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ドイツ医学（『100年前の外科学』第 13章）

ゲオルク・フィッシャー著、中井　臣久（訳）

はじめに

　生きているということはどういうメカニズムによるものなのか、いった

い死の対局にある生命の本質は何なのか。18世紀のドイツ医学は哲学か

ら完全に別離しないままの状態で、このような生命の本質に迫ろうと真正

面から取り組みました。しかし、事実と思弁の綱引きのなかで哲学的思索

の罠にはまり込み、結局は事実を無視して人間の得意とする観念の世界を

当てもなく徘徊してしまいました。その様子をご紹介したくて今回の翻訳

を思い立ちました。原典は Dr.Georg Fischer の「Chirurgie vor 100 Jahren」

（Leipzig,Verlag von F.C.W.Vogel,1876）です。

　私たちは生命は遺伝子によって連続的に引き継がれていくことを当た

り前のように知っています。20世紀には遺伝子の構造が解明され、ヒト

の遺伝子配列の解読も終了し、現在では各々の遺伝子の固有情報の特定に

並々ならぬ努力が払われています。遺伝子の研究の対象は 20世紀のハー

ド面から 21世紀ではソフト面に移行しました。このように遺伝子に秘め

られた未知の部分の解明がどんどんと進展しているなかで、自然科学は最

終的には生命の本質を解き明かす手掛かりをつかむことができるのでしょ

うか。

　生命体は“生きて”いなければ自分の情報（人間の場合は実際には半分）

を次の世代に連続的に移し替えることはできません。これまでの科学技

術の能力では、少なくとも“死んだ生命体”の遺伝子配列を読み取って“生

きた生命体”を再現することはできませんでした。ところが、最近になっ

て消滅してしまったウィルスの再現が成功してしまったのです。ある研究

グループが永久凍土に埋葬されていたインフルエンザの犠牲者の肺組織か
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ら病原ウィルスを取り出して遺伝子配列を完全に解読し、その情報を元に

して遺伝子を完璧な形で人工的に合成し絶滅したウィルスを再現させてし

まったのです。

　この技術は物質を人工的に組み立てて生命体を作り上げる技術に発展す

る可能性をはらんでいます。ただ（私にとっては）幸いなことにウィルス

は学問的には生物として分類されておらず原始的な遺伝子の運び屋に過ぎ

ません。ウィルスは生命体と物質の合の子みたいなものなのです。ですか

ら、永久凍土に冷凍保存されていたマンモスの遺伝子配列を完全に解読し

て高度に進化した生命体であるマンモスを復活させようという突飛な話な

どとはとても直接的には結び付きません。

　遺伝子が当たり前の存在になった現代においても生命の神秘性は 18世

紀と全く変わっていません。生命は相変わらずこの世でもっとも美しく果

てしなく神秘的なものです。18世紀のドイツ医学がその虜になってしまっ

たのも当然かもしれません。

翻訳文

　教会の鐘が鳴り響いて 18世紀の訪れを告げたとき、ハノーファーやハ

レの町ではドイツの学問に暖かい新春の陽光が燦々と差し込んできた。ラ

イプニッツがハノーファーでドイツ哲学を生み出した。彼はドイツ人は独

自の思想を持て、ドイツ学問は真理を探求せよと教示した。新設なったハ

レ大学の教授たちは学者として先頭に立ってラテン語に代わってドイツ語

を使用し、偉大な哲学者ライプニッツの教えを推し広め、歴史の浅い薄っ

ぺらなプロテスタント新教を揺さぶり、ドイツ医学を改革した。

　ライプニッツは数学、哲学、自然科学、歴史学に関する天才的な知識

と偉大な創造力そして深遠なる精神を存分に活用してかの時代に絶大な影

響力を与えた。そのうえ彼は単なる博識で偏屈な哲学者などではなく、ハ

ノーファー公の宮廷顧問や外交官として世界的に有名であったから、学問

をかび臭い書斎から解放して、もっと次元の高い皇帝や国王の社交界さら

には外国にまで知らしめる術を知っていた。特に数多くの論文や 18世紀
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は手紙の世紀といわれるほどに流行していた書簡の交換によって国家の指

導者たちに働きかけ、あらゆる方面に先駆的な影響を与えた。彼の哲学の

重心は医学にも多大な影響を与えたモナド論に置かれていた。モナド論と

は、あらゆる存在物は分割不可能な単一な物質である単子からできている

というものであった。

　ハレ大学は、招聘された多数の有名な教授のなかには他大学から理由

あって追放された人たちもいたが、ドイツ文化の発展を牽引する輝かしい

中心地であった。偏狭なライプツッヒの神学者たちは、法学者クリスチァ

ン・トマージウスの学説を無節操だと断じて異端視し、ライプツッヒから

追放した。そのため彼は数百人の学生を引き連れてハレに移り、ハレの学

校は 1694年にトマージウスの偉大な名声ゆえに大学に格上げされた。当

時ドイツでは学者はラテン語を用いていた。理由はその頃のドイツ語には

外来語が氾濫していて学問には適さなかったからである。ドイツ人の思想

を死語であるラテン語でわざわざ表現していては国家の発展はまったく望

むべくもなかった。ライプニッツはドイツ語は言語として十分に学問の用

に足ると言明していたが、彼自身はほとんどラテン語とフランス語しか書

かなかった。逆に当時の最高の分別者のひとりで合理的行動派のトマージ

ウスは、魔女裁判の廃止に止めを刺した人物として知られていたが、1687

年にライプツッヒ大学でラテン語ではなく初めてドイツ語で講義をして大

きな功績を残した。これには学者たちは大変困惑した様子であったけれど

も、一方で彼の学生の数は急増した。彼は新聞でもジャーナリストのはし

りとして活躍した。彼のほかに教鞭を取っていたのが哲学者のクリスチァ

ン・ヴォルフであった。ヴォルフはいったんは正統派の人たちからハレを

追放されたが、後になってプロイセン王国フリードリヒ大王によって呼び

戻された。彼はライプニッツの思想を一つの体系に組み立てて、その先導

者として分かりやすく解説してあらゆる学問分野に浸透させた。彼はこう

してライプニッツの思想をドイツ中に広めるために格別な貢献をし、執筆

もドイツ語ですることが多かった。これら 3人の啓蒙のおかげで、ドイツ

語は洗練され、学問に使用されるようになり、ラテン語に比肩するほどに
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なった。しかし、ラテン語を完全に凌駕することはできず、18世紀が終

わるまで大半の学者の間では無視されていた。それでもドイツ語の発展は

国民と学者との間に全く新しいつながりを生み出す第一歩となった。ハレ

大学の第三学部には、やはりライプツィヒから追放されたプロテスタント

神学者で敬虔主義の父といわれたシュペーナーの同僚フランケがいた。彼

ら二人とも死語のラテン語にがんじがらめになっていたルター主義から、

精神の自由と信心を取り戻した人たちであった。その後に彼らの主張が堕

落した敬虔主義となり、医学にまで影響を与えて多くの災いの種となった

が、それは彼らの責任ではない。ハレ大学がキリスト教学の中心地となる

と、キリスト教に影響されたバッハが荘厳なオラトリオを作曲してドイツ

音楽を発展させたように、若いハル市民であったメシアの作曲家ヘンデル

の成長にも影響を与えないはずはなかった。そのほかにもハレ市民のなか

には、ホフマンとシュタールという二人の有名な医学者がいた。

　ドイツ医学は、18世紀初頭には絶望的なあがきの淵にあった諸学とは

異なった道を歩んだが、事実観察から発展するのではなく、思弁的な体系

の確立を目指して脇道にそれてしまった。まず理論が優先されて書物から

得た知識が尊ばれた。格調高い様々な言葉を使って論争が繰り広げられ、

大家の考えがもてはやされ、実際の事実は無視された。18世紀は体系の

時代となり、それに医学全体が否応なく飲み込まれた。お互いが排斥し合

い相手を抹殺しようとした。大家の知力と社会的地位に応じてそれぞれの

体系は息の長さも違った。あるものは瞬く間に消えあるものは何十年間も

勢力を維持して支持者を増やした。怠惰な開業医にとっては考えるとい

う仕事を肩代わりしてくれる役目をしてくれた。開業医は今や病人を治療

するには主症状を見極めるだけでよく、そうすれば病気はおのずと特定さ

れ、体系が相応の治療法を決めてくれたのである。

　ホフマンとシュタールがまず先頭に立ってそれぞれに体系を提唱し、そ

のうちホフマンの体系は半世紀にわたってドイツで最大の支持を得た。二

人は 1660年生まれの同年齢で、ハレ大学創立にあたって医学部の初代教

授に任命された。それまではホフマンはハルバーシュタットの医師で、
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シュタールはヴァイマールの宮廷医師であった。ホフマンは数学を勉強し

