第１８０回マイスターネット講演会（２０２１年１０月１６日）
日本人と病

－感染症を中心に
永田 典子

昨年来の新型コロナウィルス感染症のパンデミックにより世界は翻弄されてきた。過去
にはアジア、ヨーロッパ等では、ペストの大流行により多くの命が失われた。しかし日本
人が初めてペストに罹患したのは、１８９９年（明治３２年）でした。それでは日本人は
古来、どのような病に苦しみ、それにどのように対処してきたのだろうか。
日本の疫病の歴史上最初の記録は「日本書紀」に、崇神天皇 5 年（３００年頃）
「国内に
疫病多く、民の死亡するもの、半ば以上に及ぶほどであった。
」とある。２番目の記録は、
これも「日本書紀」に、欽明天皇７年（５４６）
「物部尾輿らが、疫病の大流行は対立して
いる蘇我稲目が仏像を礼拝したためとして、仏像破棄を天皇に奏上した」とある。３番目
の記録は、敏達天皇１３年（５８４）
「天皇と物部守屋はにわかに瘡を病み、各地で大勢の
人が瘡のため亡くなった」とある。これまで疫病とされていたのが、初めて「瘡」とあっ
て、
「痘瘡（天然痘）
」を指している。記録に残る４度目の疫病は、
「続日本紀」に白鳳時代
の文武天皇２年（６９８）
、
「疫病は７１３年まで国中のどこかで続いた」
、とあり、15 年も
の長期間疫病が流行し、しかもその疫病も１種類だけではなかったようだ。奈良から平安
時代の記録は、後に六国史とよばれる政府の修史事業により完成した６つの歴史書、
「日本
書紀」
「続日本紀」
「日本後紀」
「続日本後紀」
「文徳天皇実録」
「日本三大実録」等に残され
ている。 日本で主に流行した感染症の中から、
「天然痘」
「麻疹」
「赤痢」
「結核」
「コレラ」
「感冒」を取り上げてみたいと思う。以下に挙げる疾病の流行年次は江戸時代までで、主
に「日本疾病史」富士川游著から引用しました。
Ⅰ． １．天然痘。
◎流行年次（61）下線部―痘瘡大流行で改元（セ）＝赤痢、
（ハ）＝麻疹（カ）＝感冒
・奈良時代(710～)
・平安時代
(794～)

（706）
、 735、◎737（セ）
，763 (4)

790、853、◎915（セ）
、925、928、◎947（セ）
、974、◎993（カ）
、
◎998（ハ）
、1001, 1020、◎1025（ハ、セ）
、1036、1072、◎1094（ハ）
、
◎1113（ハ）、1126、1143、1161、◎1163（ハ） 、 1175、1177 (22)

・鎌倉時代

1192，◎1206（ハ）
，1207，1225，1235，1262，1302 , 1314

・室町時代

1342，1361，◎1365（カ）
，1374，1381，1452, 1453, 1477,1481,

(1336～)
・江戸時代
(1600～)

(8)

1531, 1537, 1550 (12)
1619，1654，1679，1682，1702，◎1708（ハ、セ）
，1709, 1711,
1712, 1720,1723，◎1746（セ）
，1748, 1773, 1838 (15)

① ７３５年 聖武天皇の天平時代
古代、病気は神仏の祟りで、特に天下に大流行の疫病は、天候異常に深い関係があり、
天皇の失政によって天地に異変が起こり、飢饉となって、疫病が蔓延すると信じられ

