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「�実のところ、神は初めから人類に全てを明らかにはされなか
った。人々は長い探索の中で、発見を通して進歩してきたの
である」。

コロフォンのクセノパネス（紀元前 500 年ころ）

「医術への愛のあるところ、必ず人類への愛あり」。
ヒポクラテス（紀元前 400 年ころ）
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「現代医学には何ができて何ができないのか？」
「メディアを賑わしている健康関連商品は、本当に役に立つのか？」
そんな疑問をおもちの方々には、画集や絵本のような感覚で本書をながめてみることをお勧めしたい。

　本書は、クリフォード・A. ピックオーバー著 The Medical Book（2012 年）の日本語訳である。原著者は、
1957 年アメリカ生まれで、ペンシルヴェニア州の名門フランクリン・アンド・マーシャル・カレッジ（4 年
制）を 3 年で卒業。イェール大学大学院でタンパク質の構造研究を行って博士号を得た後、1982 年から今日
まで大手 IT 企業 IBM の基礎研究所 Thomas J. Watson Research Center に所属し、数学、情報科学、雑誌
編集、コンピュータ・アートなど、幅広い分野で活躍している。著者は医者ではないが科学者であるため、
情報の正確さ、客観性、中立性が本書の持ち味と言えよう。
　本書は、ピックオーバーの前作 The Math Book（2009 年、邦訳は根上生也・水原文訳『ビジュアル 数学全史　―　
人類誕生前から多次元宇宙まで』2017 年、岩波書店）、The Physics Book（2011 年、邦訳は吉田三知世訳『ビジュアル
物理全史　―　ビッグバンから量子的復活まで』2019 年、同）とともに、美しい図版に簡潔な解説文という統一され
た形式で著されたユニークな三部作をなしている。本書では、今日、医療分野で使われているさまざまな機
器、資材、薬品、手技などの起源と改良の歴史が平易な言葉で語られている。人体の働きや病気に関する私
たちの知識がどのように変遷してきたのかを概観することもできる。また、医術における「まやかし」や、
非科学的に見えて実は科学的根拠のある治療法、不可思議な症状をもたらす脳の障害など、興味深い話題も
紹介されている。美しく、時としてセンセーショナルな図版の使い方は、古典的な解剖学書にインスピレー
ションを得たものと考えられる（本書「はじめに」参照）。
　ところで、著者のピックオーバーは、本書に取り上げられた話題の多くを milestone（マイルストーン）とよ
んでいる。元来は文字通り「空間的な距離」を表す言葉と思われるが、時間の流れを念頭においた文脈では

「節目」「画期的な進歩」というようなニュアンスをもち、「苦労の末に達成された成果」「大きな展望が開け
る転機」といったイメージも含まれている。
　本書の魅力の 1 つとして、個々のマイルストーンの達成に貢献した人々の興味深いエピソードが随所に語
られていることが挙げられる。崇高な目標に向かって戦う英雄たち、地道な努力の末に大輪の花を咲かせた
人たち、大事な発見をしながら（詰めが甘く）実用化まで漕ぎ着けられなかった人たち、無謀な企てのために
多くの犠牲者を生んだ人たち……。本書を手に取った読者は、人間の偉大さと愚かさの両面を見て、「歴史
的偉業とは何か」を改めて考えさせられる。
　本書の（あるいは『全史』三部作に共通の）特徴として、全ての話題が、分野や地域によって分類されること
なく、単純な「編年体」として配列されているという点がある。一方、地域的な広がりを見ると、中国（漢
方）やインド（アーユルヴェーダ）も登場はするものの、やはり欧米およびその周辺地域が主な舞台となってい
る。その理由を考える前に、西欧の思想や文明の流れをごく大雑把に要約しておくと、古代ギリシャ・ロー
マ文明が終焉を迎える一方で、ヨーロッパ各地に大移動したゲルマン民族（西欧文明の担い手たち）は、まずキ
リスト教という精巧な「神話」を受け入れた。その時代（つまり中世前期）に先進国だったイスラム世界から
古代ギリシャ哲学　―　特にプラトンやアリストテレス　―　を学んだ彼らは、やがて「信仰と知識（理性）を分
けて考える」という習慣を身につける。こうして 13 世紀のイタリアに始まった「ルネサンス」は、一方で
古代への憧憬と人間賛美を基調とする素晴らしい芸術を生み、もう一方で「数学や論理を基盤とする近代的
な自然学（＝自然科学）」を育んだ。その結果として、長年ライバルだったイスラム世界を凌駕し、大航海時
代を迎えた彼らは、ようやくアジア（インド、中国）にも目を向けるようになった。自然科学の進歩は、18 世
紀のイギリスにおける産業革命、19 世紀の欧米における電気技術の実用化や商品の大量生産、20 世紀にド

訳者まえがき
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ーロッパ中世において、最も優れた医学者はイスラム世界の人々だった。上の図は、本書で取り上げられた
項目（マイルストーン）の数を世紀ごとにプロットしたものである。ご覧の通り、晩年のレオナルドやコペル
ニクス、若き日のガリレイやフランシス・ベーコンが生きた 16 世紀、そして、デカルト、パスカル、フッ
ク、ニュートンらが活躍した 17 世紀あたりからマイルストーンの数は徐々に増え始め、18 世紀から 20 世
紀へと急峻な上昇カーブを描いている。また、20 世紀、アメリカが科学技術の先進国となるにつれ、本書
の主たる舞台も新大陸へと移動している。中国やインドの医術に関する記述が伝統的な民間医療に限られて
いるのも、上述のようなヨーロッパの歴史から見れば当然であろう。
　一方、本書に取り上げられた西暦 2000 年以降のトピックスは比較的少ない。最近生まれた知識や技術は、
時間による淘汰を受けておらず、評価が定まっていないものが多いという事情もあろう。しかし、100 年後
に振り返ってみたときには、ほぼ間違いなく「20 世紀よりもはるかに多くの重要な進歩が 21 世紀にあっ
た」という評価が下されるであろう。その中には、日本発の「iPS 細胞」「オートファジー」「イベルメクチ
ン（抗寄生虫薬）」「オプジーボ（免疫チェックポイント阻害によるがん治療薬）」なども含まれているはずである。
実は、20 世紀の進歩に関しても、本書では日本人の貢献が過小評価されているふしがある（訳者の気づいた点
は「訳注」として付記した）。
　ピックオーバーは、本書「はじめに」の中で、「本書を進行中のプロジェクトととらえており、読者諸氏
の建設的なフィードバックをお願いする」と述べている。また、注と参考文献（https://www.iwanami.co.jp/
files/moreinfo/0050610/bibliography.pdf）の冒頭でも「医学のマイルストーンの中で私が見過ごしているものが
あれば、お知らせいただきたい」と呼びかけている。本書を楽しまれ、ここに取り上げられたマイルストー
ンと同等以上の重要性をもつマイルストーンを思いつかれた読者は、著者に電子メールを出されるようお勧
めする。また、本書中に不正確な記述を見出した専門家の方々には、是非ご教示を賜りたい。そして、本書
を楽しまれた若い読者の皆様には、将来、本書の続編に取り上げられるような「歴史的偉業」の担い手とな
って下さることを期待する。
　本書の出版にあたっては、岩波書店の松永真弓さん、辻村希望さんに大変お世話になった。また、ピック
オーバー氏には、解釈の難しい文章について丁寧な解説を頂いた。この場を借りて、あつく御礼申し上げる。

