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第 49回図書展示会  

【16世紀の人体解剖書： 
ヴェサリウスとエティエンヌの世界】 

 
展示会：2008年 6月 23日(月)～28日(土)  :医学メディアセンター1Ｆ 
講演会：2008年 6月 26日(木)16時 30分～ :医学メディアセンター2Fセミナールーム 
 
 
 
 今回は趣向を変えて、当センター所蔵の１６世紀西洋医学書―解剖書２点（複製本）

を取り上げて、時代背景や当時の解剖学事情の解説と共に展示いたします。 
 今回取り上げましたヴェサリウスとエティエンヌの解剖書は 16世紀半ばのルネッサ
ンス時代に相次いで出版され、実証的な人体解剖書として医学史に大きな功績を残した

だけなく、芸術的にも優れていると言われているものです。 
 特にヴェサリウスによる解剖学書『ファブリカ』は、近代医学の基礎を作ったとも言

われている物ですが、これまで翻訳版は英語版のみで、日本語翻訳版は出版されていま

せんでした。しかし 2007年 9月に、故島崎三郎先生が翻訳作業を進めてきた日本語版
出版され、当医学メディアセンターでも蔵書として受け入れました。 
 また同じく 2007年にはエティエンヌの解剖書も複製版を入手する機会に恵まれ、長
年研究されてきた萬年先生による解説資料も入手することが出来ました。 
 両資料が揃ったこの機会を利用し、図書展示会と言う形でクローズアップし、16 世
紀の解剖書に光を当ててみる事に致しました。近代解剖学の基礎を成したとも評価され

ているこれらの資料をどうぞごゆっくりご覧下さい。 
 
 
 
 

今回の展示に合わせましてヴェサリウスやエティエンヌの研究に長年携わってこ

られた萬年甫先生（東京医科歯科大学名誉教授）に講演をお願いしました。解剖学

の世界観に惹かれた方、講演会にも参加されてはいかがですか？講演会の日時は上

記の通りとなっております。ご来場お待ちしております。 
 



☆☆時時代代背背景景・・解解剖剖学学事事情情  
 

 2 

時代背景 

16世紀のヨーロッパと言えばルネサンス最盛期です。ご承知のようにルネサンスとは、14世紀-16世
紀にイタリアを中心に西欧で興った古典古代の文化を復興しようとする文化的諸運動を指します。ルネサ

ンスの文化・芸術活動と自然科学との接点で“解剖の図”を見た場合、ヴェサリウスとエティエンヌが描

いた解剖図は非常に芸術・美術的要素が強いと言われています。また、記述に関してもルネサンス期の文

体(エティエンヌの著作)が採用されているそうです。 
 

医学研究や医療の仕組みや状況が現代とは異なっていました。医学史の参考書によれば、外科手術を行

う外科医たちは外科医学校で教育を受け、内科医師よりも一段下の職種と見なされていました。また、さ

らにその下に学校での正規の教育を受けずに、病院で腕を磨いて資格を取った床屋外科医という人たちが

いました。外科に関しては、この時代の外科医であるパレが各種画期的な治療法を開発し、現代につなが

る“外科治療の一歩”を築いていったとの事です。また外科のみならず内科的治療に関しても、現代のよ

うな薬や有効な治療法はなく、民間療法的な薬剤・治療薬や瀉血－静脈を切開して病気部位の“悪しき”

血液を抜き取る－のような治療法に頼らざるを得ない時代であったようです。 
 

解剖学事情 

ヴェサリウス以前の人体解剖は、解剖学者(解剖学の教授)は壇上に上って教科書を講読し、解剖台では
専門の執刀者が解剖を行い、解剖学者により述べられたことを解剖体の中に示すというやり方が通例でし

