小児の死亡率が高く,運 良く死ななくとも,顔 に

あばたが残 り, 日に入ると失明した。しかも当時

病因は不明で,一旦流行するとなす術がなかった.

そのため,病 除けの民間療法が行われ,庖 塔神の

詫び証文,疱 清踊 り,疱 清送り,疱 清祝いなどの

習俗があった。その一つが庖清絵で,紅 刷 り。天

然痘除けの呪力を持つ護符として用いられた.疱

清絵の絵柄として,桃 太郎,金 太郎,源 為朝など

伝説上の武将,み みず く,だ るま,で んでん太鼓,

鯛車,春 駒,大 張子などの玩具が描かれた。無事

天然痘が快癒すると疱清絵を川に流す風習があつ

たので,現 在残っているものは少ない。

海清神
一方錦絵には子供の玩具,強 い武将などととも

に庖清神が描かれたものがある。庖清神は天然痘

から子供を守る守護神的性格のものと,疫 病神と

があり,別 々の神の場合もあるが,同
一神に両方

の性格を兼ね備えるものもあり,そ の性格は時代

や場所によっても複雑に異なっている.

結果と考察

いくつかの黄表紙本の豆腐小僧と,描 かれた疱

清神図像の着物の柄を比較したところ,い ずれも

その着物に共通の玩具模様が認められ,みみず く,

だるま,で んでん太鼓,春 駒,犬 張子等々の疱塔

絵のモチーフが,豆 腐小僧の着物の柄に描かれて

いた。このことか ら豆腐小僧 は疱清神のパロ

ディーとして黄表紙本に登場したものと考えられ

る。つまり豆腐小僧は疱塘神の見立てであったと

いえる.

しかしすべての豆腐小僧が疱清絵の玩具模様の

着物を着ているという訳ではない。そこで,そ れ

以外のフアクター,例 えば大笠の意味は痘靖の塘

(かさ)の ことではないか,豆腐小僧が持つ酒徳利

は酒湯と関係があるのではないか,何 故豆腐小僧

は童形なのか,紅 葉豆腐の意味は, また息者の病

衣,豆 腐小僧の足指などについても検討した.そ

の結果,着 物の柄だけでなく,そ の他の証拠も豆

腐小僧が疱清神のパロデイーであるとする演者の

結論を補強するものであつた。

結 論

豆腐小僧は疱清神の見立てだった,
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10)海 を渡った舌診書

Studies on the Ogata MIonzy5

医の博物館 西 巻 明 彦

Akihiko Nishimakl,2'4%s夕″物 ゲ プ降冴たルタα%冴

D夕″″sナ伊

1911年 (明治 44年), ドイツの ドレスデンで万

国衛生博覧会が開催され,日本も内務省,文部省,

陸軍,海軍を中心に出品された.こ の中に,現在,

北里研究所東洋医学総合研究所医史学研究部で保

管されている 『緒形春朔文書』の一部が出品され

た。この 『緒形春朔文書』は,現 在 『新銀御院秘

偉補遺痘疹弁疑』(5冊),『痘疹玄機』(3冊),『痘

疹雑伝』(1冊),『戴員公痘疹唇舌口訣』(二冊),

『痘疹治術偉 婦 人治偉.百 死偉』(一冊),『戴員

公先生治痘用方』(一冊),『戴員公痘舌図訣』(一

冊),『唇舌帖』(一冊)が 伝承されている。本資料

である F緒形文書』(以下緒形春朔文書を略す)は,

緒形春朔の五代目にあたる緒形駒雄が国立伝染病

研究所に明治 44年 (1911)に寄贈されている.寄

贈時には,他 に 「種痘証治録」,「必順弁序」,「合

病併病問容」など,四 種四冊,春 朔先生考察種痘

用器具も存在していたが,今 日では不明である.

緒形春朔は, 自らが著したという 『種痘必順序』

の中で,寛 政二年 (1790)2月 14日に上秋月村大

庄屋天野甚左衛門の二児に鼻幹苗法による人痘法

を行い,成 功したことが有名である。しかし,人

痘法は,中 国の 『医宗金鑑』にその記述があり,

人痘は毒性が強く,か ならずしも成功するとはか

ぎらない危険な方法でもあった。緒形洪庵は,人

痘法の施術に失敗しており, より安全な牛痘法を

求めることが,19世 紀前半の日本の大きな課題で

あった

この 『緒形文書』は,前 述の緒形駒雄宛に,明

治 44年 (1911)1月26日付で,ド イツ万国衛生博

覧会に出品する旨の記録があり,出 品後国立伝染

病研究所で保存することが決定していたが,後 に

所在が不明となっていた。平成 2年緒形春朔の人

痘法成功 200年記念事業を福岡県の甘木,朝 倉医

師会が催した際に,北 里研究所で発見され, これ

により 『緒形文書』は,北 里柴三郎が独立した時,

北里研究所へ移管されたと思われる.し かし,こ

の 『緒形文書』は,緒 形春朔のものではなく,孫

の緒形文友が,天 保 9年 (1838),京の痘科医佐井

聞庵から筆写した文書である.筆 写本としては,

秀れた文書である.現 在,佐 井聞庵の塾について

は,『池田錦橋入門制戒禁約書』で,あ る程度その

実態が判明しており,緒 形文友は天保 9年 に佐井

聞庵に入円している.当 時,池 田流の痘清の治術

は有名であり,緒 形文友も入門したことを考える

ならば,春 朔の人痘法はかならず しも有効でな

かったことが推測される.

『緒形文書』の中に,『唇舌帖』という,本 文 12

枚の舌診の立体模型図が含まれている 本 図は,

日唇の図が 18図,舌 の図が 39図描かれており,

痘清の診断に対応しており, また,日 唇,舌 の正

常図も記載されている,日 唇,舌の立体的模型は,

江戸時代珍しいと考える.本 図は,一 枚の表裏に

3図 ずつ描かれ,厚 紙を重ねて中間に和紙をはさ

み,唇 ,舌 を一図ごとに切 り取 り,和 紙にはりつ

けている.さ らに,白 い絵具 (泥絵具か)を 重層

的に積み重ねて,痘 疹や舌苔を立体的に作成,着

色している。このため立体的に非常に美しい唇舌

図として仕上っている。この点が, ドイツの衛生

博覧会に出品された理由と考える.

このような立体的な唇,舌 診図は,厚 みや質感

をさぐる上において,医療教育上,重要と考える.

ドイツの ドレスデンで開催された万国衛生博覧会

は, 日本における衛生の現状や歴史を世界的に紹

介することに,意 義があったようである.田 中聡

氏によれば 「近代日本が産んだ怪しげな空間一衛

生展覧会.人 体模型,寄 生虫 ・細菌標本,病 例標

本,胎 児標本などなど,奇 妙きてれつなオブジェ

の数々とそれをまじまじと見つめる人々の目 国

民 「啓家」の名のもとに設置された,衛 生思想普

及のための文化装置.」と述べている。本,『唇舌

帖』も,池 田流痘診治術の秘伝書であり,診 断,

治療,教 育において有効な装置であった。事実,

この池田流の治療書を入手のため,池 田家に盗み

に入ったり,池 田流の偽書を出版したなどの記録

が残っている し かし,そ の眼差しを変え,一 般

人の展示会への眼差しは,恐 怖と怪奇を演出する

展示物 としてうつる危険性を有 している。この

『唇舌帖』が,外 国人にどのようにうつったかは不

明であるが, 日本の医術の進歩を裏づけるものと

うつったか,珍 奇なものとうつったか議論のある
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ところである.近 年,医 療展示物を欲望の眼差し

でみる見解が多いが,そ の史料の歴史的背景,芸

術としての美としてみる限差しへ転換する必要性

があると考える.

1 1 ) 」o s e p h  R i c h a r d s o n とそ の 著 書
“
Practical Treatise on MIechanical

Dentistry" につ V てヽ一 Part Ⅱ

On 」OSeph Richardson and his ヽVork“A

Practical  Treatise  on  MIechanical

Dentistry"一 一Part ll

東京都 平 田 幹 男

Mikio Hirata,約わο

演者は先の第 35回 日本歯科医史学会 ・学術大

会に於て上記表題,」oseph Richardsonとその著

書 についての発表 を行った. 」 R i c h a r d s o n は

New Lisbon Academy, Ohio MIedical College,

M i a m i  M e d i c a l  C o l l e g eに於て医学 ・歯学の研修

を 終 え, 後 O h i o 大学 や I n d i a n a 大学 で

M e c h a n i c a l  D e n t i s t r y とM e t a l l u r g y の教授 と

なっている。彼の生い立ちと略歴については,前

回詳細にのべたので,今 回はLife Workである著

書
“
A Practical Treatise on Mechanical

Dentistry"の内容についてのべたい。本著書の

初版は 1860年に発千Jされ,その後 1868年に2版 ,

その後 1880年,1886年 ,1888年 ,1893年 ,1897

年に第 7版 まで刊行されている.今 回は演者が所

蔵する第7版 を中心に内容に触れて見たい.