 2019 年 12 月 5 日
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図　本書における世紀ごとの項目数。

イツやアメリカで起こった自動
車、飛行機、ロケットの開発や
IT 革命などの原動力ともなっ
た。他方、自然学から離れた信
念の領域では、価値観の多様化
が起こり、古代ギリシャ（ヘレ
ニズム哲学）に起源をもつ認識論
や懐疑論などへの深い洞察も可
能となった。
　本書を繰ってみると、「魔術
医」（すなわち神話的なもの）に端
を発した医術も、こうした時代
の流れに沿って進化してきたこ
とがよくわかる。たとえば、ヨ
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　『ビジュアル 医学全史』へようこそ。本書は、医学の発展の歴史を実用的な知識を中心に、時には珍しく
奇妙な話題も交えつつたどる長大な時空の旅である。我々は、その中で数々の神秘的な話題（割礼から臨死体
験まで）や技術的な話題（魔術医からロボット手術まで）に出合う。The Great Courses（訳注：アメリカの機関によっ
て運営されている、生涯学習を目的とした大学レベルのオンラインコース）の教材の一節に、医学史の豊かさと、石
器時代から今日まで人類が積み重ねて来た驚異的な進歩について、以下のような素晴らしい要約が記されて
いる。

近代的西洋医学の発展した今日、臓器移植が日常的に行われ、日々届けられる DNA やヒトゲノムに関
するメディアの見出しは、生命の秘密が今まさに解き明かされんとしているという期待を我々に抱かせ
る。しかし、我々がここに至るまでには数千年の歳月を要した。人類の医学的な知識は、軽い切り傷が
感染から死へと至る時代、体を巡る血の流れが神秘であった時代、「細胞」という概念さえない時代、
医師が病んだ心臓の拍動を聞き分けることのできる単純な装置の出現が重大な進歩だった時代などを経
て、一歩ずつ着実に前進してきたのである。

　本書の各項目は、多くても数段落しかない。これは、読者がその話題について手短に知り、考えを巡らせ
るのには適した長さであろうと考えている。たとえば「救命治療にうじ虫を使おうだなんて、一体いつ誰が
思いついたんだろう？」といぶかる読者は、「うじ虫治療」の項にある簡単な解説をご覧いただきたい。「鍼
治療とか自白剤って本当に効くのかなあ？」「最初の目の手術はいつ行われたんだろう？」「人を凍らせて 1
世紀後に生き返らせるなんてことできるのかな？」「黄熱病とアフリカ睡眠病はどう違うんだろう？」……
こうした、考えさせられるような話題にも出合う。健康管理は現代の最も重要な課題であり、将来もこの傾
向は強まるであろう。本書は、学生諸君やその親の世代、医療従事者、そして『グレイ解剖学』や家庭医学、

（我々をひきつけてやまない）多くの医学番組などの熱心なファンにも楽しんでいただけるはずである。
　「最も偉大な医学のマイルストーン（大きな節目、画期的なできごと）は何だと思う？」友人からそう問われた
とき、私はいつも 3 つのできごとを挙げることにしている。1 つは、フランスの外科医アンブロワーズ・パ
レ（1510-90）による、手術中に出血を止めるために血管を結

けっ

紮
さつ

するという方法の考案である。パレは、当時、
切断手術で止血のために使われていた「焼きごてで血管の断端を焼く」という方法に代え、ひもで血管を縛
るという方法を推奨したのである。2 つめは、エーテルのような全身麻酔によって苦痛を和らげるという方
法の開発で、これには数人のアメリカ人医師が関わっている。3 つめは、イギリスの外科医ジョゼフ・リス
ター（1827-1912）によって推進された無菌手術である。石炭酸（現在はフェノールとよばれることが多い）を傷口や
器具の消毒に使うという彼の方法は、手術後の感染症を激減させた。
　「他には？」と問われるならば、2 つ重要なできごとを付け加えたい。X 線の利用は、生きた人体の内部
を可視化するという、現代に出現した画期的ないくつかの技術のうちの第 1 号だった。また、人体の構造を
研究する目的で行われる「人体解剖」に対して、医師や当局者たちが少しずつ寛大になっていったことも、
特筆すべき進歩である。レオナルド・ダ・ヴィンチ（1452-1519）、バルトロメオ・エウスタキ（1500-74）、アン
ドレアス・ヴェサリウス（1514-64）、ピエトロ・ダ・コルトーナ（1596-1669）、ウィリアム・チェセルデン（1688-
1752）、ベルンハルト・ジークフリート・アルビヌス（1697-1770）、ウィリアム・ハンター（1718-83）、ヘンリ
ー・グレイ（1827-61）など、偉大な人たちによる人体描写については本書でも触れた。過去の外科医たちは、
熟練した解剖学者となるために、人間が同胞に対して抱くごく自然な感情を抑えつける術を身につけていた
らしい。たとえば、血液循環の発見で有名なイギリスの医師ウィリアム・ハーヴェイは、姉や父親の解剖に

はじめに

医学の広がり
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まで立ち会っている。1800 年代はじめのイギリスでは、死体への関心が異常に高まり、解剖学者たちは墓
泥棒と結託して標本を確保することが多かった。美術史家マーティン・ケンプとマリーナ・ウォレスは書い
ている。「表面上は中立で技術的な図版のように見えても、人体の描写は、常に多くの選択を含むものであ
り、必ず強いセンセーションをもたらす。解剖された人体を表現した作品は、極彩色に着色された蠟人形

