
巻頭言　～創立 50 年の年に
実生会会長　冨　永　悌　二　

　平成25年度の実生会年鑑を会員の皆様にお送りします。本号よりかねて要望のあったA4版に改め，
写真もカラーと致しました。
　本号には，隈部先生の北里大学教授就任祝賀に加えて，故溝井和夫先生の偲ぶ会の模様が収められて
います。時の経つのは早いもので，昨年 8月 1 日に秋田大学教授溝井和夫先がご逝去され，9月 16 日
大雨の中秋田にて行われた溝井和夫先生のお別れの会に出席したことが思い出されます。本誌掲載のた
めに写真を整理してみると，溝井先生がいつも微笑んでいることが多かったことに改めて気づき，柔和
なお顔が目に浮かびます。ただ，野球の時は全く別人のようでしたが。手元にある最後の写真は，2013
年 3 月に小生が主催した日本脳卒中の外科学会の時のものです。病との戦いから随分とお痩せになって
おり本誌掲載は見送りました。この学会が我々が公の場で溝井先生を見る最後の機会となってしまいま
したが，座長をお願いして無理をさせてしまったのではないかと，今でも一抹の思いがあります。本年
度 4月からは，実生会会員で高校の後輩でもある清水宏明先生が後任として秋田大学に赴任しており，
溝井和夫先生もお喜びになっているものと思います。
　さて本年は，昭和 39 年 9 月 1 日に鈴木二郎先生，高久晃先生，堀重明先生が長町で脳神経外科の診
療を開始してから 50 年の佳節を迎えます。今年の実生会総会では清水宏明先生の教授就任祝賀に加え
て，例年の会員懇親会に代えて東北大学脳研脳神経外科 50 周年記念祝賀会を予定しています。小生
は，本年 4月にもやもや病の遺伝子解析により文部科学大臣より科学技術賞（研究部門）をいただき，
6月 9 日鈴木二郎先生の命日に墓前にご報告致しました。この時墓参に医局員を伴うべくも，隈部先
生・清水先生（共に昭和 61 年卒）の転出後，現在の大学医局で生前の鈴木先生を知るのは小生と秘書
の伊藤さんのみでありました。50 年の星霜とはかくあるものかと痛感した次第です。ただ鈴木先生ら
の診療開始から 50 年とは言え，何をもって東北大学脳神経外科の始まりとすべきかについては難しい
ところもあります。そこで鈴木先生以前の脳神経外科はどうであったのかについて調べ，その歴史を巻
頭言とさせて頂きます。
　以前の様々なことを調べてみると，先人の「営為を記録に留めようとする強い意思」に改めて驚かさ
れ，我々もまた今後 50 年後に伝えなければならないことは事あるごとに記録に残す努力が必要と認識
を新たにしました。1971 年の実生会会報第 3号の故桂重次名誉教授追悼号には，高久晃，田中輝彦，
郭隆璨先生らが書かれた「東北大学に於ける脳神経外科の歴史」が掲載されています。10 頁にわたる
労作で大変読み応えがありますが，その文末に「・・・又いずれかの人によって加筆訂正されん事をお
願いする。」とあります。高久先生らの記録に 40 数年後の視点から幾ばくかの情報を加えることができ
ればと意気込み，少々長文となりました。山形教授から桂教授の時代の脳神経外科手術とそれに関連す
る逸話をまとめ，鈴木先生以降の歴史は稿を改めたいと思います。

「東北大学に於ける脳神経外科の歴史　黎明期から桂重次教授時代まで」

　東北大学医学部の歴史を紐解くと，藩政時代 1817 年の仙台藩医学校設置に遡る。仙台藩では，1736
年に学問所である明倫養賢堂が設置され 1760 年から医学教育を開始した。仙台蕃医学校はこの養賢堂
から分離されたものである。その後幾多の変遷を経て，大正 4年に東北帝国大学医科大学となる。経緯
は，東北大学医学系研究科のホームページ，その他同窓会関連の書籍に詳しいので参照されたい。なお



艮陵同窓会では，明治 5年（1872 年）の「県立医学所」および「共立病院」の設立をもって母校創立
の日としている。

〈山形仲藝時代　明治 21 年～大正 7年〉
　東北大学における脳神経外科診療・手術の歴史は，東北帝国大学医科大学の初代学長の山形仲藝（や
まがたなかき）教授に始まる（図 1）。山形仲藝教授は安政 4年（1857 年）越前国足羽群（現福井市）
の生まれで，幼名を男登成（おとなり）といい，明治 6年に東京医学校（明治 10 年東京大学医学部と
改称）に入学し明治 14 年に卒業した。同級生に森林太郎（鴎外）やジョン万次郎の長男がいる。岡山
医学校を経て，明治 21 年（創設翌年）から第二高等中学校医学部長として着任し，宮城病院院長も兼
務した。時代の変遷とともに仙台医学専門学校校長，東北帝国大学医学専門部主事（医学部長），更に
大正 4年設立の東北帝国大学医科大学の初代学長を務めた。この間明治 30 年から 2年間ドイツに留学
し，局所浸潤麻酔法を学んで帰国した。また明治 37 年（1904 年）には仙台医専校長として魯迅（周樹
人）の入学を許可している。大正 7年に東北大学を退官して神奈川県小田原に移り住み大正 11 年に没
した。

