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パパリリかからら見見ええるるここのの世世界界  

UUnn  rreeggaarrdd  ddee  PPaarriiss  ssuurr  ccee  mmoonnddee  

 

第第 7711 回回  最最初初のの外外科科医医アアンンブブロロワワーーズズ・・パパレレ、、ああるるいいはは癒癒ししのの哲哲学学とと驚驚くくべべきき活活力力  

  

矢矢倉倉英英隆隆  

 

「我包帯し、神これを癒し賜う」 

――アンブロワーズ・パレ 

 

 パリに来た当初、アパルトマン近くの町の図書館に顔を出したことがある。気持ち

が高揚していたのか、関連する棚はすべて読んでみたいという、いま考えると途方も

ない願望を抱いていた。当時は、若い時に触れて以来そのままになっていた名前を目

にしたり耳にしたりする時、異常な懐かしさを感じたものである。これまでに聞いた

音の意味を一つ一つ確認していきたいという願望がどこかにあったのかもしれない。

その日、棚から取り出した１冊にはアンブロワーズ・パレ（Ambroise Paré, 1510-1590）

という名前があった。その本は、医学と経済学を修め、製薬関係の研究をしていたと

いうジャン・ピエール・ポワリエ（Jean-Pierre Poirier）博士の手になる『16世紀の救急

医、アンブロワーズ・パレ』Ambroise Paré : Un urgentiste au XVIe siècle（Pygmalion, 2005）

であった。ゆったりした椅子に腰を下ろし、そのページをパラパラやっていると、床

屋外科医から始めてフランソワ 1世（François Ier, 1494-1547）の息子アンリ 2世（Henri 

II, 1519-1559）、カトリーヌ・ド・メディシス（Catherine de Médicis, 1519-1589）夫妻と

その子供たち、フランソワ 2 世（François II, 1544-1560）、シャルル 9 世（Charles IX, 

1550-1574）、アンリ 3 世（Henri III, 1551-1589）の侍医に昇りつめた人間が生々しく現

れた。今回は、戦乱の世紀を逞しく生き抜いたパレという人物を振り返りながら、「癒

す」という行為について改めて考えてみたい。 

 

 パレは 1510年、現在はマイエンヌ県ラヴァル（Laval）市に吸収されているブール・

エルサン（Bourg-Hersent）で、2 人の兄と１人の姉に続く末っ子として生まれ、1590

年にパリで亡くなっている。80年に及ぶ人生であった。彼が生きた 16世紀はルネサン

スの時代と重なっている。スコラ派が説く厳格な論理や神との決定論的な関係から離

れ、芸術、文芸、科学と共に新しい哲学的態度が現れ、人間の尊厳、教育、理性、個

性の開花に関心が向けられた。まさに、ユマニスムの時代であった。同時に、カトリ
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ックとプロテスタントとの間の宗教戦争が繰り返された時代でもあった。1562 年にカ

トリックがプロテスタントを虐殺した事件（ヴァシーの虐殺）が引き金となり、第 1

次戦争が始まった。1567 年には第 2次戦争が起こり、1586年に始まった第 8次戦争ま

で激しい戦いが続くことになる。この間、わたしの記憶にも残っているカトリックに

よるプロテスタントの虐殺（サン・バルテルミの虐殺）が 1572 年 8 月 24 日に起こっ

ている。そして、アンリ 4世（Henri IV, 1553-1610）が 1598年に出した「ナントの勅

令」で一応の終結を迎えることになる。そこに至るには、アンリ 4 世はカトリックに

改宗するという大きな決断をしなければならなかった。« Paris vaut bien une messe. » と

いう有名な言葉が残っている。直訳すれば、「パリはミサに十分に値する」だが、パリ

（フランス）を治めることに比べれば、ミサ（カトリックに改宗すること）はそれほ

ど大きな犠牲にはならないという意味になる。逆に見ると、そこまでしなければ収ま

らないほど、フランス国内の対立は酷いものであったと言えるのだろう。 

 

 

『アンブロワーズ・パレ』（1839） 

ダヴィッド・ダンジェ（1788-1856） 

アンジェ美術館にて 

（2015年 10月 17日） 
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パレは若き日、地方の床屋外科医やパリのオテル・デュー（Hôtel-Dieu）で研鑽を積

