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45000016 医療日用大成(全） 岡本一抱(為竹) 享保11［1728］、文
政5[1822］

45000028 砦艸 原昌克(南陽) 文化元年 [1804]
45000031 砦艸 原昌克(南陽) 文政元 [1818]
45000043 娼婦論 上 刀根 宗二郎 明治10年［1877］
45000055 娼婦論 下 刀根 宗二郎 明治10年［1877］
45000067 黒痘瑣言 侃私達篤(コンスタッ

ト)
文久2年[1862]

45000070 喰合禁物集 永田徳本(甲斐徳本) 年代不詳
45000082 藥品雜物試驗表 三崎 嘯輔 明治4年[1871]
45000094 奇文欣賞 卷之4 大槻 磐溪 年代不詳
45000105 啓蒙養生訓 巻之1 土岐頼徳 明治5年 [1872]
45000117 啓蒙養生訓 巻之2 土岐頼徳 明治5年 [1872]
45000120 啓蒙養生訓 巻之3 土岐頼徳 明治5年 [1872]
45000132 啓蒙養生訓 巻之4 土岐頼徳 明治5年 [1872]
45000144 啓蒙養生訓 巻之5 土岐頼徳 明治5年 [1872]
45000156 阿蘭陀外科書  外科良法 山脇道円 寛文9年[1669]
45000168 阿蘭陀南蛮金創論*；阿蘭陀流油

薬法**；陰療之方；狂犬咬傷治
*1640年頃、**寛保元年
[1741]

45000171 軍醫寮局方 石黒忠悳 明治4 [1871]
45000183 癰疽主方 年代不詳
45000195 堀田候養生所記録 関寛斎？ 慶応3年[1867]
45000206 阿蘭陀流外科単方 1：諸病外

科単方
著者不詳 寛保2年[1742]

45000218 阿蘭陀流外科単方 2：諸病外
科単方

著者不詳 寛保2年[1742]

45000221 阿蘭陀流外科単方 3：婦人小
児

著者不詳 寛保2年[1742]

45000233 阿蘭陀流外科単方 4：損傷 著者不詳 寛保2年[1742]
45000245 阿蘭陀流外科単方 5：損傷 著者不詳 寛保2年[1742]
45000257 阿蘭陀流外科単方 6：図法師 著者不詳 寛保2年[1742]
45000260 阿蘭陀流外科単方 7：膏薬 著者不詳 寛保2年[1742]
45000272 阿蘭陀流外科単方 8：水汁 著者不詳 寛保2年[1742]
45000284 阿蘭陀流外科単方 9：油部 著者不詳 寛保2年[1742]
45000296 阿蘭陀流外科単方 10：酒醴 著者不詳 寛保2年[1742]
45000307 青嚢珍珠 上 江馬天江（聖欽） 安政4年 [1857]
45000310 青嚢珍珠 中 江馬天江（聖欽） 安政4年 [1857]
45000322 青嚢珍珠 下 江馬天江（聖欽） 安政4年 [1857]
45000334 阿蘭陀流外科指南 一 浪速陰舎 元禄9年[1696]、宝永2年

[1705]
45000346 阿蘭陀流外科指南 二 浪速陰舎 元禄9年[1696]、宝永2年

[1705]
45000358 阿蘭陀流外科指南 三 浪速陰舎 元禄9年[1696]、宝

永2年[1705]
45000361 阿蘭陀流外科指南 四 浪速陰舎 元禄9年[1696]、宝永2年

[1705]
45000373 相児秘要 嶋微長撰 明和3年[1766]
45000385 救急摘方 [正編] 平野元亮 嘉永6年[1853]
45000397 救急摘方 続編 平野元亮 安政3年[1856]
45000408 暑中衛児法 横地君美訳 明治9年[1867]
45000411 鴉方戒 米人、培端 年代不詳
45000423 翠竹院切紙 曲直瀬道三（一渓） 元亀2年[1570]
45000435 醫學天正記 巻之上、巻

之下
曲直瀬道三（二代目道三） 慶弔12年[1607]、寛永4年開板

[1627]
45000447 濟民記 上 曲直瀬玄朔 天承元年[1573]
45000450 濟民記 中 曲直瀬玄朔 天承元年[1573]
45000462 濟民記 下 曲直瀬玄朔 天承元年[1573]
45000474 阿蘭陀流外科指南 二 浪速陰舎 宝永2年[1709]
45000486 阿蘭陀流外科指南 三 浪速陰舎 宝永2年[1709]
45000498 阿蘭陀流外科指南 四・五 浪速陰舎 宝永2年[1709]
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45000500 阿蘭陀流外科之書 2 向井元升 慶安7年[1654]
45000512 蘭方膏薬方解 著者不詳 年代不詳
45000524 外科衆方規矩 7巻 巻之1 神保等庵（玄州） 貞享3年 [1686]
45000536 外科衆方規矩 7巻 巻之2 神保等庵（玄州） 貞享3年 [1686]
45000548 外科衆方規矩 7巻 巻之3 神保等庵（玄州） 貞享3年 [1686]
45000551 外科衆方規矩 7巻 巻之4 神保等庵（玄州） 貞享3年 [1686]
45000563 外科衆方規矩 7巻 巻之5 神保等庵（玄州） 貞享3年 [1686]
45000575 外科衆方規矩 7巻 巻之6 神保等庵（玄州） 貞享3年 [1686]
45000587 外科衆方規矩 7巻 巻之7 神保等庵（玄州） 貞享3年 [1686]
45000590 遠西記略 上 大槻西磐（瑞卿） 安政2年[1855]
45000601 遠西記略 下 大槻西磐（瑞卿） 安政2年[1855]
45000613 彭殤集 服部政世 明治12年[1878]
45000625 夢見録 蒲生精菴 文久2年[1862]
45000637 三喜備考 服部政世 明治22年 [1889]
45000640 煉霞翁年譜 服部甫庵 明治29年[1896]
45000652 東洞先生遺稿 3巻 巻之上 吉益東洞 寛政12年[1800]
45000664 東洞先生遺稿 3巻 巻之中 吉益東洞 寛政12年[1800]
45000676 東洞先生遺稿 3巻 巻之下 吉益東洞 寛政12年[1800]
45000688 外科訓蒙圖彙 巻之上 伊良子光顕 明和4-6年 [1767-

1769]
45000691 外科訓蒙圖彙 巻之下 伊良子光顕 明和4-6年 [1767-

1769]
45000702 要術知新 大槻玄幹（茂棹） 文政6年 [1823]
45000714 外科収功図式 大槻玄幹 文化10年[1813]
45000726 外科収功 大槻玄幹 文化11年[1814]
45000738 外科収功図式 大槻玄幹 文化10年[1813]
45000741 外科収功図式 大槻玄幹 文化10年[1813]
45000753 外科各論 上 Schultze Emil A. W.