　山形教授は，本学の黎明期から東北帝国大学医科大学の時代まで，30 年にわたって一貫して組織の
頂点にあるとともに外科教授を務めた本学部創設の祖と言える。日露戦争で勇名をはせた軍神広瀬武夫
の兄の奥さんと山形教授の奥さんは姉妹であり，明治 30 年から 2年間山形教授が仙台からドイツに留
学中，ロシアに赴任する広瀬武夫が立ち寄り，その際山形教授が鰻をふるまったという逸話がある。
■本邦初のてんかん手術例報告　山形教授は，帝国大学となる以前の仙台医学専門学校時代，明治 34
年（1901 年）6 月 28 日発刊の「東北医学会会報」に「癲癇症に施せる穿顱術の實驗三例」を報告して
いる（図 2）。手術内容は，運動野あるいはその近傍に蹄鉄状の皮膚切開（7-8 cm×6-7 cm）を置き，
穿頭を行い，硬膜を十字切開して脳表を触診し，その後閉創するといういわば減圧術であった。この三
例の術後経過は少なくとも短期には良好であった旨詳細な記載がある。翌明治 35 年には，第四回日本
外科学会雑誌に症例を増やして「穿顱術ヲ施行セル癲癇患者八例ニ就イテ」と題する論文を発表してい
る。当時てんかんの外科治療には，Bergmann らの外傷性局発てんかんのみを外科治療の対象とすべし
との考えと，Kocher が 1893 年に報告した説，即ちてんかんが解剖学的に異常な脳，特に脳皮質に始ま
る脳内圧の変動に伴う血行障害をきたすことによって起こる脳震盪であり，“・・・蒸気ノ圧力ニ対シ
機鑵ノ爆裂ヲ予防センカ為ニ安全弁ヲ装置セシムル・・”ように外減圧術に期する考えがあったようで

図 1. 　山形仲藝教授。大正 8年銅像が建立されたが昭和 18 年，太平洋戦争のために
供出，戦後同窓 70 周年を記念して，銅版レリーフが作成された。医学部構内，
1号館前，北四番丁側にある。



ある。山形教授は後者に由った。その後も当科はてんかんに縁がある。昭和 25 年，東北大学第二外科
の桂教授が第 6回日本脳・神経外科研究会を開催したおり，シンポジウムに癲癇をとりあげ，山形教授
の最初のてんかんの手術から実に 100 有余年を経て，平成 22 年に中里信和教授の主催する国立大学と
してははじめての実質的なてんかん学の講座（分野）が東北大学に開設された。
■日本における脳神経外科手術の黎明　明治 10 年西南戦争における被弾兵から佐藤進陸軍軍医監が銃
弾を摘出し脳膿瘍から排膿したのが我が国脳神経外科手術の最初の記録である（明治 13 年刊　外科通
論各論）。佐藤進は，明治 2年，明治政府の公式旅券第一号を得てドイツ・ベルリン大学へ留学・卒業
し東洋人として初の医学博士の学位を取得した。明治 15 年から順天堂の第三代堂主を務め，日清日露
戦争でも陸軍軍医総監として活躍し，明治 33 年第二回日本外科学会総会会長を務めている。次いで明
治 25 年東大のドイツ人教師 Julius  Karl  Scriba が陥没骨折の手術を行った記録がある（明治 26 年東京
医事新誌）。明治 34 年に報告した山形教授の三例は，明治 33 年 12 月に一例目を手術したもので，記録
に残る脳外科手術としては，明治 35 年の伊藤準三京都帝国大学医科大学外科教授の報告と並んでかな
り早い。伊藤準三教授の報告は，第一回日本医学会総会における「脳外科」の講演（46 例の脳手術の
経験）である。ただ同じ明治 34 年に山形教授は，第三回日本外科学会宿題報告として「盲腸炎及虫様
突起炎調査（183 名）成績」を発表しており，外科学史においてはこちらの意義が大きいかもしれな
い。虫様突起炎（虫垂炎）に対する外科治療についてはこの発表が本邦で初めてのまとまった報告で，
全国に 4000 余通のアンケートを送付，全国一年間の虫垂炎治療の実態を調査したものである。当時虫
垂炎は内科的治療の時代で，程なく訪れる外科治療勃興の先鞭をつけたものとなった。
■本邦初の経蝶形骨洞下垂体手術例報告　東北大学の初代耳鼻科教授和田徳次郎先生は明治 12 年和歌
山県の出身で，東京帝大を卒業し仙台医専時代の明治 44 年から耳鼻科教授を務めた。大正 3年（1914
年）に「脳下垂體腫瘍ノ手術ニ就イテ」と題して当時世界の主流であった経蝶形骨洞手術により術後 1
年を経て良好な患者を報告した。下垂体腫瘍手術の欧米の状況にふれながら「千九百〇六年シュロッ
フェル氏ガ初メテ死體及標本ニ就イテ脳下垂體腫瘍ノ手術ニ關スル研究業績ヲ發表シテ以来歐米ニアリ
テハ此ノ方面ニ對スル研究及ビ實地患者ニ施セル手術に就イテ幾多ノ報告アリト雖モ，本邦ニアリテハ
不文未ダ其報告アルヲ知ラズ，・・・」としており，これが日本で最初の経蝶形骨洞下垂体腫瘍摘出の

図 2. 　山形仲藝教授による「癲癇症に施せる穿顱術の實驗三例」。明治 34 年（1901 年）6月 28 日発刊の「東北医
学会会報」に 17 頁にわたって掲載されており，本邦初のてんかん手術の報告と思われる。詳細な術後患者の
スケッチが付されている。