ていた。海外との交流、新羅からの使節、その交流により流行した。用明天皇,その子
聖徳太子（622）そして母も妃も天然痘で死去したと思われる。聖武天皇の天平時代 735
～738 年の大流行で当時の人口の約３割百万から百五十万人がこの病で死去したとの
研究もある。大仏建立もこの疫病を鎮めるのも目的であった。遣唐使の往来（吉備真
備、etc.）。藤原不比等及び４兄弟が天然痘により死去した。光明皇后（聖武天皇の皇
后、不比等の第３女）が施薬院（薬草での病人治療）
、悲田院で施療に携わった。
② ９２８年の大流行では、紫宸殿に百僧を集め、大般若経を読経。
このような大規模祈祷は平安時代までで、鎌倉時代に入ってからは行われなかった。
③ 江戸時代には、疫病の流行を失政と結びつけなくなり、幕府が大規模祈祷を行わず、
庶民各人が神仏に祈るようになった。しかし疫病は個人的不摂生や不行跡によるも
のではないので、疫病神送りや祭りなど、町や部落全体の行事が行われた。また各
人が家の入口に痘瘡神が入らぬように、まじない札を張った。
１７９５年米沢藩を襲った痘瘡流行に対して、上杉鷹山は、生活支援、医療支援を
施し、被害の規模を詳細に記録した。
江戸後期には、信心に頼らない予防思想が現れた。医学者の橋本伯寿は１８１３年
「国字断毒論」で、天然痘の隔離予防を広めた。また、消毒の概念を広め、祭祀・
芝居見物・稽古事等を禁止した。
④ １７４４年中国の李仁山が長崎に来て、人痘種痘法を伝える。患者の発疹から漿液
を取り出し、未感染の子供に植える方法だったが事故が多かった。１７９６年英国
のジェンナーが牛痘種痘法を発明、１８４９年日本に有効な痘苗が到着した。
７，８月に長崎、佐賀で成功した種痘法はその年の暮れには各地で実施されるよう
になった。情報の速さ、実施のスピード、医師や人々の熱意を感じる。
⑤ １９８０年 WHO は天然痘撲滅宣言をした。これまで撲滅作戦の成功した唯一の
伝染病だ。ジェンナーの種痘法発見から約１８０年後である。
２．麻疹
◎

流行年次(37)

・平安時代

998、1025，◎1077（セ）
、1093，1094，1113，1127, 1163, (8)

・鎌倉時代

1206、1224、1227、1256、1307 (5)

・室町時代

1380、1405、1441、1484、1489、1506, 1513, 1523, 1535 (9)

・安土桃山時代 1587 (1)
・江戸時代

1607、1616、1649、1690、1691、1708, 1730, 1753, 1776, 1782
1803, 1824, 1836, 1862 (14)

麻疹は、「命定め」の病として恐れられた。命を失う危険性の高い病であった。麻疹の
ウィルスが発見されたのは、１８５４年で１９６０年代にようやく麻疹生ワクチンが実用
化されたが、治療薬は開発されていない。
No.2

①

中国では、かなり昔から麻疹が流行し、「赤斑瘡」と呼ばれた。その後麻疹と呼ばれ
た。日本で「はしか」と言うのは、麻疹にかかると喉が「いがらっぽく」なり、それを
関西方面で「はしかい」ということから来ているようだ。

② 資料で最初に麻疹が登場するのは９９８年で、清少納言や紫式部の時代。赤斑瘡、
「せ
きはんそう」
、
「あかもがさ」と読まれた。
「扶桑略記」に、
「夏より冬にかけて疫瘡が遍
発し、多数の死者が出た。世にこれを赤斑瘡という。天皇より庶人に至るまで、貴賤老
少、し素男女に関わりなく、この瘡を免れるものは一人もいない。
」
「扶桑略記」は、神
武天皇から堀河天皇（１０９４）までの３０巻の遍年史。延暦寺の学僧皇円の編。
「栄花物語」は、9 世紀後半の宇多天皇から１１世紀末からの堀河天皇までの約２００
年間を赤染衛門ら女性の知識人達によってまとめられたとされる歴史物語であるが、こ
れにも同様の記述があり、「いと赤き瘡の細かなる、いできて、老いたる若き、上下わ
かずこれを病み」
、と記されている。
③ 史書に登場する 2 度目の流行は１０２５年で、この時は王朝貴族の間にも流行し、藤原
道長の４女で、東宮敦良親王の尚侍藤原嬉子も感染。臨月の身重であったが、無事男児
出産。しかしその後１９歳の若さで逝去。権勢を謳歌した道長も気弱になり出家を決意。
これも「栄花物語」に、「始めのたび（９９８年）病まぬひとの、このたび病むなりけ
り」
、と記されている。２７年前の免疫を持つ人は罹患ないことを分かっている。
④ 20 年から３０年毎に麻疹が流行した。
「栄花物語」に、１０７７年の麻疹流行に付いて、
「前の流行（１０２５年）から５３年経ているが、６０歳以上の前の流行を経験した人
達は罹患が少ない。若く経験していない人達が罹患した」
、と記されている。
⑤ 室町時代の「多聞院日記」に、１４８４年「春から秋にかけて麻疹が流行。７，８０歳
の者に至るまでこれを病み、小児に於いては言うに及ばず」
、とある。
「多聞院日記」は
奈良の興福寺の塔頭（小院）の多聞院で１４７８年から１６１８年にかけて近畿地方の
情勢を記した資料である。
⑥ 江戸時代には 13 回の麻疹の大流行があった。１８０３年は大流行であった。前年に朝
鮮で流行し対馬から長門に入った。別ルートでは唐船すなわち中国から長崎に伝わった。
この年２月に長崎に伝わってから、その後江戸での流行は３月から５月に渡り、東北地
方にも広がった。伝播速度が極めて速い。
⑦ １８６２年の流行も酷かった。「江戸洛中麻疹疫病死亡人調書」によれば、江戸だけで
７５，９８１名が亡くなったとあるが、実際は遥かに多く、江戸の各寺の報告では、
２３９，８６２名であった。この未曽有の大流行で、麻疹の予防法や摂生の仕方を描い
た錦絵が１００種類以上出版され、いわゆる「はしか絵」と呼ばれた。
「はしか絵」は錦絵で、麻疹の予防法や摂生の仕方を描いた。１００種類以上出版された。
多羅葉（ヤシ科の常緑高木の葉）に「麦殿は生まれぬ前に麻疹して
た）後はわが身なりけり」という呪文を書いて川に流したりした。
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かせたる（乾い