（山田良叔訳）
明治18年[1885]

45000765 外科各論 下 Schultze Emil A. W.
（山田良叔訳）

明治18年[1885]

45000777 無冤録述 上 河合尚久 明和5年 [1768]嘉永補刻
45000780 無冤録述 下 河合尚久 明和5年 [1768]嘉永補刻
45000792 泰西方鑑 一 小森桃塢 天保元年 [1830]
45000803 泰西方鑑 二 小森桃塢 天保元年 [1830]
45000815 救病不邪秘方 衢冨芳 安永3年 [1784]
45000827 西醫指要 今村亮 明治10年［1877］
45000830 醫家必携 上 堀川適齋 安政4年 [1857]
45000842 醫家必携 中 堀川適齋 安政4年 [1857]
45000854 醫家必携 下 堀川適齋 安政4年 [1857]
45000866 救急選方 2巻 巻之上 多紀元簡 文化7年 [1810]
45000878 救急選方 2巻 巻之下 多紀元簡 文化7年 [1810]
45000881 神經一覧圖解 今田束 明治11年
45000893 和蘭用藥便覽 : 全 日高涼臺 天保8年 [1837]
45000904 藥能識 : 内用 高良斎 天保7年 [1836]
45000916 千登里杖 高良斎（？） 年代不詳
45000928 蘭藥手引草 石原悌介 弘化2年 [1845]
45000931 醫療藥方規矩 : 一名藥方選 鳥巣謙斎（謙斎） 天保8年 [1837]
45000943 和蘭用藥便覽 : 全 日高涼臺 天保8年 [1837]
45000955 和蘭用藥便覽付録 上 日高涼臺 天保8年 [1837]
45000967 和蘭用藥便覽付録 中 日高涼臺 天保8年 [1837]
45000970 和蘭用藥便覽付録 下 日高涼臺 天保8年 [1837]
45000982 外科説略 アルマンス 年代不詳
45000994 南蛮阿蘭陀秘方 著者不詳 年代不詳
45001006 阿蘭陀能毒 著者不詳 年代不詳
45001018 春林軒膏方便覧並びに諸家秘方集 華岡青洲 年代不詳
45001021 切腹介錯之秘書 岡本勘兵衛 宝暦12年 [1727]
45001033 阿蘭陀外科治療之書 著者不詳 年代不詳
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45001045 金櫃要略集 : 全 著者不詳 年代不詳
45001057 外療新明集 上中下 鷹取秀次 天正9年 [1581]
45001060 病家須知 巻之1 平野 元亮 天保3 [1832]
45001072 病家須知 巻之2 平野 元亮 天保3 [1832]
45001084 病家須知 巻之3 平野 元亮 天保3 [1832]
45001096 病家須知 巻之4 平野 元亮 天保3 [1832]
45001107 病家須知 巻之5 平野 元亮 天保3 [1832]
45001110 病家須知 巻之6 平野 元亮 天保3 [1832]
45001122 病家須知 巻之7 平野 元亮 天保3 [1832]
45001134 病家須知 巻之8 平野 元亮 天保3 [1832]
45001146 内外新方 高橋 純 安政4-文久2年

［1857-62］
45001158 嶺南衛生方 乾 著者不詳 成徳8年［1718］
45001161 外治方鑑 乾坤 林 子伯 正徳5年 [1715]
45001173 外科撮要 乾坤 青木 恒剴 明和5年 [1768]
45001185 外治方鑑 乾 林 子伯 正徳5年[1715]
45001197 外科精要 陳自明 文化7年［1810］写
45001208 外科枢要 上 薛己 元亀2年［1571］
45001211 外科枢要 下 薛己 元亀2年［1571］
45001223 明医雑著 王倫 文亀2年［1502］、慶