（まるで、時を超越した一人芝居を表情豊かに演じる役者のような人体構造模型）から、ヘンリー・グレイの有名な解
剖学書の無感情でさめたタッチの木版画まで幅広い。それらの全てが美術史家のいう「様式」をもっている」。
　歴史家アンドリュー・カニンガムは書いている。「全ての解剖学図版には、理想化という問題点がある。
これらの版画（および写真）には、共通の課題を解決しようとする試みが表れている。すなわち、解剖学者が
見せたいと思うものを見せるという課題である。そこには、解剖というものが、極めて猥雑な作業であり、
なおかつ、訓練された解剖学者の目に見える全ての構造を、未熟な者が識別することは極めて難しいという
事情がある」。
　個人的な話になるが、私は子供の頃から奇妙な解剖学への偏愛傾向をもっていた。ニュージャージーで育
った私の寝室にはプラスチック製の心臓、脳、頭、眼、耳などの解剖模型が飾られ、壁は、極めて精密に描
かれた臓器のポスターで埋め尽くされていた。カレッジ時代に着ていた T シャツは、たとえば循環器系の
図とか解剖されたカエルのような解剖学的なものばかりだった。こうした「生物学や人体を理解したい」と
いう私の熱意が、本書を執筆する契機となっている。
　最後に、微生物病因説および近代科学の勃興以前には、医学のかなりの部分が迷信とプラシーボ効果に基
づくものだったという点に注目する必要があると申し上げたい。医学専門家アーサー・シャピロとイレー
ヌ・シャピロは書いている。「たとえば、17 世紀に出版された『ロンドン薬局方』の最初の 3 版は、ウスネ
ア（暴力で殺された犠牲者の頭蓋骨に生えた苔）、ヴィーゴの石膏（毒蛇の肉、生きたカエル、蠕虫を含むもの）といっ
た効果のない薬が含まれていた」。ロバート・ハインラインの SF 小説『落日の彼方に向けて』に登場する
アイラ・ジョンソン博士も、1900 年ころのアメリカ農村部における医学の限界とプラシーボ効果の横行を
認めている。「私は、彼らに大したことはしてやれない。ヨード、甘

かん

汞
こう
（塩化第一水銀）、アスピリン……。糖

の錠剤（プラシーボ）以外に我々の手にあるのはそれくらいのものにすぎない。私が結果に自信をもてるのは、
出産、骨接ぎ、脚の切断くらいのものだ」。全米医学アカデミーによれば、今日、医師が推奨する手術、薬
物、検査のうち、有効性が証明されたものは半分に満たないという。

目的と編年体

　『医学全史』執筆における私の目標は、医学における重要なマイルストーン、アイデア、考案者などにつ
いて、項目ごとに数分で読めるような簡潔なガイドを、幅広い読者に向けて提供することだった。多くの項
目は、私自身が強く興味を引かれた話題を扱っている。一方、分厚すぎる本にしないためには、医学におけ
る偉大なマイルストーン全てを網羅することはできなかった。手頃な大きさの本で医学の驚異を伝えること
を主眼としたため、たくさんの重要な話題を割愛せざるを得なかったのである。それでも、歴史的に重要で
あり、医学、社会、人類の思考に大きな影響を与えた事績の大部分は本書に含めることができたものと思っ
ている。1921 年、イギリスの神経外科医チャールズ・バランスは、「脳手術の歴史概観」という講演の中で、
脳手術の歴史は膨大なものであるため、その全てに触れることはせず、ただ「登山者のようにいくつかの峰
々を拝しつつ歩み去ることにしましょう」と述べている。我々も、医学のマイルストーンに対して、これと
同じ姿勢で臨むことにした。各項目が独立に読まれることを想定しているため、同じ情報がいくつかの場所
で繰り返し述べられている場合がある。関連する項目が太字で引用されている場合もある。たとえば、「ア
フリカ睡眠病」という言葉は、本文中では太字で記されている。また、各項目の最後にある「参照：」以下
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の部分は、関連する項目を相互に連結させるために設けられており、読者自身の興味に沿った探索と発見の
手助けとなろう。
　本書は、私自身の知的欠点も反映している。私は、可能な限り多くの医学史の領域について学ぼうと試み
たが、一方で、全てについて能弁になることは困難であった。本書は、明らかに私自身の個人的興味や、強
み、弱みを反映したものであり、話題の選択、全ての誤りや不適切な記述等について、責めは私に帰する。
本書は、包括的な、あるいは学術的な論説としてではなく、むしろ、理系学生や一般読者のための娯楽読み
物として企画されたものである。また、私は本書を（楽しめる）進行中のプロジェクトととらえており、読者
諸氏の建設的なフィードバックをお願いする次第である。
　本書は、話題に関連した年号の順番に配列されている。年号の多く（特に紀元前のもの）は、おおよそのもの
にすぎない。各年号の前に「約」という語を付す代わりに、古代の年号は全て概数にすぎないことを、ここ
でお断りしておきたい。
　ほとんどの項目において、発見が行われた年、あるいは突破口が開かれた年をその項目の年号として採用
した。しかし、複数の人物や発見が発展に貢献した場合、項目の年号は自明ではなくなる。そうした場合、
私はしばしば、一連のできごとのうち、最も早いものを採用したが、調査の末、その概念の有用性が明らか
となった年号に変更した場合もある。
　有名なカナダの医師ウィリアム・オスラーは「科学における名声は、最初にアイデアを得た人ではなく、
世界を説得した人に与えられる」と書いている。医学におけるさまざまな発見を振り返ってみると、仮にそ
の科学者がそれを発見しなかったとしても、数ヶ月後、あるいは数年後には他の誰かが必ず発見したであろ
うと推測されるものが多い。ニュートンの言った通り、ほとんどの科学者は、巨人たちの肩の上に立って地
平線のほんの少し先を見ていたにすぎないのである。しばしば複数の人々が、ほぼ同時期によく似た装置を
作り出したり、同じ医学上の謎を解明したりする。しかし、単なる幸運やその他諸々の理由により、歴史は、
ある発見者だけを記憶にとどめ、他の人々を完全に忘れ去る。そのような場合、実は人類の知識が十分に蓄
積され、機が熟していたのだと考えられる。偉大な発見も、多くの人々の中に映し出された万華鏡の一部に
すぎないという考えは受け入れがたいかもしれないが、科学の歴史はそうした実例に満ちている。アレクサ
ンダー・グラハム・ベルとエリシャ・グレイは、独立に研究を進め、電話技術の特許を同じ日にファイルし
ている。科学社会学者ロバート・マートンは「天才は、洞察の唯一の
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源泉であるにすぎない」と述べている。
　マートンはまた「全ての科学的発見は、原則として多重的な（複数の人間によって行われる）ものである」と
も述べている。時として発見は、オリジナルな発見者ではなく、それを発展させた人の名前でよばれる。偉
大な解剖学者ウィリアム・ハンターは、誰が最初に発見者となるかについて兄弟としばしば口論をしたが、
そのハンターでさえ「自身の発見や評判に対する不当な反論や侵害に対して強く憤るくらいの熱意と愛着を
もたない人間は、解剖学において（あるいは自然学のどんな分野においても）ひとかどの人物にはなれないだろ
う」と認めている。なぜ、これほど多くの発明が（複数の人によって）独立になされるのかと問われたマーク・
トウェインは「蒸気船が出発する時刻になれば、蒸気を吹き出すものさ」と答えている。
　読者は、多くの基礎物理学上の発見が、病苦を和らげ救命するための道具につながっていることに気づく
であろう。サイエンスライターのジョン・G. シモンズは述べている。