３．赤痢
赤痢は中国、ギリシャ、エジプト、インド、など古代社会にすでに頻発した。わが
国でも、古代から現代まで長く続く病であったが、赤痢だけの大流行は少なく、天然
痘や麻疹や大飢饉の時など、身体が衰弱した時に併発することが多かった。戦後に入
っても減らず、抗生物質が出回っていた昭和２７年頃でも死亡率が１７％を超えてい
た恐ろしい病であった。
◎ 流行年次 (19)
・奈良時代

737(1)

・平安時代

861、915、947、1016、1025, 1027，1077, ◎1144（カ）(8)

・鎌倉時代

1240、1243、1256、1260、(4)

・江戸時代

1708、1746、1799、1817、1819、1829 (6)

① ７３７年の天然痘大流行に際し出された官符で、麻疹の注意と共に赤痢の併発を忠告。
② 赤痢流行の記事が最初に出たのは、
「三代実録」で、平安時代の８６１年８月に、
「京都
で多数の人が赤痢を患い、たくさんの者が亡くなった」と記されている。
「三代実録」
は、六国史の一つで５０巻。清和、陽成、光孝天皇三代（８５８～８８７）の編年体の
正史で９０１年完成。藤原時平、菅原道真等が編纂した。
③ ９１５年９月、「日本紀略」によれば、多くの人が赤痢に苦しんだ。天皇は、流行して
いる天然痘と赤痢のため９月２５日寺社で３日間仁王経の読経を命じた。
「日本紀略」
は、神代から後一条天皇（１０３６）までの編年体の歴史書。
④ 平安時代９９０年８月１５日、右大臣藤原実資の日記「小右記」に「一条天皇がこの３
日、御赤痢病に悩み給ふ。就中、昨日より重く悩みます云々」とある。一条天皇は胸病
も病んでいたため、症状がさらに重くなったのは、胸病のせいか、赤痢のせいかと翌日
の日記に記された。
「小右記」は９０歳近くまで生きた実資の日記で、本人も９８７年
３１歳で赤痢に病んだとある。１０１６年藤原顕光、や藤原道綱も赤痢を病んだとある。
⑤ 藤原道長の「御堂関白記」に、１０１１年１０月１９日に冷泉院を道長は見舞いに参上。
「冷泉院の病は重症である。」とある。藤原行成の日記「権記」によれば、１０月９日
に道長に面会した時、
「上皇は９月朔日から赤痢を患い、
（中略）１０月に入ると食欲が
なくなり、…病状が危篤状態にある」と語ったと記している。
⑥ 源俊房の日記「水左記」に１０７７年俊房は疱瘡に罹り、赤痢を続発した。この時代病
の治療は医師の治療より、祈祷が尊重された。
⑦ 鎌倉時代の記録「吾妻鑑」には将軍がしばしば赤痢を病んだ記事がある。１２４０年４
代将軍九条頼経が痢病（赤痢）を発病。この頃赤痢のことを痢病と呼んだ。１２５６年
亡くなった時も痢病だった。
⑧ １８９５年日清戦争の勝利に酔っていた陰で、赤痢が爆発的に流行した。１８９７年志
賀潔が赤痢原因菌を発見。志賀潔の発見したのは細菌性赤痢で他にアメーバ赤痢がある。
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４．コレラ
コレラは、紀元前４００年頃からインドのガンジス川及びブラマプトラ川下流のデ
ルタ地帯に限定して流行した病だった。１８世紀にヨーロッパ人がインドに進出して
世界に広がった。わが国では 1878 年（明治 11 年）避病院が設置された。
① 最初の大流行は、１８１７年カルカッタに始まり、日本には朝鮮半島から対馬を経
て、１８２２年（文政 5 年）長門に上陸した。西日本で流行したが、東海より東に
は広がることは少なく収束した。
② ２回目は１８２９年に始まり世界全土に広まった。しかし幸いにも鎖国下の日本は
感染を免れた。
③ ３回目の世界流行は１８５２年から５３年にかけて始まった。この時ロンドンでス
ノーという医師が、井戸が流行の中心にあることを見つけた。スノーはこの井戸の
使用を禁止し、徹底した上下水道の管理を行ってこれらの流行を抑えた。この３回
目の大流行は、日本では１８５８年５月上海から長崎に入港したアメリカ船ミシシ
ッピー号の船員がコレラに感染していたことが発端であった。瞬く間に長崎から中
国、関西に、そして６月下旬には東海道沿いに、７月には江戸に侵入した。８月に
はピークに達し、町は病人と死者にあふれた。この時約３万人の死者が出た。９月
に入ると江戸での流行は終息し始め、東北地方にも広がって９月の終わりにようや
く終息した。この時オランダ海軍軍医ポンぺが、医学教育に当たっていた。ポンぺ
はコレラ対策を様々指導助言した。この年安政 5 カ国条約を締結し開国した。しか
しこの大流行が攘夷運動を刺激し、
「外国に日本を開放したからだと、市民の外国
人に対する考えは変わり、時には我々を敵視するようにさえなった。
」と、ポンぺ
は「日本滞在５年回想録」に記す。
④ ４回目の世界流行は１８６３年に始まり、１８７７年（明治１０年）日本で流行し
た。政府は「コレラ病法予防心得」を発布した。医師の届け出の義務化、予防法の
実施の義務付け、徹底した消毒の実施、患者の移動禁止を定めた。後の伝染病予防
法の先駆けとなった。その２年後再び愛媛県の漁村でコレラが発生。村人の間に消
毒が危害を与えるとの反感が出て、コレラの蔓延を抑えられず、全国に広まった。
⑤ ５回目の世界流行は１８８３年アフリカで始まった。この時ドイツ政府は、エジプ
トにコッホを派遣、フランス政府はパストゥール研究所から調査班を派遣して、発
見を競った。１８８４年コッホがコレラ菌を発見した。
⑥ 最後の世界流行は１８９９年に始まり、１９２６年に終わった。１８７０年からの
普仏戦争中に参加国のみに起こった。第２次世界大戦後はエルトール型コレラに替
わり再び地域限定となったが、完全に無くなってはいないので注意が必要だ。
５．結核
結核も先史時代から人類は苦しめられてきた病だ。結核という病名は、近代医
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学の登場後に誕生した病名である。古くは「胸の病」
、江戸時代には労さい、労咳と呼
ばれた。明治時代になって肺病とも呼ばれた。そして結核は一種独特の甘美なイメージで
語られた。結核は感染力が強く、家庭内感染が多かった。
① 「枕草子」