本書は本文 670頁,索引 7頁 ,図書広告 40頁の

分厚い Text Bookで ある。本文は 32章 か らな

り,691図 の分 り易いイラス トが掲載されている。

第 1章 は,歯 科技工の過程で関係する燃料につ

いてのべ,液 体 ・団体 ・ガス燃料についてふれ,

アルコール,ガ ソリン,燈 油,石 炭を挙げている。

第 2章 は使用器具としてバーナー,ブ ロパイプ,

ポーセレン焼成煽が示されている.第 3章 で金属

材料を上げ,金 ,金 合金の性質についてのべてい

る.第 4章 から10章 まで,歯 科用金合金とその

成分率,金 合金の加工,銀 ,白 金,ア ルミニュー

ム,銅 ,錫 ,亜 鉛,ア ンチモニー等について夫々

解説している

第 11章では合金の一般性質と処置をのべ,第

12章から義歯装着に関する前処置に触れ,印 象,

器具材料,石 膏模型,モ デリング,石 富から模型

をつくるまでを示す。

第 15章からはメタリックDie,第 16章ではク

ラスプ付部分床義歯,大 気圧や粘着維持される部

分床義歯をのべている Scalloped Clasp(扇型の

クラスプ)を 上げ,3/4面 を接触維持を計る形を

示している。

第 18章からは部分床義歯のための咬合模型製

作法をのべ,第 19章では全部床義歯,20章 で圧

印床の金属床義歯や Spiral Springsの製作がのベ

られている 咬 合器については,CariOt or Evans

の平線咬合器 (1805)とW.G.A.Bonwillの咬合

器 (1859)カギ己載されているのみである。この時

代にもいくつかの唆合器が発表されているが,決

定的な変化改良は少なく,1896年 Walkerの唆合

器,1899年 SnOwの New Centuryの 発表や,

Chistensen(1905), Gysi(1908), Luce(1911)

の咬合理論や調節性咬合器の発表は Richardson

の著書以後の時代になっているからである。

第 21章では陶歯の製造,第 23章からは蒸和ゴ

ム床義歯の製作法,ま たセルロイド床義歯がのベ

られている。金属クラスプをゴム床に結合させる

方法にも触れている。第 26章 では鋳造金床義歯

の製作法が説明されている.

第 27章 からは,日 蓋部欠損と人工的対処法が

のべられ,第 28章から顎骨々折に対する処置が

詳しくのべ られており,第 29章から不正歯列の

整復についてのべ, この3章 で 100頁をあててい

る。第30章からは人工歯冠,継 続歯,金 属冠,個

歯 トレーを説明している.

第 31章 ではブリッジをのべ,多 数歯欠損やそ

の支台,支 台歯の処置がのべられている。時に可

撤架橋義歯については頁数をさいて詳細な記載が

されている.最 後の 32章では歯科治療における

電気の応用についてのべ,各 種の歯科用電機器具

がのべられ,現 在から120年から150年前の歯科

補綴学の引犬態を知ることが出来るこの Text Book

について解説をした。
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12)田 中収先生により開発 された T4

咬合器―世界最初の本格的全調節性

咬合器―

T-4 Articulator invented by Dr. Osamu

T a n a k a― T h e  F i r s t  T r u e  F u l l  A d i u s t a b l e

Articulator一一

東京都 永 田 和 弘

Kazuhiro Nagata,Tθわθ

Stuart咬合器 (1955)は広 く全調節性咬合器と

して知られている。しかし,Stuart咬合器には間

題がある.顎 運動を再現するには左右それぞれの

顆頭球に対 して 5つ の調節板が必要であるが,

Stuart咬合器には顆頭球を規定する調節板が 4

つしかない。つまり,本 当の意味での全調節性咬

合器ではないのである。

5つ の調節要素を備えた咬合器を文献的に確認

できる最初のものは松本直之教授の6顆頭球咬合

器である (1983).すなわち,6類 頭球咬合器の内

側第一類頭球はBennett板,中 央の第二顆頭球は

前方時 ・作業時 ・非作業時の矢状類路傾斜度,外

側の第三類頭球は作業時前後規定 (後壁板)の 5

規制要素を備えている.

2007年,筆者は白鳳が主催したインプラント講

演会で田中収先生のスライドの中に先生ご自身の

発案になる T-4咬 合器を見出した。T-4咬 合器

は4類 頭球唆合器である.

内側の第一類頭球はBennett板とRear Wallの

2要 素,外側の第二類頭球は前方時 ・作業時 ・非作

業時の矢状類路傾斜度の3要素を規制し,計 5要

素を調節する全調節性咬合器である。田中先生の

T4咬 合器が 4類 頭球であるのは,5つ の規定板

を一つのコンダイルボックスに収納することは困

難だからであり,よ って,機能を分散させて,4類

頭球にする必要があった。松本 6類頭球唆合器は

T-4咬 合器の第一類頭球の 2つ の規制板をそれ

ぞれ独立させて6類頭球としたものであった。こ

のお二方の唆合器に共通することは,一 つの類頭

球に二枚の規定板が当てられており,関 節衡に類

頭が収まっている形態になっていることである.

補足すれば,市 販されている唯一の全調節性咬合

器である BGN咬 合器 も4類 頭球唆合器である

が,内 側の類頭球は類頭の内側面を,外 側の類頭

球は外側面を表現し,関 節衛に類頭が収まった構

造となっている.

田中収先生は東京医科歯科大学の松本先生の教

室に在籍しておられて,T4咬 合器はその時代に

開発 したものである (1979年).松 本 6類 頭球咬

合器そのものは松本先生が徳島大学に転任されて

からのもの (1983年)で あるから,T4咬 合器の

ほうが 6類 頭球よりも古い.T-4唆 合器は6類

頭球咬合器よりも先駆けての発案と製作であるか

ら,本 当の意味での世界最初の全調節性咬合器は

6類 頭球咬合器ではなくて,T-4咬 合器というこ

とになる。

13)「半田屋医療器械代価表」(明治四十

四年三月改正及び大正元年十月改

正)に ついて

“
Price List of Handa―ya" revised On MIarch

191l and October 1912

日本大学松戸歯学部 石 橋  肇

加束 洋 子

渋谷  鉱

谷津 三 雄

Haiime lshibashi,YohkO Kaku,Koh Shibutani

and MIitsuo Yatsu

Nttθ″し物″υ夕/sび秒Sc力θθ′ゲD夕%″sナ秒 ″フ,物な″グθ

「半田屋商店」は水戸藩士であった山口兼蔵と

その次男,山 口徳次郎により明治 16年 (1883)に

本郷に医学出版社として開業している.そ の後,

明治 22年 頃, ドイツで眼科を学び帰国した東京

帝国大学教授河本重次郎が眼科医療機器製作を徳

次郎に依頼し,半 田屋は医療器械の製作 ・販売を

行うようになった。これが日本の眼科医療機器製

作の始まりといわれている。また,明 治 43年 頃

には,石 原忍 (当時,医 学研究生)が 研究してい

た色盲検査表の出版を徳次郎が引き受けている.

現在も 「半田屋」は同地に限科医療機器製造会社

としては 「株式会社はんだや」及び医書出版会社

としては 「株式会社半田屋商店」と名前を変えな

がらも営業を続けている。

今回,本 学資料室架蔵の明治四十四年二月改正

と大正元年十月改正の 「半田屋医療器械代価表」
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2冊 の内容について報告した,

資料とした 「半田屋医療器械代価表」は 15.3×

22.4cm大 の洋本で,明 治 44年版は全 75ページ

及び大正元年版は全 82ペ ージからなっている.

明治 44年版は表紙が,大 正元年版は表紙の裏が

それぞれ目次になっている。この目次をみると,

両版とも「解剖器械之部」から始まり明治 44年版

では39の 「部」に,大 正元年版では明治 44年版

にあった 「耳科器械之部」がなくなり,38の 「部」

からなっている。これらの 「部」の順序は若干異

なっているが,そ の他の内容を見ると 「紙型人体

模型之部」「診察井二内科器械之部」「鬱血井二吸

引器穿刺器械之部」「種痘器械之部」「食塩注入器

井二注射器械之部」「身体検査器械之部」「麻酔器

械之部」「外科器械之部」「成形術器械之部」「歯科

器械之部」「眼科器械之部」「耳鼻咽喉科器械之部」

「乳嘴突起手術器械之部」「鼻科器械之部」「咽喉科

器械之部」「日蓋器械之部」「皮膚病徴毒泌尿生殖

器科器械之部」「食道及胃器械之部」「腸 (肛門)

及脱腸器械之部」「産科婦人科器械之部」「産婆用

器械之部」「縫合器械之部」「電気器械之部」「消毒

器械之部」「診察台手術台並介助器械之部」「綱帯

器械並矯正術用器械之部」「義手義足及息者保護

器械之部」「家庭衛生器械之部」「鋭治用器械之部」

「薬籠之部」「学校用並工場用故急箱之部」「薬局用

器具之部」「顕微鏡及附属器械之部」「徹菌検査用

品之部」「ネ田菌学器械之部」「理化学器械之部」「消

化器病用並試験器械之部」からなっている.

