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第二節

σぢアルマンス・カッツ︾＝日費あ因餌旨ダニエル・

出島のオランダ商館医

出島のオラソダ商館医

第二節
寛永十六年七月五日︵エハ一二九年八月四日︶︑幕府は︑

ンゲルベルト・ケンペル国b四①Hσo旨国讐β℃譜﹃カルル

ブッシュU鋤巳巴団臣Oゴウィレム・テン・ライネ≦竃O目

これより先︑寛永十一年︵一六三四年︶以来築かれて

・ぺーター・チュンベリーO田二℃①冨﹃↓げロbσoH凶ヤ

ポルトガル人の入国を禁じ︑オランダ人︑中国人以外の

いた長崎の出島︵始め島と称し︑中頃まで築島と呼ばれ

ン・フレデリク・フェイルケ宣b閃3α段爵切色涛Oフ

5口知﹃﹃bOウィレム・ホフマン≦ヨ①B国O中日四昌エ

ていた︶が完成していて︑そこにいたポルトガル人等が

ランツ・フォン・シーボルト頃げ一一首℃閃︻節bN函巴け﹃甲

一切の外国人との通商が禁止された︒

追放されたままであったので︑その跡にオランダ商館が

ω田同＜05ω一①σO箆オットー・モーニッケ○辞O宝Oゴ巳−

特に後世に及ぼした影響が大きい︒このファン．デン．

平戸より移転して来た︒それは寛永十八年︵ニハ四〇年︶

以来︑オランダ東インド会社の職員中︑医官一名が相

ブルックの後任であり︑第二次海軍伝習教官でもあった

犀Φファン・デン・ブルック﹈．甲国．＜四コα①b㊥︻OO犀等は

交替して来朝し︑主としてオランダ通詞に医学を伝授し︑

ヨハンネス・リディウス・カタリヌス・ポンペ・ファン

のことであった︒

漸くオランダ医学がわが国に興隆することとなり︑南蛮

・メールデルフォルト匂Oげ四bロ①ωピ一αごωO田叶ゴ巴ぎ⊆ω

かった洋式医学教育の徹底化を実現したが︑又︑そのポ

男o目需く弩ζ8巳R＜oo旨は上記の人々のなし得な

医学を凌駕するに至った︒

中でも︑カスパル・スハンベルゲンO器℃震ωo富目−
σ①﹃鵬Φbハンス・ヨァン・スティビン＝帥ロの冒陶bω江−
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ンペの開いた医学伝習の系譜が今日の長崎大学医学部に

まで至っているのである︒先ず出島のオランダ商館医た
ちの残した西洋医学の伝来と発展を示そう︒

第一項カスパル・スハンベルゲソより
ケンペルまで
南蛮医学の系統が禁教によって衰微した後︑オランダ

人による医学伝来として最も初期に大きな影響を残した
のはカスパル流の祖として知られるカスパル．スハンベ
ルゲン〇四ω℃9目ωo﹃餌ヨσ①Hαqopである︒フランソワーズ

●ワレンタイン勾轟b8すく巴Φ三一甘の日本日誌によれ
︑
ば慶安二年十月二十四日︵一六四九年九月十九日︶にス

ンはフリジウスの帰崎︵慶安三年三月七日即ち︑一六五

〇年四月七日︶以後も江戸に留まり︑医学を伝習し︑そ

して慶安三年十月十三日︵一六五〇年十一月六日︶︑長崎

に帰ったが︑これを契機としてオランダ医学が興隆した︒

そしてスハンベルゲンの名カスパルが流名とされ︑後世

まで︑永い間︑影響を及ぼすものとなったのである︒そ

の門人としては︑猪股伝兵衛︑山旦二郎左衛門︑鳥飼道
節等が知られている︒

猪股伝兵衛はポルトガル通詞で︑寛文四年四月二日︑
没した人である︒

暦十一月七日︶より若い日本の外科学生四人を教えた︒

承応二年︵一六五三年︶に長崎に渡来したが︑儒医向井

アンス・ヨァン・スティビン＝四bω︸O曽bωユσぢは

について

山口三郎左衛門は江戸でスハンベルゲンに医学を学び︑

ユーリアン・スヘーデル富gユ蝉o口ωoげoαΦ一

この年十月二十一日︵陽暦十一月二十五日︶に至り︑

元升は翌年︑幕命により︑西吉兵衛を通訳としてオラン

砲術を学んだ人で︑更に長崎で医学を修業した︒

新たに渡来したオランダ特派使節アンドリウス．フリジ

ダ医学を質し︑紅毛流外科秘要を著わした︒スティピン

ハンベルゲンは来朝し︑出島において同年十月二日︵陽

ウス︾bαユ臣勾二ω言ωは︑医師スハンベルゲンその他

はカスパルと同じく︑単にアンス・ヨァンとも呼ばれて

西洋医学伝来

とともに長崎を発し︑江戸に参勤したが︑スハンベルゲ
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昌宅は貞享元年四月七日︑幕府に召され︑奥医となり︑

