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Albrecht von Graefe先 生 の 生 誕 百 年 期 に 際 して

岡 山 醫 科 大 學 眼 科 教 室

畑 文 平

O eiue edle Himinelsgabe ist das Licht des Auges-: alle Wesen leben vom Lichte. 

Jedes gluckliche Geschopf-; die Pflanze Selbst kehrt freudig sich zum Licht.

(Aus A. v. Graefe's Denkmal)

凡 そ醫學 を志すの士,獨 都伯林を訪はば,一 度は必ずかの水清 きスプレー(Spree)河 畔に甍

を連ぬる,慈 善病院「シヤリテ」の門を潜るなるべし.正 門を入らず外塀に沿 うて東に進めば,

百歩ならず してルイゼン街(Luisen St.)に出づ る所,院 庭の繁れ る樹立ちを負ひ,緑 濃 き蔦か

づ ら礎石に纏ひつつ,嚴 そかに立てる一基の青銅像を仰ぎ見るべ し.こ れこそは吾が眼科中興

の祖,近 代眼科學建設の第一人者 として,生 きては無明の闇に惱める病者 より救生の主と慕は

れ,死 しては銀海に棹さす人 々より潮路の神 と仰がるるAlbrecht von Graefe先 生の記念像

な り.

像は高さ8尺,美 くしき黄色 「マジヨリカ」にて張 りつめ られたる壁龕の内に立 ち,右 手に
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Helmholz氏 創製の檢眼鏡を採 り,左 手は古めかしく飾 りせる椅子の肘掛けの上に輕 く置かれ

た り.深 き思索を想はしむるその眼なざし,深 遠の學理を語らんとするその口許,講 莚に臨み

て弟子に教へつつあるの温容正に生けるが如 く刻 まれた り.更 に眼を轉 じて壁龕の兩翼を爲す

左右の長壁 を見よ,そ の面には緑爲す蔦の葉に縁どられつ,古 色蒼然藝術味豐かなる青銅の浮

彫鐫められた り.そ の右翼の ものは失明に惱める一群の人々を〓 く.母 の腕に扶けられつつ,

足許 も危げに石段を上らんとする盲いたる少女あ り,傷 ける眼は固 く縛 られつつ兄に手をとら

れて道を辿 る若者 もあり,生 まれ乍 ら光認めぬ嬰兒をか き抱 き,哀 みに歩みも得やらぬ女性あ

り,つ つましげなる妻の介添に,杖 を便 りに遲々として歩を運ぶ廢兵あ り,見 えぬ眼を見開 き

つつ孫の手に導かれゆ く老翁 あり,何 れを是れ命とも言ふ可き尊 き明を失ひ,常 闇の底 に惱め

る人々,今 や一縷の望を國手の救ひに求めてその門を訪はんとするの圖な り.

左翼の「レリーフ」は再び光 りを得て先生の門を出で來れる人々を〓 く.若 き母は美 くしき花

の枝かざして瞳開ける愛兒の眼を喜 こばせ,長 髯の老翁は書物開きて文字 を讀み得 る眼を夢か

と疑ひ,少 女の母は雙手を擧げて天帝 に感謝の祈 りを捧げ,二 人の同胞は相抱 きて復明の喜こ

びに狂ひ踊る.嗚 呼萬物は只光 りの中にのみ生育す,光 無 くして何んぞ世に生 くるの甲斐あら

んや.此 の圖は一度明を失ひ し者,再 び之を得たる喜 こびを切實に〓き得て餘 さず,誠 に是れ

先生が人類に齎 らしたる偉大 なる功績を如實に表現 し得たるものなり.

先生生れて本年は滿百年,逝 きて滿58年 に當る.獨 逸眼科學會を始めとし,萬邦の同學相會

して先生の靈を祀るもの多し,後 進茲に禿筆を呵 し聊か記す所以のもの,亦 先生に對する襟懷

崇敬の念禁ず る能はず,讀 者に告ば て相與に之を記銘せんと欲するの意に外ならざるな り.