現在では眼科医療機器会社として営業している

「半田屋」であるが,こ れらの代価表から,当 時は

眼科用以外の医療機器も幅広 く取 り扱っていたこ

とがわかる。ただし,「限科器械之部」のベージ数

が明治 44年 版で 12ベ ージおよび大正元年版で

13ページに対 し,他 の 「部」は 1～5ペ ージなの

で,や はり眼科器械が主たるものであったことが

伺える。

両書の 「歯科器械之部」をみてみると,明 治 44

年版では番号 422か ら458,大 正元年版では番号

427か ら463で両書とも37品 日であるが,若千そ

の内容が異なっており,明治 44年版では「歯根刀

一個 30銭 」が大正元年版では 「歯根刀 甲 号一

個 55銭 」「同 乙 号 一 個 35銭 」となってい

る。さらに 「義歯 各 拾個二付 一 組 40銭 」と

「歯科釣 一 個 20銭 」は明治 44年版のみに,「神

経針 一 個 10銭 」は大正元年版のみに記載され

ている。

明治 44年版で 「水銃 1円 50銭」,「歯駅注射

器 1円 50銭」及び 「送気ゴム球 1円 」が大正

元年版ではそれぞれ 「1円 30銭」,「70銭」「90銭」

と全 37品 目中これら3品 日のみが値下が りして

おり,そ の他のものは同じ値段である.

両書ともに価格表の最後に 「本代価表の外地方

ヨリノ御注文ハ別二荷造費ヲ申受候義二付大略御

見積ヲ以テ御送金被下度尚其過不足ハ御注文品発

送 卜同時二御通報可申候問右御承知願上候①舶来

品ハ為替相場ノ高低 卜品切等ニヨリ時々本代価表

二多少ノ高下ヲ生スベク候問可成ハ前以テ御照会

被下候様願上候」と送料についてと舶来品購入時

の注意が記載されている。

1 4 )ウイプラについて

On the Vヽipla

大垣女子短期大学 下 総  高 次

Taktti Shimoosa,0抑角ぢNo物夕″
'S Cθ

〃夕gタ

191 2年,英 国の H.B r e a r l e yは,始 めて Cr約

1 3 % , C O . 3 ～0 . 4 % の鋼 を 発 見 し, 不 銹 鋼

Stainless Steelと称した。同じ頃,ドイツ・クルッ

プ (Krupp)会社 (物理化学研究室)の Strass及

びMauer両 氏は,新 しいクローム・ニッケル鋼合

金 を 発 見 し, V 2 A と登 録 し, 不 銹 鋼

Nichtrostender Stahlとして発売した.

以上を契機として金属に関する研究が進み,鋼

にクロームを添加すれば,耐 銹性 ・機械的性質を

著しく増加することが分かり,ク ローム鋼が生れ

た。また,鋼にクロームとニッケルを添加すると,

その化学的 ・機械的性質が著しく良好となること

が知られ,優 秀なクローム ・ニッケル鋼が生れ,

特にCr18,Ni8を 標準とするものは 18/8鋼と称

せられた

V2A(Krupp)

1 8 / 8銅に属する。

組成 :Cr 20%, Nl 10%, CO.1%, Fe残 り。

比重 :7.86,熔融点 :1440℃,ブ リネル硬度 t

360.機 械的性質が著 しく強 く,化 学的抵抗力大

きく,加 工性良好である。
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1918(大正 7)年 ,ク ルップ会社の附属診療所歯

科部長 Friedrich Hauptmeyer氏 は,前 記両博士

の研究を基礎 として,V2Aメ タルの歯科応用の

研究を進めてきた,そ して歯科領域に於てはじめ

て,V2Aメ タルを義歯床に応用したところ,臨 床

的に極めて優れた結果を得た.成 績はD.M.f.Z。

1920(大正 9)に 発表された。その後は,当 メタル

の応用範囲が次第に広まり,義歯床を主体として,

クラスプ,バ ー,矯 正用弾線,副 木,歯 科器具に

応用する迄に至った

ウイプラWipla

白金の如し,Wie platinの略.不 銹鋼床用材料

の一般名として,広 く呼び伝えられてきた。V2A

系であるが,V2Aに 比べるとブリネル硬度がや

や低 く,250(圧 廷)～ 180(鋳 造)と されている。

1926年 から鋳造にも応用された.

ウイプラメタルの導入

東京高等歯科医学校 :創立は昭和 3年 10月 12

日に公布,昭 和 4年 4月 1日 に開校した。

同校の長尾 優 教授は,欧 米における歯学教育

の現状と内容を調査してくるようにとの内命を受

け,昭 和 4年 4月 から昭和 5年 5月 に亘る lヶ年

の留学を呆した。その間にあって, ドイツ ・エッ

セン市のクルップ会社に,Dr.Hauptmeyer氏 を

訪ねた.同 氏の知人であった島峰 徹 校長の紹介

状もあり, ウイプラメタルについてつぶさに見聞

し, このメタルが臨床に使えること,加 工法も難

しくない点を確認することができた。そこで,Dr`

Hauptmeyerを 通じ,ク ルップ会社と一応の約束

を行ない,輸 入商を通じて日本政府が受取るよう

契約した。この時始めて,数 ヶ月前に日本の大塚

豊美氏が講習を受け且つ器具材料等を買受け, 日

本に持帰ったことを聞いたのである.大 塚豊美氏

は, 日本に帰国後,購 入したウイプラ (18-8鋼)

を用いての圧印加工する手法を各学会に於て発表

し,熱 心に講演を継続した。また,ウ イプラ床を

つくる歯科技工所を設立して,歯 科医師からの注

文に応じた こ れよりかなり後れて,注 文中の関

連器具が, クルップより学校に届けられた。

長尾教授は,早 速,補 綴学教室内に 「ウイプラ

室という一部局を設け,副 手 (1～2名 ),技 工士

(3名)を 配して,専 ら臨床実験と材料そのものの

研究,使 用法 ・加工法などの研究と改良に向って

努力を開始した (昭和 11年 )

当時, 日本は財政上金輸出禁止中で,金 の節約

を企てていた時期であったため,昭 和 13年官制

ができ,技師 1,技手 2,及び他の職員を獲得した。

以来 「歯科材料研究室」も設け,研 究を続行中,

太平洋戦争の戦火に見舞われ,ウ イプラ室は凡て

の設備と共に烏有に帰した 終 戦後,学 校は大学

に昇格.長 尾教授は学長に就任すると共に,研 究

所の設立を計画し,昭 和 25年概算要求を行った,

昭和 26年 4月 1日 ,本 邦では唯一の特殊性のあ

る研究機関として 「歯科材料研究所」が設立され

た.

ウイプラの加工

1)印 象採取

総義歯は機能的印象,部 分床義歯は,モ デリン

グ と石膏 の連合 印象, 或 いはデ ン トコー ル

Dentocoolに よる印象を奨励.

2)模  型

最も硬い大理石石膏 (Marmorgibs)か ,モ ルダ

ノ (MOrdanOgibs)の みを使用.

3)圧 印用金属陰陽型

カルカー (Calcar):大理石末とグリセリン及び

油剤を混和した製剤.型 秒として使用.

易熔合金 (Fusible alloy):主成分は錫,蒼 塩,

鉛.極 めて低熔で 100℃内外で熔ける.

スペンスメタル (Spence metal):硫 黄と金属硫

化物 (硫化鉄,硫 化亜鉛,硫 化鉛)の 混合で,完

全な合金ではない.熔 融温度 120～170℃.硬 固

だが脆弱で槌印では無理なため,徐 々に加圧する

圧印装置を用いる.

4)圧 印用電力水圧機 Hydraulische Press

重量 560 kg,高 さ160 cm.電 気水圧 約 8000

ポンドの圧力をもって圧印する.

5)バ リウム焼き戻 し (焼還)炉  Barium―

Glithofen

通常の焔をもってすると,酸 化するために,空

気を遮断して電気的に加熱した熔融塩類 (塩化バ

リウム)槽 を利用して行なう.

6 ) 電 気 自動 熔 着 機 E l e c t r i s c h e  a u t o g e n e

Schweinapparat

クラスプと金属床の熔接.床 ゴムを保持するた

めの鋼ネット或はバンドを金属床に熔着する.
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15)明 治時代に書かれた 「医学校及附属

病院規則」について

“
The Rule of A/1edical School and Attached

Hospital"written in Meiji Era

日本大学松戸歯学部 山 口 秀 紀

渋谷  鉱

渋谷 幸 男

谷津 三 雄

Hidenori Yamaguchi, Koh Shibutani, Yuklo

Shibutani and MIitsuo Yatsu,A″″ο% S札″クタ″sガゥ

Scttθθ′|ッFD夕″′びs,夕1レク剤″'7,s″冴θ

1868(明治元)年 6月 26日,新 政府は西洋医学

の機関として発達した旧幕府の 「医学所」を 「医

学校」として復興した.1874(明 治 7年 )に は欧

米の近代的な医療制度や医制が導入され,新 たな

医師教育 ・免許制度が定められた。1976(明治 9

年)当 時の医学校の総数は9校 (官立 1校 ,公 立

4校 ,私 立 4校 )で あつたとされている.

当時の医学校における規則 ・制度に関して,本

学所蔵の今回見信氏寄贈本の中に 「医学校及附属

病院規則」と題する小冊子があり,当 時の医学校

および附属病院の有 り様を知る上で貴重な冊子で

ある。今回我々は本小冊子を資料としその内容に

ついて紹介した.