た。すなわち、観察のための解剖ではなく、学説としてすでに知られていること、特に古代ローマの医師

ガレノスや他の権威の説を、確認するための解剖であり、人体を探求するための解剖ではありませんでし

た。つまり、ヴェサリウス以前の学者・教授は、文献や学説には通じているが、実際の人体の構造を何も

知らないという事がしばしばだったようで、文献の内容と人体の構造が食い違った場合には、文献の方が

正しいとされていたとの事です。 
 

また、当時の医学の常識では、例えば、

脳は“三つ玉ひょうたん”（当時の医学界

の通説では脳の中に三つの空所すなわち

脳室があり、人間の精神的な機能がここ

で行われたと考えた：右記左図）で構成

されていると捉えられていました。精巧

な解剖図を描いていたレオナルド・ダ・

ヴィンチでも脳の図に関しては同様の図

を描いています。 
ヴェサリウス以前は、脳以外の図に関

しても実際の人体の構造とは異なった解

剖図が非常に多かったようです (参考
例：右記右図)。 

 
 

※参考・引用文献 
・謎の解剖学者ヴェサリウス / 坂井建雄著，東京，
筑摩書房，1999，198p． 
・坂井建雄．“解剖学書としてのヴェサリウスの『ファブリカ』と『エピトメー』，日本医史学雑誌，Vol.43, No.4，
p. 423-457． 



☆☆展展示示資資料料解解説説  
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＋ファブリカ原書版＋ :展示資料リスト① 

・ タイトル： 
『De Humani Corporis Fabrica Libri Septem』 
・ 日本語タイトル： 
『人体の構造についての七つの書』 
・ 記述言語：ラテン語 
・ 出版年・出版地・出版社： 

1543年，Basileae : Ex Oficina I. Oporini 
・ ページ数： 

709p（前付け12p. 本文695p. 索引等 38p.） 
 
 

内容と特徴 

全部で7巻から構成されている。解説文のみな
らず数多くの解剖図が収録されているが、時として骨格人や筋肉人の解剖図は「ポーズ」

を取っており、遊び心・芸術的要素が垣間見える構成である。 
 
       ≪各巻ごとの構成≫： 
【１巻】：168p，全 40章；骨・骨格に関して 
収録図⇒骨の内部構造を示す図・骨の様々な形を示す図（総論部分），対応する部位

の骨と軟骨の絵（骨と軟骨の各論の部分），全身の交連骨格を示す一頁大の骨格人の

図が3枚（巻末） 
【２巻】：188p，全 62章；靭帯・筋肉全般に関して 
収録図⇒全身の筋肉の様子を示す一頁大の筋肉人の図が 14枚，下腿と下肢全体の筋
の図が本文の前に収録（最初の2枚は筋の最表層を示す筋肉人，次の6枚は前方から
見た図，次の 6 枚は後方から見た図，いずれも冒頭部分），7 章では様々な解剖用具
が図示，他本文中では必要に応じた解剖図。 

【３巻】：58p，全15章；血管（静脈・動脈） 
収録図⇒門脈の全体図，全身の静脈を示す静脈人の図，全身の動脈を示す動脈人の図，

脳の静脈の図，肺動脈の図・肺静脈の図（いずれの図も関連する章の冒頭部分），二

頁大の全身の動脈と静脈をあわせて描いた図 
【４巻】：40p，全17章；脳神経（4～10章）・その他神経（11～17章） 
収録図⇒脳底の図・脳神経の全体図(脳神経を扱う章の前)，脊髄の外観図・脊髄神経
全体の前面図および後面図(脊髄神経を扱う章の前)，二頁大の全身の神経の図(巻末) 

【５巻】：104p，全 19章；消化器・内臓（2～10章）・生殖器／妊婦関連（11～18章） 
収録図⇒腹部臓器全体の図 10枚・その間に取り出した臓器の解剖図が多数挟まって
いる（巻の冒頭部分） 

【６巻】：46p，全16章；心臓・呼吸器（肺・胸膜・気管等全般） 
収録図⇒胸部臓器全体を示す解剖図2枚・心臓を中心にした解剖図9枚・肺の解剖図
2枚(巻の冒頭部分) 

【７巻】：55p，全19章；脳（2～12章）・その他感覚器(13~17章;視覚・嗅覚・味覚等) 
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収録図⇒頭部全体の解剖図12枚・12枚の間に脳幹や小脳などの部分的な小さな解剖
図(巻の冒頭部分)，眼球の構造を示す図（眼球に関する章の冒頭部分） 