出島のオラソダ商館医

寛文元年︵一六六一年︶渡来したアルマンス・カッツ

その後︑病により閉門を命ぜられたが︑元禄二年六月四

第二節

≧目弩︒︒国讐N︵鵠雲B彗拐内讐N︶に学んだ嵐山甫安

目︑小普請となり︑十一月七日︑再び奥医となり︑宝永

右衛門安勝︑矢中友太夫乗直である︒

はカッツが寛文二年九月二十三日︵一六六二年十一月三

五年十二月九日︑法眼に任ぜられた︒そして享保三年六

いる︒

日︶︑帰国した後も次番のブッシュU9
の巳巴切議畠に学

月二十九日に没した︒

たウィレム．テン・ライネ≦≡①日冨b勾﹃﹃b①は一六

延宝二年︵一六七四年︶夏︑出島蘭館医として渡来し

著書に外科心鏡集︵寛文七年︑林道栄序︶がある︒

んだ︒ブッシュは同年九月九日︵陽暦十月二十日︶渡来
し︑翌年九月に帰国した︒

甫安は平戸藩医となり︑蕃国治方類聚を撰したが︑そ
の門人のうち︑桂川甫筑は後に江戸に出︑宝永元年幕医

寛文七年十二月六日︵一六六八年一月十九日︶であった︒

＞旨o置9容ζに学び︑その修業証書を得た︒それは

て出島蘭館に出入し︑外科をアルノルド・ディルクセン

ないが︑正保二年生れである︒寛文年間︑長崎に来遊し

瀬尾昌宅︵昌琢︶の韓は淳範である︒生所は明らかで

七三年︶︑

ω9覧等の指導をうけ︑学位を受けた︒延宝元年︵一六

げ蝉ロb①ω＝OHbごω

ス閃﹃田bo一零＝ωω三くごωヨハンネス・ホルニウス一〇−

学んだ︒ライデン大学ではフランシスクス・ジルフィウ

ラネケル切轟器屏震の大学︑ライデンい①5窪大学に

四七年オランダのデフェンテルU零o巨震に生れ︑フ

立会証明したのはオランダ通詞名村八左衛門︑西吉兵衛︑

月︑本国を出帆し︑翌二年始めにバタビア切9の宣く壁に

となり︑代々甫筑︑甫周等を名乗り︑父祖の業継いだ︒

加福吉左衛門︑本木庄太夫︑富永市郎兵衛︑立石太兵衛︑

着いた︒そして同年七月二十三日︵一六七四年六月二十

オランダ東インド会社に奉職し︑同年陽暦六

フローレンチウス・シル閃δ﹃O旨ビω

楢林新右衛門の他︑検使役人渡辺金右衛門正綱︑中村久
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日︶︑