本冊子は縦 22×横 14.5cm大 の和綴本で,医

学校および附属病院規則 51頁 およびその後に続

く医事取締事務章程 9頁 からなっている。本書の

表紙には 「医学校及附属病院規則」金参円也,木

内書店と書かれた付箋が貼 り付けられている.発

行年,発 行者,印 刷所などの記載はみられない.

本冊子の構成を見ると,

医学校及附属病院規則

医学校職制 :校長,副 校長,教 員,雑 務掛

医学校規則 :第一条～第二十二条

医学得習局規則 :第一条～第十七条

医学校附属病院職制 :院長,副 院長,医 員,宿

直医員,薬 局長,調 薬掛

医学校附属病院規則 :第一条～第六条

入院規則 :第一条～第五条

病室規則 :第一条～第十五条

応招診察規則 :第一条～第五条

医事取締事務章程

医事取締事務章程 :第一条～第二十条

からなっている.

内容を見てみると,先ず医学校職制から始まり,

校長,副 校長,教 員,雑 務掛に関する内容が記載

されている.な お校長については 「当分欠之校中

事務ハ医務掛に於テ総括ス」とある。

3頁 目からは医学校規則が第二十二条にわたっ

て書かれている そ の第二条に示された第一号入

学願および第五条の医学卒業証書雛形には,秋 田

県医学校の名が明記されていることから,本 冊子

は 1875(明治 8)年 に設立された秋田県医学校お

よび附属病院について書かれたものであることを

知る。第四条には卒業までの年数が三ヶ年である

と示されている。第五条では医学科目が挙げられ

ており,予 科科目として数学,理 学,科 学,本 科

科日として解剖学,生 理学,病 理学,薬 剤学,内

科学,外 科学,病 状実験及手術などの科目が挙げ

られており, これらの科目を履修し試験を受けた

者に与えられる秋田県医学校の医学卒業証書の雛

形が示されている.第 十一条からは生徒が守るベ

き規則が記載されてお り,「入学ノ上ハ何事ニヨ

ラス教員及ヒ医員ノ指揮に従ヒ決シテ不都合ノ所

行コレアルヘカラズ (第十三条)」「教員及ヒ医員

二対シ無益ノ議論又ハ教場二於イテ喫姻談笑等厳

禁ノ事 (第十四条)」「受業時間中は決テ退席ヲ許

サス ・。(第十六条)」など医学生に対する厳格な

規律を見ることができる.第 二十二条には年中休

暇として,元 始祭,新 年宴会,孝 明天皇祭,紀 元

節,神 武天皇祭,神 害祭,天 長節,新 嘗祭が記載

されている こ こに記されているのは明治 6年

10月 14日太政官布達 「年中祭祝日等の休暇日」

により制定された休暇日のみであ り,同 11年 6

月 5日 に追加制定された春季皇霊祭 (春分の日)

と秋季皇霊祭 (秋分の日)の 記載が見られないこ

とから,本 冊子は明治 6年 から同 11年の間に発

行されたものであることを知る。

続 く13頁からは,医 学偉習局規貝Jが十七条に

わたり記載されている。第一条をみると 「当局生

徒ハ従来医フ以テ業 トスル者ナレバ修行僅二六ヶ

月ヲ期限 トシ卒業ノ后再ヒ其業二就カシムルノ旨

意ナリ故二能ク其意ヲ体認シ刻苦勉駒速二成業ニ

至ルヲ要スヘシ」とあることから,本 項は医学校

卒業後の六ヶ月間を医学偉習局生徒として学び,

その際の修業規則として記載されているものであ
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ろう.本 項目における規則内容は,基 本的には医

学校の内容と同様の記述が見られた。

次いで,医 学校附属病院に関する職制,規 貝U,

入院規則,病 室規則,応 招診察規則が詳細に記載

されており,そ の中には,当 時の入院料や種々薬

剤の薬価, さらには應招医員旅費日当表なども記

載されており,当 時の病院規則のみならず医療に

関する物価についても知ることが出来る.

なお,本 冊子の最後には医事取締事務章程 (第
一条～第二十条)に ついて記載されていた。

16)エ ナメル線維 の概念

Concept of Enamel Fibers

医の博物館 西 巻 明 彦

日本歯科大学 屋 代  正 幸

Aklhiko Nishimaki,批 4%s夕″物 グ ル物冴o物夕α″冴
D夕%泳 す伊
Masayuki Yashiro,2V物 )ο%D夕 ″筋′し物わ夕/sびゥ

組織学のルーッをたどると,ア リス トテレスの

形相と資料にまでさかのぼることができる。これ

は,プ ラトンのイデアの概念を自然世界におきか

えたものであり.組 織と資料の関係性は注目すべ

きものがある.ル ネッサンス以降, レーヴェン・

フックはコルクの空隙に細胞という名称を与えた

が, これは観察結果にしかすぎない.細 胞という

概念を確立したのは,1839年 のシュライデンであ

り,植 物では細胞からすべてができていると主張

した。まもなく, シュワンは,動 物も含めてすべ

ての生命体は細胞から構成しているという概念を

提唱する。もちろん,発 生学的には, シュライデ

ンは,細 胞間質から細胞が発生すると提言したこ

とに対 し, シュヮンは細胞は細胞から発生すると

いう現代の概念を主張し,両者には差異を認める.

しかし,い ずれにしても,生 命体の基本構成要素

として細胞が認知された意義は大きい 近 代的な

組織概念を提唱したのは,19世 紀初頭のビシャー

の 『膜の研究』によってであった。ビシャーは,

主に生体内の膜に注目し,24種 の組織を分類して

いる。この膜とは,走 行するスジであり,今 日で

いう線維に近似するものである ド イッのレオン

ハル トによれば 「組織の概念は細胞の発見以前か

ら由来している 即 ち器官の線維部分に基本構成

要素が認められていたのである。現在この意味で

の組織としては結合組織のみがさされる.そ れは

細胞間の線維形の要素のみを有するからである.

細胞が発見されてから線維という概念にとりつか

れていた構造要素の概念は細胞の結合ということ

の上に移された.」と述べている。組織学の分類

を完成させたケリカーの 『人体組織学』の初版が

出版されたのは 1952年であ り,そ の中の細胞学

はすでに今日に近い概念で記載されている.こ の

ため, ウィルヒョウの 『細胞病理学』で,細 胞は

細胞からという概念が,歴 史学的には注目されて

いたが,当 時としてかならずしも新しい概念では

なかった。

エナメル質は,高 度に石灰化した組織であり,

細胞成分がほとんど無い組織である.ケ リカー

は,人 体組織について 『人体組織学』初版 (1952

年)で は単純組織,複 雑組織に分類 している。同

時に器官を,単純器官,複雑器官に分類している.

ここにエナメル質の記述はない.『人体組織学』2

版 (1955年)で は細胞組織,筋 組織,結 合組織,

神経組織,血 管腺組織に分類している.象 牙質,
セメント質は,結 合組織に分類されている一方,
エナメル質は単純器官に分類 している.『人体組

織学』3版 (1959年)は ,細 胞組織,筋 組織,結

合組織,神 経組織と,今 日の組織分類が確立して

いる。この中で,エ ナメル質は,記 載から消えて

いる。このことから,ケ リカーはエナメル質を組

織ではなく,器 官と考えたことが判明する。さら

に,ケ リカーは,今 日でいうエナメル小柱をエナ

メル線維, またはエナメル稜柱という名称を与え

ている.エ ナメル小柱という概念は,レ ッチウス

により1835年に発表されている.こ の時期の歯

の組織学的研究は,レ ッチウス,プルキンエ,ミュ

レルら一流の解剖学者の間でなされたことは特徴

的であ り。イギリスではハ ンターの流れをくむ

オーウェン, トームスらにより,新 知見が続々と

明らかにされていった.前 述のように,エ ナメル

質は細胞成分がほとんど無い組織であり, またケ

リカーは成人を対象として組織分類を行っている

ため,基 本構成要素として細胞のない組織は,分

類がむずかしい。そのため,ケ リカーはエナメル

質を器官ととらえ,そ の構成要素として従来から

ある線維としてとらえたために,エ ナメル小柱を
エナメル線維と考えたためと思われる.
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1 7 )ドクター ・アイゼ ンバル トは名医

だったのか ?

Vヽas doctor Eisenbart a great doctor?

鶴見大学 別 部 智 司

三浦 一 恵

山崎ひろ子

戸出 一 郎

Satoshi Beppu,Kazue WIiura,Hiroko yamazaki
and lchirou Tode,Ts″物物びし物ガυ夕容″ゥ

ドイツでは藪医者として語 り継がれて来たDr.

アイゼンバル トは実在した医者である。本演題は

鶴見大学図書館所蔵のリトグラフをきっかけに調

査したところ若千の知見を得た。

鶴見大学所蔵のリトグラフは
“
Dr.Eisenbart

und sein Patient"でJ.Schneider 1826年作 (ドイ

ツ),彩色リトグラフ2葉 36.8×21.9cmで ある.