医学は、人体を画像化するための道具のほとんどを、20 世紀の物理学に負っている。1895 年にヴィル
ヘルム・コンラート・レントゲンが発見した神秘的な X 線も、わずか 2 週間のうちに診断に利用された。
それから数十年後、量子力学の応用としてレーザー技術が生まれた。超音波画像は潜水艦探知という課
題を解決する努力の中から生まれ、CT スキャンはコンピュータ技術の進歩の上に成立した。医学にお
ける最も重要な近年の進歩であり、人体内部の 3 次元構造の詳細を可視化できる MRI は、核磁気共鳴
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現象を応用したものである。

　ここで、もう 1 つ触れておかなければならないのは、戦争や暴力が、しばしば医学的解明を加速するとい
う事実である。たとえば、ペルガモンのガレノス（129-99）は、グラディエーター（剣闘士）を診る医師だった
ときに、人体構造をよりよく知るために、ゾッとするような傷を丹念に観察した。フランスの外科医ドミニ
ク・ラリー（1766-1842）は、プロイセンのアイラウの戦いにおいて、極寒の中では四肢切断に伴う痛みが顕著
に減ることを見出し、雪や氷を鎮痛のために使い始めた。今日の国際赤十字（赤新月）運動の始まりは、スイ
スの社会活動家アンリ・デュナン（1828-1910）がソルフェリーノ（イタリア）の戦場で目撃した惨状に端を発し
ている。このような事例は本書の随所にみられる。
　一部の項目では、サイエンスライターや作家の言葉を引用したが、簡潔さを保つために、出典や著者の情
報を各項目には記載しなかった。この省略法について、あらかじめお詫び申し上げるとともに、ウェブサイ
ト（https://www.iwanami.co.jp/files/moreinfo/0050610/bibliography.pdf）の文献リストを、より詳しい情報の手掛
かりとしてご利用下さるようお願い申し上げる。
　終わりに、本書に述べられた数々の発見は、人類の最も偉大な到達点に属するものであることを再確認し
ておきたい。医学は、生物学の限界について思いを巡らし、組織や細胞の働きの見事さに驚嘆する日々を私
に与えてくれる。そして「人類が直面する健康上の脅威のほとんどは、必ずいつの日か過去のものとなるで
あろう」という期待を抱かせてくれる。

「魔術医」という言葉について

　本書の最初の項目は「魔術医（Witch Doctor）」という題名であるが、この言葉は、1836 年に出版されたイ
ギリスの作家ロバート・モンゴメリー・マーティンの著書『南部アフリカの歴史：喜望峰、モーリシャス、
セイシェル等を含む』の中で、アフリカの治療者に対して使われて以来、有名になったものである。今日で
は軽蔑語とみなされる場合もあるが、本書であえてこの言葉を用いた理由は、その古い歴史を伝えるためで
あり、多くの友人たちからこの興味深い語句の語源について尋ねられたからでもある。決して軽蔑的な意味
で用いたわけではない。多くの著書において「魔術医」の代わりに「シャーマン」という言葉が用いられて
いるが、その場合、医術よりも、霊、魔法、占い、神話などの要素が強調されすぎてしまうように私には感
じられるのである。

お断りと謝辞

　本書に示された情報は、医学的な緊急事態や診断、治療に際して用いられるべきものではない。どのよう
な疾患も、その診断、治療については、免許をもった医師に照会すべきである。
　デニス・ゴードン、テヤ・クラセック、ジェニファー・オブライエン、メリッサ・キャロル、ブライア
ン・プロント、スー・ロス、レイチェル・ダヌッチ・ヘンリケ、ピーター・バーンズからは有用なコメント、
アドバイスを頂いた。ここに感謝申し上げる。また、本書の編集者メラニー・マッデンには特別な謝意を表
したい。本書に挙げたマイルストーンや転換点について調査する中で、私は、たくさんの素晴らしい参考図
書やウェブサイトに出合い、それらから多くを学んだ。その大部分は、ウェブサイトの「注と参考文献」

（https://www.iwanami.co.jp/files/moreinfo/0050610/bibliography.pdf）に掲載した。
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▶ラッサ（ナイジェリア）の 2 人の魔術医（写真提供：アメリ
カ疾病予防管理センター）

参照：穿頭（紀元前 6500 年）、ディオスコリデスの『デ・マテリア・メディカ』（70年）、プラシーボ効果（1955 年）

木から作った薬などによって、部族の人々の
健康上の問題に対処してきた。
　霊的世界と交流できるかに見える治療者の
介在するシャーマン的医術は、おそらく旧石
器時代から存在した。たとえば、中期旧石器
時代のシャーマニズムの形跡が、イスラエル
の紀元前 1 万年ころの墓に葬られた老女に見
てとれる。遺体周辺に並べられた石、50 個
の完全なカメの甲羅、ヒトの足、鳥、イノシ
シ、ヒョウ、牛、ワシの遺骸などの配置は、
この女性が重要人物であり、自然や動物と近
しい関係にあったことを示唆している。今日
でも、アフリカ南部の伝統的なンゴニ族社会
の大多数には、ハーブや占い、カウンセリン
グなどで医術を行うサンゴーマがいる。
　1 つの社会に複数のタイプのシャーマンが
いる場合もある。たとえば、心理学者スタン
レー・クリプナーは、パナマ先住民クナ族に
おいては「アビスア・シャーマンは歌による
治療、イナデュレディは薬草による治療、ニ
ーレは病の診断に専念している」と書いてい
る。
　科学ジャーナリストのロバート・アドラー