応3年［1867］刻
45001235 漢方秘薬二百種の処方 完 浅田 宗伯 昭和12年
45001247 耳眼詳説 高良斎 文政12年［1829］昭和5年

［1930］複刻
45001262 外科熊掌 一 大村 寿庵 宝永元年［1704］刻
45001274 外科熊掌 二 大村 寿庵 宝永元年［1704］刻
45001286 外科熊掌 三 大村 寿庵 宝永元年［1704］刻
45001298 外科熊掌 四 大村 寿庵 宝永元年［1704］刻
45001300 外科熊掌 五 大村 寿庵 宝永元年［1704］刻
45001312 外科熊掌 六 大村 寿庵 宝永元年［1704］刻
45001324 泰西名彙講 四 箕作阮甫 天保８年[1837]
45001336 泰西名彙講 五 箕作阮甫 天保８年[1837]
45001348 泰西名彙講 六 箕作阮甫 天保８年[1837]
45001351 泰西名彙講 一～三 箕作阮甫 天保７年[1836］
45001363 泰西名彙講 四 箕作阮甫 天保８年[1837]
45001375 泰西名彙講 五 箕作阮甫 天保８年[1837]
45001387 泰西名彙講 六 箕作阮甫 天保８年[1837]
45001390 泰西名彙講 七 箕作阮甫 天保８年[1837]
45001401 泰西名彙講 八 箕作阮甫 天保８年[1837]
45001413 泰西名彙講 一～三 箕作阮甫 天保7年[1836]
45001425 泰西名彙講 四 箕作阮甫 天保８年[1837]
45001437 泰西名彙講 五 箕作阮甫 天保８年[1837]
45001440 泰西名彙講 六 箕作阮甫 天保８年[1837]
45001452 泰西名彙講 七 箕作阮甫 天保８年[1837]
45001464 泰西名彙講 八 箕作阮甫 天保８年[1837]
45001476 朱氏外科通論 上 シュルツェ 明治17年[1884]
45001488 朱氏外科通論 中 シュルツェ 明治17年[1884]
45001491 朱氏外科通論 下 シュルツェ 明治17年[1884]
45001502 瘍科秘録 一 本間棗軒（玄調） 天保８年[1837]
45001514 瘍科秘録 二・三 本間棗軒（玄調） 天保８年[1837]
45001526 瘍科秘録 四：上 本間棗軒（玄調） 天保８年[1837]
45001538 瘍科秘録 四：下 本間棗軒（玄調） 天保８年[1837]
45001541 瘍科秘録 五 本間棗軒（玄調） 天保８年[1837]
45001553 瘍科秘録 六：上 本間棗軒（玄調） 天保８年[1837]
45001565 瘍科秘録 六：下 本間棗軒（玄調） 天保８年[1837]
45001577 瘍科秘録 七 本間棗軒（玄調） 天保８年[1837]
45001580 瘍科秘録 八：上 本間棗軒（玄調） 天保８年[1837]
45001592 瘍科秘録 八：下 本間棗軒（玄調） 天保８年[1837]
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45001603 瘍科秘録 九 本間棗軒（玄調） 天保８年[1837]
45001615 瘍科秘録 十 本間棗軒（玄調） 天保８年[1837]
45001627 続瘍科秘録 一 本間棗軒口述 安政6年[1859]
45001630 続瘍科秘録 二 本間棗軒口述 安政6年[1859]
45001642 続瘍科秘録 三 本間棗軒口述 安政6年[1859]
45001654 続瘍科秘録 四 本間棗軒口述 安政6年[1859]
45001666 続瘍科秘録 五 本間棗軒口述 安政6年[1859]
45001678 名医家系 著者不詳 年代不詳
45001681 医学院学範 一 畑黄山 天明6年[1786]
45001693 医学院学範 二 畑黄山 天明6年[1786]
45001704 医学院学範 三 畑黄山 天明6年[1786]
45001716 鴃舌或問、並鵙舌小記 渡辺崋山 嘉永3年[1850]
45001728 日本医史 富士川游発行 明治39年[1906]
45001731 阿蘭陀油部  同器 杉田伯元（紫石） 年代不詳
45001743 越児実幾経験書 一 著者不詳 1835年頃？
45001755 越児実幾経験書 二 著者不詳 1835年頃？
45001767 越児実幾経験書 三 著者不詳 1835年頃？
45001770 叢桂偶記 一 原南陽（正克）
45001782 叢桂偶記 二 原南陽（正克）
45001794 生生堂雑記 一 中神琴渓 寛政10年[1798]
45001805 生生堂雑記 二 中神琴渓 寛政10年[1798]
45001817 粘敗療談 村上正徳 文政8年[1825]
45001820 療治茶談 津田玄仙 天明6年[1786]
45001832 婦人病論 前編：一 船曳修（卓堂） 嘉永3年[1850]
45001844 婦人病論 前編：二 船曳修（卓堂） 嘉永3年[1850]
45001856 婦人病論 前編：三 船曳修（卓堂） 嘉永3年[1850]
45001868 婦人病論 後編：一 船曳修（卓堂） 嘉永3年[1850]
45001871 婦人病論 後編：二 船曳修（卓堂） 嘉永3年[1850]
45001883 婦人病論 後編：三 船曳修（卓堂） 嘉永3年[1850]
45001895 黴瘡約言 乾 浅井南皋（和気惟亮） 享和2年［1802］
45001906 黴瘡約言 坤 浅井南皋（和気惟亮） 享和2年［1802］
45001918 解体発蒙 一 三谷公器（笙州） 文化10年[1813]
45001921 解体発蒙 二 三谷公器（笙州） 文化10年[1813]
45001933 解体発蒙 三 三谷公器（笙州） 文化10年[1813]
45001945 解体発蒙 四 三谷公器（笙州） 文化10年[1813]
45001957 解体発蒙 五 三谷公器（笙州） 文化10年[1813]
45001960 解体則 一：骨篇 新宮涼庭訳 安政5年［1858］
45001972 解体則 二：靱帯篇 新宮涼庭訳 安政5年［1858］

45001984 解体則 三：筋篇
附滑液嚢

新宮涼庭訳 安政5年［1858］

45001996 解体則 四：内臓篇 新宮涼庭訳 安政5年［1858］

45002008 解体則 五：血液篇 新宮涼庭訳 安政5年［1858］

45002011 解体則 六：神経篇 新宮涼庭訳 安政5年［1858］

45002023 解体則 七・八：腺
篇・水脈篇

新宮涼庭訳 安政5年［1858］

45002035 繃縛知新 著者不詳 年代不詳
45002047 縛帯篇 著者不詳 年代不詳
45002050 子玄子産論 乾坤 賀川玄悦（子玄） 明和2年[1765]
45002062 済生備考 一 杉田成卿 嘉永3年［1850］
45002074 済生備考 二 杉田成卿 嘉永3年［1850］
45002086 梅花無尽蔵 一 永田徳本（小松帯刀校訂） 昭和8年[1933]7版
45002098 梅花無尽蔵 二 永田徳本（小松帯刀校訂） 昭和8年[1933]7版
45002100 叢桂亭医事小言 一 原南陽 文政2年［1819］
45002112 叢桂亭医事小言 二 原南陽 文政2年［1819］
45002124 叢桂亭医事小言 三 原南陽 文政2年［1819］
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45002136 叢桂亭医事小言 四之上 原南陽 文政2年［1819］
45002148 叢桂亭医事小言 四之下 原南陽 文政2年［1819］
45002151 叢桂亭医事小言 五 原南陽 文政2年［1819］
45002163 叢桂亭医事小言 六 原南陽 文政2年［1819］
45002175 外科記聞 一 橘隆庵 寛文2年［1661］
45002187 外科記聞 二 著者不詳 宝暦6年［1756］
45002190 外科記聞 三 著者不詳 寛文2年［1661］
45002201 外科記聞 四 著者不詳 元禄4年[1691]
45002213 外科医法 一 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002237 外科医法 二 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002240 外科医法 三 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002252 外科医法 四 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002264 外科医法 五 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002276 外科医法 六 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002288 外科医法 七 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002291 外科医法 八 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002302 外科医法 九 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002314 外科医法 十 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002326 外科医法 十一 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002338 外科医法 十二 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002341 外科医法 十三 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002353 外科医法 十四 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002365 外科医法 十五 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002377 外科医法 十六 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002380 外科医法 十七 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002392 外科医法 十八 佐藤尚中（舜海） 慶応2年［1866］
45002403 遠西医方名物考／宇田川玄真 一 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002415 遠西医方名物考 二 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002427 遠西医方名物考 三 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002430 遠西医方名物考 四 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002442 遠西医方名物考 五 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002454 遠西医方名物考 六 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002466 遠西医方名物考 七 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002478 遠西医方名物考 八 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002481 遠西医方名物考 九 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002493 遠西医方名物考 十 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002504 遠西医方名物考 十一 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002516 遠西医方名物考 十二 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002528 遠西医方名物考 十三 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002531 遠西医方名物考 十四 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002543 遠西医方名物考 十五 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002555 遠西医方名物考 十六 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002567 遠西医方名物考 十七 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002570 遠西医方名物考 十八 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002582 遠西医方名物考 十九 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002594 遠西医方名物考 二十 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002605 遠西医方名物考 二十一 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002617 遠西医方名物考 二十二 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002620 遠西医方名物考 二十三 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002632 遠西医方名物考 二十四 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002644 遠西医方名物考 二十五 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002656 遠西医方名物考 二十六 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002668 遠西医方名物考 二十七 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002671 遠西医方名物考 二十八 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002683 遠西医方名物考 二十九 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002695 遠西医方名物考 三十 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002706 遠西医方名物考 三十一 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002718 遠西医方名物考 三十二 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
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45002721 遠西医方名物考 三十三 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002733 遠西医方名物考 三十四 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002745 遠西医方名物考 三十五 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002757 遠西医方名物考 三十六 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45002760 遠西医方名物考 補遺一 宇田川玄真（榛斎） 年代不詳
45002772 遠西医方名物考 補遺二 宇田川玄真（榛斎） 年代不詳
45002784 遠西医方名物考 補遺三 宇田川玄真（榛斎） 年代不詳
45002796 遠西医方名物考 補遺四 宇田川玄真（榛斎） 年代不詳
45002807 遠西医方名物考 補遺五 宇田川玄真（榛斎） 年代不詳
45002810 遠西医方名物考 補遺六 宇田川玄真（榛斎） 年代不詳
45002822 遠西医方名物考 補遺七 宇田川玄真（榛斎） 年代不詳
45002834 遠西医方名物考 補遺八 宇田川玄真（榛斎） 年代不詳
45002846 遠西医方名物考 補遺九 宇田川玄真（榛斎） 年代不詳
45002858 春林軒丸散方 花岡随賢(華岡青洲） 年代不詳
45002861 乳岩治術秘訣、金創要術 華岡青洲 年代不詳
45002873 青洲医談 青洲門下人筆記 天保5年［1834］
45002885 瘍科瑣言、産科瑣言、口授燈火医談 華岡青洲 嘉永7年[1854]
45002897 医源 石坂宗哲（竿斎） 文政10年［1826］
45002908 按腹図解 太田武経（普斎） 文政10年［1826］
45002911 眼科錦嚢 一 本庄普一（俊徳） 文政12年［1829］
45002923 眼科錦嚢 二 本庄普一（俊徳） 文政12年［1829］
45002935 眼科錦嚢 三 本庄普一（俊徳） 文政12年［1829］
45002947 眼科錦嚢 四 本庄普一（俊徳） 文政12年［1829］
45002950 続眼科錦嚢 上 本庄普一（俊徳） 天保6年[1835]
45002962 続眼科錦嚢 下 本庄普一（俊徳） 天保6年[1835]
45002974 三餘漫録 原南陽、尾臺榕堂
45002986 詰舌論 村井琴山 安政6年[1859]
45002998 三和流金創療方 吉田自休述 年代不詳
45003001 牛痘種法小論 依漢私哥爾（蘭人）著 年代不詳
45003013 南蛮流金創療方 吉田自休 年代不詳
45003025 小児養育金礎 石田県貫 文化10年[1813｝、嘉永4年