たのちに、解剖学、物理学、化学、外科学そして臨床医学を学んだ。愛す

べき人物であった彼の名声は単なる著述家というだけではなく、臨床医と

しても広く知られていた。あの有名なベーアハーヴェでさえ受診に来たプ

ロイセン国王にホフマンを紹介したほどであった。彼はハレの医学部を設

立してから当地で 48年間教鞭を取り絶大な支持を得ていた。その間に彼

は 3年間フリードリヒⅠ世の侍医を務めたことがあったが、その時のベル

リン滞在は同僚の意地悪な仕打ちを受けて不遇に終わった。彼は 1742年

に没するまでハレ大学の名誉であった。ホフマンの雄弁は有名で、彼の講

義は教授や貴族さえ聴講に馳せ参じ、彼の著作物は飾り気のない簡明な

文体で書かれていた。彼は先人たちに尊敬の念は持っていても、自分の無

数の著作物に不必要な引用をすることはできるかぎり差し控えた。その一

方で医学以外の学問を積極的に取り入れる努力を忘れず魅力的な執筆をし

た。彼は未証明の自分の主張から結論を引き出すには、友人であるライプ

ニッツやニュートンの哲学的な考えに頼るより、数学的手法を使ったほう

が明解であり一層の説得力を持ち、より大きな支持を獲得することができ

ると考えていた。彼は医学においては証拠は解剖学ないしは物理学による

ものでなければならず、証明は力学や水力学の法則に従わなければできな

いと考えた。病気の原因を解明するために死体解剖を欠かさず、気象観測

にも熱心であったが、それでも彼の核心であった生理学原理は仮説の域を

出なかった。彼は自然界にはエーテルが存在すると仮定し、これは人間の

体の中にも存在する最も重要な物質で、あらゆる臓器を動かす最高に純粋

な液体であると考えた。エーテルは、主に脳内で血液から放出されて、神

経を経由して全身に行き渡る。彼はエーテルを一つのマシーンと考え、“未

知の高等メカニズムの法則に従って”動くものとした。生命は心臓や動脈

の不断の運動によるもので、血流は体温、栄養、成長などあらゆる活動の

源泉であった。ホフマンはどんな病気も原因は運動の不調にあり、これが

強すぎれば痙攣となり、弱すぎるとアトニーになると考えた。痙攣では、

特に発熱、炎症、カタル、下痢が主徴となる。彼はあらゆる慢性疾患はも
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とより目眩や多血までをもアトニーで説明した。彼は病気の最有力原因の

ひとつがアトニーであるとし、ほかには沼地の空気や石炭が燃焼して出る

煤煙、月や惑星などをあげた。発熱はことごとく体の外側から内側に血液

を還流させる痙攣が原因であり、炎症も同じ現象であるが、一定の箇所に

閉じ込められていた血液が痙攣によって別の場所に一気に移動させられた

ときに発生すると考えた。多くは誤認されているが炎症で最も多いのが胃

炎だと主張した。彼の治療法は痙攣とアトニーを除去することにあった。

彼の体系は単純ながらも説得力があり、彼はどんな病気でも 10-12種類の

薬で治療可能であると信じていた。急性疾患の治療には、彼はヒポクラテ

スと同じく病状の山である急性期を越えればよいと考えて、ひたすら身体

を冷却した。慢性疾患には、ワイン、カンフル、キナ皮と鉄を好んで処方

した。彼はミネラルウォーターを熱心に分析し、温浴や栄養療法も重宝し

たが、オピウムの使用には慎重であった。いわゆるエリキシリ剤であるホ

フマン液は今日でも利用されている。

　シュタールはホフマンに誘われてハレにやってきた。シュタールはハ

レでは植物学、生理学、病理学、栄養学、薬学、病院学を講義した。ふ

たりは 22年間にわたって同僚であったが、ホフマンが次第に大きな喝采

を浴びるようになってくると両者の間に緊張関係が生じた。シュタール

は 1716年にベルリンに移ってから侍医の仕事を続けて 1734年にこの世を

去った。彼は、当時のドイツの医者のなかでは最も深遠な思想家ではあっ

たが、陰気な性格から鬱病になり、迷信に取り憑かれ、敬虔主義にのめり

込んだ。彼は非常に気位が高く、彼の言葉を借りれば、“私が書くものは、

神の思し召しである”と語っていたくらいである。そのために彼は如何な

る矛盾をも許すことはできず、気に入らない相手の成功には耐え切れない

性格だった。

　シュタールは、ホフマンと同様に書物からの引用知識を毛嫌いしていた

が、弁士ないしは著述家としてはホフマンにはとてもかなわなかった。彼

の文体は正確さを欠き、回りくどく、内容は暗く、意味がわからないこと

もしばしばであった。彼は化学者としても著名で、ベーアハーヴェと並ん
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で化学を自然科学に仕立て上げた人物と見なされていたが、化学は物理学

やルーペなどを使用して微細な観察をする精密解剖学と同じく医学にはま

るっきり役立たないものと考えていた。彼はありきたりな日常的事実を特

に重視し、そこに概して理論的な根拠が潜んでいるはずだと考えていた。

彼にとって最も大切なことは、力や運動の原理や原因を究極的に突き止め

ることであった。彼の体系の核心は、肉体そのものは全く自力では動けず、

精神の支配が必要であるというものであった。精神は無意識かつ自動的に

機能してあらゆる運動を生み出し肉体現象を隅から隅まで支配していた。

彼は、肉体を機械と見なす考えを徹底的に拒み、精神を医学の根本に据え

て、自らの体系を徹底的に推進した。ライプニッツは、彼の考え方とは違

い、精神は機械的な法則とは無関係に肉体を支配することはできないとし

て、病気は精神の運動のひとつと考えた。精神は肉体を維持するために常

に病気の原因を排除する運動をしているが、一方で運動が病気の発生につ

ながることもあると考えた。シュタールやホフマンは、最も多い病気の原

因は多血症であると考えていた。月経や痔出血が自然から与えられた下半

身の多血の最良の治療法になっているように、多血症には瀉血で対処する

のが最良であるとした。発熱はひとつの精神の運動であって、肉体を襲っ

た発熱原因を無毒化して肉体から取り除くためのものであった。発熱も肉

体には有益なことも多く、悪寒もやはり病気の原因を排除するために起き

る運動とされた。鬱滞と停滞には別々の意味が与えられた。後者の停滞は、

急激に毛細血管に流れ込んだ血液が自由かつ容易に流れることができなく

なって生じるうっ血であった。この種のうっ血が起きると自然はさらに活

発な運動レベルに達して炎症が生じる。シュタールは、自然の生命運動は

病気に対しては十分な治癒力を持っているから医師があまり介入し過ぎて

はならないと主張した。医師は自然の召し使いでなければならず、自然を

正確に観察してみて、正常な生命運動と十分な治癒力が確認できれば自然

が力を発揮するのを妨害してはならないといった。発熱が起きたら、自然

が示す合図に従い、多くの場合は自然が病気の原因を排除すれば治癒に至

るのだから、これを妨害することは避け、特にキナ薬は有害であるとした。
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彼は急性疾患に瀉血や塩を勧めたが、強力な薬（鉄、オピウム、刺激剤）