魔術医
は書いている。「世界中のさまざまな部族において、
シャーマンや魔術師は、傷つけるか癒すか、殺すか
治すか、という二面的な能力をもつものと考えられ
ている。シャーマンは、その土地の幻覚作用をもつ
植物について詳しい知識をもっている場合が多い。
彼らは、そうした植物を、癒しの儀式や超自然的な
存在（霊）との交信に用いる。シャーマンや魔術師の
力強い姿の中に、我々は、白衣を纏った今日の医師
たちの原型を見る。我々は、先祖たちと同じように、
彼らの偉大な力を信じてやまないのである」。

　歴史家ロイ・ポーターは書いている。「多様な社
会―たとえば（アフリカの）ヌアー族から（アメリカ
の）ナヴァホ族まで―において信じられていたこ
とを一般化するのは明らかに危険である。しかし、
現代の西洋医学とは異なり、伝統的な医術において
は、病気を個人的な問題ととらえる傾向が強かっ
た」。太古の部族社会においては往々にして、病気
は超自然的な力が特定の個人に狙いを定めて引き起
こすものと考えられていたのである。
　古来、薬師（魔術医、シャーマン、サンゴーマなどと
もよばれる）は、儀式や簡単な外科的処置、呪文、草

� 1万年
紀元前
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◀穿頭を施された少女の頭蓋骨（紀元前 3500 年ころ）。
孔周囲の骨が滑らかに成長していることから、この少女
が手術後も生き延びたことがわかる（写真提供：ローザ
ンヌ国立自然史博物館）。

参照：魔術医（紀元前 1万年）、てんかん治療（1857 年）、近代的脳手術（1879 年）

カ（中米）、ヨーロッパ各地など、世界中
で行われた。ペルーだけでも、1 万個以
上の穿頭された頭蓋骨が発掘されている。
ヨーロッパで見つかった穿頭頭蓋骨の穴
の大きさは、直径数 cm 程度のものから、
頭蓋骨のほぼ半分に及ぶものまでさまざ
まである。
　中世イスラムの偉大な医師の 1 人アル
ブカシスは、穿頭にドリルを用いた。彼
は書いている。「施術者が無知、臆病、
あるいは眠くても、内側には何も起こさ
ず膜まで到達できるという自信をもって
骨を切ることができる」。しかし、デュ
ラ（脳の外側の膜）が黒く変色していたら

「患者はもうおしまいだとわかる」。
　近年、特殊な考えをもつ人々が、悟り
に至る道と信じて自己穿頭を行っている。

穿頭

6500年�

と、あるいは悪霊を頭から追い出すことを目的とし
たのかもしれない。もう 1 つはっきりしないのは、
処置を受ける人が、たとえばコカの葉やアルコール
などによる麻酔を施されたのかどうかという点であ
る。興味深いことに、フランスのある埋葬施設では、
120 個の先史時代の頭蓋骨のうち、約 3 分の 2 に穿
頭が施されていたが、その多くにおいて、穿孔周囲
の骨の治癒がみられた。これは、恐ろしい手術を受
けた人々が、その後も生きながらえたということを
示している。中世以降は、発作を鎮めたり、頭蓋骨
骨折のような外傷を治療したりするために、穿頭が
行われるようになった。
　穿頭は、アフリカ、コロンブス以前のメソアメリ

アルブカシス（936-1013）

　神経科学者で医学史家のスタンレー・フィンガー
は書いている。「人類の文明化が起こる以前から、
脳には特別な高次機能が想定されていたということ
は、故意に穴を穿ったとみられる頭蓋骨が、新石器
時代の遺跡のあちこちから見つかることから明らか
である」。事実、切る、ドリルを使う、削るなどに
よって人の頭蓋骨に穴を開ける操作は穿

せん

頭
とう
（trepana-

tion）とよばれ、かつて広く行われていた。先史時代、
切り取られた骨は魔除けのための装身具とされた可
能性がある。そうした処置を行った動機は、はっき
りしないが、ひどい頭痛やてんかん発作を鎮めるこ

紀元前
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▲フラスコに入った尿を透かし見る医師（1653 年）。オランダ人画
家ヘリット・ドウ（1613-75）による、オーク板に油彩で描かれた絵。

参照：先天性代謝異常（1902 年）、「ウサギは死んだ」（1928 年）

こともなしに診断する医者も現れた。ルネサンス時
代には、占いや未来予言のためにまでウロスコピー
が使われるようになった。　
　今日、尿中に白血球が多く検出されれば、尿路感
染の疑いがあることがわかっている。血尿（赤血球を
含む尿）が出れば、腎臓結石、腎外傷、尿路（腎臓、
尿管、膀胱、前立腺、尿道）の腫瘍などが疑われる。
尿中にブドウ糖が出る主な原因は、糖尿病である。
肝臓や甲状腺疾患の診断を補助するために尿検査が
用いられることもある。

尿検査

　生理学者 J. A. アームストロングは書いている。
「医者たちは尿を「体内の様子を覗き見ることので
きる液体の窓」と感じ、そこから検査医学が始まっ
たのである。医師の地位が上がるにつれ、尿を用い
た診断の重要性が誇張されるようになり、（17 世紀
頃までには）ウロスコピーは、理性の域をはるかに超
えてエスカレートしてしまった」。

　コメディアン、ロドニー・デンジャ
ーフィールドのギャグにこういうのが
あった。「おいらは大酒飲みでねえ、
こないだも検査で採尿したら、紙コッ
プの中にオリーブが入ってやがんの」。
実際のところ、尿検査（診断のために尿
を調べること）の歴史には、おどけた部
分と深刻な部分の両方が含まれている。
　紀元前 4000 年ころから、シュメー
ルの医師たちは、粘土板に尿の分析を
記録し始めている。紀元前 100 年ころ
のサンスクリット医学書には、少なく
とも 20 種の異なった型の尿について
記載がある。現在我々が糖尿病とよん
でいる病気にかかった人は甘い尿を出
し、そこにアリが寄ってくるというこ
とを、古代インドの医師たちは知って
いた。
　現代医学が始まる以前、尿を目視で
検査する方法はウロスコピーとよばれ
ていた。中世の医者たちはウロスコピ
ーを魔術に近い位置にまで持ち上げて
いた。医師たちは長い礼服をまとい、
患者の見ている前でマトゥラ（膀胱のよ
うな形をしたガラス瓶）を持ち上げてク
ルクルと振り回して観察した後、厳か
に予後を語る。やがて患者自体を見る

� 4000年
紀元前
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▲手術用手袋をはめて持針器（縫合針をもつための器具）をもつ外科
医の手。持針器は、4-0 サイズの合成非吸収性モノフィラメント縫
合糸のついた非外傷性湾曲針をつかんでいる。