カピタン︑

マルチヌス・ケーツァル

ζ効旨言臣

○田ΦN畦と共にバタビアを出帆し︑陽暦七月下旬長崎に
着いた︒

いて楢林流外科が特異な存在となる基を作った︒

ウィレム・ホフマンの後任者として︑元禄三年十月二

渡来したエンゲル

国boq巴冨旨凶餌目冨震は慶安四年八

十二目︵一六九〇年九月二十四日︶︑
ベルト・ケンペル

月一日︵一六五一年九月十六日︶︑

延宝三年及び四年︵一六七五−七六年︶の春︑江戸へ
参礼したが︑ウィレム・テン・ライネはわが国の鍼灸術︑

領ウェストファリア≦①ωεげ巴壁のレムゴーUoヨσqo

ドイツのリッペ伯爵

樟樹︑茶を研究した︒そして延宝四年秋︑帰国した︒

︾餌ヨo一言

において生れ︑ブルンスゥィックω三富且鼻侯国の
アーメリン

ハンブルグ 国讐Bσ仁目四 リューベック い二σΦo犀

の学校に入り︑ルネブルグビ阜
ロ①σ仁目oq

その著述Uお器二讐ご留＞H些ユけ置曾鼠彗江ω鐙ω畠甲

目当sα①霧看琶︒言罫帥○﹃呂g①ω貸Φω︑一．U︒

o耳巨器8ω︒5三器蝉三一ρ葺讐の困∪お葺g①﹄・

四年︶︑ポーランドのクラコー国墨惹￠に行き︑そこ

ダンチッヒUき鼠9などを経て︑延宝二年︵一六七

讐8ユoき二〇三⊆誓箪け餌を天和三年︵一六八三年︶︑

で学位を得︑更に延宝四年︵一六七六年︶︑

UΦ剛σ色o讐o日ド目●UΦζ8の三ωωぎ讐﹈㊤一℃ωビω

・ンドンにおいて発表したが︑これは東洋固有の鍼灸術

ケーニッヒスベルグ国9蒔ω冨茜に赴いて自然科学及

え︑フランスの名医アンブロアス・パレ︾目再oお男蝉ま

≦≡Φ目鵠o中目彗はオランダ通詞楢林鎮山に外科を伝

元禄元年︵一六八八年︶渡来したウイレム・ホフマン

ロシァ︑ペルシァを経て︑オランダ東インド会社に雇聴さ

プサラd冨巴餌に赴いて︑同地の大学に学び︑それより

めていたが︑天和元年︵一六八一年︶︑スウェーデンのウ

び医学を修めたのである︒その後︑一時︑家庭教師を勤

プロシァの

をヨー・ッパに紹介した学術文献として有名である︒

︵一五一〇1九〇年︶の外科書を与えたので︑以後︑実

れ︑ペルシァ湾に遊戎中のオランダの艦隊の軍医となっ

西洋医学伝来

証的な西洋医学が広まることとなり︑わが国医学界にお
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「

【

出島のオラソダ商館医

農工商業等をその青年及びオランダ通詞横山与三右衛門︑

第二節
た︒そしてアラビア︑インドを通過して︑スマトラに寄

本木庄太夫︑楢林新五兵衛等に質問して研究し︑元禄五

D巴℃曽目℃＝ω 号に乗り︑
αo＞αヨ罵p

デ・アドミ

軌︑元禄二年秋︵一六八九年九月︶バタビアに着いた︒

ラール・パンプス

年九月二十日︵一六九二年十月二十九日︶︑

出島蘭館医とし

数ケ月ジヤワ冨轟 に滞在したケンペルは︑元禄三年
三月二十九日︵一六九〇年五月七日︶︑

翌々二十二日︵陽暦十月三十一日︶︑

長崎を出帆︑バタ

てオランダ船デ・ウェルスト・ームαΦ≦器冨π8ヨ

究一篇及びマラバルζ巴書胃の風土病に関する研究一

その後︑日本在留中の博物学の研究八篇︑鍼灸術の研

着いた︒

ビアを経てオランダのアムステルダム＞ヨω8三曽ヨに

手荷物を携

長崎に着いた︒翌日上陸したが︑再び船に

号に乗ってパタビアを出帆し︑十月二十二日︵陽暦九月
二十四日︶︑

もどり︑十月十四日︵陽暦九月二十六日︶︑
えて出島に落付いた︒

大学に呈出

し︑医学博士の称号を得た︒それは元禄七年︵一六九四

篇︑合せて十篇の論文をライデンいΦ一α9

る青年を助手としたが︑それは出島乙名吉川儀部右衛門

年︶であった︒叉︑リッペ伯侍医となり︑正徳二年︵一七

出島でケンペルは二十四才位のオランダ医学を志望す

の紹介によるものである︒

＞目8三＄8の国ぎ二8Φ︵外国奇聞︶をレムゴーにおい

わが国文化の正確な知識を紹介した名著

のケンペルの江戸参礼に同行したが︑オランダ語をよく

て出版した︒その際日本紀事Ooω︒三畠8ロ邑団8魯−

一二年︶には︑

読み書き出来るようになり︑医学もケンペルの懇切な教

器一9おく9冒℃きを上梓する予定であったが︑その

この青年は元禄四︑五両年︵一六九一−一六九二年︶

により上達した︒そしてケンペルはこの青年に相応の年

病没した︒

機を得ないまま︑享保二年九月二十九日︵一七一六年十
一月二日︶︑

給を与えた︒

ケンペルは日本の行政︑風俗︑政治史︑動植物︑鉱物︑

一8一

九年︶と同十七年︵一七三二年︶にアムステルダムで刊

同地で刊行された︒オランダ訳本は享保十四年︵一七二

年︶︑ ・ンドンで出版され︑ラテン訳本も享保十二年に

日本歴史の英訳本は享保十二︑三年︵一七二七i二八

はケンペルもいたことは明らかである︒

宗云によって出版された︒本木の就学した蘭館医の中に

た︒それは秘伝書として世に行なわれ︑明和九年に鈴木

U彗o冨おNが出版したものを貰って︑解剖図譜を作っ

櫓林鎮山の諦は時敏︑通称は初め彦四郎︑後︑新右衛

なった︒櫓林鎮山のダニエル・ブッシュU弩芭切拐畠

行され︑フランス訳本は享保十四年︵一七二九年︶︑ハーグ

アルノルド・ディルクセン︾H50一αO冒O匿Nウィレム・

門︑新五兵衛︑晩年︑栄休と称し︑号は鎮山︑得生軒と

その他︑ Hogoωω巴09器℃訂筥9
0⊇Bρ轟ω冒冨︐

＝謂器で上梓された︒原文遺稿は遅れて﹁安永六−八

b︒b寅8＝︒σq淳9αΦ﹈言＄＜騨中訳器唐R①ご①図巽−

テン・ライネ≦一＝Φヨ冨b殉﹃嘱bΦアンドリース・クラ

云う︒慶安元年十二月十四日に生れ︑オランダ大通詞に

9牙やぎ竃島8騨ぎ巳8霧ω①辱讐お︵日本植物画

イエル︾bαユ霧Ω①＜霞ゲオルグ・マイステル08茜

年︵一七七七﹂七九年︶︑レムゴーで出版された︒

集︶はその遺作であるが︑出版されたのは寛政三年︵一

ζo一ω＄Hアルベルト・クローン︾一σΦ二〇﹃oobエンゲ

ルベルト・ケンペル国口臓色σ①旨閑聾日O富﹃ピーテル．

のこ と で あ っ た ︒

本木庄太夫良意は諦を栄久と云い︑オランダ通詞で︑

ヶステ・ート空9段国①2巴︒9その他出島蘭館医師や

七九一年︶︑

出島蘭館医に接し︑医学を修めた︒良意は寛永五年に生

鎮山はフランスのルネッサンスの名医アンブ・アス．

科学者に接し︑宝永八年三月二十九日に没した︒

言勾①B巨①一ぢの著述にかかる閲言契ζ一R88目o叩

パレ︸目ぼo房Φ︵＞目ぼ8ごω︶勺㊤菰の外科書をカロル

れ︑元禄十年十月十九日に没したが︑蘭館医から冒富−

益喜一2ωの第二版を冒ω言ωO墨泣彗︑あが蘭訳した

の呂εω団讐ヨωが蘭訳したU①〇三歪お8
ス・パッス09

西洋医学伝来

勇型解剖図を一六六七年︑アムステルダムの 冒ωεω
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ωごω閲皿叡︵一六四九年刊︶によって︑紅夷外科宗伝を