絵は着飾ったDr.アイゼンバル トが,ポ ケットに

注射器や不気味な薬びんを押し込み,大 きな針子

で抜いた歯をかかげている.一 方の息者は腫れ上

がった頬に湿布をして,痛みと恐怖に耐えている。

はたしてこの息者の運命は如何に? と 言うよう

な,当 時の医師と息者の世相を滑稽に物語ってい

る.

本名 Johann Andreas Eisenbarthは1663年 3

月 27日 か ら 1727年 11月 11日 まで生存 して

ErfurtやMagdeburgな ど長い諸国遍歴の途上

Hann.Mtndenに いる時に病に倒れ,静 かに生涯

を閉じた.Dr`ア イゼンバル トとは,「鉄髭博士」

の異名で日本にも伝わっている.藪 医者,い かさ

ま師と言われたが,彼 の手術技術は,現 代医学に

も通用する高度なものであったことが証明されて

いる.

Dr.ア イゼンバル トは逸話 も多いが,現 在に

至っても市民か ら特に親 しまれている.Hann.

Mundenでは晩年に過ごした家の外側壁に,彼 の

人形が飾ってある.木組みの美しい家の正面,二

階の窓と窓の間に大きな注射器を抱え足下に大き

な薬瓶を置いたDr.アイゼンバル トの人形が昂然

と立っている。また,旧 市庁舎に彼のからくり時

計があり,定 時になると息者が Dr.アイゼンバル

トに歯を抜かれるシーンが演じられながら,時 が

告げられる。現在では,Hann.Mundenに おいて

彼の野外劇が夏に行われている。また。出身地の

Oberviechtachでは,誕 生 日の 3月 27日 に Dr.

アイゼンバル トにちなんだ祭 りが開催されてい

る。音楽では 1952年にオース トリアの作曲家 ド

スタル ・エコがオペレッタを作曲, ドイツリー ド

にも
“
Doktor Eisenbart"があり,歌い継がれてい

る。 ドイツリー ドは歌詞が息者を滑稽かつサデイ

スティックに扱う内容で,意 気軒昂たるリフレイ

ンで終わっている.歌 詞の内容がやや常軌から外

れているものであった為,19世 紀にDr.アイゼン

バル トの墓が発見されるまでは架空の藪医者 と

なっていた。しかし,Dr,ア イゼンバル トは研究

熱心,誠 実な医者で,優 れた歯科,外 科かつ眼科

医であり,プ ロシアの宮廷医師の名誉も授けられ

ている.

当時としては革新的な医術が,同 業者のみなら

ず,社 会的にも注目を集めて,批 判やからかいの

種として,面 白おかしく誇張されて,特 異な人物

像となったものと示唆された。

18)F方 伎雑誌』にみる歯科的事項

Studies on the H5gizashi and Dentistry

医の博物館 西 巻 明 彦
日本歯科大学 屋 代  正 幸

Akihiko Nishimaki,批 缶″s夕″物 ゲ Mc冴 ●ガ″夕α″グ

D夕″″s′伊
Masayuki Yashiro,押 物クθ″D夕″物′D物″υ夕容び秒

『方伎雑誌』の著者,尾台椿堂 (1799～1870)は,

現在の新潟県十日町の出身で,天 保5年 (1834)

師である尾台浅嶽の死後尾台家を継いでいる.

『方伎雑誌』は,最 晩年の書で,死 の1年後明治4

年 (1871)に出版されている.尾 台椿堂は,当 時

浅田宗伯とならぶ流行医であったという.『方伎

雑誌』の意図するところは,「医術ノ要ハ,方意ヲ

得ルニアリ.方 意ヲ得ルハ 薬 能ヲ詳ニスルニア

リ.但 一味ノ能アリ.一 方ノ効アリ.故 二唯薬能

ノミニ就テハ,方 意ノ解セザルモ有レドモ,先 ヅ

薬能ヲ知ル時ハ 方 ノ運用変通,自由自在ヲ得テ,

方ヲ使フコト,恰モ猿舞シノ猿ヲ使フガ如シ.」と

述べ,方 意と薬能の重要性を主張している。

『方伎雑誌』にみられる歯科的事項は179「紀州
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藩,筒井八十之丞ノ新婦.鉄 奨ヲ附ケントスルニ。

俄二咽中へ物ノ閉デ塞リタル様也.其 時別二病人

アリテ.余 其ノ家二住キケレバ.新 婦急二診ヲ乞

フ.之 ヲ昧ルニ.l因中ニハ仔細ナシ.但 会昼ガ長

大ニナリテ下り.先 キハ咽ノ下二附著シ.色 ハ紫

也.新 婦云フ.痛 ハセザレドモ.咽 ガーパイニ塞

リタル心地也 卜.余 測清子ニテ.探 り見ルニ.長

大ニハナリタレドモ.マ ダ飲腫セズ.柔 カニテグ

ニャグニャトシテ 前 後左右へ動キ.ナ カナカ針

ハ施シニクキアリサマ也.然 レドモ其形ノ長大 ト

色 トフ見テハ.血 ヲ取ルヨリ捷径ノ術ハナシ。

余,新 婦二対シ 若 シ日後咽喉会座 トモ.痛 ヲ発

シ.飲 食ノ通ゼヌニ至ラバ.ユ コシキ大事也 卜.

説キ聞カセケレドモ.針 ヲ催レテ肯ゼズ.余 ,百

方説論 シテ.鋭 利ノ喉痺針ニテ適宣二刺シケレ

バ.紫 血淋潤 トシテ出ヅ,潟 心加石膏湯ヲ六貼与

へ.水 棚散ヲ度度吹キコマシム.但 六貼ノ薬 トー

針ニテ.サ ラリト治シケレバ.病 家ニテハ妙也 ト

テ嵯歎セリ.蓋 初起神速二治ヲ施シタル故也.是

ハ万病 トモ同一理也.」と記している.椿 堂は,本

道の医師であるが,外 科の医術をこころえていた

ことは特徴的である。今日,本 来的な口中医は,

どのような治術を行ったか明確でない点もある

が,この治験例はその一端を示す上で貴重である。

測清子とは,今日で言うゾンデであり,またカテー

テルの記載も 『方伎雑誌』にあることから,漢 方

医の間でも普及していることがわかる.さ らに椿

堂は,針 灸の施術も行っており, きわめて有能な

医師である.潟 心加石膏湯とは,三 黄潟心湯に石

膏を加えた処方で,投与した理由は記載がないが,

塘毒を内消させるには,三黄潟心湯は有効であり,

石膏は腫れの基本方剤であったためと思われる.

潟心加石膏湯を投与したことから考えて,脈 は数

脈であり, また石膏を投与する方意として煩渇が

あることから,日 蓋垂の炎症を煩渇ととらえたた

めと思われる。現代歯科医学的に解釈するなら

ば,切 開排膿を行い,抗 炎症剤を投与したことに

なる。

また,71に 「麿下伊丹氏ノ室。年二十 喉 痺ヲ

患フ.悪 寒発熱.肩 背強急シテ.声 出デズ.先 葛

根加桔梗湯ニテ.十 分二発汗シ.継 イデ桔梗湯

二 潟 心湯ヲ含シ。日日五六貼ゾ 用ゝヒ.血 ヲ度

度取リタリ.然 レドモ炎暑ノ時節.殊 二熱勢甚ダ

シケレバ.胸 膜ノ熱焔蒸騰シテ.咽 中廃爛次第二

広ガリタリ.因 テ黄運解毒湯二 石 膏ヲ多クallヘ

用ヒ.日 日五六度ゾツ水硼散ヲ 咽 中へ吹キタレ

ドモゃ更二効ナシ.口 中科モ診シタレドモ.咽 中

ノ体ヲ視テ 胆 ヲ落シテ 帰 ルノミ.病 人ハ薬ヲ

勉強シテ,一 貼ヲニニ三度二飲メドモ,米 飲炊湯

ノ類ハ.少 シモ用イル事カナハズ.炎 熱中苦痛

シ.不 食不B民故.大 イニ弱り,十 二,三 日ニテタ

オレタリ 余 ハ喉痺.喉 癖 纏 喉風.咽 喉結毒等

ヲ療スルコト.数 十人 不 治ノ病人モアリタレド

モ.カ ホ ドニ精気ノ早ク脱シタルハナシ 敗 脆ノ

質 トハ云ヒナガラ.遺 憾 卜云フベシ.」と記 して

いる。ここで口中科の守備範囲であるが,日 中と

は現在で言う口腔だけではなく,咽 喉も含む点で

ある こ の条文は,日 中科医が明らかに咽喉をも

治療することを示した治験例であり,重 要と思わ

れる。

椿堂は, この他にも舌炎などの治験例を記載し

ている。当時の日中の施術は,切 開を行うこと,

清熱剤の投与を行うこと,水 硼散などの吹薬を吹

きつけることが,主 要な施術であったと考えられ

る.19世 紀中頃,椿 堂の治療術が世界的にみて,

時代遅れであったのかどうかは判然としない面も

あるが,痘 清の治療において 『方伎雑誌』の中で,

治療方法さえ誤まらなければ,難 しい疾患でない

と述べていること,さ らに,ヘ ボンにことわられ

た患者を,夜 苓飲加半夏で治癒させたことが記さ

れている。同時代の浅田宗伯が, フランス大使館

の病人を救ったことにより,ナ ポレオン3世 から

表彰状を送られたことを考えるならば,抗 菌剤,

抗炎症剤のない当時,椿 堂らの治療は,世 界的に

みて有効な方法と考えることができる.