参照：エドウィン・スミス・パピルス（紀元前 1600 年）、パレの「合理的外科手術」（1545 年）、組織移植（1597 年）、消毒薬（1865 年）、血
管の吻合（1902 年）、ハルステッド手術（1904 年）、ナノメディシン（1959 年）、レーザー（1960 年）、腹腔鏡手術（1981 年）

縫合糸

3000年�

をふさぐ際、補助的に接着液も使われる。
　使途によって縫合糸の太さは異なり、人間の毛髪
より細いものもある。19 世紀の外科医たちは、感
染した縫合糸で患者を死なせる危険を冒すよりも、
より残酷な方法である焼

しょう

灼
しゃく

（傷を焼きふさぐ方法）を
好んで用いた。

ペルガモンのガレノス（129-99）、アッ =ザラウ
ィー（936-1013）、ジョゼフ・リスター（1827-
1912）

　外科医ジョン・カーカップは書いている。
「外科技術が急速に発展する時代にあっては、
高度な外科的手技に比べ、傷を閉じるというよ
うなマイナーな手技は軽視されがちだ。しかし、
消毒法や無菌操作法が確立される以前には、創
傷閉鎖こそがさまざまな問題の元凶だったので
ある。今日でも、手術の成功は、皮膚や腸管、
骨、腱などの組織をいかに迅速かつ確実に治癒
させるかにかかっている。治癒も目立たない傷
跡も、決して保証されているわけではないの
だ」。
　現在、外科縫合といえば、外傷や手術による
傷口の縁を縫い合わせる針と糸を思いうかべる
であろう。しかし、歴史的に見ると、縫合には
さまざまな形があった。針は、骨や金属で作ら
れてきた。縫合糸は、絹やガット（羊の腸）で作
られた。傷をつまみ合わせるために大きなアリ
が使われることもあった。アリの大あごが肉に
かみつき開口部を閉じた後、アリの頭部と閉じ
た大あごを残し、体部は取り除かれた。古代エ
ジプト人は傷を閉じるのに麻と動物の腱を用い
ており、そのような縫合の記述が初めてみられ
るのは紀元前 3000 年ころにまで遡る。2 世紀
のギリシャ・ローマの医師ガレノスとアラブの

紀元前

外科医アッ = ザラウィーは、動物材料から作った縫
合糸を用いた。イギリスの外科医ジョゼフ・リスタ
ーは、体に吸収されるタイプの縫合糸であるガット
の滅菌法について研究した。1930 年代、ある大手
のガット縫合糸メーカーは、1 日に 2 万 6000 頭分
の羊の腸を使ったという。今日、縫合糸の多くは吸
収性または非吸収性の合成繊維で作られており、縫
合による組織の損傷を少なくするために、穴のない
針があらかじめ取りつけられている場合もある。傷
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▶ガラスとシリコン製の義眼。がん（悪性腫瘍）のために
右眼を摘出（外科的に除去）した患者に使われているもの。

参照：グレヴィル・チェスター母趾（紀元前 1000 年）、眼科手術（紀元前 600年）、脳神経の分類（1664 年）

　現在知られている世界最古の義眼は、
5000 年近く前のもので、イラン南東部
の古代都市シャフリ・ソハタ（「焼かれた
都市」という意味）の遺跡で、身長 180 cm
の女性の頭蓋骨から発見された。その義
眼は半球状で、天然タールと動物油脂の
混合物で作られたらしい。表面は薄い金
箔で覆われ、円形の虹彩と太陽光のよう
な放射状の線が彫刻されている。この義
眼からは、本物に似せようという意図は
感じられないが、もしその背の高い女性
が預言者だったとしたら、ギラリと光る
眼は特別なパワーを感じさせたことだろ
う。両側にある穴は、おそらく義眼を正
しい位置に保持するために使われたもの
と思われ、眼窩の顕微鏡観察の結果は義
眼が生涯装着されていたことを示唆して
いる。
　1579 年、ヴェネチア人たちが、まぶ
たの裏側に装着する二枚貝状の薄いガラ
ス製義眼を発明した。1884 年、ガラス
球体を眼窩に移植し、眼窩を埋めるとと

義眼

� 2800年

もに眼球運動を可能にする方法が試みられるように
なった。かつて、ドイツの職人がアメリカ国内を巡
回し、注文に応じてあつらえの義眼を作って回った
こともあったが、やがて、義眼製造者が予め作った
義眼を何百個も在庫するようになった。1943 年、
第二次世界大戦のためにドイツの最高級品クリオラ
イト・ガラスが輸出できなくなると、アメリカ軍の
技術者たちが負傷兵にプラスチック製の義眼を入れ
始めた。現在、研究者たちは、網膜にとりつけるさ
まざまなインプラントの開発を進め、視神経や大脳
視覚野に接続させることができる最先端マイクロエ
レクトロニクス技術を用いて、視力を回復させよう
としている。

　「彼は片目だったが、世間は両目を好む」。チャー
ルズ・ディケンズは著作『ニコラス・ニクルビー』
に出てくる意地悪い教師についてそう書いている。
目を失う原因は、病気、先天性障害、事故などさま
ざまであるが、いずれの場合であっても、片目がな
いということは、美容、社会生活、機能的な理由な
どにより、深い精神的影響を与えるものである。義
眼はその人の視力を元に戻すものではないが、眼窩
を満たし、筋肉に接続すれば自然な眼球運動さえ可
能となる。現在、毎年 1 万人以上が目を失っている。
英語では義眼のことを glass eyes というが、今は
ほとんどがプラスチック製である。

紀元前
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◀中央アジア、トルキスタンにて、男児に
割礼が行われているところ（1870 年ころ）

（出典：Turkestanskïǐ al′bom, chast′étno-
graficheskaia）

参照：コンドーム（1564 年）、精子の発見（1678 年）、逆転写酵素とエイズ（1970 年）

割礼

2400年�

に住む人々の一部が割礼を行っていたと書かれてい
る。創世記では、神がアブラハムに「私とあなたの
契約の証として」割礼を受けるようにと告げている。
コーランには触れられていないが、男子の割礼はイ
スラムでも広く行われていた。1442 年、カトリッ
ク教会は、割礼は大罪であると非難した。今日、世
界中の約 30％ の男性に割礼が施されている。男子
の割礼は、男女の性交において、男性の HIV（ヒト
免疫不全ウイルス）感染のリスクを明らかに低下させ
るということが示されているが、主要な医学会のほ
とんどが乳幼児の割礼は推奨しないという立場をと
っている。
　スウェーデンの人類学者フェリックス・ブリック
は、その著作『男性と女性の割礼』（1934 年）の中で
書いている。「割礼の研究に足を踏み入れようとす
る者は、文化のあらゆる分野にメスを入れなければ
ならない。そこでは人類の歴史の根幹に触れること
になるからである。なぜならば、この古代の習慣の
中には、行政の成立、魔術、信仰、外科手術、衛生、
性文化などの起源が交差しているからである」。