先生は1828年 即ち吾が文政11年5月28日.外 科醫C. F. von Graefeを 父 として伯林に生

まる. 12歳 にして父に死別 し,後 は賢母Augusteの 手に育てられ たり.始 め普通學を佛語中

學 に學び, 16歳 にして伯林大學に進みて醫學を學ぶ. 19世 紀初頭獨逸醫學勃興の機運に乘 じて

建設せられたる伯林大學は,總 長Hegelの 統制の下に俊秀雲の如 く集 まり,將 に北歐に覇を唱

へんとするの頃なり. 1847年19歳 にして大學 を卒へ間も無 く「ドク トル」の稱號を受 く.單 身

プラーグ(Prag)に 趣 きJacksch, Ditterich, Pitha等 の門を訪ね,更 に當時世に聞えたる碩學

Arltに 師事 して眼科を聽 くに當つて斯學に興味を感 じ,後 年之を以て身を立つ可き素地を作 り

た ら. 1848年 去つて巴里に赴 き,當 時世界的の名聲を博せるJ. Sichel, A. Desmarres等 の諸

大家に就 きて眼科を攻究 し,茲 に始めて眼科専門家として動かす可からざる地歩を占めたり.

翌年醫學の メツカたる巴里を去 り同 じくメデイアたる墺都維也納に赴 く.當 時の維也納黌は,

女傑Maria Theresiaの 創設後將に百年,所 謂第二の黄金時代を迎へ,碩 學大家を揃へてその

盛名寧ろ伯林の上にあ りき. Graefe先 生茲に止まること1歳, A. Jagelに 就て眼科學を練磨

し,傍 ら有志の需めに應 じて眼科學を講ぜ り.

1850年 去つて再びプ ラーグ に赴 き更にArltに 就て眼手術を練 り,伯 林に歸 り,直 ちに倫敦
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に赴 き,當 時 有 名 な る眼 科 醫W. Bowman, G. Crichett等 と親 し く交 は り,更 に グ ラ スゴ ウ

(Glasgow)に 赴 き有 名 な るW. Mackenzieを 訪 ね,ダ ブリ ン(Dublin)のW. Wilde,和 蘭 の

F. Donders等 とも親交を結びて伯林に歸れ り.こ れ1848年 より1850年 に亙 る兩3年 の間に

して吾が嘉永の初年Peruli來 航の前後に當 る.

1850年11月1日.伯 林ベーレン街にささやかなる居を構へて眼科を開業す.診 療殊に手術

の領域に前人未踏の荒野を開拓 し,雷 名忽ち遠近に喧 く,患 者遍 く四方よ り雲集 し,研 學の士

も亦萬邦よ り來 りてその門に教へを云ふに至る. 1852年 伯林大學よ りP. Dozentの 稱號を授

けられ, 1866年Professorの 學位を授與せらる. 1854年 專門雜誌,眼 科學寳函(Archiv fur

 Ophthalmologie)を 發刊 し,毎 號先生親 ら主として筆を採 り,名 論卓説埋めて餘白無 し,此 の

雜誌は今日に至 る74年 間連綿 として繼續せられ,卷 を重ぬること118,實 に世界的最高權威を

占むるものの一なり. 1857年 秋更に獨逸眼科學會を創設 し,年 々ハ イデルベルグ(Heidelberg)

に開かるる總會には獨逸國中は勿論歐洲諸國の學徒馳せ參ず るは人の知るところな り.

先生生來虚弱の質 なりしが研究に診療に多忙なる生活は心身の過勞 を來 し,遂 に肺患に犯 さ

れ, 1870年(明 治3年)7月20日,齢 僅かに42歳 にして惜 しくも光榮ある生涯を閉ぢたり.

「天二物を與へず」天才 と短命とは洋の東西,時 の古今を問はず,誠 に離る可か らざる命運 とこ

そ覺えた り.加 之,夫 人亦先生の跡を逐ひ,先 生に後 ること2年 同じ病に逝 きしは切々哀みの

極 とや云はん.

先生學會に殘せる業績多 く枚擧に遑 あらざるが,就 中,斜 視に於ける截腱術,緑 内障に於け

る虹彩切除の應用,白 内障摘出術改良の三者は實に千古不磨の偉勳 と爲す可 し.