み、軍医として戦争の現場に出ることになる。それが、ありとあらゆる外傷を目にす

る機会になったことは想像に難くない。パレを特徴付ける言葉として見かけたのが、

わたしの好きな ‘autodidacte’（独学の人）であった。そして、そこから予想されるこ

とではあるが、独学の天才は独立した精神の持ち主であった。豊かな能力と好奇心を

持つユマニスム溢れるパレは、当時の科学革命のすべての局面に関心を持っていたの

である。「わたしはあなたがカトリックかプロテスタントか、金持ちか貧しいのかは問

わない。どこが悪いのかを問うのです」とも言っている。ヒポクラテス（c. 460 BC- c. 370 

BC）にも通じる考えの表明である。また、当時スコラ派の権威主義の中にあったパリ

大学医学部の教授連中と闘う反骨精神の持ち主であった。同時代で活躍した医者にし

て作家のフランソワ・ラブレー（François Rabelais, 1483?-1553）、近代解剖学の創始者

アンドレアス・ヴェサリウス（Andreas Vesalius, 1514-1564）、そしてスイスの異端の医

者にして錬金術師パラケルスス（Paracelsus, 1493/4-1541）の中にも同質の精神を見る

ことができるだろう。これらすべての特質が、パレの目の前に現れるいろいろな傷害

に対する創意工夫を生み出す大きな力になったのではないだろうか。 

 

 
王の顧問にして最初の外科医、アンブロワーズ・パレ著作集（第４版） 

タイトルページ（1585） 
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当時、銃創には煮えたぎった油をかけて止血していた。ある日、負傷兵が多いので

油が不足することが予想され、そこで彼が思い付いたのが、熱い油の代わりに卵黄と

バラ油とテレピン油を混ぜた冷たい膏薬を使うことであった。新しい治療に対する自

信は全くなかったようだが、翌日二つの治療を比較してみると、膏薬の方が炎症も痛

みも少ないことが分かり、それ以降負傷している人間にさらに残酷な治療をしないよ

うになる。「優しい外科医」と評される所以だろう。この成果が全軍に伝わり、彼の評

価は高まっていった。1537 年のことである。また、四肢の切断手術などにおける止血

のために、それまでの焼きごてによる焼灼止血法に代わる血管の断端を結紮する方法

を編み出している。さらに、体の欠損部分を補う人工物であるプロテーゼや各種外科

器具も開発している。1552 年には、負傷兵の手術をした際、切断された四肢に痛みを

訴える患者について初めて記載している。幻肢症候群（phantom limb syndrome）であ

る。この症状については、のちにデカルト（René Descartes, 1596-1650）も第六省察で

取り上げている。このような実績を重ねることにより、外科学が次第に独立した医学

の分野になっていったものと思われる。 

 

このように実践に長けたパレはまた、筆の立つ人でもあった。自らの経験を生かし

ていくつもの学術書を残している。彼はラテン語が苦手だったようだが、学術論文を

フランス語で書いた最初の人間でもあった。1575 年には最初の全集が出版され、存命

中に第 2版（1579年）、第 3版（1582年）、第 4版（1585年）が刊行されているので、

広く求められていたことが想像される。さらに、1582年に出されたラテン語版により、

彼の名声と権威は確固たるものになった。この本は英語やドイツ語の他、オランダ語

にも何度か翻訳されているが、その中の 1649 年に出版されたものが江戸初期に日本に

も入っている。それは長崎出島の蘭館医ウィレム・ホフマン（Willem Hoffman）が持

ち込んだとされるが、その一部を翻訳した日本人がいた。オランダ通詞で蘭方医であ

った楢林鎮山（1649-1711）である。彼は 1656 年からオランダ語を始め、1666 年に小

通詞、1686年には大通詞になっているが、1698 年にはその職を辞し、在野で外科医術

の実践に勤しんだ。将軍徳川綱吉（1646-1709）や筑前藩主黒田綱政（1659-1711）から

の招きにも応ぜず、向井去来（1651-1704）らと俳諧を楽しんだとも言われる人物であ

る。彼は翻訳した内容に自身の経験やオランダ人医師から得た知識を加え、『紅夷外科

宗傳』（1706 年）を著しているが、その序文は貝原篤信（益軒、1630-1714）が書いて

いる。わたしが知る日本初の翻訳書は 1774 年に出た『解体新書』だが、『紅夷外科宗

傳』の存在はそれ以前に本格的に西欧の医学書に向き合っていた日本人がいたことを

示している。今回の思いがけない発見となった。 
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パレの人生で目を見張るもう一つの点は、公的活動に優るとも劣らない私生活にお

ける活力だろう。1541年に最初の結婚をして 3人の子供をもうけるが、幼くして 2人

を失っている。32 年の結婚生活の後、1573 年 11 月に妻が亡くなるが、その僅か 2 か

月後の 1574 年 1 月には 18 歳とも 20 歳とも言われる妻を迎えている。パレ 64 歳の時

であった。40 歳以上の年の差はあったが幸せな結婚生活だったようで、65 歳から 73

歳にかけて 6 人の子供をもうけている。ただ、最初の結婚同様、幼くして 3 人を亡く

している。歴史を振り返れば「何でもあり」なので特に驚くには当たらないが、イデ

アの世界に寄り掛かることが多い者としては見習いたい現世におけるバイタリティで

はある。 

 