[1851]、慶応元年[1865]
45003037 蘭方雑記 吉雄耕牛 年代不詳
45003040 上工名医之捷径 著者不詳 年代不詳
45003052 新訂増補：和蘭薬鏡 一－三 宇田川玄真（榛斎） 文政11年[1828]
45003064 新訂増補：和蘭薬鏡 四―六 宇田川玄真（榛斎） 文政11年[1828]
45003076 新訂増補：和蘭薬鏡 七ー九 宇田川玄真（榛斎） 文政11年[1828]
45003088 新訂増補：和蘭薬鏡 十ー十二 宇田川玄真（榛斎） 文政11年[1828]
45003091 新訂増補：和蘭薬鏡 十三―十五 宇田川玄真（榛斎） 文政11年[1828]

45003102 新訂増補：和蘭薬鏡 十六ー十八 宇田川玄真（榛斎） 文政11年[1828]
45003114 和蘭薬性辨 一・二 藤林普山 文政8年[1825]
45003126 和蘭薬性辨 三・四 藤林普山 文政8年[1825]
45003138 和蘭薬性辨 五 藤林普山 文政8年[1825]
45003141 和蘭薬性辨 六・七 藤林普山 文政8年[1825]
45003153 和蘭薬性辨 八 藤林普山 文政8年[1825]
45003165 扁倉伝割解 上下 浅井図南（惟寅） 明和7年[1770]
45003177 五液診法 上 江馬元恭 文化13年[1816]
45003180 五液診法 下 江馬元恭 文化13年[1816]
45003192 西医知要 一 宇野蘭斉 文政8年[1825]
45003203 西医知要 二 宇野蘭斉 文政8年[1825]
45003215 西医知要 三 宇野蘭斉 文政8年[1825]
45003227 西医知要 四 宇野蘭斉 文政8年[1825]
45003230 西医知要 五 宇野蘭斉 文政8年[1825]
45003242 西医知要 六 宇野蘭斉 文政8年[1825]
45003254 療源 著者不詳 年代不詳
45003266 和蘭医話 上 伏屋素秋（琴坂） 文化2年[1804]
45003278 和蘭医話 下 伏屋素秋（琴坂） 文化2年[1804]
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45003281 遠西二十四方 坪井信道（誠軒） 年代不詳
45003293 瘍科摘要 上中 杉田梅庵（口述） 年代不詳
45003304 黴瘡証知秘鑑 上 橘尚賢（冠峰） 安永5年[1776]
45003316 黴瘡証知秘鑑 下 橘尚賢（冠峰） 安永5年[1776]
45003328 狂犬咬傷治方 野呂元丈（撰） 元文元年[1736]、

宝暦6年[1756]
45003331 槐園叢書 宇田川玄随（槐園） 年代不詳
45003343 蘭学径 藤林普山（紀元） 文化7年[1810]
45003355 刺絡編 荻野元凱 明和7年[1770]
45003367 瘈狗傷考 原南陽 文政3年[1820]初

版、天保7年[1836]
45003370 奇魂 一 佐藤民之助 天保2年[1831]
45003382 奇魂 二 佐藤民之助 天保2年[1831]
45003394 華岡青洲口述：随賢十書 瘍科瑣言：

上下
華岡青洲（口述） 安政5年 [1858]

45003405 華岡青洲口述：随賢十書 金創秘話：
瘍科神書

華岡青洲（口述） 嘉永3年[1850]

45003417 華岡青洲口述：随賢十書 燈下医談：
正・続

門人  笠原玄伸 年代不詳

45003420 華岡青洲口述：随賢十書 青洲先生医
談

門人  笠原玄伸 年代不詳

45003432 華岡青洲口述：随賢十書 検証百問 門人  笠原玄伸 年代不詳
45003444 華岡青洲口述：随賢十書 痘疹要方・

麻疹録
門人  笠原玄伸 年代不詳

45003456 華岡青洲口述：随賢十書 三木附辨・
舌
診八羯・痢
疾?