 
 なお三・四巻を除いた全巻で、解剖方法や標本作製法についての章が添えられており
（二巻では62章中 21章が該当）解剖学のための実践的な資料となっている。 

 
上記の7巻を記述するに当たっては、複合的な解剖学の枠組みを意識した点を見て取る事
が出来る。複合的な枠組みとは、現代の解剖学で置き換えて考えた場合、前の四巻(1~4)
が機能ないし所在によって分けられており系統解剖学的になっている一方で、後ろの三巻

(5~7)が部位によって分けられており局所解剖学的になっている。これら2つの解剖学のス
タイルを同時に取り入れる事により、ヴェサリウスは人体全身の構造を網羅するための新

たなスタイルを築いた。このスタイルの構築は、まさに全身の構造を網羅する枠組みの新

たなる創造であり、“解剖学という学問の誕生”1)を意味する画期的なものとなった。 
 

ファブリカより解剖図：筋肉人の図（左）・骨格人の図（右） 

 
 
 

何故ファブリカがその後の医学に多大な影響を及ぼす資料となったのか？ 

観察至上主義でありかつ枚挙網羅主義のスタンスが取られており、これら2つの要素が『フ
ァブリカ』に取り組まれた事で、近代医学の基礎を築いたと評価が成されている（それま

での解剖書では取り込まれている2つの要素が不完全に含まれていた）。 
 

1. 【観察至上主義・事実に基づいた反復検証】： 
権威の説・文献に書かれた事をそのまま信用する事を止めて、事実に基づいて考える

事。「解剖学」という点で考えた場合、目の前の現実の人体を先入観なく観察し、観察
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した所見にしたがって正確に判断・記述を行う事である。そういった物事への取り組

み方の変革、意識の革命を行った事が、本資料が革新的資料となった一つの要因であ

る。この点で“当時のガレノスなどの権威の説への従属の鎖を断ち切って自律的に考

えるというこの革命はまさに近代医学の誕生そのものである”と評価する声がある 1)。 
 
2. 【枚挙網羅主義・解剖学書を記述するに当たっての独自のスタイルの作成】： 
ファブリカでは人体の構造のうち適当なものだけを取り上げて扱うのではなく、人体

の構造すべてを解剖し観察し、そして記載し図解されている。2 つの枠組みを組み合
わせた独自のスタイルを用いる事で、全身を網羅することに成功しており、これ以前

の解剖書にはこの要素、全身の網羅性が欠けていたとの事である。観察至上主義に加

えてこの枚挙網羅主義という要素を解剖学の世界に加えた事で、ヴェサリウスが近代

解剖学・自然科学としての医学の基礎を築いたと評価されている 1)。 
 

補足：『エピトメー:Epitome』簡潔紹介（展示資料リスト③） 

・ 『ファブリカ』を読みやすい形で簡略化した入門書・要約版の資料。 
約 25ページの短い資料で、ファブリカから解剖所見(解剖図：全 11図)を選び出し、
それを要約し再編成したものとなっている。六章構成となっており、一章と二章では

骨格と筋、三章では消化器系・四章では循環器系・五章では神経系、六章では生殖器

系を扱っている。三章以降では、局所解剖学的要素が影を潜めている。このように同

一の図版を使っているが、ファブリカとはやや異なっている。 
 

参考・引用文献 

(1)『謎の解剖学者ヴェサリウス / 坂井建雄著，東京，筑摩書房，1999，198p．』 
(2)『坂井建雄．“解剖学書としてのヴェサリウスの『ファブリカ』と『エピトメー』，日本医史
学雑誌，Vol.43, No.4，p. 423-457．』 
 
 

＋ファブリカ翻訳版(島崎三郎訳)＋：展示資料リスト② 

内容・特徴 

・ 今回出版されたのは 1巻(骨・骨格)・2巻(靱帯・筋肉)のみであるが、それ以降の巻に関し
ても、順次翻訳作業が進められているそうである。 

 
・ この資料は1996年には翻訳が終了しており、校正刷りも2000年3月時点で終了していた。
しかし、オリジナルのラテン語版の紙面を再現して日本語訳の紙面を作り上げるという島