報告と思われる。手術法の記載は，まず（1）頭蓋内法Die intrakraniellen Methoden と（2）蝴蝶竇ヨ
リスル法Die transsphenoidalen Methoden に大別し，（2）の経蝶形骨洞手術は更に鼻ヨリスル法と口
腔ヨリスル法に分けて記載している。経鼻法については 4つに大別，更に諸家の報告によるそれぞれの
バリエーションを記載している。また各経鼻手術法の文献上の死亡率をあげ，自身の施行したHirsh の
報告に基づく経鼻粘膜下有窓切除術（現在の経蝶形骨洞手術と類似）の利点と実際的手術手技を記載し
ている。驚く他はない優れた論文であり，下垂体手術をされている先生には是非一読をすすめる。（1）
の頭蓋内法は更に中頭蓋窩経由と前頭蓋窩経由に分け，前頭蓋窩経由の手術については前頭開頭後，硬
膜内（Kiiani）あるいは硬膜外（Krause）からアプローチするとしているが「此等ノ方法ニヨリテ手術
セラレルモノハHorsley ノ一例を除ク外五例中三例ハ手術中止，二例ハ死亡セリ　現今ニ於イテハ殆ン
ド顧ル者ナク，只歴史的興味ヲ有スルモノトナレリ」と述べている。後年本邦初の前頭アプローチによ
る下垂体手術（成功例）が同じ東北大学の関口教授によって発表されるのも歴史の皮肉かもしれない。
和田教授は昭和 14 年に退官し，同年没している。なお実生会の先輩で，国立仙台病院の院長を務めら
れた和田徳男先生は，和田徳治郎教授のお孫さんにあたる。

〈関口蕃樹時代　大正 7年～昭和 16 年〉
　大正 6年に東北帝国大学医科大学教授に発令
された関口蕃樹（せきぐちしげき）教授は，大
正 7年 1月外科学第三講座を開設，同年退官し
た外科学第一講座の山形教授門下を，外科学第
二講座を担当していた杉村七太郎教授と分け
合う形で三名を引き継いだ（図 3）。講座番号
の変遷はわかりにくいが，結局第一外科学講座
は空席のままで，同年齢であった関口・杉村両
教授が昭和 16 年に退官するのを機に，関口教
授の後任桂教授が第二外科学講座教授に任命
されており，第二外科教室は関口教授の講座開
設の大正 7年を創設年としている。関口蕃樹教
授は，明治 13 年東京の生まれで，東京帝国大
学卒業後，ドイツ・フランスに留学，第一次大戦勃発のため帰国し，東北帝国大学教授発令後半年間米
国に留学し仙台に赴任した。先に挙げた高久先生らの実生会会報「東北大学に於ける脳神経外科の歴
史」によれば，関口時代も脳神経外科の患者数は少なく大正 8年で 8名程度，外科の総入院患者数の
1％にも満たなかった。その後も同程度であったという。平成 24 年の統計では東北大学附属病院の延入
院患者数の 4％を脳神経外科および関連科が占めている。当時脳神経外科疾患を扱う病院は大学以外な
かったであろうこと，現在は診療科が大きく増えていることを考えれば，当時 1％未満の患者というの
は，脳神経外科疾患もその診療も未だ十分認知されていなかったためと考えられる。大正 7年の開設当
時から，てんかん，外傷性脳挫傷，小児水頭症，開放性脳損傷，脳膿瘍，頚椎亜脱臼（椎弓切除）など
が治療されている。関口教授は昭和 7年，第 33 回日本外科学会総会を東京で主宰，昭和 16 年に東北大
学を退官し，翌昭和 17 年に逝去された。
■陽圧開胸・平圧開胸論争　関口教授は大正 13 年第 25 回日本外科学会総会にて「肺臓外科手術の治験
例」を発表した。10 例報告うち 1例は術後 2年 3 か月健在で本邦で初めての肺葉切除成功例である。
大正 15 年の第 27 回外科学会総会より開胸手術の際に，陽圧開胸（関口蕃樹教授）とすべきか，平圧開
胸（鳥潟航大教授　京都大学）とすべきかについて外科学史上に残る熾烈な論争が開始された。現在広

図 3. 　開講当時（大正 7年頃）の関口蕃樹教授と経頭蓋
下垂体腫瘍の術式（臨床医学写真図譜第 6巻 6 号。
大正 14 年本邦初の経頭蓋下垂体腫瘍摘出成功例で
ある。



く行われている陽圧開胸との結論が得られたのは，昭和 13 年第 39 回総会においてである。
■本邦初の経頭蓋下垂体手術の報告　大正 15 年，第 27 回日本外科学会総会にて「脳下垂体腫瘍手術治
療例並びにその病理組織的所見」を発表している。この症例は，大正 14 年 10 月 12 日に 31 歳男性に対
して行われた開頭手術（前頭下アプローチ）による下垂体腫瘍摘出の本邦初の成功例である（図 3）。
総会での発表時，齋藤眞教授との前頭洞損傷に関する質疑の際に，transsphenoidale Methodole の欠点
として，感染の危険を拭えないこと（防腐法の完全に厳守し難き場合多き事）と術野が狭小で腫瘍の完
全摘出が難しいことの二点をあげている。後に中田瑞穂教授がこの手術について以下のように述べてい
る。「脳下垂体腫瘍の開頭手術治験例の最初の報告は関口教授によって発表され，その質疑応答のあっ
たのも第 28（27？）回の外科総会で，これは大正 15 年のことである。関口さんは，特に米国で勉強さ
れたので，ドイツや英国で主として従来行われた鼻孔経由の下垂体手術（Schloffer 1907 年，Hirsh 等
1910 年）でなく，新しい前頭または側頭経由の開頭手術をよくみてこられたためであろう」。ちなみに
Harvey Cushing が従来の経蝶形骨洞手術を諦め，すべて前頭下アプローチに切り替えたのは 1929 年，
昭和 4年のことである。
■世界初の迷走神経腫瘍報告　大正 15 年ドイ
ツ誌に世界で初めての迷走神経腫瘍症例を報告
している（Shigeki Sekiguchi, Takeo Oije: Be-
itrag zum Vagustumor （Neurinoma sarcoma-
todes）. Archiv f. Clin Chirurgie 143: 113-124, 
1926）（図 4）。
■高周波電気装置のグリオーマへの応用　関口
時代，講師の桂重次先生らは，本邦初と思われ
る高周波電気装置を用いたグリオーマの手術例
を報告している（日本外科学会雑誌　32 巻 
1171-1185 頁  昭和 6年）。当時脳手術の予後不
良の原因として早期診断がなされないことと出
血，化膿をあげている。1928 年（昭和 3 年）
Cushing が Bovie の開発した electrosurgical 
unit を使用して以来，東北大学においては
1930 年（昭和 5年）にはこれを導入し，昭和 5
年に 28 歳男性のてんかん発症の右頭頂葉グリ
オーマ患者に使用した。この装置は当時二台導
入されており，価格は 2700 円，及び 3000 円と
いう，当時立派な邸宅を買える程高価であった
という。現在の電気メス同様，Cutting-section
と Coagulation-section を使い分けることがで
き皮膚切開の段階から用いて出血少なく，先端
ループ状（係蹄）あるいは球状の装置をもって
グリオーマを摘出した。装置はピストル型よりもペンシル型がよいと桂先生は述べられており，フット
スウィッチもついていたようである。「恰モ豆腐ヲ切ル如ク切断セラル」あるいは「極メテ愉快ニ止血
スルヲ見タリ」とある。掲載されている病理標本からこの症例は oligodendroglioma であったと思わ
れ，臨床経過，術中所見とも合致する。そして「近キ将来ニ於テ必ズヤ外科学会ヲ風靡スベキ時期アル
ヲ信ズルモノナリ」という予見は見事に的中している。