19)「聖済総録」から 「万安方」ヘー梶原

性全の偉業一

Vヽhat Seizen Kttiwara cOntributed using
“
Seizaisoroku" and “い71ananpou"

鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座 三 浦  一 恵

戸出 一 郎

深山 治 久

Kazue WIiura, Ichiro Tode and Haruhisa

Fukayama,Dの α/ra夕″′ゲ冴夕″筋′α″夕s筋夕sびθ′o0

Ts″物物ケ5物わ夕容″秒挽″θθ′ゲ D夕″筋′挽 冴筋筋タ
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鎌倉時代を代表する名医,梶 原性全は当時の二

大医学全書 「頓医抄」並びに 「万安方」の著者と

して名高い。「皇国名医伝」によれば 「僧性全は,

号を浄観と言い,花 原氏の人, 自ら和気氏の族と

称し,学 を丹波氏に学び,そ の底種を極む」とあ

る.

性全は文永 2年 (1265)に生まれ,建 武 4年

(1337)に 72歳 で死亡 した.性 全 は嘉元 2年

(1304)「太平聖恵方」をはじめ,当 時の中国の医

書を翻訳統合して, これらをもとに 「頓医抄」と

題する医書を完成した。本書はすべて和文をもっ

て書かれ,万 人に理解できる医学全書として画期

的なものであった。

中国 (宋)で は 「太平聖恵方」につづいて更に

完璧 な医学全書の出版が企て られ,大 徳 4年

(1300)に「大徳重校聖済総録」(以下 「聖済総録」)

と名付けて出版された。それを元に性全は嘉暦 4

年 (1329)に 「万安方」を作った。我が国におけ

る 「聖済総録」伝来の記録は,天 文 16年 (1547)

吉田意安が僧策彦に従つて入明し,4年 後,重 校

本 200巻を持ち帰ったとあるのみで,そ れ以前,

即ち性全生存中に移入された記録はないので,当

時既に渡来 していた文献があったものと思われ

る。「聖済総録」は全 200巻に及ぶ大著であり,こ

のうち口歯に関する記述は第 117～121巻の 5巻

にまとめられている.ま た,小 児歯科に関する記

述も多い。疾病の分類綱目並びに各綱目における

方数は従来のどの医書よりも多 く,網 目は27綱

目,方 数は465方に及ぶ.

「万安方」では全書を62巻 に分類し,そ のうち

第 30巻 は口歯の疾患を集めている.網 目の分類

ヤま「聖済総録」よりも大まかで,夫 々頭註の形で

網目別に分けられている.

1.治 口気臭 治 口臭兼歯熱 2.重 舌.3.木

舌.4 喉 痺並喉閉塞.5.歯 牙並観,腎虚歯風痛,

婿断,日 清.6.灸 穴

とある。方数は軟組織疾患では50方 ,硬 組織疾

患では38方,他 に灸穴が 14方 となっている.

質量共に 「万安方」は 「聖済総録」よりはるか

に少なく,日 腔疾患については6綱 日,88方 にす

ぎない.

「万安方」では殆どの例が 「聖済総録」からの引

用である。例えば口腔軟組織疾息では50方中23

方が,硬組織疾患では35方中34方が 「聖済総録」

からの引用であり,他 は 「諸病源候論」,「和剤局

方」,「普済本事方」,「活人事證方」,「良験方」,「三

因方」,等から引用されている。又,自験pllも見受

けられる。

各方の冒頭に掲げられた方名には,病因・症状 ・

主剤 ・方名の順に並び,次 いで処方が併記され,

次に修治と用法が列記されている.こ の場合,中

国の用語を和名にかえてわかりやす く表現されて

いる.又 ,多 数の薬物の中で比較的入手しやすい

ものが採用されている。

全体的に性全の医術は,経 絡を軸とし,陰 陽五

行説を背景として展開されている.い わゆる内経

医学に基づく医術であることは確かである.

20)一 茶 の発句 に関す る歯科 的研 究

Studies on the ltusa and dentistry

医の博物館 西 巻 明 彦

Akihiko Nishimaki,肋 岳″s夕″物 ゲ 2%夕冴″C″%夕α″冴

D夕″″sナ伊

小林一茶 (1763～1827)は ,化 政期に活躍した

俳人で,そ の発句は従来の俳風に新しい風を吹き

込んだという。一茶は,信 濃の柏原の本百姓の出

身で,十 五歳で江戸に出て辛酸をなめたと伝えら

れる 父 親の死後,義 母や義弟との遺産争いは有

名である.一 茶は,そ の生涯で約 2万 句もの発句

をしており,歯 に関する発句も少数ながら存在す

る.演 者は,芭 蕉,蕪 村を通して歯の発句につい

ての表象の変化を追跡している。芭蕉,蕪 村とい

う俳諮の正統を継 ぐ系譜とは異なり,一 茶は有名

であるが,そ の俳風は野性の趣きがあり特異的で

ある.
一茶の発句には,歯 に関するものとして,「初霜

や 茎 の歯ぎれも 去 年迄」,「花げしの ふ はつ

くような 前 歯哉」,「すりこ木の や うな歯茎も

花の春」,「かくれ家や 歯 のない口で 福 は内」

などが存在 している。「か くれ家や 歯 のない口

で 福 は内」という発句は,文 イし10年のことで,

50歳 くらいには,歯 はすべて抜け落ちたことにな

る。「初霜や 茎 の歯ぎれも 去 年迄」という発

句は,44歳 ごろのもので,初 霜がおりるころ食ベ
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られる茎漬 (カブや大根の茎,葉 を麹や塩で漬け

たもの,冬 の食用)も ,去 年と異なり,歯 切れよ

く食することができなくなったという意味であ

る こ のことは,だ いたい 40歳 頃から腎機能が

おとろえてくる事から,一 茶も例外でなかったこ

とが,判 明する。「歯は骨の余 り」であることは,

内経で有名な記載であり,若 い時からの苦労が 40

代に入った時に急速に歯周病がすすんだことが考

えられる。しかし,一 茶は歯がなくなった後も,

妻帯し,子供をもうけるも,一人を除き育たなかっ

たことから考えて,腎 虚であったと思われる。

芭蕉も蕪村も,歯 周病であったことが半J明して

いるが,一 茶もまた歯周病であった。一茶は,そ

のたぐいまえなる上昇指向と野性力で独特な俳風

をきずいていくことになるのだが,今 回,一 茶の

歯の発句を通して,そ の特殊性を考察した。

21)『鳥獣人物戯画』と 『病草紙』

Tyozyuugiga and Yamainos5si

医の博物館 西 巻 明 彦

日本歯科大学 屋 代  正 幸

Akihiko Nishimaki,批哲%s夕″物 り句%夕冴危筋夕″″冴

D夕%ガsサ伊
Masayuki Yashiro,対わθ%D夕″筋′し物わ夕/s″ヶ

演者 らは,文 化 と歯の表象の関係についての探

究をすすめている。F病草紙』は,平安時代,日臭,

重舌,歯 周病など歯科疾患が描写されている数少

ない絵巻物である.『病草紙』 とは後世名付けら

れた別称であり, どのような正式名称であったの

かすら不明であり,そ の制作意図も後代になって

みれば,は っきりしたことはわからない。そのた

め数多 くの推論が生まれる背景となっている.病

という現象は,本 来忌みの行為であり,平 安時代

は医療よりも呪術が優先される時代であった。今

日,一連の絵巻物群は,後 白河法皇が制作を命じ,

その内容を手づから指示をなし,蓮 華王院の宝蔵

庫に収納される工権の宝物であったという説が,'

なかば定説化している。当然王権の宝物であるな

らば,当 時の医師達が内容を見る機会はきわめて

少ないと言える。となれば,『病草紙』は医師に見

せる絵巻物でない以上,治 療についての記載は必

要のないことになる.『病革紙』に描かれている

病は,特 異な疾息もあるが, 日常ありふれた疾患

も多い。六道絵と『病革紙』を見るむきもあるが,

仏罰を受けるほどの疾患ではない病もみられる.

いずれにしても,貴 族社会から武家社会へ移行す

る院政期の文化として 『病草紙』をとらえるなら

ば,後 白河法皇の制作したといわれる一連の絵巻

物群と比較対称することは,そ の制作意図をとら

える上で,必 要なことである。今回,『鳥獣人物戯

画』について 『病草紙』との比較を行った.