清少納言は「枕草子」に「病は、胸、もののけ、あしのけ、はては、

ただそこはかとなくて物食われぬ心地」と病の代表的なものに胸病を挙げている。
② 「源氏物語」 紫の上が胸病を患い、源氏が悲しむ様子が美しく語られている。
③ 江戸の元禄時代でも、肺結核は若い娘に多かった。
「女重宝記」に、その理由とし
て、「女子は親の寵愛深く育てられ、しかし嫁入り後は婚家で、種々の気苦労を重
ね労咳となる」とある。
④ 「不如帰」１８９８年の徳富蘆花の新聞小説。大評判となり、結核をロマンチック
な美しい病とみるようになった。
⑤ 前途有為な海外留学生や、国内の地方から都会に学びに来た若者達が斃れた。
⑥ １８８２年コッホが結核菌を発見。
⑦ 工場労働者や製糸工場の女工が多く結核に罹り亡くなった。
「女工哀史」
６．風邪・感冒
◎流行年次 (48)
・平安時代 781 , 862, 863, 865, 872, 920, 923,993, 1010, 1015, 1144,1150 (12)
・鎌倉時代 1228、1233、1244、1264、1329 (5)
・室町時代 1365、1407、1535、1556 (4)
・江戸時代 1614、1693、1707、1716、1730、1733, 1744, 1747, 1769, 1776
1780、1781, １784, 1795, 1802, 1808, 1811, 1821, 1824, 1827
1831、1832、1850，1854, 1857, 1860, 1867 (27)
① 平安時代は様々な病を風病と言った。神経疾患の風病を中気と言った。
風邪は、咳逆、咳病等と言われ、シワブキヤミと訓読された。
「三代実録」に、
８６２年「多数の人が咳逆を患い、死者多数」とある。翌年８６３年にも流行が
続いた。１０年後同じ記録に、
「京に咳逆が発生。死亡者多数。渤海から客が外国
からの毒気を持って来た」とあり、外国から入ってくることを知った。流行性感
冒をインフルエンザと呼ぶようになったのは戦後のことだが、インフルエンザは
すでにこの時代から流行していた。
②