図 4. 　関口蕃樹教授による世界で初めての迷走神経腫瘍
症例の報告（Shigeki  Sekiguchi,  Takeo  Oije:  Be-
itrag  zum  Vagustumor （Neurinoma  sarcoma-
todes）.  Archiv  f.  Clin  Chirurgie  143:  113-124, 
1926）。



〈第二外科　桂重次時代　昭和 16 年～昭和 38 年〉
　関口門下の桂重次教授は，明治 32 年（1899 年）新潟県新発田の出身で，大正 13 年東北帝国大学医
学部を卒業，ドイツのWilhelm Tönnis 教授のもとに留学して脳神経外科学を修め，金沢医科大学（現
金沢大学）教授を経て昭和 16 年に第二外科教授となった。この時，関口教授から「お前は，これから
何をやる気だ」と聞かれて，桂先生が「脳神経外科をやらせていただきたいと思います」と答えた有名
なエピソードがある。これは関口教授に言下に却下され，今の日本では通用しない，患者さえ集まらな
い，教育もしなければならないのだから一般外科を主にやるようにと忠告された。実際桂先生は後年，
食道外科や膵頭部手術，低体温麻酔，補液など一般外科の領域で多くの業績を残されたが，後述の金沢
時代から仙台での初期の時代まで脳神経外科を仕事の中心に据えていた。桂先生が脳神経外科を主な
フィールドとして継続されていれば，東北大学脳神経外科の歴史も大きく変わっていたかもしれない。
ただその後の鈴木二郎先生の躍進と活躍を知っている我々には，何ともその変わり様を想像するのは難
しい。
■桂先生の留学時代　桂重次先生がドイツのWilhelm Tönnis を訪ねたのは，昭和 11 年（1936 年）で
第二次世界大戦開戦の年であり，Tönnis 教授自身Würzburg からベルリンに移ろうとする慌ただしい
時期であった。桂先生は，昭和 32 年国際学会に参加途中ケルンを訪ねてTönnis 教授と旧交を温めて
おり，その時の回想が瓢木会会報に掲載されている。「（留学）当時Tönnis 教授はまた三十代でウエ
ルップルグの外科の主任教授カッピスの手術場の副室のような処をかりて手術をしていた。神経外科の
教室もまだ独立したばかりであって設備もなく，誠に気の毒な状態であった。Tönnis 教授は間もなく
ベルリン大学に転ずることになっていたのでそこには私は約一ヶ月しか居なかった。」その後桂先生も
ベルリンに移られ一年を過ごされた。この当
時他に，和歌山県立医科大学の竹林弘先生や
京都の荒木千里先生らもTönnis 教授のもとを
訪れていた（図 5）。竹林弘先生は，当時大阪
大学講師であり後に和歌山医科大学教授とし
て第 14 回日本脳・神経外科学会を主催した。
　昭和 32 年の再会時 Tönnis 教授に大変歓待
され，かつてTönnis 教授のもとに留学してい
たチリのAsenjo 教授夫妻も偶然訪ねており，
奇しくも Asenjo 教授との再会も果たした。
Asenjo 教授の奥さんが桂先生もよく知ってい
るTönnis 教授の秘書であることに驚いたと述
べられている。またTönnis 教授からは，戦後
ナチスの協力者として追放された時の苦労話
なども聞かされている。
■Wilhelm Tönnis 教授　桂先生が留学された
Tönnis 教授とはどのような人物であったの
か。1898 年ドルトムント郊外に生まれ，桂先
生より一歳年長である。ドイツWürzburg の
König 教授のもとで外科を修め，31 歳（1929
年）より脳神経外科を志し，当初米国ボルチ
モアのHarvey Cushing のもとで学ぶことを希
望した。しかし当時ドイツは世界大恐慌によ

図 5. 　ドイツ留学時代（1937 年）の桂重次先生。上段：
左から 1 人め荒木千里先生，4 人め桂重次先生，5
人め竹林弘先生（荒木千里先生所蔵）。下段：1937
年 6 月 30 日ベルリンにて。左から 2人め桂重次先
生，4人め竹林弘先生，右端近藤駿四郎先生（竹林
弘先生所蔵）。実生会会報第 3号より転載