門人  笠原玄伸 年代不詳

45003468 華岡青洲口述：随賢十書 青嚢秘録 門人  笠原玄伸 年代不詳
45003471 華岡青洲口述：随賢十書 丸散方考 門人  笠原玄伸 年代不詳
45003483 採薬使記 阿部友之助（照任）、

松井玄番（重康）
宝暦8年[1758]

45003495 薬名考 小野蘭山 年代不詳
45003506 女科約説 一 ホン・ニイメル  渡辺

越  抄訳
明治13年[1880]

45003518 女科約説 二 ホン・ニイメル  渡辺越  抄訳 明治13年[1880]
45003521 蕉窓方意解 天 和田東郭 天保7年[1836]
45003533 蕉窓方意解 地 和田東郭 天保7年[1836]
45003545 蕉窓雑話 初 和田東郭 文政6年 [1823]
45003557 蕉窓雑話 二 和田東郭 文政6年 [1823]
45003560 蕉窓雑話 三 和田東郭 文政6年 [1823]
45003572 蕉窓雑話 四 和田東郭 文政6年 [1823]
45003584 蕉窓雑話 五 和田東郭 文政6年 [1823]
45003596 西医今日孝 一 藤林普山 嘉永元年[1848]
45003607 西医今日孝 二 藤林普山 嘉永元年[1848]
45003610 西医今日孝 三 藤林普山 嘉永元年[1848]
45003622 西医今日孝 四 藤林普山 嘉永元年[1848]
45003634 西医今日孝 五 藤林普山 嘉永元年[1848]
45003646 西医今日孝 六 藤林普山 嘉永元年[1848]
45003658 鍼灸抜粋大成 上 岡本一抱 元禄12年[1699]
45003661 鍼灸抜粋大成 中の上 岡本一抱 元禄12年[1699]
45003673 鍼灸抜粋大成 中の下 岡本一抱 元禄12年[1699]
45003685 鍼灸抜粋大成 下 岡本一抱 元禄12年[1699]
45003697 医説 目録 張杲 嘉靖申辰、万冶

（治？）元年[1658]
45003708 医説 一 張杲 嘉靖申辰、万冶

（治？）元年[1658]
45003711 医説 二 張杲 嘉靖申辰、万冶

（治？）元年[1658]
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45003723 医説 三 張杲 嘉靖申辰、万冶
（治？）元年[1658]

45003735 医説 四 張杲 嘉靖申辰、万冶
（治？）元年[1658]

45003747 続医説 一・二 兪辨 嘉靖丁酉、万冶
（治？）元年[1658]

45003750 続医説 三・四・五 兪辨 嘉靖丁酉、万冶
（治？）元年[1658]

45003762 続医説 六・七・八 兪辨 嘉靖丁酉、万冶
（治？）元年[1658]

45003774 続医説 九・十 兪辨 嘉靖丁酉、万冶
（治？）元年[1658]

45003786 法府主治方 新宮涼庭 文政4年[1821]
45003798 十四経絡和語鈔 一 岡本一抱 元禄6年[1693]
45003800 十四経絡和語鈔 四 岡本一抱 元禄6年[1693]
45003812 十四経絡和語鈔 六 岡本一抱 元禄6年[1693]
45003824 外科集成 一 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003836 外科集成 二 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003848 外科集成 三 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003851 外科集成 四 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003863 外科集成 五 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003875 外科集成 六 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003887 外科集成 七 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003890 外科集成 八 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003901 外科集成 九 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003913 外科集成 十 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003925 外科集成 十一 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003937 外科集成 十二 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003940 外科集成 十三 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003952 外科集成 十四 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003964 外科集成 十五 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003976 外科集成 十六 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003988 外科集成 十七 栗崎道枢正弘 年代不詳
45003991 外科集成 十八 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004003 外科集成 十九 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004015 外科集成 二十 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004027 外科集成 二十一 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004030 外科集成 二十二 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004042 外科集成 二十三 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004054 外科集成 二十四 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004066 外科集成 二十五 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004078 外科集成 二十六 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004081 外科集成 二十七 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004093 外科集成 二十八 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004104 外科集成 二十九 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004116 外科集成 三十 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004128 外科集成 三十一 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004131 外科集成 三十二 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004143 外科集成 三十三 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004155 外科集成 三十四 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004167 外科集成 三十五 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004170 外科集成 三十六 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004182 外科集成 三十七 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004194 外科集成 三十八 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004205 外科集成 三十九 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004217 外科集成 四十 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004220 外科集成 四十一 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004232 外科集成 四十二 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004244 外科集成 四十三 栗崎道枢正弘 年代不詳
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45004256 外科集成 四十四 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004268 外科集成 四十五 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004271 外科集成 四十六 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004283 外科集成 四十七 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004295 外科集成 四十八 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004306 外科集成 四十九 栗崎道枢正弘 年代不詳
45004318 病因精義 一 小森桃塢 文政10年[1827]
45004321 病因精義 二 小森桃塢 文政10年[1827]
45004333 病因精義 三 小森桃塢 文政10年[1827]
45004345 病因精義 四 小森桃塢 文政10年[1827]
45004357 病因精義 五 小森桃塢 文政10年[1827]
45004360 病因精義 六 小森桃塢 文政10年[1827]
45004372 病因精義 七 小森桃塢 文政10年[1827]
45004384 病因精義 八 小森桃塢 文政10年[1827]
45004396 薬能方法辨 一（古訓医

伝
書二十一）

宇津木昆臺 天保10年[1839]

45004407 薬能方法辨 二（古訓医
伝書二十
二）

宇津木昆臺 天保10年[1839]

45004410 薬能方法辨 三（古訓医
伝書二十
三）

宇津木昆臺 天保10年[1839]

45004422 薬能方法辨 四（古訓医
伝
書二十四）

宇津木昆臺 天保10年[1839]

45004434 薬能方法辨 五（古訓医
伝書二十
五）

宇津木昆臺 天保10年[1839]