はすべて禁忌とした。彼は慢性疾患には特にアロエ、ラバーバー、ヤラッ

ペのような消化整腸薬を格別に好んだ。ホフマンと同様に数々の秘薬を販

売し、特にバルサム錠を推奨した。

　18世紀前半にドイツ医学に大きな影響を与えた３人目は、ヨーロッパ

でもっとも有名な教授でもっとも称賛されたオランダはライデンの医師

ベーアハーヴェ（1668-1738）であった。彼は精神的な糧として哲学と高等

数学を学んだ。数学は当時では医学の基礎と見なされていた。彼は生計

を立てるために数学を教えながら哲学の博士号を取得した後にはシュピノ

ツァの著作研究に没頭した。これが正統派の人たちからの恨みを買い、彼

の学問に疑問符が付いて大学教授への道が閉ざされてしまった。そのた

め医学に転向しようと決意してほとんど独学で勉学に打ち込んだ。彼は

1701年にライデンで理論医学の教授となり、その後に植物学と化学の教

授になって、1714年に病院長となった。彼はドイツの大学ではまだ開講

されていなかった臨床講義を開始したパイオニアのひとりであった。卓越

した教授力、情熱的な雄弁力、当時の習慣に全く拘泥しない講義の明解さ、

教えの実践性から、彼は間もなくしてヨーロッパ中にその名をとどろかせ

た。諸国から彼のもとに無数の学生が押し寄せた。魅力ある人格と学問に

おける不断の研究に学生達は魅了された。集まってくる学生たちの数が多

すぎて全員を収容できる教室が見つからないほどであった。彼の学生にな

ることは最高の名誉であり、病気になった彼が元気になったときには、彼

を愛する市民は街中に灯火をかざして祝福したほどであった。彼の医師と

しての功績は枚挙に暇がなかった。患者は世界中から集まってきた。1715

年にロシアのピョートル大帝（在位 1682-1725）は、翌朝の講義の前に彼と

話をするため、彼の家の前に馬車を止めて一夜を明かした。ある中国の高

官は、手紙の宛て名に“ヨーロッパのベーアハーヴェ先生”と記した。周

囲が彼をどんなに神格化しようとも死ぬまで謙虚さを失わない希有な存在

であった。豪華な衣装には全く興味を示さず、いつも普通の衣装をまとい、

素朴な庶民の生活をして、余暇にはリュートを奏でて過ごした。“30年間
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にわたって彼はヨーロッパの宮廷の医学の神様で、聴衆にとってはアイド

ルであり、学問の世界では称賛の的であった。貧しい人たちには気前良く

振る舞いをしたが、それでも一粒種の娘には 2百万グールデンの資産を残

した。”彼についてハラーは次のように語った。“確かに彼の学識に比肩す

る実力の持ち主もいなかったわけではないが、妬んだり敵視したりする人

たちに優しくし、逆らってばかりいる人たちをもけなそうとしない、神様

のような博愛の精神を持った人間は、彼しかいない！”ベーアハーヴェは

自分の教えをひとつに体系化するのではなく、格言や提要として説いて大

きな支持を獲得した。彼はまず単純な自然観察を重視し、ヒポクラテスや

シューデハムの教えを崇めてはいたが、一部の同時代人のように一方的に

盲信するわけではなかった。彼はいかなる予断も持たず、理論に合致する

かしないかにも頓着せず、最善のものを採用した。だから折衷派の彼が築

いた医学は、首尾一貫していたわけではなく、重要な思想が含まれている

わけでもなかったが、病気の治療には大いに役立った。彼は臨床医学に一

面的なメカニズム論や数学的証拠を採用しようとはしなかった。彼は化学

の進歩のために大いなる貢献をしたけれども、医学に対する化学の役割に

ついては支配的というよりは補助的なものしか認めなかった。彼は初めて

尿の化学分析を試みた。病気になるのは身体の固体部か液体部であると考

えた。液体部が病気になると酸性かアルカリ性か粘稠性となり、液体の流

れる導管の単純な閉鎖が最大の原因であるとした。彼は炎症は毛細血管に

赤い血液が詰まったものと考えた。彼は体温測定をすでに導入していて、

発熱は毛細血管の抵抗が増大して心臓の拍動が速くなったものであると同

時に自然対死の闘いであると考えた。慢性疾患は一部では体液の異常が原

因であると言い、悪液質を 7種類に分類した。酸性悪液質からは胃病、お

くび、胃液逆流、便秘、膿瘍、潰瘍などが発生し、菜食と運動と消化薬な

どで治療するのがよいと考えた。そのほかに苦悪液質、香悪液質、油悪液

質、塩悪液質、アルカリ悪液質、グルチン悪液質があると言った。これら

7種類を使ってすべての慢性疾患を分類し、それぞれに特定の治療薬を指

定した。彼はなかでも壊血病の治療を得意とした。
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　ホフマンのいわゆる機械運動体系、シュタールのいわゆる精神運動体系

そしてベーアハーヴェの実践的な教えは当時のドイツで名誉を競い合って

いた。これら偽りのない敬虔な人柄の３人のもとには大勢の人たちが盲目

的に押し寄せ、彼らの言うことをそのまま受け売りして、それぞれの派

閥を作っていた。考え方が近かったベーアハーヴェとホフマンのもとには

国の内外で沢山の支持者を集め、無数の人々が彼らふたりのもとに集まっ

た。数学を信奉する臨床医家はあまりにも緻密に考え過ぎて、人体を機械

的水力学的な機械としか考えないという思い違いをしていた。かつては医

師はまず星占い師でなければならなかったのに、いまや生理学の分野では

すべてが代数学の計算になっていた。この数学派は数学的な正確さを医学

に導入した革新派であると自負して有頂天になっていた。彼らにふさわし

いのは、数学を使って野蛮を克服した国家は世界中どこにも存在しない、

という後のシェルツァーの言葉であろう。シュタールの体系には、ホフマ

ン派のほかにハラー派にも沢山の敵対者がいたし、当時としてはあまりに

も思弁的であったから、多くの人たちには理解されず、支持者は少数の学

者や敬虔主義の医師に限られていた。

　このような状況にあった 18世紀中葉の理論医学の分野では、医学の主

人公はベーアハーヴェの一番弟子ハラー（1708-1777）に移り、ハラーは筋

肉には刺激に応ずる特性があるとする刺激応答説を唱えて医学に新境地を

切り開いた。ベーアハーヴェは幸運にも沢山の立派な弟子に恵まれた。彼

らは人生を懸けて恩師に忠誠を尽くし、なかには恩師よりもずっと秀れた

弟子もいたが、ベーアハーヴェの著作は改訂を重ね、解説書も継続的に出

版された。彼の優秀な弟子の中では、ハラーとガウプが力学的且つ理論的

な立場を取り、ファン・シュヴィーテンやド・ヘーンは実践的且つ体液病

理学の立場を取った。

　もっとも有名だったのがハラーであった。学問のために生まれてきたよ

うな彼は 8歳でギリシャ語とヘブライ語の辞書に親しみ、カルディア語の

文法書を著し、多くの有名人物の伝記を収集した。純粋な若者らしく自分

の先生たちをネタにしてラテン語やドイツ語で風刺詩も書いた。彼は 15
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歳で医学を学ぶためにチュービンゲンに行き、翌年には解剖学の論文を執

筆して教授に論争を挑んだ。彼はある学生とふたりで羊飼いに火酒を飲ま

せて泥酔させ、それで当の羊飼いが死亡したため、２年で大学を退学処分

になった。ライデンに渡ってからはベーアハーヴェと若い解剖学者アルビ

ンの学生となり親交を持った。学位を授与されるとイギリスやフランスに

渡り、ダグラス、チュスルデン、ジュシウ、J.L.プチ、ウィンスローに師

事した。パリでは外科学と解剖学を学ぶためにル・ドランの家に寄宿した。

後に単独でバーセルに移りベルヌーイの高等数学の講義を受講した。その

後は数学の虜になり結婚式の日だというのに微分学に没頭していたほどで

あった。1729年には生まれ故郷のベルンで開業した。ベルンの町は彼の

ために解剖学研究所を開設し、病院長と市立図書館長に任命した。彼はそ

こで歴史学や伝記の研究をし、沢山の古銭の整理に取り組んだが、特に植

物学の研究をこよなく愛した。1736年に彼はゲッチンゲンに呼ばれて解

剖学、植物学、外科学の教授となった。彼の評判は年々に高まり、オクス

フォード、ユトレヒトのアカデミーに誘われ、ベルリンからはアカデミー

会長になるように熱心に勧誘された。ハノーファー朝のジョージⅡ世（在

位 1727-1760）からはたくさんの恩寵を授かり、叙爵書まで与えられたに

もかかわらず、彼は 17年間にわたる滞在に終止符を打ってゲッチンゲン

を離れた。その主な理由は長い間沼地に建つ住居に住んでいて間欠熱にか

かっていたし、重い神経熱にも苦しんでいたからであった。天才にありが

ちないたるところで敵意を盛られ、それが不愉快でゲッチンゲンを離れた

ともいわれるがそうではなさそうだ。彼は 1753年にベルンに戻って州議

会の一員となり市長になった。彼は農業、製塩所、医学警察、教育機関に

関係し、国家のためにいろいろな地方を訪問した。ゲッチンゲン大学は彼

を再招聘してロシアの女帝をペテルスブルクに引っ越させようとしたが、

彼はベルンを離れようとしなかったのでその目論みは失敗に終わった。晩

年の 2年間は不眠症にひどく苦しんだ。それでも自分の書斎にひとり閉じ

こもり、何カ月ものあいだ気丈に仕事を続け、1777年 12月 12日に没した。

　ハラーは当代きっての偉大な学者であり、最後の博学者の一人でもあっ
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た。生理学者、解剖学者、植物学者、作家、詩人、政治家として大変に有