る不況と猛烈なインフレに見舞われており，Cushing からの 1年間無給で雇う代わりに奨学金を紹介す
るとの条件を経済事情から受け入れることができず，結局König 教授の斡旋でCushing の弟子でストッ
クホルムで脳神経外科医として活躍していたHerbert Olivecrona を訪ねた。ちなみにOlivecrona は
1935 年，Karolinska Institute の初代脳神経外科教授となり，ヨーロッパで初めての脳神経外科教授と
なっている。Tönnis は，1932 年に 7か月間ストックホルムのOlivecrona のもとで脳神経外科を勉強し
た。この 7 か月間でみた脳腫瘍手術は 52 件で術後の死亡率は 10％であったという。当時としては
Cushing と同等の素晴らしい成績であった。
　ドイツのWürzburg に戻った Tönnis は，
1934 年にドイツで最初の脳神経外科の科長と
なった。しかし 1933 年にはヒトラーが首相と
なっており時代の趨勢は大きく動いていた。
König 教授退官後，Würzburg を離れるため幾
らかの曲折があり，1937 年 5 月に Tönnis はナ
チに入党，8 月には通常の教授選考過程を経
ずにナチによりドイツ初の脳神経外科教授と
してベルリン大学脳神経外科教授に任命され
た。ほぼ同時に Kaiser-Wilhelm Institute（後
のMax-Plank Institute）の腫瘍研究及び実験
病理部門の責任者となった（図 6）。当時はド
イツ医師の約 50％がナチに入党していたとい
う。戦後ナチの協力者として不遇をかこつのもこのような経緯があった。1936 年には脳神経外科専門
誌“Zentralblatt für Neurochirurgie”を Editor-in-Chief として創始したが，第二次大戦のため 1943 年
をもって停止した。この雑誌は世界初の脳神経外科専門誌であり，editor にはヨーロッパの名だたる脳
神経外科医が参画している（図 6）。この雑誌が 1939 年をもって他の大陸に配送されなくなったこと
が，1944 年に開始された J Neurosurg 発刊の契機となったとされている。戦後 1948 年より 1968 年に
退官するまでケルン大学の脳神経外科教授を務め，1978 年にケルンに没した。1950 年にはドイツ脳神
経外科学会の創設を開始した。それは 1939 年にすでにドイツ国内の脳神経外科医の会創設を企図しな
がら，第二次大戦勃発により叶わなかったものだった。
■Asenjo 教授と荒木教授　Alfonso Asenjo 教授は，1906 年のチリ，Valparaiso の生まれで，チリ大学
卒業後米国の John Hopkins などで学び，桂先生が留学した際にはTönnis のもとで学んでいた。ベル
リンで学位を取得したが，他に実に多くの国で脳神経外科を学んでいる。Journal of Neurosurgery の
創設にも加わっている。ロックフェラー財団を動かしサンチアゴに脳神経外科研究所を設立した。
Asenjo 教授は昭和 32 年のケルンでの桂先生との再会時に，昭和 34 年に開催される学会に桂先生を呼
びたい旨話しており，実際チリのサンチアゴでAsenjo 教授が主催した第 8回ラテンアメリカ脳神経外
科学会に桂先生が招待され，代理として鈴木二郎先生（当時講師）が出席した。この時鈴木二郎先生は，
学会の運営を担当していた Prof. Reinaldo Poblete と生涯の親友となり，以後チリとも親密な関係を
保った。Asenjo 教授は 1964 年と 1973 年に来日しているが，その後はチリの政変に巻き込まれて不遇
であった。1973 年に同じValparaiso で育った盟友のAllende 大統領が Pinochet 軍事政権によって倒さ
れ，Asenjo 教授は死刑は免れたもののパナマへ亡命を余儀なくされた。1980 年帰国を許され同年心臓
発作で没した。2008 年，小生らはチリ脳神経外科学会に招かれた際に，Quintana 先生にValparaiso の
Carlos Van Buren Hospitalを案内された。かつて鈴木先生も訪れた病院であり感慨深いものがあった。
　一方，京都大学の荒木千里先生（明治 34 年熊本県生まれ，大正 15 年京都帝国大学医科大学卒，昭和

図 6. 　1938 年ベルリンにおけるWilhelm Tönnis 教授と
Tönnis 教授が創刊した世界初の脳神経外科専門誌
（1936 年創刊）



16 年～昭和 40 年京都大学教授，昭和 51 年逝去）も，昭和 12 年ベルリンのTönnis 教授のもとを訪れ
た際に桂先生と親しくなった（図 5）。桂先生の追悼号の実生会会報に「桂君の思い出」として特別寄
稿されている。「彼（桂先生）は当時東北大学助教授であって，会った印象では実直で，真面目な勉強
家というように感じたが，その後話をしているうちに，見掛けに似合わず敗け嫌いで，野心満々という
点もあり，時折ズバズバとものをいうことがあり，それになかなか鋭い着想をもった人であることを
知った。」とある。桂先生のお人柄がしのばれる。また金沢大学の教授には荒木先生が決まっていた
が，京都大学内の不祥事件から鳥潟教授の一存で赴任取りやめとなり，変わって桂先生が教授に就任し
たこと，更に桂先生が金沢から東北大学に教授として戻る際に，当時京大講師のままの荒木先生が再び
後任にあげられたが，京大で別の不祥事件があり，若干の曲折の後荒木先生が京大の教授になったとい
う因縁があった。「私は桂教授には特別深い親愛の情をもっていた。」と書かれており，ドイツで親しく
なり，同じ昭和 16 年にそれぞれ京大・東北大の教授となったお二人はその後も親交を結んでいた。後
年，脳神経外科を志す鈴木二郎先生，阿部啓一先生が桂先生のもとに入局した時に，桂先生の指示で鈴
木先生が荒木教授のもとへ，阿部先生が東大の清水教授のもとへ勉強にいったのもこのような親交が
あったからだと思われる。昭和 43 年（1968 年），桂先生がご健在で後任の葛西教授時代に開催された
東北大学第二外科の開講五十周年記念式典の記念講演でも，荒木先生は「全国剖検例より見た脳腫瘍の
外科」と題して講演を行った。
■金沢時代の脳神経外科手術　昭和 13 年 6 月
ドイツから帰国した桂先生は，7月に金沢医科
大学（現金沢大学）第一外科教授として赴任
した。脳神経外科を学んできたばかりであり，
金沢ではまず脳腫瘍の手術に着手された。第
一例目は，聴神経腫瘍であり術後経過もよく，
後にその患者が焼いた九谷焼をもらったとい
う逸話があるが患者は絵付けをしただけとの
話もある。金沢大学での脳神経外科手術は，
昭和 16 年の「関口教授還暦祝賀論文集」に金
沢医科大学教授として報告された「最近 2 ヶ
年間ニ於ケル脳外科領域経験」（東北医学雑誌
第 28 巻第 1-2 号　昭和 16 年 2 月 20 日発行）
にみることができる（図 7）。その緒言の一部
を掲載する。「一般ニ本邦ノ脳外科ハ欧米ノ夫
レニ比シ甚タシク遜色アリテ吾人外科医ガ如
何ニ努力スルモ欧米ヲ凌グコトハ不可能事ナ
リ。之ガ為ニハ本邦ニ於イテモ神経科ノ独立
発達ヲ期スルト共ニ，一方医家ノ此方面ニ関
スル注意ヲ更ニ深ムル必要アリト思惟ス。剖
検ニヨルモ本邦ニ於テ脳腫瘍ハ必ズシモ欧米
ノ夫レニ比シ少ナカラズ。而モ之レガ生前ニ
外科医ヲ訪ルルモノハ寂々タルハ本邦ニ於イ
テ現在尚“脳ノ手術ヲスレバ死ヌカ，馬鹿ニ
ナル”テフ誤マレル一般観念ノ存在スル為ナ
ラント考ヘラル。其ル観念ヲ一掃センガ為ニハ本邦ニ於テモ多数ノ症例ヲ選択シテ無理ナラヌ手術ヲ行