45004446 国史医言将鈔 一 吉田維通（憲徳） 天保6年[1835]御免、嘉永5年
[1852]刻

45004458 国史医言将鈔 二 吉田維通（憲徳） 天保6年[1835]御免、嘉永5年
[1852]刻

45004461 国史医言将鈔 三 吉田維通（憲徳） 天保6年[1835]御免、嘉永5年
[1852]刻

45004473 国史医言将鈔 四 吉田維通（憲徳） 天保6年[1835]御免、嘉永5年
[1852]刻

45004485 形影夜話 上 杉田玄白 文化7年[1810]
45004497 形影夜話 下 杉田玄白 文化7年[1810]
45004508 解体新書 序図 杉田玄白 安永3年[1774]
45004511 解体新書 一 杉田玄白 安永3年[1774]
45004523 解体新書 二 杉田玄白 安永3年[1774]
45004535 解体新書 三 杉田玄白 安永3年[1774]
45004547 解体新書 四 杉田玄白 安永3年[1774]
45004550 解屍編 河口信任 明和9年[1772]
45004562 泰西内科集成 一 小関三英（篤斎） 文政7年[1824]
45004574 泰西内科集成 二 小関三英（篤斎） 文政7年[1824]
45004586 泰西内科集成 三 小関三英（篤斎） 文政7年[1824]
45004598 泰西内科集成 四 小関三英（篤斎） 文政7年[1824]
45004600 泰西内科集成 五 小関三英（篤斎） 文政7年[1824]
45004612 泰西内科集成 六 小関三英（篤斎） 文政7年[1824]
45004624 泰西内科集成 七 小関三英（篤斎） 文政7年[1824]
45004636 泰西内科集成 八 小関三英（篤斎） 文政7年[1824]
45004648 泰西内科集成 九 小関三英（篤斎） 文政7年[1824]
45004651 我氏内科撰要 1-3 宇田川玄随（槐園） 文政5年［1822］
45004663 我氏内科撰要 4-6 宇田川玄随（槐園） 文政5年［1822］
45004675 我氏内科撰要 7-9 宇田川玄随（槐園） 文政5年［1822］
45004687 我氏内科撰要 10-12 宇田川玄随（槐園） 文政5年［1822］
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45004690 我氏内科撰要 13-15 宇田川玄随（槐園） 文政5年［1822］
45004701 我氏内科撰要 16-18 宇田川玄随（槐園） 文政5年［1822］
45004713 造化機論 乾坤 千葉繁 明治8年[1875]
45004725 黴瘡茶談 船越錦海（敬祐） 天保14年[1843]
45004737 治験録 一 東校医院版 明治5年[1872]
45004740 治験録 二 東校医院版 明治5年[1872]
45004752 阿蘭陀外科 著者不詳 元禄2年[1689]
45004764 医道二千年眼目編 一 村井琴山 文化4年[1807]
45004776 医道二千年眼目編 二 村井琴山 文化4年[1807]
45004788 医道二千年眼目編 三 村井琴山 文化4年[1807]
45004791 医道二千年眼目編 四 村井琴山 文化4年[1807]
45004802 医道二千年眼目編 五 村井琴山 文化4年[1807]
45004814 医道二千年眼目編 六 村井琴山 文化4年[1807]
45004826 医道二千年眼目編 七 村井琴山 文化4年[1807]
45004838 百疾壱貫 和田東郭 年代不詳
45004841 検法秘鑑 著者不詳 年代不詳
45004853 金瘡外伝・内伝 著者不詳 年代不詳
45004865 金瘡 一 著者不詳 年代不詳
45004877 金瘡 二 著者不詳 年代不詳
45004880 金瘡 三 著者不詳 年代不詳
45004892 南蛮流金瘡秘伝 著者不詳 万治2年[1659]
45004903 女科約説／渡辺越 三 渡辺越訳 明治13年[1880]
45004915 和語本草網目 一 岡本一抱 元禄11年[1698]
45004927 和語本草網目 二 岡本一抱 元禄11年[1698]
45004930 和語本草網目 三 岡本一抱 元禄11年[1698]
45004942 和語本草網目 四 岡本一抱 元禄11年[1698]
45004954 和語本草網目 五 岡本一抱 元禄11年[1698]
45004966 和語本草網目 六 岡本一抱 元禄11年[1698]
45004978 和語本草網目 七 岡本一抱 元禄11年[1698]
45004981 和語本草網目 八 岡本一抱 元禄11年[1698]
45004993 和語本草網目 九 岡本一抱 元禄11年[1698]
45005005 和語本草網目 十 岡本一抱 元禄11年[1698]
45005017 虎列刺論 石黒忠悳 明治4年[1871]
45005020 コレラ病論 前 新宮涼庭、大村達吉 安政5年［1858］
45005032 コレラ病論 後 新宮涼庭、長柄春竜 安政5年［1858］
45005044 虎狼痢治準 緒方洪庵 安政4年[1857]
45005056 医林豪求 上 樋口季成 文化2年[180５]
45005068 医林豪求 中 樋口季成 文化2年[180５]
45005071 医林豪求 下 樋口季成 文化2年[180５]
45005083 済生三方 上 杉田成卿 嘉永2年[1849]
45005095 済生三方 中 杉田成卿 嘉永2年[1849]
45005106 済生三方 下 杉田成卿 嘉永2年[1849]
45005118 瘍医新書 一 大槻玄沢 文政8年[1825]
45005121 瘍医新書 二 大槻玄沢 文政8年[1825]
45005133 瘍医新書 三 大槻玄沢 文政8年[1825]
45005145 重訂解体新書 序 大槻玄沢 文政9年[1826]
45005157 重訂解体新書 一－四 大槻玄沢 文政9年[1826]
45005160 重訂解体新書 名義解・一・

二
大槻玄沢 文政9年[1826]

45005172 重訂解体新書 三・四 大槻玄沢 文政9年[1826]
45005184 増補重訂内科撰要 一 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45005196 増補重訂内科撰要 二 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45005207 増補重訂内科撰要 三 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45005210 増補重訂内科撰要 四 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45005222 増補重訂内科撰要 五 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45005234 増補重訂内科撰要 六 宇田川玄真（榛斎） 文政5年［1822］
45005246 発泡打膿考 武部子芸 文化15年[1818]
45005258 蘭畹摘方 一 大槻玄沢 寛政4年[1792]
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45005261 蘭畹摘方 二 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005273 蘭畹摘方 三 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005285 蘭畹摘方 四 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005297 蘭畹摘方 五 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005308 蘭畹摘方 六 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005311 蘭畹摘方 七 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005323 蘭畹摘方 八 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005335 蘭畹摘方 九 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005347 蘭畹摘方 一 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005350 蘭畹摘方 二 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005362 蘭畹摘方 三 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005374 蘭畹摘方 四 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005386 蘭畹摘方 五 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005398 蘭畹摘方 六 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005400 蘭畹摘方 七 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005412 蘭畹摘方 八 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005424 蘭畹摘方 九 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005436 蘭畹摘方 十 大槻玄沢 寛政4年[1792]
45005448 蘭畹摘方 一 大槻玄沢 文政元年[1818]
45005451 蘭畹摘方 二 大槻玄沢 文政元年[1818]
45005463 蘭畹摘方 三 大槻玄沢 文政元年[1818]
45005475 蘭畹摘方 四 大槻玄沢 文政元年[1818]
45005487 蘭畹摘方 五 大槻玄沢 文政元年[1818]
45005490 蘭畹摘方 六 大槻玄沢 文政元年[1818]
45005501 蘭畹摘方 七 大槻玄沢 文政元年[1818]
45005513 蘭畹摘方 八 大槻玄沢 文政元年[1818]
45005525 蘭畹摘方 九 大槻玄沢 文政元年[1818]
45005537 蘭畹摘方 十 大槻玄沢 文政元年[1818]
45005540 医学入門 一 李梃 慶安4年[1651]
45005552 医学入門 二 李梃 慶安4年[1651]
45005564 医学入門 三 李梃 慶安4年[1651]
45005576 医学入門 四 李梃 慶安4年[1651]
45005588 医学入門 五 李梃 慶安4年[1651]
45005591 医学入門 六 李梃 慶安4年[1651]
45005602 医学入門 七 李梃 慶安4年[1651]
45005614 医学入門 首 李梃 慶安4年[1651]
45005626 万病回春 1・2 龔廷賢 万治3年[1660]
45005638 万病回春 3・4 龔廷賢 万治3年[1660]
45005641 万病回春 5・6 龔廷賢 万治3年[1660]
45005653 万病回春 7・8 龔廷賢 万治3年[1660]
45005665 外科痛論 上 芳賀栄次郎 明治22年 [1889]
45005677 外科痛論 中 芳賀栄次郎 明治22年 [1889]
45005680 外科痛論 下 芳賀栄次郎 明治22年 [1889]
45005692 外科痛論 下の二 芳賀栄次郎 明治22年 [1889]
45005831 窮理外科則 初編：乾 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年