名であった。ヘルダーによれば、彼は超人的な学識を備えていた。彼は古

代言語だけではなくあらゆる文明国の言語を操り、自宅ではタタール語や

中国語を話していた。彼の扱った対象物の多さ、彼の研究の完璧さ、洞察

力は驚嘆に値した。夫人も子どもも弟子も友人も彼の仕事を手伝わねばな

らなかったとはいえ、12000編以上の書評を世に出し、さらに一冊でも一

生かかりそうなとてつもなく大部なオリジナル書物を数多く執筆した。そ

の中には植物学や解剖学の分厚い教科書や歴史書また外科学や医学に関す

るものもあった。長い間、彼はベーアハーヴェの講義録の出版を準備して

いた。彼が講義録に付けた注釈がもとで仲の悪かったファン・シュヴィー

テンとの間に論争が巻き起こった。彼の最大の業績は生理学の分野にあ

り、1747年の生理学入門と 1757年の偉大な著書人体生理学入門を出版し

て新時代を切り開いた。これらの著書で彼が刺激応答説を唱えると、たち

まちのうちに生理学や病理学はこのテーマで持ち切りとなった。従来は身

体の動きを説明するために、エーテルや精神体系が主流をなし、かつてグ

リソン（1597年生）が唱えた一本一本の筋肉繊維は刺激を受けて動く能力

を持つという説は誰も見向きもしなくなっていた。ハラーはまず 1739年

にグリソン説を興奮性と結び付けて、筋肉の自動能力を想定し、これが

運動の原因であるとして、機械説を主張する学者たちの命のない機械に生

命を吹き込んだ。彼は初めは筋肉には３種類の力があると考えた。まず

物質的な特性である弾力性。次ぎに刺激応答性で、これは死後ほんの短時

間残留する。三番目が神経力で、これは外部から神経を通って筋肉に供給

される。動物の死体や肉体から取り出された心臓には刺激応答性が残留す

るから、これは脳や精神から独立している証拠であるし、意志の支配が刺

激応答性に及んでいると考えることはできないとした。こうしたことから

ハラーは精神が生命活動の根源であるとするシュタールの精神体系に反論

し、1752年にゲッチンゲンの学会に 190に及ぶ実験例を提出した。そこ

では身体のいろいろな部分の興奮性や神経力を検証していた。彼は、骨膜、

腹膜、胸膜、靭帯、角膜、脳膜、腱にはまったく感覚がないと考えた。一
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方で神経には感覚があるとしたが、運動力はまったく認められないから興

奮性はないと考えた。興奮性は子宮など筋肉を持つ部分だけに見られ、筋

繊維のゼラチン様成分である膠原質に備わっている力であるとした。興奮

性は切り取られた筋肉で短時間確認される。この性質を死後もっとも長時

間保有する心臓の筋肉は最大の興奮性を持ち、次ぎに腸、横隔膜、随意筋

の順番であった。この興奮性の程度の違いから性格の違いも説明しようと

した。太い筋繊維で高い興奮性があると怒りっぽい性格で、興奮性は高く

ても筋繊維が細いと楽天的で、筋繊維が細く且つ興奮性が低いと無気力な

性格となるとした。刺激応答説は生理学の分野で新たな道を切り開いた。

ハラーは正確な実験観察をこの分野に持ち込み特殊生理学の生みの親と

なった。体の臓器をひとつひとつ取り上げて検証し、まず解剖学的に観察

し、それから実験をして、その結果からそれぞれの機能を説明した。彼の

実証的手法は多くの発見につながって解剖学と生理学を分離させ、当時で

は新鮮で画期的な進歩をもたらした。ハラーにはすぐに支持者や反対者が

現れた。有力な反対者にヴュット、ド・ヘーン、ル・キャがいた。ヴュッ

トは実験で苦痛に喘ぐ動物を観察しても役に立たないと考えた。ドイツ人

の反対者のなかでは最も急進的であったド・ヘーンは結局は引き下がった。

ル・キャはベルリンアカデミーの筋肉運動に関する懸賞課題に応募して

表彰されていた。この懸賞課題の応募者は全員がハラーの説に反対であっ

た。ハラーの主な信奉者は、ハノーファーのヴィンター、フォンタナ、ツィ

ン、ツィマーマンとローザンヌのチソーであった。刺激応答説は誤解され

た内容で伝えられることも多かったが、次第にあらゆる病理学論に影響を

与え、18世紀後半には深い混迷をもたらした。ハラーは詩人としても傑

出していた。彼は衰退しきっていた文学に新しい息吹を吹き込んだパイオ

ニアの一人でもあった。彼はスイスの雄大な自然に魅せられて新境地を開

き、1729年には最も有名な詩集「アルプス」を発表し、詩を書斎の世界か

ら解放した。イギリスの詩人から簡素な表現法を学び、純朴な感覚と深遠

な思索に充ちた彼の詩作は当代では優れた模範となった。彼は晩年になっ

て小説も手掛け、その中でそれぞれの国家形態の特徴を描こうと試みた。
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　ハラーがゲッチンゲンで教鞭を取り始めた時、すでにガウプ

（1705-1780）がライデンで医学部教授になっていた。ガウプはベーアハー

ヴェの一番のお気に入りの弟子で、20年間にわたって恩師の提要の注釈

書を書いていた。彼が自分の提要を初めて出版したのは 1758年であった。

これが長い間模範書となり、近年において病理学が近代化されるまではド

イツ人のほとんどの病理学者の基礎となっていた。根っからの折衷主義者

であると彼ははっきりと書いていたように、論理的でないこともあり、正

しい理論を誤って放棄した後でそれを再び採用することも稀ではなかっ

た。

　この頃にウィーンではファン・シュヴィーテン（1700-1772）が恩師ベー

アハーヴェの教えを導入し、ウィーン大学医学部の基礎を築き上げた。こ

の医学部は間もなくしてドイツ中で評判となった。オランダのライデン生

まれのファン・シュヴィーテンは研究生活を続けているうちに研究にのめ

り込み過ぎて健康を害し鬱病になった。ベーアハーヴェの優しい友情と治

療のおかげで健康を回復した彼は非常に感謝し、ロンドンからの名誉ある

呼びかけも辞し、38歳で恩師の死を見届けるまでけなげに弟子として止

まった。彼はカトリック教徒であったからオランダでは教授の席には着け

なかった。1745年にオーストリア王国のマリア・テレージアの呼びかけ

に応じて首都ウィーンに移った。彼は王家の仕事を開始するやオーストリ

ア王国の医学改革に乗り出した。ウィーン大学の医学部長として揺るぎな

い地位に着くと、絶望的な状態にあった医学部をすっかり一新して、ド・

ヘーン、ジャッキン、ロージエ、コリン、パリュッチなど新しい人材を次々

に招聘した。彼の最大の貢献のひとつがオーストリア医学に臨床講義を導

入したことである。彼は軍医の最高責任者となって医学や自然科学の講義

をすべて統率した。ファン・シュヴィーテンはベーアハーヴェの講義を驚

異的な“速記術”でほとんど一字一句筆記していた。自ら告白しているよ

うに、彼にとって恩師の箴言は神託以外の何物でもなく、それらに注釈を

加える時には先ず恩師の言葉を一語一語ばか丁寧に読み上げ、それから自

分のことばで解説をしてみせた。この解説集は彼の 30年間にわたる学問
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の集大成となり、18世紀後半のヨーロッパで評判を勝ち取り、医師はみ