図 7. 　桂重次教授の「最近 2ヶ年間ニ於ケル脳外科領域
経験」（東北医学雑誌第 28 巻第 1-2 号　昭和 16 年 2
月 20 日発行）。関口教授還暦祝賀論文集として掲載
され，64 頁にわたって金沢時代の頭部外傷，脳腫
瘍，その他の疾患に関する治療経験と考察を述べて
いる。



ヒ如実ニ手術ニヨル好成績ヲ挙グル必要アリ。・・・」以下 64 頁にわたって頭部外傷，脳腫瘍，その他
の脳外科的疾患の三部構成で，経験症例を挙げながら文献も交えて考察されている。患者写真，気脳
写，標本写真，顕微鏡写真，剖検写真，術中写真・図譜なども豊富に付されている。この大著を見れば
桂先生が帰国後如何に真摯に脳神経外科に取り組んでいたか，あるいは日本において脳神経外科手術の
先駆ならんと大いなる意気込みをもっていたかがわかり，そして仙台でも脳神経外科をやりたいと関口
教授に話されたのもうなずける。
■サブスペシャリティの分化　桂先生は，金沢医科大学の教授就任にあたり，「境界領域問題」と題し
た講演を行っている。この中で，アメリカでは同じ外科でも甲状腺疾患のみ扱う人，胃腸疾患のみ扱う
人というように分野が決まっており，日本が手本としたドイツでも外科学界の重鎮 Ferdinand Sauer-
bruch らの大反対を押し切って脳神経外科が数か所の大学で独立したことを報告している。括目すべき
は桂先生が外科における専門分化の必要性を早くから自覚されていたことであり，また境界領域として
脳神経疾患や冠動脈疾患等をあげて外科的治療の可能性，内科医や工学研究者との共同研究の重要性を
強調している点である。工学研究者との共同研究は，医工連携として今日的課題でさえある。専門分化
は外科学が発展していくうえで必然であり，脳外科や心臓外科，呼吸器外科等々，それぞれの内容が深
化・拡大していく過程で，一人がすべてを修めることは困難で分化しなければ外科学会そのものが肥大
し機能しなくなる。時代の流れの中で脳神経外科においても同様なサブスペシャリティ分化が起こっ
た。診療科として分化はしていないものの，周知のように現在様々なサブスペシャリティが確立されて
いる。桂先生は在職 20 年間に 371 名の入局者があり大講座制の中で専門分野を育成し，後任の葛西教
授時代になって脳神経外科や胸部外科，小児外科などの専門分野が独立した。同様に脳神経外科も規模
は第二外科より小さいながら鈴木二郎教授時代から吉本高志教授時代になってサブスペシャリティが確
立しており相似形をなしている。葛西教授も吉本教授も教室運営の最初から専門分化，サブスペシャリ
ティ分化に意識的であったと思われるが，戦前昭和 13 年の段階で，桂教授がすでにその分化を予見し
ていたのは鋭い洞察力と言うべきである。桂先生，鈴木先生の時代，教授はそれぞれ外科医あるいは脳
神経外科医のプロトタイプを示すことを求められたが，後任の葛西教授，吉本教授の時代は加えてそれ
ぞれのスペシャリストを育成するいわばプロデューサーとしての役割も多分に求められる時代になっ
た。それは現在も継続している。
■戦時中の脳神経外科　昭和 16 年 4 月，東北
帝国大学に教授として赴任した桂先生は（図
8），就任の特別講演にて「脳腫瘍ノ診断ト外科
的治療」を報告している。金沢での経験に基づ
いたもので，結論に「以上ノ経験ニ於テモ手術
適応ヲ誤マツタモノノミガ良結果ヲ得ナカッ
タ。即チ術前ノ正確ナル局在及ビ腫瘍種類ノ診
断ガ大切デアルコトガ理解サレル。正確ナル診
断ト正シイ手術適応ノ下ニ早期手術ガ行ハレ
ルナラバ何等危険ナク，開腹術等ト同様手術シ
良結果ヲ得ルベキナルモノヲ信ズルモノデア
ル。」と述べている（東北医学雑誌第 29 巻）。
70 数年が経った現在においても，これらの結
論は寸分の変更なく当て嵌まる。検査・手術の方法に格段の進歩があったとはいえ，昔も今も脳腫瘍を
物理的に摘除するという原理が変わらない以上，正確な局在診断と正しい適応は普遍的な原則である。
また教室 50 周年記念誌に着任当時を振り返って桂先生が次のように述べておられる。「（着任当時），仙