フェリックス・ブリック（1882-1957）、デイヴィッ
ド・L. ゴーラー（1949-）

　医学史家デイヴィッド・ゴーラーは書いている。
「割礼は外科学の歴史上、最古の謎である。古代人
たちが、どういう動機で自分あるいは自分の子供の
性器に傷をつけ始めたのかを推測することは、新石
器時代の洞窟壁画が描かれた動機を推測するよりは
るかに難しい。だが、数千年前、医学と宗教がはっ
きり分離するずっと以前に、ペニスの包皮を切るこ
とが象徴的な傷として発明され、割礼が驚異的なパ
ワーをもつ儀式となったことは事実である」。
　男子の割礼においては、ペニス包皮の一部が除去
される。その起源については、衛生上の理由、享楽
の増強あるいは減弱、人間の区別などさまざまな説
が出されている。割礼を描いた最古の図が、紀元前
2400 年ころのエジプトのレリーフ（場面彫刻）の中に
見出されている。碑文には「彼を支えよ、気絶させ
るな」とある。紀元前 6 世紀に書かれたヘブライ語
の聖書中のエレミヤ書には、イスラエルとその近郊

紀元前
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▲アーユルヴェーダのハーブとオイル治療のための器具。シローダ
ーラーというアーユルヴェーダ治療では、ラヴェンダー・オイルを
加えたごま油などを患者の額にゆっくりと注ぎかける。

参照：『鍼灸大成』（1601 年）、代替療法（1796 年）

と組み合わせて利用している。ヨガや瞑想といった
アーユルヴェーダの修練は、ストレスの緩和に役立
つ。一部のハーブは、抗真菌作用などの有用な作用
をもつことがわかっているが、ある種のアーユルヴ
ェーダ治療には有毒金属（たとえば、鉛、水銀、ヒ素）

や毒性ハーブが使われており、その安全性が危ぶま
れている。たくさんのアーユルヴェーダ治療の有効
性を判定するためには、もっと多くの研究を進める
必要がある。
　歴史家ルイス・N. マグナーは、アーユルヴェー

アーユルヴェーダ医学

� 2000年

ダ治療について書いている。「不適切な食事で引き
起こされた病気には体内浄化という治療法が施され
たが、医師たちは、まず 7 日間の絶食から始めたた
め、この期間に回復する人は回復し、それ以外は死
んでしまい、結局それ以上の治療を施す必要などな
かった」。

　アーユルヴェーダはインド大陸に古くから
伝わる伝統医学の体系である。その最も古い
部分は、3000 年以上も前のヴェーダ期に起
源をもつと考えられる。アーユルヴェーダは
徐々に発展してきたが、『チャラカ・サンヒ
ター』や『スシュルタ・サンヒター』などの
古典医学書、また、後代の医師ベラの著した
医学書には、診断や治療、健康のための助言
などに関する初期の情報が多く含まれている。
サンスクリット語のアーユルヴェーダには

「生命の科学」というほどの意味があり、薬
草（香辛料を含む）、オイル、マッサージ、ヨ
ガ、瞑想などが使われる。
　アーユルヴェーダ医学によれば、ドーシャ
とよばれる 3 つの生命力が身体の健康を支配
しており、そのバランスが崩れると病気にな
るという。ヴァータ・ドーシャは細胞分裂と
心臓、精神を、ピッタ・ドーシャはホルモン
分泌と消化を支配し、カパ・ドーシャは免疫
と成長に関わるとされる。患者は体形によっ
て分類され、それによって、治療計画（呼吸
訓練、ハーブオイルの肌への擦り込み、腸の運動
や嘔吐（！）による身体の「浄化」などを含む）が
異なってくる。
　現在インドでは、多くの大学が伝統的アー
ユルヴェーダ医学の学位を授与しており、ほ
とんどの人がこの医療を単独または現代医学

紀元前
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▲エドウィン・スミス・パピルスの一片。古代エジプト象形文字の
筆記体である神官文字で書かれ、顔面の外傷について論じている。

参照：縫合糸（紀元前 3000 年）、『黄帝内経』（紀元前 300 年）、ディオスコリデスの『デ・マテリア・メディカ』（70年）、パレの「合理的外
科手術」（1545 年）、脳脊髄液（1764 年）

が 1873 年に購入した別の有名なエジプト文書―
とは対照的である。エーバース・パピルスには、病
を起こす悪魔を追い払う呪文など、迷信的な事柄が
多く含まれている。
　エドウィン・スミス・パピルスの内容の一例とし
て、症例 25 を見てみよう。「下顎脱臼の患者を診る
とき、その口が開いたまま閉じられない場合には、
親指を患者の口中の下顎の両枝（垂直部分）の端に、
その他の指をあご先の下において、元のところに落
ち着くよう、後退させる」。今日でも顎脱臼の処置
には同じような方法が使われている。

エドウィン・スミス・パピルス

1600年�

　エドウィン・スミス・パピルスに記述された 48
症例のうち、27 例は頭部外傷（たとえば頭皮の深傷や
骨折）に関するもの、6 例は脊椎損傷に関するもので
ある。また、「疾患は処置すべからず」という文章
が繰り返し出てくるが、これは患者の予後が絶望的
であることを意味している。

イムホテプ（紀元前 2650-前 2600）、エドウィ
ン・スミス（1822-1906）、ゲオルク・モーリッ
ツ・エーバース（1837-98）

　エドウィン・スミス・パピルスは、世界最古
の外科手術に関する文書であり、古代エジプト
の教科書の一部である。紀元前 1600 年ころ、
エジプトの神官文字で書かれたこのパピルスは、
それ以前の 1000 年以上の間に得られた知識を
包括するものだった。その中では、縫合糸で傷
をふさぐ方法、蜂蜜で感染を防ぐ方法なども論
じられている。また、頭蓋骨縫合（頭蓋骨をつな
いでいる繊維質の帯状組織）、脳の表面、脳脊髄
液などに関する最古の記述が含まれている。
　イムホテプは、名前のわかっている最古の医
師であり、このパピルスの著者とされる場合も
多いが、実際のところ、このパピルスは 1 人で
はなく複数の人によって書かれ、編集されたも
のである可能性が高い。1862 年、アメリカ人
の古美術品収集家エドウィン・スミスがエジプ
ト滞在中に、その写本をある商人から買い取っ
た。しかし、そのパピルスの完全な翻訳は、
1930 年までなされなかった。エドウィン・ス
ミス・パピルスは、より呪術的な色合いの濃い
エーバース・パピルス（紀元前 1550 年ころ）―
ドイツ人エジプト学者、ゲオルク・エーバース