『鳥獣人物戯画』は,高山寺に伝えられている甲,

乙,丙 ,丁 巻が有名であるが,そ の断簡が各地に

伝承されている。鳥羽僧正の作 と言われている

が,実 際には各巻で筆法が異なっているので,数

人の絵師がかかわっていることは明らかである。

もっとも古い 『″烏獣人物戯画』の高山寺の記録は,

永正十六年 (1519)6月 5日付で 『東経蔵本尊御道

具以下請取注文之事』に「シャレ絵三巻箱一二入」

と記載がある.今 日, この 「シャレ絵」が今日の

F鳥獣人物戯画』と言われている。高山寺は 『厳助

住年記』によれば天文 16年 (1547)戦乱により炎

上したことが伝えられており,この時の戦火で『鳥

獣人物戯画』もなんらかの被害をこうむったこと

が考えられ,復 元のさいに従来とは異なる絵巻が

できたと考えられている。このため,本 来の 『鳥

獣人物戯画』がどのようなものであったのかにつ

いて再現研究が今日行なわれている。上野憲治氏

の仮説によれば,甲 巻は2巻 にわかれ,乙 巻は 1

巻本としている.ま た各巻の展開場面は,甲 巻の

1巻 目は,祭 りの行列,相撲,双六,囲碁,腕相撲,

首引き,走 り高跳び,法 絵,印 字打ち,田 楽,甲

巻の2巻 目は,競 馬,蹴 鞠,舟 遊管弦,水 遊び,

的弓,乙 巻は,馬 ,牛 ,鷹 ,犬 ,鶏 ,鷲 ,玄 武,

麒麟,豹 ,山 羊,虎 ,aFW子,竜 ,象 ,猿 という順

序になるという 『病草紙』と比較対照した場合,

重要なのは,甲 巻で, この一連の展開は,当 時の

京の貴族,あ るいは庶民の生活様式を,鳥 獣に仮

屯 して描かれていると考えられる。『鳥獣人物戯

画』の中で,兎 と蛙の相撲,田 楽見物の猿と蛙の

喧嘩などそのまわりをとりかこむ鳥獣のしぐさ

が,『病草紙』の肥満の女,白 子の女などと相似点

が存在する.こ のことは,ひ とつの描写様式が存

在 していたことが推測される.『今昔物語』,『古

今著聞集』によれば,鳴 呼絵の存在, さらに当時

絵画論が盛んであったことが明らかであり,描 写
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に対してもそれなりの一定の概念があったと考え

られる.『鳥獣人物戯画』の乙巻の角突き合わせ

る二頭の年の図は,『年中行事絵巻』にもみられ,

その 『年中行事絵巻』の中に,加 茂祭の行列の中

にみられる風流笠の上に鳥獣の描写がみられる.

今日,『年中行事絵巻』が後白河法皇によって作ら

れていることがはっきりしているので,F鳥 獣人

物戯画』もやはり後白河法皇と何らかの関係があ

り,蓮 華二院の宝蔵庫に収蔵されていたと推測さ

れる

『病草紙』も,病 という日常おこる現象を主題と

しており, また 『鳥獣人物戯画』も日常生活を鳥

獣に置き換え描写したならばそこに共通性を見出

すことができる.

22)長 崎市聖福寺のお春の碑

Monumentof“ OHARU"at SYOUFUKUJIin

NAGASAKI City

北九州市 上 潟口 武

袖ケ浦市 長 谷川 弥

Takeshi Kamikatakuchi,て ″協わ″s″″Cガウ
Hisashi Hasegawa,勧 ac即″″ cガヶ

l.は じめに

長崎市上筑後町黄柴宗聖福寺境内に 「じゃがた

らお春」の碑が建立されている。その建立のいき

さつと,お 春の素性について検証を試みたので報

告する。

2.紙 毛人との混血児,血 族の国外追放

島原の乱後,キ リス ト教徒の取 り締まりを強化

した徳川幕府は,在 住のオランダ人,イ ギリス人

やその血統を引いた混血児,母 親に至るまで国外

追放処分にした。これらのいきさつは,長 崎の天

文学,地 理学,暦 学者の西川如見 (1648～1724)

が 1720年 (享保 5年 )に 著わした 「長崎夜話草」

全五巻のうち,第 一巻に 「蛮人子孫遠流之事」「紅

毛人子孫遠流之事付 じゃがたら文」として詳細に

書かれている.

寛永 16年平戸,長 崎に住んでいた紅毛人およ

びその家族,混血児 11人がジャガタラ (ジヤカル

タの古称)へ 国外追放された こ の中に 14歳の

お奉も入っており,追 放されて 3年後に長崎のお

たつに宛てて出した便 りが世にいうじゃがたら文

である。枕詞, もじ詞を使い,和 歌四首を詠み込

む3000字 におよぶ美文調の擬古文である.14歳

まで長崎で育ち,国 外追波後 3年 を経て 17,8の

娘の手による消息文とはとても考えられない 平

戸観光資料館に 「コショロのじゃがたら文」が所

蔵されており, これはジャワ更紗を縫い合わせた

秩紗に書かれているもので,「日本こいしや こ

いしや か りそめにたちいでて 又 とかえらぬふ

るさととおもへば心も こ ころならず な みだに

むせびめもくれ,ゆ めうつつとも さ らにわきま

えず候へども,あ まりのことに ち ゃづつみ一つ

しんじまいらせ候 あ ら 日 本こいしや こ いし

や 日 本こい しや こ いしや こ しよろ う ば

様,参 る」とあり, 日本こいしや こ いしやの文

言があまりにも哀れで心を打つものがあるので借

用した如見が,お 春の 「じゃがたら文」を書き上

げたものではないかと考えられている.こ の点に

関しては,大 槻玄沢が往年長崎に遊びしとき,お

春が文の真跡さぐり求めけれど誰彼が家にありな

ど人のいふまでにて,た ずね得で帰 りき,… …よ

りて考ふるに,夜 話の文はうたがうべきもなき西

川の偽作と見ゆるなり,… …いまだ三五の満たぬ

おみなのいとけなきとき放たれしその前に,い か

でかかる中古のふみの詞を知り覚ゆべきにもあら

ず。と看破 し, また玄沢の門弟山村オ助もその著

書 「訂正増補来覧異言」の中で 「其文辞悲切二〆

観ルベシ.然 レドモ人多クコレヲ偽作ナランカト

疑フ者アリ」とやはり偽作であろうと述べている.

近代では明治 26年刊 「まゐらせ候文範」の編者,

佐藤 寛 も 「じゃがたら文」は如見の偽作である

との見解を述べている.お 春の 「じゃがたら文」

が現存していないこと,後 年 「しもんず後家お春

の手紙」の文体内容が異なることからして,如 見

の創作と考えてよいであろう.

3.お 春の生い立ちと生涯

イタリヤ人でポルトガル船の航海士をしていた

父ニコラス ・マリンと母マリヤ (本名不明)の 次

女として 1625年 3月 出生.

4歳 年上の姉万がいた。父ニコラス ・マリンは

お奉 9歳 の時に亡くなっている。寛永 16年 (1639

年)母 マリヤ (37歳)姉 万 (19歳)こ のときメス

テル ・マルテンと結婚していて万吉 (3歳)が い

た。お奉 (14歳)母 娘孫 4人 がじゃがたらへ流さ

れて後,お春 20歳 の秋に,同 じ境遇の混血児シモ
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ン・シモンセンと結婚し4男 3女 を儲け裕福な生

活を送っていた 47歳 のとき夫と死別するが資

産もあり,72歳 で亡 くなるまで幸福な生涯を送る

ことが出来た 巷 間考えられていたような悲劇的

な女性ではなかったのである.

4.じ ゃがたらお春の碑

長崎市上筑後町黄柴宗聖福寺境内に昭和 27年

5月 26日 ,上 野初太郎氏によって 「じゃがたらお

春の碑」が建立されている。高さ129セ ンチ,巾

114セ ンチ,厚 み 18セ ンチの苔むした自然石に,

京都大学名誉教授新村 出 文学博士の筆による

「志ゃがたらお春の碑」と朱書きされ,裏面には歌

人吉井 勇 が詠んだ短歌 「長崎の篤は鳴く い ま

もなほ じ ゃがたら文のお春あわれと」と朱筆で

彫られている。左隅には上野初太郎氏の子息の戒

名 為 「紫雲院嘩森隆光信士」と金文字で彫られ,

追善昭和 27年 首夏 上 野初太郎建之と朱で彫ら

れている。これだけであれば戦没者慰霊の文言も

意味も見当たらないが,新 村 出 はお春の碑建立

に際 して,「お春が流された齢 14歳 にちなんで

「じゃがたら供養歌 14首」を作 り,そ の後記に願

主上野翁が石垣島に苦戦せられた事実にかかる

願主の誠意けだし,お 春の霊を介して普く海外に

陣没した衆生を慰安せんと欲せしもののごとし.

即ちその意をくまんとなせ り.」(長崎談叢 36輯

より原文のまま引用)

上野氏は一介の商人であり, どれほどの歌人で

あつたかは不明であるが高名な歌人,著 名な学者

の心を動かすものがあり,そ れぞれの思いをお春

の碑に込めたものと思われる。上野氏はこの碑建

立の半年後,急 病のため 12月 17日永眠された.

吉井 勇 は 「じゃがたらの お 春の元に君ゆきて

長崎淋し 春 は来るとも」と弔歌を詠んでいる.