図 8. 　昭和 16 年教授就任当時の桂重次教授



台でも脳外科をやりたいと思ったけれども，周囲に協力してくれる人がなく初期には全く症例がなかっ
た。そんなことから脳波の研究と同時にテンカンの外科的療法を生理の本川教授といっしょに色々と
やって見たような時代もあった」。本川弘一教授は，昭和 15 年に第二生理学の教授として着任し，まず
脳波の研究を行った。昭和 29 年には「脳電位の研究」に対して日本学士院賞を授与され，昭和 40 年に
学長に就任，昭和 46 年在任中に病をえて逝去された。本川先生とのてんかんの研究では，てんかん異
常波を指標に前頭葉皮質の電気凝固を行ったが臨床的に決め手になる成績は得られず，昭和 18 年頃に
は一旦終止符を打った。しかしてんかんの治療はその後も試み，運動領野直前の 6αβ領域の楔状切除
を結局約 100 例の症例に行ったようである。また昭和 16 年 12 月 8 日の早朝，ラジオでハワイ空襲の
ニュースを聞き大変な事になったと緊張のためにブルブルと震えだしたことを思います，と述べておら
れる。以後戦時中医局員が次々に応召されて診療や医局の運営に困難を極めたことは想像に難くない。
実際仙台も昭和 20 年 7 月に空襲をうけ，病院こそ焼け残ったものの患者のほとんど全部が，大学病院
が空襲されるとの流言飛語で退院してしまったという。その後銃創の患者や火傷の患者が次々に大学病
院に運び込まれて消毒もままならず辛酸を極めた。
■日本脳神経外科学会の創設と第一回脳・神経外科研究会での報告　昭和 23 年は日本脳・神経外科研
究会（後の日本脳神経外科学会）創設の年である。5月 1日～ 3日に新潟大学の中田瑞穂教授を会長と
して新潟市にて第 48 回日本外科学会総会が開催された。ここで桂教授は宿題報告「脳外科と脳波」を
発表している。昭和 23 年の日本外科学科雑誌に掲載されたこの報告の内容をみると，頭部外傷，脳腫
瘍，てんかんの三疾患についてそれぞれ実験的研究と臨床的研究を述べて脳波の臨床的意義について論
じている。実験的研究に関して頭部外傷では，家兎あるいは猫に脳損傷を作成して脳波変化を記録し，
脳腫瘍ではラット脳内に吉田肉腫（ラット腹水肉腫）をガラス毛細管を用いて皮質下に移植して脳腫瘍
モデルを作成し脳波を測定した。原理的に現在の脳腫瘍モデルと同等の作製法である。また髄外腫瘍の
モデルとしてラミナリア片の挿入モデルも作成し髄内の肉腫移植モデルと脳波を比較した。てんかんの
実験では，薬剤を直接猫の大脳皮質に注入あるいは静注しててんかんを誘発し脳波を観察した。論文の
最後に脳波が未だ揺籃時代であり，脳波の本体に関する基礎研究が伸展すれば，多くの疾患の本体究明
に役立ち得るものと結んでいる。なお，この時桂教授の他に宿題報告として京都大学荒木千里教授によ
る「頭部外傷の諸問題」と東京大学清水健太郎教授による「脳外科における診断と手術適応」が報告さ
れた。
　同年 5月 3日には，日本脳・神経外科研究会設立の準備委員会が開かれ，翌 5月 4日に同じ新潟大学
講堂にて第一回日本脳・神経外科研究会が開催された。これは前年の昭和 22 年から名古屋の齋藤眞教
授が音頭をとって，新潟の中田教授，仙台の桂教授，京都の荒木教授，東京の大槻教授等々，全国の主
立った教授に諒解と協力を得ての設立・開催だった。ただ 5月 3日の準備委員会には，どういう訳か桂
教授は参加していない。第一回日本脳・神経外科研究会は 23 演題からなり，仙台からは「実験的脳腫
瘍ノ形態学的研究　第 1報　ラッテ腹水肉腫（吉田肉腫）ノ脳内接種ニ就イテ」と「脳橋腫瘍ノ数例」
の 2題が報告されている。吉田肉腫（腹水肉腫）とは，昭和 18 年吉田富三長崎大学教授により開発さ
れた実験的ラット腫瘍である。吉田教授は昭和 19 年東北大学第一病理学教室に着任し，昭和 23 年の日
本癌学会においてこの腹水肉腫が正式に吉田肉腫と命名された。よって第一回日本脳・神経研究会での
吉田肉腫脳内接種の発表は先端研究であったと思う。吉田富三教授は 7年の在任後東京大学教授として
転出した。ちなみに東北大学加齢医学研究所の医用細胞資源センターから今でも吉田肉腫を手に入れる
ことができる。
　第一回から第三回までの会長を務めた齋藤眞教授は，宮城県松山町（現大崎市）の生まれである。明
治 44 年に仙台の第二高等学校を卒業，東大卒業後名古屋で活躍した。平成 13 年に名古屋大学の吉田純
先生が訪ねてこられ，小生も同行して松山町の齋藤眞教授の親族を訪ねてお墓に参った記憶がある。日