１１５０年も近来にない大流行だったが、宗商劉文中が来日して、教典や史書を
天皇に献納したが、インフルエンザも日本にもたらされた。

③ 鎌倉時代１２３３年「明月記」に、
「近頃咳病が流行るが、世俗は夷病という。去
年京都に来た異国人を万人が見たため」とある。
「明月記」は、藤原定家の日記で
１１８０年から１２３５年までの５６年間の日記。
④ 江戸時代１６１４年「風疾流行」と記録に残る。暫く記録は無い。鎖国のせいか？
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⑤ １７３０年「風気流行、これは異国より渡り、長崎より流行り来たり候由、芋酒を
飲み候へば、のがれ候也」と記録にある。１７２９年からロシア、欧州で大流行。
⑥ １７３３年風邪大流行。前年から欧米で大流行していた。江戸の町で夏季１か月に
死者８万人。棺、埋葬地が不足した。「藁にて疫神の形を作り、鉦太鼓を鳴らして
海辺に至る」と「武江年表」（１５９０年家康関東入国から１８４８年までの江戸
府内外に起こった事柄を編年体にて記す。１２巻）にある。海外からの疫病なので、
風神を海辺まで送った。風神送りは、インフルエンザ流行の度に行われた。
⑦ 江戸時代半ば以降感冒が流行すると名称を付けた。１７６９年の風邪は「稲葉風」
と呼ばれた。１７７６年の風邪は「お駒風邪」と呼ばれ、流行した浄瑠璃の主人公
の城木屋お駒から名付けられた。
⑧ １７８４年は「谷風」と呼ばれた。横綱谷風は、「自分が土俵の上で倒されること
はない。倒れるのは風邪をひいた時ぐらいだ」と言っていたが、風邪をひいて寝込
み、死去した。１７８１年から８３年にかけ欧州、ロシア、インド等で猛威。
⑨ １８０２年の「アンポン風」は、アンポンはシャム人の漂流民から、
「お七風」は、
小唄の「八百屋お七」が流行したことから、
「薩摩風」は、風邪が九州から北上す
ると人々が知っていたことから名付けられた。
⑩ １８０８年は、
「ねんころ風」と呼ばれた。
「ねんねんころころ節」が巷で流行した
為、１８２０年「感冒が大流行した。…しかしこの度は風邪に苗字を唱うることを
聞かず」と滝沢馬琴が随筆集「兎園小説余禄」に記す。前年の第２波とも思われる
翌年１８２１年は、「ダンホウ風」
、武士の長髪が許された為、１８２７年は、
「津
軽風」、１８３２年は、「琉球風」
、ペリーが来航した１８５４年は、「アメリカ風」
と名付けられた。１８５２年から５５年にかけて世界各地で流行した。鎖国してい
たはずの当時の日本にも対馬、長崎、薩摩からインフルエンザが国中に猛威を振る
った。日本は世界と繋がっていた。しかし島国日本は大陸からの感染症にしばしば
襲われ、西（大陸）からの感染を恐怖する心理があった。
⑪ １９１８年から約２年間にわたり流行した通称スペイン風邪は、実際の発生源はス
ペインではなく、記録に残る最初の患者は、第 1 次世界大戦のヨーロッパ戦線に向
かうアメリカの兵士だった。中立国で報道管制のなかったスペインの流行が報道さ
れこの名が付けられた。２年間の間に日本には３つの流行の波が襲来した。
「第１波」
（春の先触れ）１９１８年（大正７）５月から７月まで。
「第２波」
（前流行）１９１８年１０月から１９１９（大正８）年５月頃まで
「第３波」
（後流行）１８１９年１２月から１９２０（大正９）年５月頃まで