なそろって愛読した。この解説集の秀れていたところは、重要な考え方や

新しい視点を含んでいたからではなく、当時の秀れた治療法を扱っていた

からであった。この著作から読み取れる 18世紀の人々の気質は 19世紀の

われわれのものとはあまりにも違い過ぎる。19世紀に生きる我々が理解

に苦しむのは、あれほど有能明敏で学識豊富な人物であったファン・シュ

ヴィーテンが、20年間にもわたってベーアハーヴェの弟子であることを

誇りにしていた事実である。18世紀の第一級の学者で後に独自の道を歩

んだハラーでさえ、ベーアハーヴェの講義録の出版を続けたことにも驚か

される。このような行き過ぎた権威主義にはとてつもない不利益があり、

自由であるべき研究に鉄のたがをはめることになる。これにたいして世の

中で圧倒的な数を占める凡人を高慢ちきな人間にさせないという大きな利

益もないわけではない。

　1754年にウィーン大学医学部病院に教授ポストが設けられると、ファ

ン・シュヴィーテンはベーアハーヴェの講義を一緒に聴講したかつての同

僚であるアントン・ド・ヘーン（1704-1776）を世話して着任させた。ド・ヘー

ンはウィーンおよびドイツにおける初代の臨床教授になった。うっとり

とさせる雄弁と学問に対する燃えたぎる情熱が類い稀な勤勉能力と結び付

いて、彼は多方面にわたる活動をものともしなかった。しかし、極端な名

誉欲と極度に興奮しやすい性格から他人が褒められることには耐えられな

かった。紹介してくれたファン・シュヴィーテンが世に認められることさ

え受け入れられず、彼が死ぬまで尊敬した人物といえば恩師のベーアハー

ヴェ以外には誰一人としていなかった。そのため彼は沢山の敵を作った。

全 15巻に及ぶ膨大な著作では、彼はあくまでも経験論者の立場から体系

を敵視し、ありとあらゆる新説に対して経験的証拠を掲げて葬り去ろうと

した。彼が人痘接種に強く反対したためにオーストリアにおける普及が何

年も遅れたが、かといって昔からの呪術を擁護するというわけでもなかっ

た。彼は病理解剖を高く評価していたから解剖で彼の診断の間違いが判明

すると率直にその非を認めた。治療法では瀉血と電気が主体であった。彼
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の綿密な観察がもとになって多くの重要な所見が明らかにされたが、彼は

それらの価値をいつも見通していたわけではないし、医師たちからもその

うちに忘れ去られてしまい、後になって再発見されることもあった。彼の

実践した体温測定法もその代表的なもののひとつである。

　現在からやっと 10年前に医療に使われだした体温測定が、前世紀の 18

世紀といかなる関係にあったか知っておくのは興味深いことである。ザン

クトリウス（1638年没）が自分で作った体温計で人体の温度を初めて測定

してから 100年が経過して、ベーアハーヴェが改良型体温計を使用して測

定を始めた。ファン・シュヴィーテンは手で体温を計ろうとしても不正確

であると考えて、1721年に体温計を開発したダンティッヒ市民のファー

レンハイトの方法を利用した。ド・ヘーンはこの測定法に情熱を注ぎ、年

齢の違う健常人や各種の熱病の患者たちの体温を多数測定した。彼は体温

計を腋の下に挟んで 7分半後に取り出し、表示された数値に華氏で 1－ 2

度加えて測定値とした。その理由は水銀柱は測定後にそのくらいは上昇す

ることを突き止めていたからである。彼は高齢者の方が体温は高いことを

発見し、熱病患者では朝の体温は低くて夜間体温は高いことを確認した。

悪寒時は体温が上昇しているときであることを理解していたが、これは当

時の専門家とはまったく正反対の見方であった。また脈拍と体温の関係で

理解に苦しむ多くのケース、主観的な体温感覚と客観的な体温上昇の間に

は食い違いが多いことなども知っていた。彼は体温の変化に注意しながら

治療を施し、体温が平熱に低下していくのは回復の兆しであると考えてい

た。それでもド・ヘーンは孤立し、ドイツで体温測定をする医者は他には

誰もいなかった。イギリスではすでに 1740年に健常人や動物の体温が正

確に測定されていた。スウェーデン人のマーチンは２年間にわたって自ら

の体温を観察して 1764年にはそのデータを発表した。彼によれば健常人

の体温は最高で摂氏 36-37度を示し、入浴、食事、飲酒、性行動、瀉血な

どによって変動することを確認した。ブラークデンは健常人の体温は水の

沸点以上にはならないと確信していた。その後にジョーン・ハンターはす

でに 1766年から開始していた体温計の実験を 1775-78年の哲学雑誌に発
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表した。彼は尿管に挿入できる超小型の温度計などを利用して測定を繰り

返した。動物は熱の出納を維持するために十分な熱を産生して外部の寒さ

に耐えることができると説明した。彼は発熱時の体温は華氏で約 12度上

昇すると主張した。彼は体温の上昇は局部的な原因からも起こり得るもの

なのかどうか調べた。それで彼は炎症部分の温度が上昇することに気が付

いた最初の人物となった。彼は陰嚢水腫の手術後には精巣鞘膜の温度が摂

氏 33.3度であること確認した。手術でできた患部の空洞には軟膏を塗っ

たガーゼが詰め込まれていて、翌日から炎症が起こってくると患部は摂氏

37.08度となりかなりの上昇を示した。この局所的な温度が血液の温度と

同じにならないのは、健康な場合の血液の温度には一定の上限があるから

で、全身疾患の場合を除いて、局所的に炎症などがあっても血液の温度が

この上限を越えることは絶対にないと彼は考えた。炎症の起こった局部が

通常より高い温度になったとしても、その部分の温度上昇が全身の血液の

温度上昇をもたらすことにはならないとした。体温は血液の流動によって

生じるのではなく、血流、感覚、意志などとは無関係な生命に深く結び付

いた法則によって発生し、おそらくその大本は胃に存在するという説を唱

えた。ハンターは医師の体温はいつも決まった水準にあるわけではないか

ら、病人の体温を手で触れて計測してみても全く意味がないと考えた。体

温測定は病理学上から必要であったというより病気の実体に迫るために

必要であった。それから 1780年には酸素の発見者であるフランス人ラボ

アジェがあの有名な論文“熱について”を学会誌に発表した。彼はラプラ

スと協力して喘息患者を観察し、酸素が水素や炭酸と化学反応するときに

熱が発生して体温のための熱源になると考え、熱は肺で発生すると主張し

た。1789年にイギリスの軍医ハミルトンは高熱を確認するために外科医

には性能の良い正確な体温計が必要であると述べた。1797年にはジェイ

ムス・キュリーが重要な論文を発表した。それは熱病などの治療における

低温水と高温水の効果に関する医学論文であり、彼はこの論文でド・ヘー

ン以来その効用が忘れ去られていた体温測定は単なる病歴の記載事項など

ではなく治療上大切であると主張し、彼の診療にはこの考え方が貫かれて
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いた。彼は体温の変化に対する低温水と高温水、ジキタリス、オピウムの

効果を調べたり、数多くの著書や翻訳書を出版したが、彼の業績を評価す

る者は当時は誰も出てこなかった。世界中どこを探しても病人の体温なぞ

に一分でも関心を示す医者はいなかった。1821年になってやっとフーフェ

ラントがキュリーの研究に注目し、この問題を検証するために研究に賞金

を提供した。

　ド・へーンが取った徹底的な臨床重視の方向性は彼の没後もウィーンの

同僚たちによって継承された。彼らは理論的研究には無関心で、次々に出

てくる新しい理論には冷淡であった。なかでもオーストリアではシュテ

ルクそしてドイツではシュトルが多大な影響力を発揮した。シュテルク

（1749-1803）はファン・シュヴィーテンの死後にオーストリアの医学教育

の責任者となり、学生や教師は勉学に勤しむ義務があると宣言して厳格な

規則を設けた。彼らは書物を何度も繰り返して読むように強要され検閲を

受けた。こうして鎖に繋がれてしまったオーストリア医学は発展の自由を

奪われて、付属病院からあがってくる無数の症例を活用できず、必然的に

医学部は零落していった。シュテルクは精力的に斜アンモニア、ヒヨスチ

アミー、アコニット、コルヒチンなどの薬理学的実験を行った。なかでも

毒ニンジンの研究は有名で筋腫や悪性の腫瘍に推奨した。彼の同僚のシュ

トル（1742-1787）は、イエズス会の修道会で育てられて何度も脱走した経

験の持ち主でド・ヘーンに師事して医学を学んだ。婚姻が縁で彼は臨床

教授となるやその講義は世界的に有名になりあらゆる地方から学生が押し

寄せてきた。それでも彼は自分に対する冷遇を甘受しなければならなかっ

た。新設されたウィーン大学病院の院長に彼の個人的な敵であったクァラ

ンが任命されたので、大学で個人収入を得るために許される私的院内診療

のためにあてがわれた病床数はたったの 12ベッドだけだったからである。

彼は綿密な診察と正確な解剖でその名を馳せた。彼の最も重要な学説は、

胆汁の貯留は緊張の原因になることが非常に多く、胆汁が血液中に出現す

るといろいろな病気を引き起こすというものであった。胆汁が眼に来ると

眼炎となり脳内に移行すると卒中になると考えた。扁桃腺炎、コレラ、肺
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炎、点状出血、喘息なども同じように説明した。彼は解剖で胆管閉塞をと