︒ロζざ︾日夏9
o呂oO℃①轟く彗呂①α①巧段犀①ロ＜9

リー勺蝉ユのに赴いた︒それより更にオランダに帰り︑

年十月十五日︵一七七〇年十二月一日︶︑ フランスのパ

ンダのアムステルダムに着き︑植物学を研究し︑明和七

出島のオラソダ商館医

著わした︒この書は︑後に︑楢林流と西流との教科書と

明和八年七月二十日︵一七七一年八月三十日︶アムステ

第二節

なった︒なお鎮山はダニエル・ブッシュより修業証書を

ルダムに着き︑明和八年十一月五日︵一七七一年十二月

オランダ東インド会社に奉職して︑船医となっ

得たと伝えられている︒

十日︶︑

O山二℃9段↓﹃仁ロσΦおはスウェーデ

カルル・ぺーター・チュンベリー︵ツンベルグ︑叉は

号に乗り︑翌日︑バタビアを出帆し︑七月十九目︵陽暦

上外科医としてオランダ船スタフェニッセω蜜＜①巳ω器

日︶︑パタビアに着き︑五月二十三日︵陽暦六月二十日︶︑

た︒そして安永四年四月十七日︵一七七五年五月十八

トインベルゲ︶

第二項 チュンベリーよりシーボルトまで

ン人であるが︑出島蘭館医として安永四年七月十九日

一月十一日︶に生れ︑宝暦十一年︵一七山至年︶︑ウプ

チュンベリーは寛保三年九月二十六日︵一七四三年十

イト︾お邑≦三Φ巳司2昌等と共に江戸に参礼した

ビアより同行したカピタン︑アレンド・ウィレム・フェ

出島蘭館医として長崎に滞在したチュンベリーはバタ

八月十四日︶︑長崎に入港したのである︒

サラ大学に入学して︑植物学者リンネ国巽H＜書ピぎ急

が︑オランダ通詞たちに医学︑薬学︑植物学を教え︑江

︵一七七五年八月十四日︶︑長崎に渡来した︒

︵O貰oξω口毒器諺︶に従い︑動植物学及び医学を修め︑

戸でも医師︑天文学者︑物産学者の訪問を受け︑それぞ

幕医桂川甫周及び若狭藩医中川淳庵は連日江戸の長崎

れの学問を教えた︒

医学博士の称帰を得た︒

明和七年閏六月二十二日︵一七七〇年八月十三日︶︑

ウプサラを発って︑九月二十七日︵陽暦十月五日Yオラ

一10一

屋に滞在中のチュンベリーを尋ね︑深夜に至るまで物理
学︑経済学︑植物学︑医学などを質問した︒チュンベリ
ーの持っていたパリー及びアムステルダム製の医療器具
は彼等を予期以上に満足させた︒チュンベリーは乞われ
るままに︑江戸の医師たちに修業証書を書ぎ与えた︒江

