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編 集 後 記

南極探検 とか原水爆実験 とか,人 間の意志 に よる様 々の試みに関係な く,地 球上には 自然が運'

行 してゆ く.今 年の京都 の春 も花 も,毎 年の ように美 しかつたがいつのーまにや ら所緑になった.

年 々歳 々花 は同 じで も人は同じでない と云 う昔 の人 の感慨をその まま覚 えるのであ る.

◇

医学原稿 を書 いた り校閲 した りす るときに文字 に就 て迷 うことが しば しばあ る.主 に当用漢字『

に関す ることである.医 学用語 は殆 んど当用漢字 集の中にない.腎,膀 胱,畢,腺,疹,癒,兎

,蛙 な どは総てない.当 用漢字 と医学用語 とは全 く縁 のないもので,当 用漢字だ けでは医学論文

は絶対 に書 けない.学 術用語は当用漢字 と別である と云われ るので あるが,そ れな らば当用漢字

と云 うことを無視 して従来通 り掌術用語を どしどし使っ ても よいのであ ろ うか.も っ と根元に さ

かのぼって当用漢字や学術 用語の性格 と意義は ど う云 うものか,両 者の関係は ど うか と云 うこと

を考 えなければな らぬ.

当 用漢字 は義務教育の間に教え るものであろ うが,そ れ以 外の漢字は 自分 で覚 えねばな らぬわ

けであ る.そ れでは どこまで覚えたら よいのか,そ の境界がはっ き りしない.学 術 用語 も新聞紙

上 にた くさん出てい る.当 用漢字だけ しか知 らないのでは新 聞 も読 めない ことにな る.こ う考 え

てくると当用漢字の意義 がぼんや りして くるし,ま たいかに も不親切 な よ うに思わ れ る.

或程度に漢 字を制限す ること,あ ま りむずか しい漢字は略 字にす ること,学 術 用語で もなるべ

く当用漢字 に近ずけ ることなどには賛成 であるがその程 度が 問題 である.た とえば腫脹 と云 う字

は学術用語集 にあ るが当用漢字集 には二字 ともにない.た だ し張 の字 はある.原 稿 を校 閲 してい

て腫張 と書 いてあ ると従来は張を脹 に訂正 していた.学 術 用語 であるか ら当用漢字 でな くてもよ

いと考 えるならば脹 の字に訂正す るべきであるし,な るべ く当用漢字 に接近す るっ もりな らば張

の字の方が よいことになる.ど ち らに したらよいのか,ど ちらでも よいと云 うので は混乱 が生ず

る.ど ちらかに決め る必要があ ろ う これ は脹に限 らず,多 くの字 に就 て も同じであ る..
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