もなった胸膜炎を頻繁に目撃し、伝染性の熱病の患者には癇癪持ちの性格

が多いと考えていた。シュトルの学説が広まったドイツでは、この学説の

せいで胆汁を排出させる吐剤が持て囃され、どこに行っても吐剤や下剤が

使われた時期があった。この治療法が期待とは裏腹に良い治療効果を見せ

なかったので、伝染病の精霊がある特定の時期に変化して、1776-1780頃

からウィーンで悪性の炎症性となり、あらゆる病気に胸膜炎を起こすよう

になったからであると彼は解釈していた。彼は吐剤に関しては同僚のシュ

テルクと同じ考えでド・ヘーンとは意見を異にしていたので、二人はド・

ヘーン推奨の瀉血を頻繁に利用しようとはしなかった。

　ホフマンとシュタールのそれぞれの体系対ハラーの体系との間に長期に

わたってせめぎ合いが続いていたが、18世紀も中盤に差しかかるとこれ

らの体系はさすがに色あせてきた。ホフマンが想定したエーテルという神

経流体の存在は証明されなかったために見放された。彼の体系に代わって

脳と神経が器官として独立して全身をコントロールしていると考えられる

ようになった。あらゆる病気の発生も治療薬の効果も脳と神経を介して起

こると考えられた。こうしてドイツでは神経病理学が生まれてウンツァー

（1771）が先駆者であった。ウンツァーは脳から末梢部分への伝導と末梢

部分から脳への伝導は別々の神経繊維を経由することを知っていた。体系

化された神経病理学を臨床医学に取り入れたのはイギリス人のカレンだっ

た。精神説もエーテル説と同じような衰退の運命をたどった。精神は肉体

の活動に何らかの影響を及ぼしているとは認められても生命の源とはもは

や考えられなくなった。そこで精神と肉体の関係を理解するためにその間

に介在するものが必要視されて考え出されたのが一般生命論であった。こ

れは精神とは異なるはっきりした実質が全くない力で“生命力”と呼ばれ

た。この混乱にさらに追い打ちをかけたのがハラーの刺激応答説をあれこ

れと勝手に解釈していたことであった。

　理論家たちはほとんど身体のある特定部分のみに注目していたわりには

解剖学的な視点はあまり取らずに刺激応答性や感覚性に関心を示した。一
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方で開業医は主に液体と緊張のことばかりを考えていた。そこで固体病理

学と液体病理学の間の対立はさらに拡大した。後者の中では病気の原因を

酸性ないしは腐敗した液体に求めたホーフマンと梗塞説を主張したツヴァ

イブリュッケンのケンプフが大きな影響力を獲得した。門脈の閉塞を主張

したシュタールの学説が衰退していくなかで、彼は多くの下半身の疾患は

下半身の内蔵や血管にある体液が粘稠性を増して梗塞を引き起こすことで

あると考えた。さらには植物学者の分類学にならって疾病を分類するため

に大きな努力が払われた。その先駆者がモンペリエのソヴァージュで、彼

が症状別に整理した体系では 295疾病が 2400種に細分類され、これはさ

らに綱と目に分かれていた。リンネの名前が有名であったから分類学が余

計に崇められて、例えば動物学ではビュフォン、鉱物学ではヴェルナーに

代表されるように、医師の間にも分類学の支持者が現れ、あらゆる種類の

疾病分類が発表されたが不幸な結末に終わった。

　18世紀には抽象的な空論や空虚な言葉が沸々と唱えられた。時には有

能な人物が出てきてそれらにケリを付けることもあったが、生命の最も

重要な問題に関して理論的な議論が延々と続いた。これは少なくとも自由

な思考を巡らす練習くらいにはなった。だから過去を重苦しく見るのでは

なくはっきりと進歩と見なすこともできよう。ただ悲しいことに、たくさ

んの無能な人物が膨大な数の不毛な論文を残してしまった。それはドイツ

の医師たちの間に 2世代にわたって続いた言語と思考の全般的な混乱が原

因だっただけではなく、事実観察の意義が忘れ去られてしまったからでも

ある。このことは古代を勉強すれば気が付いたはずであるが、ライプツィ

ヒのヘーベンシュトライト、ゲッチンゲンの G.G.リヒター、ヴィッテン

ベルクのトリラーそしてグルナー、バルディガーのような 18世紀の良識

派でさえ、慢心して豊富な医学知識を著作物にして自己満足にふけってい

た。

　医学に大きな発展の道が閉ざされ、新しい生活も望めない時期に改革

なぞ実現するべくもなかった。ところが 18世紀末になると稲妻のように

ブラウンの体系がドイツに飛び込んできた。彼はスコットランドの田舎の
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出身で貧しいながらも若く有能で家庭教師をして生計を立てていた。彼は