戸滞在一ヶ月余りで長崎に戻り︑安永五年十月二十三日
︵一七七六年十二月三日︶︑ スタフェニッセ号に乗つて

チュンベリーの著述は多いが︑日本に関するもののう

ち︑主なものは次の六種である︒

＜の昌彗αΦ＝謁︒＜段α①一9讐ω9①b呂ρ富お

H﹃0
00■

いa①員O①酵三寄b雪ζ言けg．d詳冨けω≦o巴ω9
︾口Pω一①目α鋤H昌b

＞σ冨＆一琶的＜gα①oζ毒N︒︒︒ユΦb．ミ︒︒心・

固o壁冨℃〇三8の一ω田5ω℃冨三器ぎω＜一貫b日H

日本滞在中︑多くの植物標本を得︑それをオランダに

ω℃Φ息雷零巨α匡R雪三ω呂①臨息9薯g身ヨ諺冨−

宴目おα9﹂o痘ω曽α︶︵︶︵o冨ωωo￠o益ぎΦ9のob蚕9

巷〇三s歪唐ω︒2呂ぐ巨超ω一〇ヨ餌ω①図く巴Φのヨ①＆鋤・

持ち帰った︒その後︑イギリスに渡り︑安永八年春︵一

＜o一9αoωoユ讐一〇巳σoω8boぎ三ω9図図図H図一8巳−

長崎を去つた︒

七七九年三月︶︑ウプサラに帰り︑ウプサラ大学の教授

σ＜ω㊤象OO江ω．一﹃co斜●

H850ω℃σb冨霊日冨℃〇三〇貰口日・ミ逡︐

リンネの後任として九月二十九日︵陽暦十一月七日︶員

外教授に任ぜられ︑天明四年七月二十三日︵一七八四年

一ミOIHミ⑩●︵d冨巴田Hお一ー一おGo︶

勾oω蝉三け国ξoB︸︾坤一︒勲＞ω一僧ま講讐霊α貰窪

して翌年ウプサラ大学長に任ぜられ︑スウェーデン国王

〇81Ho
閃効G口鋤宣もo巳o斜一〇
oboo
● o

九月七日︶︑同大学の医学及び植物学教授となつた︒そ

よりワサ級ナイトの勲章を授けられた︒文政十一年六月

その他にも論丈はスウェーデン王立学会雑誌に収録さ
れている︒例えば

二十八日︵一八二八年八月八日︶︑ウプサラの近郊ツナ

西洋医学伝来

ベリー↓仁猛σ①茜で没した︒
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第二節

出島のオラソダ商館医

空誓︒マ①α①ωq言ユ︒9①bっ三①ユ＆の︵嵩漣︶

は日本産のシダ類をも取扱ったものである︒

チュンベリーの門人として知られている長崎のオラン

ダ通詞吉雄耕牛は後年隆盛した吉雄流外科の開祖ともな

シ！ボルトは一七九六年二月十七日︵寛政八年一月九

目︶︑バワリア王国のウユルツブルグに生れ︑三才の時

に父を失い︑一八二〇年十月十一日︑内科︑外科及び産

科学の学位を得︑一時ハイディジグスフニルトに開業し

ていたが︑一八二二年七月二十一日︑オランダ領東イン

自然科学の研究に従事することとなった︒同年九月二十

ったが︑その他︑岡田養仙︑栗崎道巴︵後に道有と改め

特に熱心な質問者だった桂川甫周及び中川淳庵は後年︑

三日︑フレガット艦デ・ヨンゲ・アドリアナ号号冒亭

ドの陸軍外科少佐に任命され︑同時に︑植民地において

解体新書の醗訳に当って︑前野良沢や杉田玄伯に協力し

の︾αユ四轟に乗り︑バタビアヘ向けて出帆した︒翌年

四月︑バタビアに到着し︑十八日︑シーボルトは砲兵第

った︒同年七月七日︵陽暦八月十二日︶︑出島に上陸し

一12一

た︶︑天野良順︑久志本常周等幕医も教えを受けた︒

た︒滞在期間は短かったが︑チュンベリーの業績はわが
国の蘭学の勃興に拍 車 を か け る も の と な っ た ︒

ユルレル

五聯隊附となった︒その後間もなく︑陸軍大佐デ・ステ

男o一鱒① がオランダ商館医として着任した︒丹後由良の

ダ商館長に任ぜられた時︑シーボルトもその商館医に任

冒b即9震弊

新宮涼庭は長崎に出て吉雄如淵に学び︑フェィルケに従

命された︒文政六年五月二十日︵一八二三年六月二十八

ぢ富b≦白oB3ω言二震が出島のオラン

って大いに得るところあり︑文政元年京に出て医学に順

日︶︑シーボルトはデ・ドリー・ヘツーステルス号号

はわが国に渡米したオランダ商館医中︑わが国の文化に

たシーボルトは間もなく︑愉快にその研究を続けていた

OユoO9拐冨拐にステユルレル等と搭乗し︑長崎に向

大きな影響を与えた一人である︒

シーボルト閲ぴ一H号℃男目鋤bNゆ巴什げ蝉ω鋤H＜Obω一①σO匡

序階級を立てて子弟を教導した︒

文化二年︵一八〇五年︶︑フェィルヶ

oq

が︑同時に叉︑出島における医学伝習を毎週行い︑牛痘

三︑岡研介等はそこで助教を勤めた︒

臨床講義をなし︑博物学その他についても指導した︒植

シーボルトは一ヶ月に何回も鳴滝に出て患者を診療し︑

ルトは日本の動植物の研究家として︑将叉︑日本の政治︑

物学の研究で︑出島及び鳴滝に植物園を開き︑先学ケン

接法を行った︒然し牛痘接法は成功しなかった︒シーボ

社会︑法制︑産業︑農業︑宗教︑医学︑本草学︑言語︑

ペル及びチュシベリーの顕影碑を建立したのである︒

文政七年十一月七日︵一八二四年十二月二十六日︶︑

風俗︑文学︑歴史︑地理その他の研究家として︑又︑考
古学的︑人類学的観察をも怠ることがなかった︒わが国

商館長ステユルレルはシーボルトの医学︑特に眼科学︑

さて︑︑シーボルトに学んだ人としては︑上記の他に︑

の紹介をヨーロッパ諸国になしたのも︑シーボルトの場

長崎の吉雄幸載︑楢林栄建︑同宗建等も︑長崎に遊学

平井海蔵︑岡泰安︑戸塚静海︑二宮敬作︑高良斎︑松木

外科手術学︑婦人科学︑植物学︑地理学の知識を称讃し︑

していた湊長安︑美馬順三︑岡研介等もシーボルトに医

雲徳︑高野長英︑日高涼台︑森田干庵︑本間玄調︑伊藤

合︑最も多方面に亘っていて︑医学のみならず︑諸学の

学を学んだ︒叉︑長崎奉行高橋越前守重賢は︑非常な好

圭介︑児玉順蔵︑山口行斎︑工藤謙同︑石井宗謙︑伊東

これ等の他内科学についても伝習を受けることを奨励す

意を寄せ︑諸学究の出島入門を許し︑シーボルトに教授

玄朴︑日野鼎哉︑伊東昇廻︑水野玄鳳︑青木周弼︑賀来

研究に志していたシーボルトはわが国の蘭学者に多大の

せしめ︑シーボルトの出島出門を自由ならしめた︒シー

佐一郎︑百武万里︑有吉周平︑武谷元立︑小関三英︑竹

るよう長崎奉行高橋越前守に宛てて書簡を認めている︒

ボルトは渡来後一年目には鳴滝に別荘を持った︒これは

内玄同︑杉山宗立等で︑従来のオランダ商館医に比較し

影響を与え︑且つ西洋の学術に対する眼を開かしめた︒

通詞中山作三郎の別荘であったが︑その門人中の遠隔地

て最も多くの門人たちを持ったのである︒シーボルトに

西洋医学伝来

から来遊していた学生たちをそこに集めて教え︑美馬順
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ーボルトについて委しく述べる紙幅もないが︑文政十一