[1850]
45005843 窮理外科則 初編：坤 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年

[1850]
45005855 窮理外科則 2編巻之1 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年

[1850]
45005867 窮理外科則 2編巻之2 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年

[1850]
45005870 窮理外科則 3編巻之元 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年

[1850]
45005882 窮理外科則 3編巻之亨 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年

[1850]
45005894 窮理外科則 3編巻之利 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年

[1850]



令和4年4月1日

資料番号 書名 巻冊次等
製本巻号 著者名 出版年

「関場・鮫島文庫｣資料リスト

45005905 窮理外科則 3編巻之貞 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年
[1850]

45005917 窮理外科則 4編 全 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉
永3年[1850]

45005920 窮理外科則 5編巻之1 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年
[1850]

45005932 窮理外科則 5編巻之2 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉
永3年[1850]

45005944 窮理外科則 5編巻之3 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年
[1850]

45005956 窮理外科則 5編巻之4 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉
永3年[1850]

45005968 窮理外科則 5編巻之5 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年
[1850]

45005971 窮理外科則 6編 全 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年
[1850]

45005983 窮理外科則 7編巻之上 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉
永3年[1850]

45005995 窮理外科則 7編巻之中 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年
[1850]

45006007 窮理外科則 7編巻之下 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年
[1850]

45006010 窮理外科則 8編 全 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉
永3年[1850]

45006022 窮理外科則 9編 全 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年
[1850]

45006034 窮理外科則 10編 全 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年
[1850]

45006046 窮理外科則 11編 全 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉
永3年[1850]

45006058 窮理外科則 12編 全 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年
[1850]

45006061 窮理外科則 13編巻之上 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年
[1850]

45006073 窮理外科則 13編巻之中 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉
永3年[1850]

45006085 窮理外科則 13編巻之下 新宮涼庭 文化12年[1815]-嘉永3年
[1850]

45006108 青洲夜話 華岡青洲 年代不詳
45006111 乳岩辨：青洲先生治験録：裁断編：疔瘡辨名 華岡青洲 年代不詳
45006123 舌診要訣：痢疾琑言 華岡青洲 年代不詳
45006135 天刑秘録 華岡青洲 年代不詳
45006147 瘍科方筌 華岡青洲 年代不詳
45006150 鹿城先生医談 華岡青洲 年代不詳
45006162 瘍科琑言 華岡青洲 年代不詳
45006174 華門膏方便覧：膏薬類方：華門痘診要方 華岡青洲 年代不詳
45006186 青嚢秘録 華岡青洲 年代不詳
45006198 痘診要方 華岡青洲 年代不詳
45006200 鹿城医譚 華岡青洲 年代不詳
45006212 疔瘡辨名 華岡青洲 年代不詳
45006224 青嚢秘録：春林軒丸散録 華岡青洲 年代不詳
45006236 医史料 医史社刊 明治28年[1895]
45006248 流行性脳炎 日本医事新報社 昭和10年[1935]
45006263 創傷傳染論 古川栄 明治16年[1883]
45006275 ペスト病論 山際勝三郎 明治32年[1899]
45006287 養生哲學 伊東重 明治40年[1907]
45006301 體質改良論 : 社會的衞生 大沢謙二 明治37年[1904]
45006313 内科秘録 巻之1 本間棗軒 元冶元年[1864]
45006325 内科秘録 巻之2 本間棗軒 元冶元年[1864]
45006337 内科秘録 巻之3 本間棗軒 元冶元年[1864]
45006340 内科秘録 巻之4 本間棗軒 元冶元年[1864]
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45006352 内科秘録 巻之5 本間棗軒 元冶元年[1864]
45006364 内科秘録 巻之6 本間棗軒 元冶元年[1864]
45006376 内科秘録 巻之7 本間棗軒 元冶元年[1864]
45006388 内科秘録 巻之8 本間棗軒 元冶元年[1864]
45006391 内科秘録 巻之9 本間棗軒 元冶元年[1864]
45006402 内科秘録 巻之10 本間棗軒 元冶元年[1864]
45006414 内科秘録 巻之11 本間棗軒 元冶元年[1864]
45006426 内科秘録 巻之12 本間棗軒 元冶元年[1864]
45006438 内科秘録 巻之13 本間棗軒 元冶元年[1864]
45006441 内科秘録 巻之14 本間棗軒 元冶元年[1864]
45006453 泰西熱病論 巻1 吉田長淑 文化11年[1814]
45006465 泰西熱病論 巻2 吉田長淑 文化11年[1814]
45006477 泰西熱病論 巻3 吉田長淑 文化11年[1814]
45006480 泰西熱病論 巻4 吉田長淑 文化11年[1814]
45006492 泰西熱病論 巻5-6 吉田長淑 文化11年[1814]
45006503 泰西熱病論 巻7 吉田長淑 文化11年[1814]
45006515 遠征方彙 一 伊東貫斎 文久2 [1862]
45006527 遠征方彙 二 伊東貫斎 文久2 [1862]
45006530 遠征方彙 三 伊東貫斎 文久2 [1862]
45006542 察病龜鑑 巻之上中下 青木浩斎 安政4年[1857]