今回のエピグラフには、人間の治癒力に対する信頼と治癒者としての謙虚な考えが

現れている。これはある意味で、達成される癒しが医学による効果なのか、自然が齎

したものなのかの判別がつかないことの表明のようにも見える。パレは自然の中に神

を見ていたのかもしれないが、現代であれば、その背後に免疫あるいは生体防御シス

テムを見ることもできるだろう。20 世紀の哲学者ハンス・ゲオルク・ガダマー

（Hans-Georg Gadamer, 1900-2002）は晩年の書『健康の神秘』（Über die Verborgenheit der 

Gesundheit, 1993）の中で、肉体に対する医学の治療と、精神に対する修辞学との相似

について触れているプラトン（Plato, 428/427 BC-348/347 BC）の『パイドロス』を引き、

両者の関係を論じている。より具体的には、医学が治療と栄養を肉体に与えて健康と

活力を生み出すことと、修辞学が語法（法則）に合致した言説と実践を魂に指し示し、

信念と美徳を叩き込むこととの関連である。前段は分かるとしても、修辞学が医学と

どのように関わるのかについては、すぐに理解するのは難しそうである。ただ、少な

い経験に照らしてではあるが、わたしは次のように考えてみた。例えば、このシリー

ズを続ける中で注意するようになった一つのことがある。それは、文章間の繋がりを

検討することにより、論理の流れの乱れを最小限にすることであった。そのことによ

り、読み手が書き手の意図をより明確に捉えることができるようになるのではないか

と考えてのことである。しかし、その効果は読み手だけではなく、書き手の精神にも

活力を与えているのではないかと感じるようになってきた。繋がりを調べるというこ

とは関係性に対する感度を上げることに導くが、その過程ではより広い範囲に目を配

ることが不可欠になる。それから先は想像だが、全体に目をやるという行為は精神に

安定を齎すだけではなく、油断させないように精神を常に刺激することになり、それ

が活力を得ているという感覚を生み出している可能性である。 
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 人間を全的に捉える立場に立てば、あるいはわたし自身の経験を振り返れば、病め

る人間は肉体だけではなく精神にも影響が及んでいることは容易に想像できる。肉体

の障害を取り除けば事足れりとする医学に問題ありとする人が少なくないのも理解で

きるだろう。プラトンに肖れば、医学として規定されている科学に基づく技術の他に、

修辞学的側面を医学の中に取り入れる必要があることになる。その一つは、科学の根

底を成す論理的な説明をすることにより、均衡を失った魂を納得させることが挙げら

れる。これを敷衍すれば、言葉に対する感覚を磨き、言葉の使い方に熟達することが、

癒しに導く大きな要素になり得ることを意味しているように見える。ガダマーの分析

によれば、古代ギリシア語の techne（ラテン語では ars）は、現代では一般的な見方で

ある、理論の応用としての技術ではなく、実用に供する特別の知、すなわち何かを作

り出す能力を指していた。しかし、医学が用いる techne は科学における技術とは異な

り、何か新しいものを作り出すものではなく、病める人間を新たな均衡に持って行く

ことである。とすれば、新しい状況に適応するためには、肉体に対する技術的な対応

だけでは不充分で、精神に対する修辞学的働きかけが欠かせないことも見えてくる。 

 

 

アンブロワーズ・パレ病院 

ブローニュ・ビヤンクールにて 

（2018年 5月 9日） 

 

最近、アパルトマンの近くにアンブロワーズ・パレの名前が付いた小さな散歩道が

あることに気付いた。また、パリ郊外のブローニュ・ビヤンクール（Boulogne-Billancourt）

にはパレの名前を冠した病院があることは知っていたが、訪問することはなかった。
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その後、コレージュ・ド・フランスの最初の女性教授で古代ギリシアの研究者、ジャ

クリーヌ・ド・ロミリ（Jacqueline de Romilly, 1913-2010）博士がこの病院で亡くなって

いることを知った。彼女が書いたものから古代ギリシアの重要性について学び、ギリ

シア語、ラテン語教育が蔑ろにされつつある風潮に警告を発し続ける姿には共感もし

ていたので、この 5 月にパリに行った際、どんな病院なのか見学することにした。受

付の婦人にパレについての資料のことなどを尋ねてみたが、何のことを言っているの

かピンときていないような表情が返ってきた。わたしのフランス語のせいもあるだろ

うが、ひょっとすると 8 年前に生誕 500 年を迎えたパレという人物は歴史の中に埋も

れてしまったのかもしれない。紹介された図書室にも行ってみたが、残念ながら扉は

閉まっていた。パレが生きた時代、それは蘇らせようと努めなければ、もう我々のと

ころには戻ってこないのだろうか。そんな思いを抱きながら病院を後にした。 

 

 （2018年 8月 10日） 

 