洋医術伝来史﹄その他の詳細な伝記があり︑本稿ではシ

ついては呉秀三博士著﹃シーボルト﹄︑古賀十二郎著﹃西

は外交顧問として幕府より取扱われたが︑帰国後︑慶応

海︑市川斉宮︑加藤弘蔵等が質問応答した︒シーボルト

東貫斎︑竹内玄同︑松本良甫︑吉田収庵︑杉淳道︑林洞

須松亭︑池田多仲︑野中玄英︑戸塚静海︑伊東玄朴︑伊

出島のオランダ商館医

年秋の台風により︑シーボルト事件が起り︑取調の結果︑

二年九月十日︵一八六六年十月十八日︶︑バワリア王国

第二節

シーボルトは文政十二年九月二十五日︵一八二九年十月

の首府ミュンヘンに妓した︒

第三項

嘉永元年六月中旬︑オランダ商館医として︑オットー

モーニッケとファ ソ デソ
ブルック

二十二日︶︑長崎奉行に召喚され︑帰国を命ぜられ︑同

時に再渡来を禁ずる旨を申渡された︒そこで同年十二月
五日︵陽暦十二月三十日︶︑長崎を離れることとなり︑

二日後︑そのオランダ船は長崎港を離れたのである︒

その後︑安政五年七月十日︵一八五八年八月十八日︶︑

崎に渡来したが︑その時は既に医師としてでなく︑経済

の禁が解かれ︑翌年七月八日︵一八五九年八月六目︶長

聴診器を齎したので︑オランダ通詞品川藤兵衛︵梅村︶

G 8︶の発見した
o喜蕾頃唄碧ぎ導Φ一算Dα言oo︵嵩oo一1一o

モーニッケは︑フランス人ラエンネック沁窪ま↓冨−

・モーニッケ98ζ︒言涛①が着任した︒

的叉は外交的な活躍を目的としたものであった︒然し︑

はそれをわが国で始めて模造した︒吉雄家に伝えられた

日蘭修好通商条約の締結によって︑シーボルトの再渡来

三瀬周三などの医学の門人もいて︑岡部駿河守は七月十

モーニッケは︑出島のオランダ商館において医学及び

聴診器は現在︑本学に伝えられている︒

置候書付﹂を︑幕府に報じた︒江戸においては大槻俊斎︑

気象学その他を教授した︒気象観測所を同館内に設立し

日︑町便を以て﹁阿蘭陀国シーボルト渡来之儀二付申上

同玄俊︑井上伸庵︑須田泰嶺︑三宅良斎︑戸塚静甫︑高

一14一

の始めであって︑叉実に長崎測侯所の濫鰯とも云えよう︒

実地の観測をなした︒これはわが国における観測所設立

α①b§αo①げΦ注①噛霞琶αq①bαR寅冨b①購︵Q一︒びβ

o㎝o
c ︶及び＜o鱒菩①茜冨Gσ①9い謂①矯
＜〇一︑H︑騙讐田く昼しo

学び︑長崎及び鍋島藩に普及したが︑安政元年と二年の

五月︶藩主鍋島直正に献上した︒宗建は叉牛痘接種法を

ケに従学した櫓林宗建はそれを懇望し︑後年︵嘉永三年

スで製作された産科器械も持ち渡っていたが︑モーニッ

の伝授によって︑始めて品川藤十郎の母に接種した種痘

した︒圭斎の父吉雄幸載は︑文化年中︑オラyダ商館医

事となった人であるが︑明治二十七年三月十五目︑病残

いて述べて置こう︒圭斎は明治維新に当り︑長崎病院執

ここで宗建の種痘を述べる前に︑吉雄圭斎の種痘につ

切9図図眉一c
o認︶が知られている︒

天然痘流行を機としてモーニッケは宗建のみならず︑諸

が善感したので︑他の人にも施行しようとしたが応ずる

それから︑モーニッケは渡来の前年︵弘化四年︶フラン

藩の医師に牛痘法を教授したので︑わが国に牛痘法によ

者なく︑痘漿が全く端ぎ︑遂に種痘法は一時中絶した︒

その父幸載の素志を継いだ圭斎は嘉永元年六月十四目

る予防接種が広く行われるようになった︒
■モーニッケは植物採集も試み︑日本人の医学︑迷信︑

︵一八四八年七月十四日︶︑モーニッケの齎した牛痘苗

接種し︑右腕に一穎を発した︒同月二十四目︑親戚内田

来に当って︑自らオランダ通詞加福喜十郎の息︑喜一に

く面接し︑種痘法の伝習を請うた︒モLニッケはこの渡

走百端の後︑漸く翌々十六目に同船に赴くことを得親し

乗船に赴くことは法制の禁ずるところであったため︑奔

︵ウィソナ製︶を基に種痘伝習と試みたが︑モーニッケの

昔噺︑伝説その他の研究もして︑発表するところがあつ
た︒

著書o冨冨思器び田ま露ぎ謁同巷募畠①蜜8−
の蚕〇三9竃⑪旨霞︵一〇〇謡︶がある他︑論文として︾田b︐
8①箒巳おΦb︒＜①目α①Q窪①①鴇きα①α①こ巷彗Φ①N①︾

︵↓旨ω魯岳こ巽く雲d︒けω①＜・＆①旨αqα巽Qg①①ω−

西洋医学伝来

ざ急児蒙§ωg巷窟b一bz①α①壁巳ωg①H急9
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ようである︒それはさて措き︑その後も嘉永六年四月︑