抑々18世 紀の中頃,英 人Taylerな る者斜視の手術すべきを説 きて諸國を漫遊せ り,彼 が誇

張の言は門前市を爲せるが,斜 親は眞に治せず,虚 言は虚に歸 し,歴 史は茲に默々たること一

百年, 1839年 に至 り漸 く外科的截腱術に名 も高きStrohmeyer屍 體に眼筋載斷 を試み,更 に

Diffenbach之 を人眼 に施 して世の視聽を聳てしめたるが,彼 等の手術は截腱に非ず して截筋

なりしかば,内 斜視は反つて外斜視に陷れ り.茲 に斜視の手術は再び迷妄の衣を纒ひ,漸 く忘

れ られん としたるも, 1853年6月27日,當 時若冠僅かに25歳 のGraefe先 生始めて眼筋截腱

術 を工夫し且加減の度を定め以て今日斜視手術法の基準をば確定 したるな り.(河 本).

眼壓亢進,遂 に眼 を廢滅に歸せ しむ可き恐る可き緑内障に始めて虹彩切除を試み,不 治の疾

患 も治す可きものの一つと爲 したるは,ま た先生不朽の功績にして,天 下に始めて盛名を轟か

したるも之が爲めな り.實 に1856年 安政3年 の夏にぞある.醫 學の日進月歩につれてその後

幾多の治療法簇出せ りと雖,急 性炎性緑内障及び慢性緑内膜の多 くのものに對 して,虹 彩切除
の

法の右に出づるの術なきはよ く人の知る所なり.

白内障の手術 に就ては18世 紀の中頃,佛 國マルセーユの眼科醫Taquas Daviel 1746年 出で

て瓣状摘出法を案出し,白 内障手術に一新紀元を劃 したるが,そ の手術後の化膿に依 りて眼を
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失ふもの尠からざりしかば,爾 後百年Graefe先 生の時代に至 りて も舊法なる硝子體腔墜下法

を全 く驅逐すること能はず,兩 法相對立 して賛否喧しか りき. 1866年 先生周邊線状切開摘出法

を案出して,化 膿率を當時一般の10分 の1に 減少せ しめ得たり.尚 ほ白内障摘出術に豫備的虹

彩切除を行ふことと,切 開部を角膜上縁に行ふこととはこれよ り一般 に行はるるに至 りしもの

な り.實 に1867年 伯林に於ける先生の公開手術には獨逸國内は言ふに及ぱず大陸諸國遠 くは

海を越えて米亞の諸邦より見學の爲め參集せるもの堂に滿ちたりと云ふ.以 て如何に學界に與

へたる波動大な りしか知るに足る可 し.線 状摘出法は先生の歿後再び瓣状摘出法にその位置を

讓 りた りと雖,研 究 上の基礎 として後人に多大 の 「ヒント」 を與へたるその効や決 して尠なか

らず.殊 に氏創案の所謂Graefe氏 線状刀に至つては同種60餘 種を後ろにして獨 り世界に行は

れ,吾 等の刀架に亦1日 も缺 く可からざるもの,恐 らく長 く後世に傳はる眼科の寳刀と稱す可

し.

先生の歿後4年(1875)内 外 の學者相集 まり先生の學勳 を記念せんが爲めに大眼科全書の編纂

を企劃し, 1880年 完成す.今 や世に專ら用ひ られ,古 今を通 じて斯界に覇を稱 するGraefe-

Saemisch, Handbnch der Angenheilkunde之 なり.歿 後12年(1882)伯 林醫學會の主唱に

依 り内外學徒の協賛の下にル イゼン街頭に建てられたる氏の記念像は實に獨逸に於て公道に建

てられたる學者の銅像の嚆矢たり.學 術の精緻,人 格の高潔 と相俟つて當時上下の信頼 と崇敬

の的たりし事想ふ可 く,有 形無形の記念碑相並びて先生の功績を千歳に傳ふも亦故あるなり.

夫れ萬民に光 りを與ふるもののみそれ亦永遠に光の中に生き得 るものか.

(昭和3年7月20日Graefe氏58囘 忌の日識).
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