崎先生の強い思いが反映された事もあり、校正刷りから出版まで７年の歳月がかかってし

まった。 
 
・ また翻訳に当たって、解剖学用語は現代の用語（PNA：Paris Nomina Anatomica，パリ
解剖学用語）と同じか、それに近いものはそのまま PNA を用いているが、普通名詞や番
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号を呼ぶ名称は、各章の図（図版）の索引（解説）のところだけに割注として PNA を入
れている。つまり翻訳作業の中で単に日本語の文章に翻訳するだけではなく、当時の解剖

学用語を現代の用語に置き換える作業も翻訳作業の中で行っている。 
 

島崎三郎先生略歴 3)（生年：1915年；没年：2000年） 

1940年：東大理学部生物学科卒業 
1963年-1969年：東邦大学医学部解剖学助教授 
1969年-1981年：日本大学医学部生物学教授 
 

参考・引用文献 

・萬年甫．“ヴェサリウスのファブリカ：第Ⅰ巻・第Ⅱ巻”．解剖学雑誌，Vol.83, No.1 p.34-36』 
・ファブリカ / Andreas Vesalius編著 ; 島崎三郎訳，東京，うぶすな書院，2007.9，x, 365p，
42cm（サイズとしては原本と同じ大きさ），別タイトル：人体構造論』：ファブリカ翻訳版 
 
 

＋エティエンヌの人体解剖書＋：展示資料④，⑤ 

・ タイトル： 
『La dissection des parties du corps humain 
diuisee en trois liures, faictz par Charles Estienne, 
docteur en medecine, auec les figeurs & 
declaratio[n] des incisions, composees par 
Estienne de la Riuiere, chirurgien』 

・ 日本語タイトル： 
『医学博士エティエンヌ・エティエンヌによる3分
冊の人体諸部の解剖：外科医エティエンヌ・ド・ラ・

リヴィエールによる切開の挿絵と説明）』 
・ 出版年：1545年（ラテン語）、1546年（フランス語） 
・ 出版地・出版社(フランス語版)： 

Paris : Chez Simon de Colines 
・ ページ数：419ｐ（前付け14ｐ．本文405ｐ） 
 

内容と特徴 

全 3巻で構成されている。著作中に収められている解剖図は全部で 64点であり、それぞ
れ関連性が深い巻に収められている。解剖図に関しては、エティエンヌ自身が重要性を、

言葉では表せない意味を伝達する事が可能になると指摘している。なお、解剖の方法に関

しては一巻の冒頭に含められており、他は主に部位ごとに記述が成されている。 
 
① 【一巻】：165ｐ，全97章 
解剖の定義，方法（1-4章） 
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骨，靭帯，神経，筋肉，動・静脈，脂肪，皮膚（5-97章） 
② 【二巻】：113ｐ，全51章 
内臓全般，生殖器，頭部（1-51章） 

③ 【三巻】：127ｐ，全50章 
妊婦関連部位(子宮等)，眼，筋肉（１-38章） 
解剖施設，器具，手法などの提案（39-50章） 
 

 エティエンヌは，パドヴァ大学で人体解剖の経験をもち，骨格標本の作成法も研究して
いたが，エティエンヌの生家が出版業を行っていたため本業は医学者というより出版業

者であり，本書も解剖学の愛好者による医学生のための解剖学学習用手引書という位置

づけである。実際 1550年に家業の印刷・出版業を継いでいる。 
 

 ガレノスやそれ以前のギリシア人たちの説に耳を傾けつつ，人体を直接解剖して得た新
たな知見をありのままに淡々と記述している。つまり、ここでも『ファブリカ』同様【観

察至上主義】が表現されていると言える。また、部位に関しても、一部ではなく全身の

全ての部位を扱っている事から【枚挙網羅主義】も表現されていると言えるであろう。 
 

エティエンヌの人体解剖書の意義と役割 

・ 「全体的な外部静脈系と神経系の図解を収めた最初の刊行物」であり、前ヴェサリウス

の最も精密な脳の解剖図を含んでおり，神経学上特に重要である。特に大脳と小脳との

回転パターンの相違を初めて示し、後世に大きな影響を与えた。 
 
完成直前の 1539年に，本解剖書を作成するに当たり、エティエンヌに協力した解剖医で
あり外科医であったリヴィエールが，エティエンヌ単独でこの書の著者としての権利を主