の話は︑翌年六月の牛痘痂輸入の畔の話と混同している

で︑既に幸載父子が先鞭をつけていたわけであるが︑こ

は政治的に一藩に法令を発せしめた点で注目されるべぎ

櫓林宗建の種痘法の功績のみが喧伝されているが︑これ

九一及びその妹菊子に接種し︑善感したと云う︒従来︑

し︑翌嘉永元年六月︑オランダよりモーニッケが牛痘漿

山曾且ピ①お暢8ぎを通じて牛痘苗を取寄せることに

方を取計らわせた︒宗建は商館長レファイスソンぢ器喜

種痘の必要を痛感し︑弘化四年正月︑宗建に牛痘苗取寄

日︶︑御番方療治掛となった︒鍋島斉直が隠退後︑斉正は

医となり︑丈政十二年五月十二日︵一八二九年六月十三

七年三月二十七日︶︑

第二節 出島のオランダ商館医

圭斎は柴田方庵と共に種痘の無料奉仕を御年番所に願出

を持ち渡ることになった︒然しこのウィンナ製牛痘漿は

さて︑槍林宗建は通称を龍馬︑講を高房︑名を潜︑字

スタット・ドルドレヒト号ω雷αUO叶α購①O﹃叶によって

船中腐敗して結痂を見ず︑再度注文した︒嘉永二年六月︑

父栄哲の後任として鍋島斉直の侍

たりして種痘の普及に努めた︒

を孔昭︑号を和山と云った︒享和二年二月七目︵一八〇

齎らされた牛痘痂は腐敗を免がれていたので︑これを宗

その後︑鍋島斉正八後の直正︶は嗣子直大に接種させ︑

二年三月二十一日︶︑櫓林栄哲高連の次男として生れ︑

ーボルトが町年寄見習高島四郎太夫の斡旋により長崎奉

藩内に普及せしめたが︑これによって︑次第にわが国に

建は自分の三男建三郎︑オランダ通詞加福喜十郎の子喜

行本多佐渡守の許可を得︑五日に一度オランダ通詞︑船

種痘法が普及した︒宗建の著書は嘉永二年刊︑午痘小考

嘉永五年十月六日︵一八五二年十一月十七日︶︑没した︒

番︑町使︑探番等五︑六人の附添と共に楢林家に出張し

の他︑羅旬薬名解︑瘍医方画︑外科蹟言︑本草薬名解︑

市︑同役志筑清太郎の子に接種して貰い︑漸く結痂した︒

て一般診療に従事した際も宗建は家にあってその臨床講

檎林膏薬書︑得生軒方醜︑磨尼鉄対談録等がある︒モi

文政六年︑シーボルトに就いて兄栄建と共に学び︑シ

義を聞き︑医学を研究した︒文政十年三月一日︵一八二

一拓一

ニッケと宗建による種痘法はわが国の衛生行政史を飾る

ものではあるが︑これを援助した鍋島直正の英断も敬意
を表すべきものがある︒
モーニッケの後任者ファン︑・デン．ブルック匂・区・

で商館長ドンケル・クルチウス宣b藁．b辞詩Uo隻雪

○自二5はその旨︑ファン・デン・ブルックに伝えたと

ころ︑ファン・デン・ブルックは十一月二日︵陽暦十二

月十日︶に意見書をドンケル・クルチウスに差出した︒

西慶太郎

品川藤兵衛

算術 石炭坑 鉄製造方

楢林栄左衛門

於出島 千八百五十五年第十二月二日︵夘十一月二日︶

大通詞

＜彗α窪卑o爵は安政二年に渡来したが︑物理︑化学

小通詞

吉雄圭斎

塩谷種三郎

人は

夫々之通弁被致

相学候様申付候間

事柄をも被相学物之名目をも相

第一御奉行所において右之儀被 仰付候通詞衆之儀者 通弁
役にて蘭語学者に有之候間 外に年若之日本人拾人計も
拙者手許江被遣候方 可然儀二存候ハ 右学術之桁々 其
年若之人に教示致し 右通詞衆 分離或は窮理術被相好候

存候

外科蘭人江可申聞候事
右之通御達二相成承知仕候
右之趣二而相察候は 日本御奉行所二おいても 前修之学
術規則相立相学候様有之度御主意二相見申候 然る処 右
御達二付 左之通 拙者心付候段 不申出候而は不相成と

趣二付 銘々心掛有之筋を手分いたし

其外御国益二可相成儀 かぴたん井外科蘭人相心得居候

右之者共 分離 窮理 測量

本木昌造

小通詞並

の編

町医師

Z蝉言爵言留

輯者であった︒モーニッケの後任者として︑その志を継

の権威者で︑オランダの科学雑誌

ぎ︑医学を伝授する傍ら︑自分の専門の物理︑化学︑測
量︑数学︑石炭坑︑鉄製造に関する知識を普及し︑前任
者の事業を受けて︑大いに力める所があった︒

ファン●デン・ブルックの自然科学に対する知識が深
いことはオランダ通詞仲問に評判となり︑遂に長崎奉行
所では︑安政二年十月二十八日︵一八五五年十二月七日︶︑

大通詞品川藤兵衛︑小通詞西慶太郎︑本木昌造︑櫓林
栄左衛門︑小通詞並塩谷種三郎︑町医吉雄圭斎等六名に

分離︵化学︶︑窮理︵物理︶︑測量︑算術︑石炭坑︑鉄
製造方︑その他︑国益となるべき事を手分して学習すべ

西洋医学伝来
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有益之事二可有之候

若又右通詞衆

其作業

同様にて試験

教示之折節

拾人二而も

測量之業被相好候人者

左候得者

第二節

算術

覚可被申

之内
壱人二而も

も被致候儀に可有之候
教示いたし方は
同様二有之

多人数二候得者

稽古之励二も相成可

致し方も 壱人二も 拾人二而も 同様二有之 猶雑費も

労も

中候

ルックの意見について奉行も考えて貰いたいこと︑通詞

等は各々その好む学の通弁をして伝習を助け乍ら自分も

学び︑若い日本人へ学習するように命じて貰いたいこと︑

ファン・デン・ブルックの申立に基いて伝習を始めるべ

きこと︑長崎で︑物理︑化学の伝習を続ける計画を立て

より取寄せることが当面の急務であること︑幕府で物理

て貰いたいこと︑物理︑化学のため入用の器具等︑外国

化学研究所設立を決定されたら︑及ばず乍ら︑それに入

元来要用之機器︑薬味等必用二
時

有之 右カビネツト︵諸機器 雛形等備置候場所︶におゐ

第二分離窮理之教示二は

て 莫太之雑費相掛可申儀二候 且叉分離用薬味之儀

すべきこと等を認めてあったが︑その後︑稲部禎次郎が
伝習に加えられた︒

木

手

太

附

郎

江

造

栄左衛門

昌

慶

﹁蛸骸政配聯航朋文書科事務簿︑手頭

留︑荒尾石見守二在勤︑目安方﹂

本

林

西

阿蘭陀小通詞

櫓
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一

用なものを海外から取寄せるよう万端︑可能な限り尽力

々相用候二付彩敷費申候
第三右教示場所二は 置附之竈有之 右之外二鞘井持抱出来
候二あ竈井錫管 冷桶付之蒸溜器設可有之儀二候

役医師

右器物類 於日本難得可有之存候間 態と申述候 右器類
相用候得者 教示方利弁之儀者 追而御心付可有之候 乍
去拙者不差置 当年者先拙者所持之品物或は持渡居候彼邦
奉行所貯之品物相用 初学之教示致し 追々教導可致候