紀元前
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▲鋭利な刃物で瀉血が行われているところを描いた中世の文献。中
世・ルネサンス期のヨーロッパでは、外科医・歯科医を兼ねた理容
師が、ありとあらゆる疾患の患者から血を抜き取る瀉血を盛んに行
った。

参照：ヒポクラテスの誓い（紀元前 400 年）、ガレノスの著作群（190 年）、理容店のサインポール（1210 年）、ヒル療法（1825 年）、プラシ
ーボ効果（1955 年）

瀉血はますます世の中に広まった。ガレノスは、病
気というものは 4 つの体液、つまり血液、黒胆汁、
黄胆汁、粘液のアンバランスの結果であるというヒ
ポクラテスの考えを支持していた。ガレノスは、年
齢、天候、症状などによって抜き取る血液の量を変
えるという複雑な方法を推奨している。中世・ルネ
サンス期のヨーロッパでは、外科医兼理容師たちが
極めて熱心に瀉血を行い、内科医たちも、ありとあ
らゆる疾患の患者から血を抜き取り続けた。ジョー
ジ・ワシントン大統領が咽喉の感染症にかかったと
き、大量の血が流され、そのことが彼の死を早めた。
瀉血は 20 世紀まで続いており、カナダ人医師ウィ
リアム・オスラーは、1923 年版の彼の医学に関す
る教科書の中でさえ瀉血を推奨していた。
　瀉血は、ランセット（鋭利なナイフ）、乱切器（複数
の刃がついたスプリング式の装置）、ヒルなどを用いて

瀉血

� 1500年

行われた。有効な治療法が少なかった時代、瀉血は
おそらくそのプラシーボ効果のために民間に普及し
ていたのであろう。今日、瀉血（治療的放血）は臨床
的にほとんど行われていないが、ヘモクロマトーシ
ス（訳注：鉄代謝の異常により、体内に過剰に鉄がたまる
病気）の患者に血液中の高濃度の鉄を減らす目的で、
または赤血球細胞が過剰になる病気である赤血球増
多症の患者などに例外として適用されることがある。
2010 年、カリフォルニア州当局（消費者問題担当部署）

は、それまで広く行われていた、免許をもつ鍼師に
よる中国式瀉血治療を禁止した。

ペルガモンのガレノス（129-99）、ジョー
ジ・ワシントン（1732-99）、ウィリアム・
オスラー（1849-1919）

　瀉血という処置（病気の治療または予防
のために患者の血を抜くこと）は、ほとんど
の場合、無効あるいは有害である。しか
し、2000 年以上もの間、瀉血は医者が
行う最も一般的な医療処置の 1 つだった。
たとえば、古代エジプト人の墓（紀元前
1500 年ころ）の壁画にも、瀉血を行って
いる場面が描かれている。しかも、瀉血
は地理的にも極めて広く分布しており、
古代エジプトの他、メソポタミア、マヤ、
アステカ、インド（古代アーユルヴェーダ）

などでも行われていた。古代イスラム医
学書の著者たちは、その治療を推奨し、
ユダヤ教のタルムードでは、週、月ごと
の特別な日に瀉血を行うよう推奨してい
る。
　ギリシャ人医師ガレノスの時代から、

紀元前
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◀2400 年前のエジプト女性のミイラに装着されていた、
革と木でできた可動性の人工母趾。元の母趾は切断されて
いる。カイロ博物館展示品。

参照：義眼（紀元前 2800 年）、パレの「合理的外科手術」（1545 年）

ト学者で古美術品収集家のグレヴィル・チェスター
は、1881 年、その古代エジプトの工芸品を大英博
物館のために入手した。その母趾は擦り切れており、
死後ミイラを作るときに付加されたものではないと
考えられる。もう 1 つ別の使い古された足指である

「カイロ趾」は、紀元前 1069 年から紀元前 664 年の
間に作られたエジプトのミイラから発見された。3
ヶ所で連結されたその人工足指は、上述の母趾に比
べ、より機能的だったであろう。
　中世の甲冑師は、四肢を失くした兵士のために人
工の鉄製四肢を作り出した。1500 年代、フランス
の外科医アンブロワーズ・パレは、可動性の膝関節
と、バネ仕掛けで弾力性のある足のついた人工脚を
開発した。彼はまた、バネ仕掛けの義手も発明して
いる。
　現代では、プラスチックやカーボンファイバーの
ような新素材の導入により、義肢はより強く軽くな

グレヴィル・チェスター母趾

1000年�

アンブロワーズ・パレ（1510-90）、グレヴィル・ジ
ョン・チェスター（1830-92）

　ジャーナリスト、ヘイリー・ポーランドは書いて
いる。「失明した人が見えるようになる、耳の聞こ
えない人が聞こえるようになる、両脚を切断した人
が歩けるようになるなど、その助けとなる人工器官
はキャプテン・フックの頃よりはるかに進歩した。
かつては木製の四肢やガラス製の義眼だったものが、
今や人の身体器官と接続し、神経や脳と（知的とも言
えるやり方で）連絡する電子機器に取って代わられて
いる」。
　人工器官は、失われた、あるいは傷ついた身体部
分を置き換えたり増強したりするための装置だ。た
とえば「グレヴィル・チェスター母趾（足の親指）」
は、紀元前 1295 年から紀元前 664 年の間に作られ
た、麻と膠と石膏でできた人工母趾である。エジプ

紀元前

ってきている。筋肉の動きを電気シグナル
に変換して制御する筋電性の四肢も使用さ
れている。さらに、切断された肢の筋肉を
かつて制御していた神経を、正常に働く筋
肉と外科的に別ルートでつなぎ、その機能
を制御できるようにする「標的筋肉神経再
支配」という方法も開発されている。この
方法を使うと、たとえば、ある人が指を動
かそうとしたとき、胸の筋肉のほんの一部
分が収縮するようにすることができる。そ
の筋肉の上に設置されたセンサーが、ロボ
ットのような義肢を制御する。脳神経の刺
激を直接感知してコントロールする、認知
神経科学的な義肢も研究されている。