張することに対して，宮廷に訴状を提出し裁判沙汰となった。その喚問や審査に手間取っ

ている間に，1543 年バーゼルでヴェサリウスの書が先に脚光をあびることになった。本
書の刊行は 1543年でファブリカの 2年後だが，『ファブリカ』と同様、【観察至上・枚挙
網羅主義】等新しい表現法が用いられていると言われ，重要な医学的発見も多く盛り込ま

れており，内容的に『ファブリカ』に遜色ない名著と評されている。刊行のタイミングに

よっては，近代解剖学の祖はヴェサリウスではなくエティエンヌだという人もいるくらい

である。つまり、刊行のタイミングが遅くなってしまう事によって近代解剖学・近代医学

の祖という歴史的なポジションを失ったとも解釈する事が出来る。 
 
 
＊参考・引用文献： 

・ Rifkin, Benjamin A.; Ackerman, Michael J.; Folkenberg, Juduth著, 松井貴子訳. 人体解
剖図：人体の謎を探る500年史. 東京, 二見書房, 2007. 

・ 萬年甫．“シャルル・エティエンヌの人体解剖書の紹介”．科学医学資料研究

vol.303-305(1999-2000) 



請求記号 著・編者名 書名 出版年

① M1.1¦¦V Andreas Vesalius
De humani corporis fabrica libri
septem

1976

② M0.2¦¦V
Andreas Vesalius編著 ;
島崎三郎訳

ファブリカ
（人体構造論）

2007

③ M1.1¦¦V
Andreas Vesalius [著] ;
中原泉訳

人体構造論抄 : ヴェサリウスの
the Epitome

1994

④ M0.2¦¦E Estienne, Charles編著
La dissection des parties du
corps humain diuisee en trois
liures

 1546
（複製

版）

⑤ M0.2¦¦E 萬年甫著

シャルル・エティエンヌの人体解
剖書（↑④）の紹介
(1)-(3)：雑誌記事名(雑誌：科学医
学資料研究
第303-305号)

1999-
2000

請求記号 著・編者名 書名 出版年
M0.28||Sa 坂井建雄 謎の解剖学者ヴェサリウス 1999
M0.23||J Jetter, Dieter著 ;山本俊

一訳

西洋医学史ハンドブック
2005

M0.2||I||1 井上清恒著 医学史ものがたり ;1医人の探訪
1991

M0.2||Y 山本和利編著 医学生からみる医学史 2005
M0.2||Sh||1 C.Singer,

E.A.Underwood著 ;
酒井シヅ, 深瀬泰旦訳

医学の歴史：古代から産業革命
まで 1985

M0.2||Ma 松井喜三編集・解説 レオナルド・ダ・ヴィンチ解剖
図集

1975
M0.15||Ko 香西豊子著 流通する「人体」 : 献体・献

血・臓器提供の歴史 2007

M0.2||Sa 佐藤正 世界外科学史年表 :医学を学ぶ
人のために 1986

M0.2||Sa 酒井シヅ 医学史への誘い :医療の原点か
ら現代まで 2000

M0.31||Ko 慶應義塾図書館主催展示
会

ANATOMIA : ダ・ヴィンチか
ら解剖図譜の歩み

 [1997]

M0.28||N 二宮陸雄 医学史探訪 : 医学を変えた100
人 1999

M0.2||R

ベンジャミン・A.リフキ
ン,マイケル・J.アッ
カーマン,ジュディス・
フォルケンバーグ著 ;
松井貴子訳

人体解剖図 :
人体の謎を探る500年史 2007

【第49回図書展示会：
16世紀の人体解剖書-ヴェサリウスとエティエンヌの世界】

展示期間：2008年6月23日(月)～29日(土)

【展示資料リスト】

【参考資料リスト】


