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研 究

日本で唯一の医史学研究室
酒井シヅ教授は、わが国の医学史の第一人者で、広く愛読されてい
る『病が語る日本史』（講談社学術文庫, 2008）など数多くの著作
があります。
坂井建雄教授は、医学史の古今の原典資料を幅広く渉猟し、新たな
医学史書『図説 医学の歴史』（医学書院, 2019）、一般向けに『医
学全史』（ちくま新書, 2020）を上梓しました。18世紀以前の西洋
伝統医学が4教科で教えられて近代医学とは異なる構造をもっていた
こと、その中の科学的探究の要素が19世紀以後に発展して、基礎医
学と臨床医学からなる西洋近代医学が生まれたという、新しい知見
を元に医学史が描かれています。医学教育の歴史については、『日
本医学教育史』（編著、東北大学出版会, 2012）、『医学教育の歴
史―古今と東西』（編著、法政大学出版局, 2019）を発表していま
す。
坂井教授と澤井直助教が中心となって、古代の医師ガレノスのギリ
シャ語原典を解読・翻訳する研究会を定期的にもち、『ガレノス解
剖学論集』（京都大学学術出版会, 2011）、『身体諸部分の用途に
ついてI』（同, 2016）を上梓しています。

主な研究テーマ

主な研究内容スタッフ

1. 西洋医学史、近代以前と近代
2. 日本医学史、とくに江戸期以降
3. 医学教育史、とくに順天堂
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Department of Medical History

Research

Only one in Japan, Department of Medical History
Professor Sakai Shizu, the leading figure of the Medical History in 
Japan, published the beloved “Yamaiga Kataru Nihonshi (Japanese 
history dialogued through diseases)” (2008) and many other books.
Professor Sakai Tatsuo collectively studied the medical books in the 
history, and published newly the academic “History of Medicine 
illustrated” (2019) and the popular “Total History of Medicine” (2020). 
It was clarified that the Western Traditional Medicine was taught in 
four courses and had different construction from the Western Modern 
Medicine divided into the basic and clinical medicine, and that the 
scientific research was restricted to the anatomy in the former, but 
widely performed in many disciplines of the basic medicine in the latter. 
On the history of medical education, the “History of Medical Education 
in Japan” (2012) and the “History of Medical Education, in old / new 
and in East / West” (2020) were published.
Professor Sakai T. and Assistant Professor Sawai Tadashi organized the 
Galen Research Group to translate and interpret the Greek medical 
text of Galen, and published “Galen Anatomical Treatises” (2011) and 
“Galen Usefulness of the Parts of the Body I” (2016).

Main Research Subjects

Research HighlightsMembers

1. History of Western Medicine (Traditional and 
Modern)

2. History of Japanese Medicine (after Edo Era)
3. History of Medial Education (incl. Juntendo)
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