い・か・ふあん・でん・ぶるっく

於日本物産吟味方

この意見書を添えて安政二年十一月十一日︵一八五五
年十二月十九日︶長崎奉行川村対馬守へ宛てて︑ドンヶ
ル・クルチゥスの差出した書面には︑ファン・デン・ブ

同

同

マヘ

同並
稲

部

禎

次
マヤ

郎

其方共去夘年中分離究理側量其外かひたん井外料相心得居候

船

町

番

司

上

牧

三

月

原

源

斐

六

之

助

金銀流し方ホ外科蘭人江伝習

右之もの共鉄江金を暁付方井

マヤ

御用申付候間出精いたし研究行届候様厚心掛可相勤候尤右伝

趣銘々手分致し相学ひ候様申渡候処此度御役所附其外別紙名

付候間其外兼帯諸事誠実二致通弁一同習熟致し候様厚く心懸

前之ものとも江石炭其外坑業之儀坑師阿蘭陀人汐伝習御用申

巳

儀者休業之積可心得候

授之趣永持亨次郎江委細演舌可致候且又右伝習中坑業伝習之

月

ケ可相勤候
マヤ
右之通申渡候間得其意坑業伝習掛もの江も可申渡候
十

その後更に七月二十四日︵陽暦九月十二日︶に至って

辰

このような諸学の伝習は通詞たちの値︑長崎奉行所か

奉行所では山本物次郎等四名に対し︑高炉反射炉の製造

馬

江

百

郎

本

原

平 太

附

らも伝習派遣を行っていた︒そして奉行所ではその伝習

通じて次の文書を発したのである︒

山

御役所附触頭

御役所附

島

手

法その他錬鉄鋳鉄などをもファン・デン・ブルックに就

江

上

小

遠見番

郎

の趣旨について︑その委細を永持亨次郎の前で講ぜしめ

附

馬
三

次

いて学ばしめることとした︒即ち同日︑奉行所は手附を

手
百
錦

物

ることとした︒即ち安政四年三月十三日︵一八五七年四
月七日︶︑手附を経て奉行所から伝習を命ぜられた上原百

馬等四名に対し︑その申渡を発している．﹁醒政舞

田

原

文書科事務簿︑申渡留︑荒尾石見守二在勤︑月番︑第十﹂

町役所附
上
倉

唐人番
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良β

第二節

出島のオランダ商館医

唐人番
吉 田 鶴 次 郎
高炉反射炉製造方其他錬鑛鋳鑛ホ之業外科蘭人汐伝習御用申

相心得候

付候研究行届候様可致候尤百馬儀者坑業伝習之方是迄之通可

辰

十

月

候入念承糺研究行届候様厚く心掛可相勤候

これより先︑ファン・デン・ブルックは安政二年九月

三十日︵陽暦十一月九日︶︑幕府の第一次海軍伝習艦スン

二日︵一八五六年十一月九日︶より︑上原百馬︑倉田錦

ここに述べてある石炭坑業については安政三年十月十

ちの診療を依嘱された︒且つ又︑長崎の役医木村逸斎︑

通じて伝習教官及び附属して渡来しているオランダ人た

伝習教官長ペルス・ライケンO●ρρ℃巴ω困甘犀窪を

ビンωo①bσ言oq号艦長グ・ファビィウスΩ．問ぎごωは

三︑上原源六郎︑牧斐之助に対して命ぜられていたこと

薩摩藩医相良蜻州︑福岡藩医河野禎造等は医学を学んだ

巳 七 月

で︑ファン・デン・ブルックの伝習に関して通詞たちに

文化の資源をなしたのである︒

ダ商館医は医学伝授の傍ら︑諸般の学術を伝えて︑本邦

云えよう︒按ずれば︑寛永以来︑来朝した出島のオラン

木昌造の活躍と思い合わせると︑遠くここに胚胎すると

大きな足跡を残し︑現今の三菱長崎造船所の起源も︑本

クの指導によるもので︑わが国の近代科学工業の発達に

藩製煉所︑黒田藩武器製作所等はファン．デン．ブルッ

機械学︑物理︑化学等の門弟も多かったが︑特に島津

のである︒

江
馬

附
百

郎

原

六

助

三

源

之

錦

原

斐

田

手

発したと同様︑次の別文書が発せられていたのである︒

御役所附
上

番
司

上

倉

唐人番
船
町
牧

石炭山其外坑業之儀此度渡来之坑師阿蘭陀人孟伝習御用申付
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ファン・デン・ブルックの乞8α段冨コα①づ︸田℃田ロに

よれば︑前記門人の他に︑福岡藩の古川俊平︑藤堂藩の
堀江鍬次郎︑佐賀藩の秀島藤三郎等が挙げられている︒

オランダ政府も︑日本における産業の発達に及ぼした
ファン・デン・ブルックの功績を認め︑オランダ植民大

臣及び外務大臣は︑安政四年︵一七五七年︶︑国王にそ
の旨を報告している︒

安政四年八月十二日︵一八五七年九月二十九日︶︑奉
行所が手附に与えた手頭に﹁出嶋滞在之外科蘭人当秋商

右之趣得其意支配之もの江も可申渡候

巳

買船二而帰国いたし候二付諸向之伝習相断候旨申立候間
此段申達候

八月﹂と云ってある︒これはファン．デン．ブルックの
帰国をさすもので︑ポンペ到着後のことであった︒

出島のオランダ商館医たちについては︑村上直二郎
訳﹃出島商館日記﹄にその動静が記してあり︑それらの

業績はツユンベリー︑シーボルトを除いて︑古賀十二郎
著﹃西洋医学伝来史﹄に詳しい︒
︵ポンペ交替については後条参照︒︶
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