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宇田川家の人々が現代科学へ残した大きな足跡 ( 1 ) 

－西洋の解剖学訳述書『解体新書』は知っている. では西洋の内科学書は誰が訳述？－ 
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Historic footsteps of members of the Udagawa Family in modern science (1) 

- We all know “Anatomische Tabellen”, a translated anatomical reference introduced from a 
Western country. However, do you know who was the first Japanese to translate a reference in 

Western internal medicine? 
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要旨 

江戸時代の蘭学について, 我々は『解體新書』とそれを訳述した杉田玄白, 前野良沢, 中川淳庵, 桂

川甫周, そして医学を学んだ者なら近代病理学の祖, 緒方洪庵は知っている. 緒方洪庵も岡山県（足守

藩）が生んだ大偉人であるが, 同じ岡山県の津山藩越前松平家で代々奥医師を務めた宇田川家の人々

については, 津山市民でさえ全員が知っている訳ではない. 西洋医学を臨床へ実践に移す第一歩とし

て, 「江戸時代に西洋の内科学を国内にはじめてもたらした蘭学者」である宇田川玄随（1755-1797）

の功績はもっと全国に知られるべきである. 医学史も専門である高橋昭, 元名古屋大学神経内科学教

授は, 玄随のことを知るために津山を訪れている. 玄随はオランダの Gorter (1689-1762) が出版した

『Gezuiverde Geneeskonst of kort onderwijs der meeste inwendige ziekten: ten Nutte van chirurgijns, die ter 

zee of velde dienende, of in andere amstedigheden, zig genoodzaakt vinden dusdanige ziekten te behandelen（精

選医学, 大多数の内科疾患に関する短い手引, 海戦や野戦に従軍したり, またはその他の場合にこの

ような病気を取扱う必要を生じた外科医が利用するために）』を漢字仮名交じり文で翻訳した. これが

日本最初の西洋内科書『西説内科撰要』である. 病気を症状で分類し, それぞれの定義, 原因, 診断法, 

治療法・処方が記され , その扱っている疾患は, 現在の内科領域だけに限らない. しかも, 単なる逐語

訳ではなく, 玄随が内容を十分理解した上で読者に納得のいく説明を, 本文とは区別して細字で多数

の注釈を加えている. 玄随はオランダの内科学書を我が国ではじめて翻訳したのであり, それまで蘭

方医学といえば外科に偏っていた関心が内科など他の科にも拡大させたという点で, その残した功績

は『解體新書』に匹敵するものがある. 鳥取臨床科学6(2), 111-124, 2015 

 
Abstract 

Based on our knowledge of Western studies in the Edo period, we know “Kaitai-Shinsho” (Anatomische 
Tabellen in German) and the names of its translators, including Genpaku Sugita, Ryotaku Maeno, Jun-an 



112

2 
 

Nakagawa, and Hoshu Katsuragawa. Most Japanese people, those who have studied medicine in particular, also 
know Koan Ogata - the father of modern pathology and a great figure from Okayama Prefecture (Ashimori 
Domain). However, not all Japanese, or even the citizens of Tsuyama City in Okayama Prefecture, know about 
the members of the Udagawa Family who had long been family physicians for the Echizen-Matsudaira Family 
in Tsuyama Domain, Okayama. The achievements of Genzui Udagawa (1755-1797), “a researcher involved in 
Western studies and the first Japanese person to introduce Western internal medicine to Japan in the Edo period 
as the first step to put Western medicine into clinical practice” , should be known by more people in Japan. Dr. 
Akira Takahashi, former Professor of Nagoya University School of Medicine, Department of Neurology, and a 
specialist in medical history, visited Tsuyama to gain a better understanding of Genzui. Genzui Udagawa 
translated “Gezuiverde Geneeskonst of kort onderwijs der meeste inwendige ziekten: ten Nutte van chirurgijns, 
die ter zee of velde dienende, of in andere amstedigheden, zig genoodzaakt vinden dusdanige ziekten te 
behandelen (Carefully Selected Medical References / Simple Guidelines on A Variety of Internal Disorders - 
For surgeons who provide treatment for navy and army personnel with internal disorders)”, published by a 
Dutch Professor called Gorter (1689-1762), into Japanese, using a mixture of Chinese characters and Japanese 
phonetic characters. The book: “A collection of references in Western internal medicine”, was the first reference 
book on Western internal medicine to be published in Japan. The book includes diseases and disorders classified 
according to their symptoms, definitions, causes, diagnostic and treatment methods, and prescriptions. The 
fields covered by the book are not limited to internal medicine. Furthermore, the book was not only translated 
verbatim. As Genzui comprehended the book in detail, he wrote many explanatory notes using small characters 
and added them to it, so that the readers could easily understand it. Genzui was the first Japanese person to 
translate an internal medicine-related book published in the Netherlands, and this motivated people at that time 
to become interested in many different areas of Western medicine, such as internal medicine, other than surgery. 
The achievement is as valuable as “Anatomische Tabellen”. Tottori J. Clin. Res. 6(2), 111-124, 2015 
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1. はじめに–何故, 宇田川家の人々についてな

のか– 

記憶が定かではないが, 10年以上も前に, 医

学史も専門である高橋昭, 元名古屋大学神経内

科学教授が, ある学会（神経学会だったと記憶

している）にて江戸時代に西洋の内科学を国内

にはじめてもたらした蘭学者について, 医学史

の講演の中でその話があった. それに関する情

報を得るために津山へも足を運んだという. 高

橋昭元教授1) は日本内科学会誌においてもそれ

を紹介しているが, この事実に大きな衝撃を受

けたことを記憶している. 何故なら, 江戸時代

の蘭学について, 我々は『解體新書』とそれを

訳述した杉田玄白 , 前野良沢の2人くらいの名

前, そして医学を学んだ者なら緒方洪庵は知っ

ている, そのくらいであろう. 緒方洪庵も岡山

県（足守藩）が生んだ大変な偉人であるが, 地

域こそ違うが同じ岡山県（津山藩）の誇り, 宇

田川家の人々については津山市民でさえ全員が

知っている訳ではない. 津山駅前に箕作阮甫像

があることからも, まだ同じ頃に活躍した箕作

家の人々2) の方がよく知られている印象を受け

る. 杉田玄白, 前野良沢らの『解體新書』は大き

な影響をもたらしたことには違いなく, それに

異論を挟む気など毛頭ないが, あくまでも基礎

医学の解剖学書である. それで医学の臨床を実

践することはできないのであり, 西洋医学を臨

床へ実践に移す第一歩として, 「江戸時代に西

洋の内科学を国内にはじめてもたらした蘭学

者」である宇田川玄随（1755-1797）の功績はも

っと全国に知られるべきである. そのような理

由から, 宇田川家の人々が後世に残した偉業に

ついて, 彼らのオリジナルの書物で研究した論

文やそれに拠る総説などを探索して抜粋し, ま