本脳神経外科学会の黎明期の第一人者であり昭和 25 年，61 歳で急逝された。第 63 回日本脳神経外科
学会総会で吉田純会長が齋藤眞先生の業績を回顧され，当時の手術ビデオを流していたのは記憶に新し
い。
■仙台での第 6 回日本脳・神経研究会　桂教
授は，昭和 25 年 10 月 7 日に第 6 回日本脳・
神経外科研究会を東北大学医学部東講堂で開
催した（図 9）。36 演題からなり，シンポジウ
ムでは「癲癇」をとりあげた。鈴木二郎先生
は当時インターンで，会場の東講堂にもぐり
こんでこの学会をきき，非常に感激して脳外
科を志したという。東北大あるいは実生会員
による日本脳神経外科学会の主催は，その後
鈴木二郎先生が昭和 49 年に開催するまで実に
24 年を待たなければならなかった。しかし平
成に入ると状況が一変する。この学会は脳神
経外科教授にとって生涯に一度の会であり，
また経年的に規模が拡大して主催できる大学
も限られる中，実生会の先生は，平成 8 年の
高久晃先生（富山），平成 15 年の吉本高志先
生（仙台），平成 20 年の小川彰先生（盛岡），平成 23 年の嘉山孝正先生（横浜），平成 28 年予定の鈴木
倫保先生と 3年から 7年おきに頻繁といえるほど総会を主催しており，隆盛をみている。
　桂先生は，後に日本外科学会総会，日本胸部外科学会総会も主催し，食道や膵臓，その他外科の分野
での業績も多く，脳神経外科草創期の貢献はクローズアップされることが少ない。しかし鈴木先生の述
懐によれば，「齋藤眞教授は別格として，・・真の意味での我国脳神経外科開拓の貢献者を五名あげよと
の問題が出されたならば，桂（東北），中田（新潟），荒木（京都），清水（東京）は満票であり，他の
一名はそれぞれの思惑によるものとなるであろう」とのことである。実際桂先生がドイツから帰国さ
れ，戦後脳神経外科学会が創立された頃の桂先生の充実した論文（前述）を読むと，鈴木先生の言が決
して身びいきではないと得心する。
■第二外科における脳研究　桂教授は金沢から仙台に戻られて，少なくともその前半は脳関連の研究に
注力されたことは前述したが，その後鈴木先生の時代に至るまで（終戦時から昭和 31 年頃まで）第二
外科教室における脳外科あるいは脳研究の詳細については知るところが少ない。しかし「脳班」が鈴木
先生の時代に至るまで継続してきたことは確かである。鈴木先生の「教室 50 周年記念誌」やその他の
講演録によると，実に 37 名の先生のお名前をあげて，各種疾患における脳波研究，脳の組織学的研
究，気脳術における病態生理，精神電流現象，痙攣準備性の問題，脳血流，疼痛，自律神経活動電流な
どの研究に携わったと述べている。脳班の責任者は代々，遠藤辰一郎先生（昭和 26 年福島県立医科大
学第二外科教授として転出），滝沢桂太郞先生（開業），新津先生（岩手医科大学助教授として転出），
大沼倫彦先生（花巻共立病院に転出），そして昭和 31 年から鈴木二郎先生が務めた。鈴木先生は医局内
にありながら，脳班の抄読会を開始した。その経緯は以下のとおりである。「大沼先生の転出に伴い，
昭和 31 年より私がハウプトになり，その責任の重大さを痛感したのであるが，さてどうすればいいか
という事を残された脳研究班員と相談した。振り返ってみると症例数は多いが，今までの臨床成績は実
際面に於いて何も誇りに思えるものはない。とにかく臨床成績を向上させる事が当面の課題である。そ
れには脳班の実力，即ち班員の診断力や術前，術中，術後の管理，その方面に研究の主力をもっていこ

図 9. 　昭和 25 年第 6 回日本脳・神経研究会で座長をす
る桂重次教授（上段）。下段左より中田瑞穂先生（第
7回会長　新潟大），清水健太郎先生（第 9回会長　
東京大），林髞先生（第 13 回会長　慶応大），小沢
凱夫先生（第 11 回会長　大阪大）（教室 50 周年記
念誌より転載）。



うという事になり，取り敢えず毎週土曜日午後 6時より更衣室に於いて入院症例の検討と，脳神経外科
に関する抄読会を独自の立場で持ってゆく事になり，昭和 31 年 9 月 15 日，第 1回脳研コンファランス
が，鈴木，定方，和田，藤木，妹尾，佐藤（広），岩淵，石橋によって始められた。医局の行事以外に
独自の立場でこれを続けていく事は仲々勇気の要る事であったし，中だるみもあったが，しかしこれが
その後の発展に大きな力となった事は間違いない・・・」こうして，第二外科内においてそれまで幾分
拡散傾向にあった脳研究が，臨床成績向上というベクトルに収斂されていった。ここで現在の実生会会
員名簿の最上段にいる先生方のお名前が出てくる。この後の脳研 50 年史は別稿としたい。

おわりに
　各大学それぞれの教室の歴史・沿革をみると，歴史的経緯の記述にそれぞれに濃淡があって面白い。
脳神経外科が全国で勃興する歴史上のある時期，僅かな時間的差をもって起こる様々を統一的に俯瞰す
ることは不可能であり，己が教室の歴史を相対化することも難しい。また教室の先達に歴史においても
活躍を願うのも自然な発露であり，濃淡もやむを得ない。本稿においても，すでにバイアスがかかった
諸先生の述懐をバイアスがかかった目で引用させて頂いた部分もある。ただ，学術論文は何より客観的
歴史を教えており，山形，和田，関口，桂先生らの論文からできるだけ引用させて頂いた。またTön-
nis や Asenjo など東北大学脳神経外科に縁のあった人達についても知り得ることを記載した。後々，
東北大学脳外科の歴史を紐解こうとする先生の一助になり，高久先生らと同様，又いずれかの人によっ
て加筆訂正されん事をお願いする。
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