5.ま とめ

1)じ ゃがたらお春の碑建立のいきさつを検証

し,お 春の生い立ちその生涯を調べることができ

た。また,長 崎夜話革に書かれている 「じゃがた

ら文」の真偽が判明した。

2)じ ゃがたらお春の碑建立の当初の目的は, '

戦没した戦友の慰霊碑であったが,当 時の世相と

云えばサンフランシスコ講和条約が昭和 27年 4

月 28日 に発効していたとはいえ,朝 鮮戦争勃発

中のことでもあり,炭 坑ス トライキ,メ ーデー事

件など政情不安定でもあったので慰霊碑建立は世

を憚って,お 奉の碑の名を借 りて追善供養として

建立されたことは裏面を見れば明白である

3)西 川如見の著書 「長崎夜話草」第五巻には

長崎土産 39種 について記載があり,○ 眼鏡細工,

浜田弥兵衛が蛮国に渡 り眼鏡の作 り方を習得し生

島藤七に教えて作らせた,① 天文道具色  々○ 唐

風仏師 方 三元の男子二人仏師を捨てて医者 と

なった.① 外科道具南蛮紅毛伝,広瀬を根本とす。

①煙草の効能と毒について四丁にわたり詳しく記

述している。①南京,西 八,琉 球芋 (甘講芋)な

どについても記述しており,医 学との関連が認め

られるので,こ れらのことがらは注目に値すると

考える。

23)長 崎市丸 山町 にある梅 因天神 の歯痛

狛犬 (はいたみ こまいぬ)に ついて

A Pair of Stone Cuardians Dogs of Tooth

Ache at Umezonotenjin in Maruyama,

Nagasaki.

池園歯科研究会 湯 浅 高 行
北九州市 上 潟口 武

日本歯科大学 屋 代  正 幸

Takayuki Yuasa,玄″夕zθ%θ冴夕″サα′″夕s夕2/cカョ″θ″少
Takeshi Kamikatakuchi,て'筋ゎ″s力″Cびウ
Masayuki Yashiro, Tカ タNじ,少θ″ D夕″′α′
し物わ夕/s″秒

演者 らは,演 者の一人上潟口 武 から,長 崎市

丸山町にある梅園天神に今 も伝わっている歯痛封

じ祈願の貴重な資料 と写真 をいただいた。今回

は,こ の資料をもとに事例報告と考察を試みた。

長崎市丸山町に鎮座する梅園天神には,歯 痛の

時に祈願すると痛みが治まるという狛犬がある。

この狛犬は,江 戸時代天保 11年 (1840)に奉納さ

れたようで,昔 から何事でも願かけをすると必ず

叶えてくれるということで多くの人々に親しまれ

ている.

また,い つの頃からかは判然としないが,歯 の

痛みで困っている者が狛犬の口に水飴をふくませ

ると,た ちどころに痛みをとってくれるという習

俗があり,当 時は日本各地にまで伝わり,多 くの

参詣者で市が立つほどにぎわったという。この習

俗は今も伝承されているが, この祈願様式と人々
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の精神性とを考察した。

考察として

1)長 崎九山町の梅園天満宮では,歯 痛の除痛

祈願の際に,石 造の狛犬の口に飴を供えて祈ると

いう様式があるが,そ のような祈願は他の地域で

はみられないようだ.

2)こ の祈願様式は,花 街丸山の遊女や芸疲が

歯痛の時に神に祈願したことが契機となったと思

われる。その背景には,遊 廓という特殊性から,

遊女らは廓の外へは出られなかったために, 自然

に発生した祈願様式ではないかと推量される.

3)館 を供える理由としては。館の原料は米麦

で,米 は太陽の陽気を宿すので,そ の陽気をもっ

て邪気や病気を排そうとしたのではないかと推量

する.

4)貿 易の街長崎という特殊性から。長崎で

は,江 戸中期頃から砂糖や砂糖某子が輸入され流

通していた。そのような物品を扱うオラング人,

ポルトガル人,中 国人が多くいて,一 般庶民とも

交流していた。それゆえ,庶 民も砂糖や砂糖菓子

を容易に入手することができた。そのような背景

から, 日本の他の地域よりもむし歯の罹息率が高

かったのではないかという推理が成り立つ`

以上,事 711報告と考察まで.末 筆ながら,今 回

の発表に貴重な写真と資料を提供していただいた

共同演者の上潟口 武 先生に深く感謝いたしま

す

24)新 潟県内の従来家について

The case of“ZYURAIKA"in NIIGATA

新潟市 広 瀬  秀

Hideru Hirose,封″移 ルC″ゥ

歯科医学史で使われる 「従来家」という文言は,

わりあい,漠 然 とした使われ方をしているようで

ある 一 般的には,歯 科医術開業試験を受けない

か,あ るいは合格せずにいる者で,地 方行政庁か

ら鑑札を受けて歯科医業をおこなう者たちを示す

と思われる.

鑑札を受けずに,間 で歯科医業をおこなってい

た者たちを従来家と呼ぶかどうかは判断に苦しむ

ところである.歯 科医事衛生史前巻 (昭和 15年

刊)で は,明 治 18年 3月 に内務省甲第 7号達で,

従来から歯科医業をおこなっていた営業者を入歯

歯抜口中療治者として,地 方行政庁管理のもとに

おいた者たちを従来家と呼んでいる。

しかし,この内務省布達が公布される以前にも,

各地では従来家を取 り締まる傾向があり,明治 14

年 7月 に出梨県で 「整骨科口中科及鋭治灸治営業

規則」を定めたり,明 治 16年 6月 に根室県で 「鋭

術灸点及抜歯営業取締規則」が定められている.

江戸時代のいわゆる歯医師や日中医,入 歯師など

は,も ちろん,当時は従来家と呼ぶはずはないし,

明治 18年 の内務省布達以前にはその文言はな

かったと思われる.従 来家とは,「従来営業の者」

という意味で,明 治 18年以降から使われ始めた

のだろうと推定するが,明 治 39年 10月に歯科医

師法が誕生した後は,歯 科医師との対照で従来家

という呼称が頻繁に使用されたと考える.

新潟県内では,従 来家についての資料が極めて

乏しく,そ の実態は殆ど不明であった.平 成 19

年に企画された新潟市歯科医師会創立 100周年記

念誌の編集資料収集過程で,従 来家に関する若干

の史料が見いだされ,演 者が確認した従来家の実

名は,明 治 6年 から大正 9年 までの史料で 10名

にのぼった。また,明 治 27年から昭和 6年 にか

けての入歯歯抜口中療治者の年度別人数が,新 潟

県統計書等で判明したが,そ の史料によると,明

治 27年から明治 38年 までは20名内外で推移し,

以降漸次減少して,昭 和 6年 には従来家の営業実

態は消滅したものと思われる.

新潟県新発田町 (現新発田市)の 佐藤家は,木

床義歯で知られる梅之五 (4代目文政 11年～明治

38年)を輩出し,その子息である5代 目太郎吉 (嘉

永 2年 ～大正 11年)は 口中医として修行して名

を馳せた。佐藤太郎吉は,明 治 18年 5月 14日付

新潟県鑑札第 5号 を受けて従来家として営業して

いたことが知られている。また,従 来家のひとり

である高野玄則は,明 治 31年の 「帝国医籍宝鑑」

と昭和 50年刊行の「北蒲原郡・豊栄市医事衛生史」

によると,漢 方医として記載されているが,編 者

所蔵の 「新潟県医術書上録」では,江 戸で幕府の

口科医官佐藤道安に学んだ日科医とされており,

簡単な履歴を知ることができる.

「新潟県医術書上録」は,第 103回日本医史学会

で演者が紹介した新潟県旧豊栄市在住の旧家であ
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る近藤家所蔵による 「近藤家文書」中の一本であ

る.佐 藤道安は別名佐藤道視 ともいい,幕 府医師

総覧によれば慶応 3年 の時点で 100俵 5人扶持を

与えられた幕府の日科医官であり,史 料上の初見

は,安 政 2年 の有司武鑑で,幕 府の崩壊まで残っ

た日科医官 3家 (元康,堀 本,佐 藤)の ひとつで

ある。第 14代将軍家茂と皇女和官のお抱え口科

医官としても有名である。

明治 6年 に新潟県庁に提出された 「新潟県医術

書上録」によると,高 野玄則は内島見興野出身で

文政 2年 (1819)生まれ,25歳 になった弘化元年

(1844)3月から弘化 4年 (1847)2月 まで佐藤道

安に師事 して,嘉 永元年 (1848)に現福島県須賀

川で開業していたが,明 治 2年 (1869)に郷里内

島見興野に戻 り,入 歯彫亥Jを業としていた.

さらに,福 島在住の著名な従来家である小山鹿

蔵は,円弟の入門について,明治 22年 9月 12日,

「若者雇取扱乃事」という心得書を書いていた (福

島県歯科医師会史による).そ の中で 6名 の問下

生がこれを承諮したとの記載があり, これら門下

生たちは小山鹿蔵のもとで修行を積み,従 来家と

して世に出ていったことが考えられる。そのう

ち,新 潟にゆかりのある円下生は4名 いたとされ

ており, この人たちの何人かは郷里に戻って従来

家 として歯科医業にたずさわったと推定される

が,現 在のところ,新 潟県内に残されている史料

の中には見いだされていない。今後, さらなる史

料の検討をおこない,新 潟県における明治初期の

歯科革創の歴史にせまってみたい.
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