ある知人のために医学論文をラテン語に翻訳してみて神学を放棄する決心

をした。彼は医学の勉強に邁進したが残念なことにブランデー酒を一生手

放せなかった。彼は自制が効かせられず不摂生をして健康を害して破産に

追い込まれてしまった。そこに恩師カレンが手を差し伸べて、彼に特別講

義を受け持たせて収入の道を開いてやった。しかし、彼が最初の頃に示し

ていた報恩の意思は教授のポストを断念させられてからは恨みに変わって

しまった。彼は恩師に反抗して自分で医学入門（1780）を出版してエジン

バラ医学部に喧嘩を吹っかけた。エジンバラ医学部は反論を控えていたの

に、彼は講義のなかで従来の医学の中傷や誹謗をとうとうと繰り返した。

そこで学生は二分されて二手に分かれて拳を振り上げて喧嘩するほどで

あった。ブラウンは浪費癖が止まらず再度負債の山を築いてしまったが、

彼を支持する学生たちがお金を出し合って清算してくれた。彼はロンドン

に上京するとフリーメースンを利用して学生を集めようとしたがあまりう

まくいかなかった。ベルリンに招聘されることになったが、彼の突然の死

（1788）によってすべてが幕となった。彼はいつものように飲んだくれて

たくさんのオピウムを吸って卒中になり死亡した。彼にとっては生命の源

は興奮性にあり、これは身体中に分布する特性で、外部から刺激を受ける

とある特定の活動が引き起こされることであるといった。彼は興奮性の本

体については分からないとはっきり述べていたが脊髄と筋肉に存在するも

のという新しい考え方を示した。彼は興奮性に対する刺激の効果を興奮と

呼んで生命はこの興奮の連続であるとした。健康は適度な興奮から生じ、

興奮が強すぎたり弱すぎたりして病気が発生すると考えた。強すぎると亢

進性の病気となり弱すぎると無力性の病気となる。健康と病気の相違は興

奮の度合いの相違にあるといった。“薬学はシンプルを旨とし、医師が患

者のベッドサイドに来たら 3つのことをはっきりさせるだけでよい。一つ

は病気が全身性のものか局部的なものか、もうひとつは亢進性か非亢進性

か、最後にその程度はどのくらいかということである。”これがブラウン

の示した全身性疾患の治療方針であった。彼は病気の部位や経過には頓着



帝京大学外国語外国文学論集　第 12 号

─ 104 ─

ドイツ医学（『100 年前の外科学』第 13 章）

─ 105 ─

しなかった。亢進性の病気では鎮静剤を使用して興奮性を押さえ、非亢進

性のものは刺激剤であるアルコールやオピウムをよく利用した。オピウム

の刺激作用については、ブラウンは講義をする前やその最中に気分高揚の

ために一杯のブランデーに 50滴のアヘンチンキを入れて愛飲して、自分

自身で十分に体験して知っていた。オピウムは決して鎮静剤ではないとい

うのが彼の口癖であった。彼の行き過ぎが治療上でいかなる有害な影響を

及ぼしたかはチフスの治療を見ればよく分かる。彼は 15分毎に 10－ 12滴

のアヘンチンキを与え症状の進行とともにどんどんと容量を増やしていっ

た。18世紀末にはイギリス人の家庭ではオピウムはほとんど家庭常備薬

となり信じがたいような濫用がなされた。ドイツではシロップに混ぜて利

用したがイギリスではチンキ液にして使用された。

　イギリス人は経験重視の立場からブラウンの体系に反対して比較的無関

心だったのに、ドイツでは彼の体系は多くの不勉強な大学の教授や分別の

ない臨床医家の間で熱狂的な人気を博した。彼の主張の簡潔さはまばゆい

ばかりで、いかなる体系をもってしてもこれ以上簡単に診断を下し処方を

決定することはできなかった。ブラウンの体系はジルタナーという人物が

1790年にフランスの雑誌に自分のものと偽って投稿してスキャンダルを

起こしたために広く世に知られることになった。スキャンダルのボルテー

ジは間もなくするととめどもなく上がっていき、彼の体系はあらゆる媒体

を通してドイツに入ってきた。雑誌という雑誌は反対や賛成の記事を次々

に掲載した。ドイツの医学雑誌では数年にわたって刺激と興奮、直接機

能不全と間接機能不全しか扱われなかった。すでにブームの初期からフー

フラントは反対論者であったが、ブラウンの優秀さは認めていたから沢

山の誤りのあるもののなかから良いものを選び出す努力をした。熱狂的な

支持者であったレーシュラウプは、彼の体系である興奮説を広めるために

自ら雑誌を創刊したほどであった。後に彼の論調は低俗な罵りの色合いを

帯びていった。彼の熱狂ぶりはすさまじく、ドイツの教授である彼は体系

を利するために作家コツビューの名を借りて治療に成功した症例をでっち

あげて発表しても恥と思わなかった。この真っ赤なウソを当のコツビュー
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に暴かれてしまい、レーシュラウプは自分の恥ずべき仕業を告白する事件

もあった。みんなが二手に分かれて口角泡を飛ばして論争をした。ドイツ

の医師たちのなかで腕の良い外科医たちは体系に反対であった。フランク

は初めはブラウンの筋金入りの擁護者であったが後に考えを変えた。特に

シュティークリツが強い口調で体系を批判してからは興奮性理論は排除さ

れていった。シェリングの自然哲学は 18世紀初期に新時代を切り開いた。

ブラウンの体系の歴史は医学理論のはかなさを明確に描出してくれる。10

年という短期間のうちに熱狂的に広まり、ほとんどの大学で若い医師たち

にとって唯一の救いの手として教え込まれたものが一気に葬り去られたの

だから。

　18世紀から 19世紀への移行期に起きた大きな出来事といえば、化学と

物理学が評価されて理論医学に取り入れられたことであった。酸素が発見

されてシュタールの多血症説に引導が渡されると、ジルタナーは全生物圏

の生命の基本が酸素であると述べた。そこから反多血症説のグループが

形成され、病気は酸素の過剰からくるものがほとんどで一部に酸素不足か

らのものもあると考えられた。以前のスローガンは刺激応答性や興奮性で

あったものが、今や酸素や水素や炭素に夢を馳せている。物理学ではガル

ヴァーニが動物電気を発見し、ヴォルタは自ら発見したものをパイルと命

名した。これらの発見はやはり大きな熱狂の渦を巻き起こし、医学理論に

も急速に利用されるようになった。生命力は電気であるとされ、刺激応答

性はプラス極に集中し、感覚性はむしろマイナス極にあり、生命プロセス

は強力なガルヴァーニプロセスであると考えられた。フンボルトはこの考

えを採用して興奮させた筋繊維や神経繊維に関して自ら実験を行いその実

験結果を 1797年に発表した。

　我々はここでドイツ医学の理論的研究の概観を終了する。理論的研究が

もてはやされたのは事実であるが、特殊病理学が 18世紀におろそかにさ

れたわけでは決してないし、ドイツには優秀な実地医家が少なかったとい

うわけでもなかった。このような有能な医師たちはしばしば本能的に正し

いものをかぎ分け、症例の記述に尽力し、治療においては単純明快を旨と
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して極端なものを回避した。当然のことながら精密病理学検査といえども

大まかなヒントしか与えることはできない。この分野では体系論者ホフマ

ンが卓越していて、クロローゼという肝臓と食道の疾患を正確に記載した

し、脳卒中を破損した脳の血管からの出血であると説明していた。また彼

はヒステリーや壊血病に関して立派な業績を残した。彼の同僚であるシュ

タールは痔疾について業績を残した。ウィーンの医学部は基本的には実

践的な方針を取り、特に呼吸器の病気には積極的であった。ドイツでもっ

とも重要な発見といえばアウエンブルッガーが考案した打診術（1760）で

あったが、当時は誰も関心を示さなかった。ファン・シュヴィーテンは

癲癇を脳の病気であると言った最初の人間であった。彼は梅毒の治療に昇

汞液をブランデーに混ぜて利用し、肺結核の治療にも熱心であった。彼は

ベーアハーヴェと同じく咳を促すために酢を混ぜた温水の蒸気吸入をしき

りに推奨した。A.G.リヒターも肺にできた結核性結節の治療には吸入療

法がもっとも大切であると信じていたが、残念なことに人々は薬による

治療しか考えない時代であったからあまり受け入れられなかった。プロイ

セン軍外科医オレンロートは 1798年に胸部切開手術後の患者に自作の吸

入器で温かい水蒸気を吸入させて最高の結果を得ていた。後にはフーフェ

ラントが結核や喘息の患者のために人工環境の部屋を製作することを思

い立った。その部屋は炭酸ガスを充満させたもので患者はまる 1時間半そ

こに入っていなければならなかった。諸外国でも吸入療法は無視されたわ

けではなく、1770年代には特に結核の治療に芳香性の蒸気が推奨された。

イギリス人のベネットやミードは乳香、蘚合香、安息香を使用し、フラ

ンス人のビヤーは瀝青、テレピン油、ペルーバルサムを使用した。18世

紀末にはエーテルの吸入が流行し、キュリーが喘息に、ピネルがジフテリ

アに推奨した。イギリスの軍医ハミルトンは喉や扁桃腺の炎症の治療のた

めに長さ２フィートの湾曲管の着いた漏斗からできている吸入器を利用し

た。漏斗は湯沸かしの口に直接はめ込まれていた。湯沸かしに薬草を入れ

て沸騰させると蒸気が発生し、病人は細い管を伝って出てくる蒸気を吸入

した（1789）。ド・ヘーンは百日咳、肋膜炎、鉛中毒の研究に勤しみ、プ
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レンクは皮膚病の分類を初めて発表した（1776）。特定の流行病がその時々