第１波は死者殆ど無し。日本は第１次世界大戦の軍需景気に沸き、
「成金風」と
呼んだ。第２波はウイルスが変異し、266,000 人の死者が出た。最初の著名人の死
者は、劇作家、演出家の島村抱月だった。昭和天皇、原敬、志賀直哉、永井荷風
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宮沢賢治の妹等が罹患した。与謝野晶子は、11 人の子供がいたがそのうちの 1 人が感染し
次々に他の子供たちも感染した。当時も学校、興行物、工場等休業が命じられず、密集は
避けるように等の警告のみで、晶子はそのことを批判した。第３波は第２波より感染者は
少なかったが、187,000 人もの死者が出た。秩父宮、近衛師団、斎藤茂吉らが罹患した。荷
風はこの時も罹患したようだ。全世界で５０００万人以上の人が死亡した。
７．その他の感染症と病
上記の病の他に、マラリア、発疹チフス、腸チフス、水疱瘡、梅毒、ペスト等が流行した。
平清盛はマラリアに罹患した。現代多くの人が苦しんでいる癌は、武田信玄、徳川家康も
罹り、糖尿病は、藤原道長も罹患した。その他様々な病、寄生虫、ポリオ、トラコーマ等
の眼病、脚気、ハンセン病等の病にも人々は苦しんだ。
Ⅱ．今日も伝えられる疫病退散祈願行事。
１． 鎮花祭。 花弁が飛散する春は、疫神が四方に疫気を飛散して疫病が発生するので、
疫神を鎮める祭り。
（奈良県桜井市大神神社、京都今宮神社）
２．蘇民将来。注連縄に蘇民将来のお札と護符を飾る。
「素戔嗚尊が、一夜の宿を頼むと、
巨旦将来は断ったが、貧しい蘇民将来は快く泊めた。後に素戔嗚尊は、蘇民に茅の
輪を贈った。疫病の流行時に蘇民将来の子孫以外は全て亡くなった」との言い伝え
による。祇園祭の粽に「蘇民将来子孫者也」の札を付ける。
祇園祭は貞観５年（８６３）年京都に疫病が流行し、御霊会を実施したことにより
始まった。８６４年富士山大噴火、８６９年貞観三陸大地震が起こった。社会不安
が深刻化する中、国の数の６６本の矛を立て、神輿３基を送り御霊会をしたのが始
まりとされる。最近の状況は１１００年前と似通っているように思われる。
３．
「夏越の祓え」の茅の輪くぐり。6 月晦日に神社の境内に作られた大きな茅の輪をくぐ
り、無病息災を祈る。
Ⅲ．日本人が、早くに西欧化し、ペストの流行に際して真剣に取り組んだ結果、早期にペ
ストは終息した。酒井シズ氏は、そのことが、例えばエイズに対する危機感が欧米人と違
うのでは、と言っている。島国で、感染症は海外から侵入するものという意識があり、あ
らかじめ十分な対策を講じることが不足する傾向はないだろうか。災害大国の我が国だが、
感染症のパンデミックも同様に時には災害以上に被害を被る。ワクチン、治療薬の開発、
国と医療機関の体制の構築、連携等、今回のコロナのパンデミックを教訓にして対策を十
分に講じておくことが肝要だ。また開発による自然破壊等で、野生生物と共存していたウ
ィルスが人に向かってくる。自然と人との関りを考える必要がある。
参考文献
「病が語る日本史」

酒井 シズ著

講談社学術文庫

「感染症の日本史」

磯田 道史著

文春文庫

「日本疾病史」

富士川 游著

東洋文庫 平凡社

「日本疫病図鑑」

畑中 章宏著

笠間書院

No.8