の医学に時代的特徴を与えていた。プロイセンでは 1708年と 1709年には

戦争のせいでペストが猛威を振るい、ダンツィッヒだけでも 24500人が犠

牲になった。数年後にはペストの流行はオーストリア、バイエルンそして

ホルスタインに拡大した。流行性カタルや発疹チフスの流行が頻発するよ

うになり、1762年にはレーデラーとヴァーグラーが初めて消化器チフス

を記載した。間欠熱に関してはホフマン、ファン・シュヴィーテン、ド・

ヘーン、ヴェアルホーフが大きな貢献をした。ウィーンのシュトルは消

化器熱がきっかけとなって彼の胆汁説を確立することになった。ヴィヒマ

ンやツィマーマンは鉛や麦芽の中毒を正確に理解していた。猩紅熱は 18

世紀に入って宮廷侍医であったゴータのシュトルヒが正確な観察をした

（1742）。もっとも重要な疫病と言えば天然痘であった。天然痘の悲劇を

阻止するために特に人痘種痘に関心が集中した。人痘種痘は 18世紀初期

にコンスタンチノープルのギリシャ人の間に知られていた。トルコ宮廷に

派遣されたイギリス大使夫人レディー・モンタギューが軍外科医メイトラ

ンドに自分の子どもに実施させ、母国に帰国してからはその普及に全力を

傾けた。メイトランドはウエールズ王女の求めに応えて 1721年夏に６人

の囚人に人痘種痘を実施したが、以来この新しい方法は世界中の文明国に

広まった。ドイツではヴレーデンが 1722年 2月 2日にハノーファーで複

数の子どもに実施したのが最初のようである。次に最も重要であったのが

ジェンナーの牛痘種痘の導入であった。彼はこれによって人類に最大の貢

献をした。ドイツで最初に牛痘種痘が実施されたのはやはりハノーファー

で 1799年 5月のことであった。実施したのはジェンナーの有名な論文を

翻訳した人物であるハルボーンとシュトロマイアーで、ロンドンから彼ら

に送られてきた痘苗が使用された。これが発端となって牛痘種痘がドイツ

中に広まっていった。彼らはウィーンなど多くの都市に痘苗を送った。一

年も経たないうちにハノーファーの医師たちが手掛けたケースは 700例に

ものぼり、おそらく当時のドイツにおいては最大の規模であったと考えら

れる。
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　薬学は化学が完成度を増していくにつれて新しい時代を迎えた。化学が

未発達な限りは薬学も単なる薬草業の域を脱することはできなかった。薬

草は薬草摘みの女性によって薬局に持ち込まれていたが両者が混同される

ことも稀ではなかった。今日では化学のお陰で自然界のあらゆるところか

ら医学に不可欠な薬を得ることができる。薬草園も設置された。ハラーは

ゲッチンゲンで薬草園を開設し、1739年に初めて種蒔きを行った。グラ

イフスヴァルトでも 1763年に開設された。リンが薬として利用され、ド

クニンジンが主にシュテルクの努力によって利用された。各種のナルコチ

カ、ベラドンナ、青酸、ジキタリス、ヒ素、水銀、ヴィスマス、石灰水な

どがおおいに利用された。ホフマンが勧めた温泉浴が人気を博し、ドリブ

ルク、ヴィルトバートーガシュタイン、ネンドルフ、ザイトシュッツ、ザ

イトリッツ、ゼルスタースなどに新たに源泉が発見された。電気もまた治

療に使用されたが、最初に利用したのはコペンハーゲンのクラッツェン教

授であった（1745）。慢性の身体麻痺の治療に利用されていたが、そのう

ちにこれまでの新治療法と同じように極端に走り、歯痛、黒内障、聾、間

欠熱、サナダムシの駆虫などありとあらゆる病気に使用されるようになっ

て歯止めが効かなくなるとハラーのように批判する人達も出てきた。磁石

の不思議な力はウィーンのメスマーが利用するようになった。彼は自分の

手に優れた効力をもつ力があると思い込みこれを動物磁気と呼んだ。1774

年に彼はこれを引っ提げて公衆の前に登場し最初は磁石で磁気を発生さ

せていたが、後には単に触るだけでやってみせた。ドイツやパリのアカデ

ミーでその効用の説得を試みたが結局は理解されなかった。フランス国王

の要請を受けたパリのアカデミーは磁気説は想像の産物であると断じた。

逆に特にフランスの医師や素人専門家は磁気説に大いに湧いていた。新聞

という新聞で取り上げられ沢山の無意味な記事が掲載された。

　ウィーンの医学部のほかに臨床家として活躍したのはハノーファーの侍

医たちであった。なかでももっとも古い人物はヴェアルホーフ（1767没）

で、その名を知らしめたのは彼の最初の著書「発疹」であった。フォーゲ

ルの最大の功績はドイツにおける最高の医学雑誌を初刊したことである。
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そのほかに彼は化学や鉱物学の分野で熱心に研究をした。ツィマーマン

（1795没）はスイスで医者をしていたがハラーの刺激応答説の虜になり、

その後にケンプフの考えに同調した。彼は赤痢の記載をしたが、特に 2巻

からなる「薬学症例集」（1763､64）を書いて有名になった。この著書は今日

でもおおいに読み継がれていて、そこに書かれている症例検討、博学、眼

力、独創に関する著述からは著者の繊細で鋭敏な頭脳と多彩な知識を読み

取ることができる。ヴィヒマン（1802没）は「診断のための考え方」（2巻、

1794-97）という優れた著書を出版した。彼は事実を愛し、医学の不備を暴

いて見せ診断の精度向上によって医学を改革しようとした。彼は疥癬の病

因論においてダニの存在を指摘し、1683年にボノモが記載したものを再

発見して功績を残した（1786）。彼はダニを確認するためにまず黒い斑点

を器具を用いて取り出し、緑色の布の上に置いてダニが動いているのを観

察させた。このダニ説がはっきりと受け入れられるまでには随分と時間が

必要であった。1834年になってもブラジウスのように疥癬でいつもダニ

が発見できるわけではないと信じている者もいた。レンティンはいろいろ

な貢献や観察をしたが、粘膜の壊死を伴わない咽頭偽膜性炎や麦角中毒は

有名である。これらハノーファーの医師たち以外では、J.P.フランク（1821

没）が 18世紀で最も有名で実践的な著作を残した。彼はゲッチンゲンやパ

ヴィアで医学部を設立して臨床医学の教授をしていたが、1795年にウィー

ンの一般病院の院長になった。彼はそこで病理学と解剖学の研究所を開設

した。ヴィルナにしばらくいてから侍医としてペータースブルクに赴任し

たのが 1805年であった。彼は頭脳明晰で高い批判的思考力を持っていて、

特殊病理学の整理に大いに貢献し治療を単純化した。主著である「医学警

察のシステム」（第 2版 6巻、1784-1819）で彼は新しい領域を生み出し、修

道院、魔法、悪魔払いと対決し、若者に自由な教育を提供することを推進

して限りなく大きな貢献をした。有力な臨床医家としてはさらにベルリン

のゼレやローシュトックのフォーゲルを挙げることができ、フォーゲルは

海水浴を普及させたし、ドーベラン（1794）の開設にも貢献した ｡

　19世紀の開始とともにドイツ医学を離れるに際して、我々は個々の人
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物が真実の探求に努力したことを承認し、医学は学問として学説の修正と

より高い論理性の確立によって完全に勝利したことを認めなければならな

い。確かに一部には大きな功績を残して一世を風靡した学者もいたが、知

識もなく迷信に振り回され、空虚な議論が大好きで経験や実践を軽蔑す

る多数の無教養な開業医が大手を振って闊歩していた。彼らは体系を教え

込まれて信じて疑わず、それらを改良しようなどとは思い及ばなかった

から、医学の進歩に貢献するなどということは全くの夢物語であった。彼

らは決まった治療法で患者を治療した。患者が死亡すると医学上出来る限

りのことをしたのだから仕方がないと考えて人々は納得していた。かつて

は 10個の仮説よりもひとつの事実が重要視されていたものである。今日

では経験は理論より下位に据え置かれてしまい、無責任にも勝手に誤った

病気の解釈をし、治療法をでっちあげ、思いどおりにいかない事実がある

とことごとくそれらの事実を無視した。こうしてたとえば千年もの長きに

わたる経験から大切にされてきた低温は局所的には止血に役立つという事

実までもが、有力な学者がある体系とは相いれないと発言すると簡単に否

定されてしまうほどであった。どんなに根拠のある体系を打ち立てようと

しても無駄な試みであるのに、ヒポクラテスやジューデハムが確立した経

験の積み重ねによる成果だけが生き残ると考える人達は少数派であった。

そこで若い医師の教育においては初めから自然観察の意義が疎まれ、あら

ゆる進歩の母である最も大切な源泉がずたずたにされて放棄されてしまっ

た。

　“蛇の巻き付いた杖を持つ医術の神アエスクラピウスの息子たちである

医学者たちには学問の女神ミューズは決して好意的ではなかった。彼らは

当時の無意味な思弁的論争に埋没して軽蔑すべき対象であったが、外科学

の歴史においてはこのような無益な努力はまったくみられなかった。医学

者たちは洞察力のなさをごまかすためにけばけばしい意味不明の新外来語

を濫用していたのに、偉大な外科医たちの書き残した著述からは単純、明

解、確実そして威厳が読み取れる。”