45006554 医賸 上 多紀元簡 天命8年[1788]
45006566 医賸 中 多紀元簡 天命8年[1788]
45006578 医賸 下 多紀元簡 天命8年[1788]
45006581 頃痢流行記 官版 安政5年［1858］
45006593 和語本草綱目 一 岡本一抱 元録11年[1698]
45006604 和語本草綱目 二 岡本一抱 元録11年[1698]
45006616 和語本草綱目 三 岡本一抱 元録11年[1698]
45006628 和語本草綱目 四 岡本一抱 元録11年[1698]
45006631 和語本草綱目 五 岡本一抱 元録11年[1698]
45006643 和語本草綱目 六 岡本一抱 元録11年[1698]
45006655 和語本草綱目 七 岡本一抱 元録11年[1698]
45006667 和語本草綱目 八 岡本一抱 元録11年[1698]
45006670 和語本草綱目 九 岡本一抱 元録11年[1698]
45006682 和語本草綱目 十 岡本一抱 元録11年[1698]
45006694 養寿院医則 山脇東洋（尚徳） 寛延4年[1751]
45006705 和蘭医方簒要 一 江馬元齢（元弘） 文化14年[1817]
45006717 和蘭医方簒要 二 江馬元齢（元弘） 文化14年[1817]
45006720 和蘭医方簒要 三上 江馬元齢（元弘） 文化14年[1817]
45006732 和蘭医方簒要 三下 江馬元齢（元弘） 文化14年[1817]
45006744 和蘭医方簒要 四 江馬元齢（元弘） 文化14年[1817]
45006756 泰西疫論：前篇 乾 新宮涼庭 文政7年[1824]
45006768 泰西疫論：前篇 坤 新宮涼庭 文政7年[1824]
45006771 蔓難録 一・二 柘植彰常（龍州） 享和元年[1801]
45006783 蔓難録 三 柘植彰常（龍州） 享和元年[1801]
45006795 蔓難録 四・五 柘植彰常（龍州） 享和元年[1801]
45006806 建殊録 巌恭敬甫（東洞門下） 文政8年[1825]
45006818 続建殊録 武貞恒徳（東洞門下） 文政5年［1822］
45006821 医事古言 吉益東洞 文化5年[1808]
45006833 医断 [正］ 鶴沖元逸（東洞門下） 寛政15年[1800]発

行  文政8年[1825]
45006845 医断 補刻 鶴沖元逸（東洞門下） 寛政15年[1800]発行  文政8年

[1825]
45006857 続医断 賀屋恭安（東洞門下） 文化8年[1811]
45006860 留真譜新論 一 薫真卿 年代不詳
45006872 留真譜新論 二 薫真卿 年代不詳
45006884 留真譜新論 三 薫真卿 年代不詳
45006896 留真譜新論 四 薫真卿 年代不詳
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45006907 留真譜新論 五 薫真卿 年代不詳
45006910 留真譜新論 六 薫真卿 年代不詳
45006922 留真譜新論 七 薫真卿 年代不詳
45006934 留真譜新論 八 薫真卿 年代不詳
45006946 留真譜新論 九 薫真卿 年代不詳
45006958 留真譜新論 十 薫真卿 年代不詳
45006961 留真譜新論 十一 薫真卿 年代不詳
45006973 留真譜新論 十二 薫真卿 年代不詳
45006985 留真譜新論：二編 一 薫真卿 年代不詳
45006997 留真譜新論：二編 二 薫真卿 年代不詳
45007000 留真譜新論：二編 三 薫真卿 年代不詳
45007012 留真譜新論：二編 四 薫真卿 年代不詳
45007024 留真譜新論：二編 五 薫真卿 年代不詳
45007036 留真譜新論：二編 六 薫真卿 年代不詳
45007048 留真譜新論：二編 七 薫真卿 年代不詳
45007051 留真譜新論：二編 八 薫真卿 年代不詳
45007063 本朝医家著述目録 上 板原七之助 昭和10年[1935]
45007075 本朝医家著述目録 下 板原七之助 昭和10年[1935]
45007087 歴代名医伝 吉田意安 慶長2年[1597]初版寛永10年

[1633]版
45007090 医家千字文 惟宗時俊 永仁元年[1293]
45007101 皇国医系 万年檪山 文久2年[1803]刊

文化5年[1808]
45007113 医事古言 吉益東洞 文化2年[1803]刊、文化5年

[1808]新鐫
45007125 備急千金要方 卷第1-3 孫思邈著、林億校正 年代不詳
45007137 備急千金要方 卷第4・5 孫思邈著、林億校正 年代不詳
45007140 備急千金要方 卷第6-7 孫思邈著、林億校正 年代不詳
45007152 備急千金要方 卷第8-10 孫思邈著、林億校正 年代不詳
45007164 備急千金要方 卷第11-13 孫思邈著、林億校正 年代不詳
45007176 備急千金要方 卷第14-16 孫思邈著、林億校正 年代不詳
45007188 備急千金要方 卷第17-18 孫思邈著、林億校正 年代不詳
45007191 備急千金要方 卷第19-21 孫思邈著、林億校正 年代不詳
45007202 備急千金要方 卷第22-23 孫思邈著、林億校正 年代不詳
45007214 備急千金要方 卷第24-25 孫思邈著、林億校正 年代不詳
45007226 備急千金要方 卷第26-28 孫思邈著、林億校正 年代不詳
45007238 備急千金要方 卷第29-30 孫思邈著、林億校正 年代不詳
45007241 千金翼方 巻之1-3 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」

校刊
45007253 千金翼方 巻之4-8 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」

校刊
45007265 千金翼方 巻之9-11 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江

戸医学館」校刊
45007277 千金翼方 巻之12-15 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」

校刊
45007280 千金翼方 巻之16-19 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」

校刊
45007292 千金翼方 巻之20-22 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」

校刊
45007303 千金翼方 巻之23-26 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」

校刊
45007315 千金翼方 巻之27-30 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」

校刊
45007327 栗園先生誌存 一・二 浅田宗伯（栗園） 明治9年[1876]
45007330 栗園雑纂 上 浅田宗伯 明治21年[1888]
45007342 栗園雑纂 下 浅田宗伯 明治21年[1888]
45007354 澡泉続録 浅田宗伯 明治24年[1891]
45007366 千金翼方 巻之1-2 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」

校刊
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45007378 千金翼方 巻之3-4 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」
校刊

45007381 千金翼方 巻之5-8 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」
校刊

45007393 千金翼方 巻之9-10 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江
戸医学館」校刊

45007404 千金翼方 巻之11-12 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」
校刊

45007416 千金翼方 巻之13-15 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江
戸医学館」校刊

45007428 千金翼方 巻之16-18 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」
校刊

45007431 千金翼方 巻之19-20 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江
戸医学館」校刊

45007443 千金翼方 巻之21-22 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」
校刊

45007455 千金翼方 巻之23-25 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」
校刊

45007467 千金翼方 巻之26-27 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江
戸医学館」校刊

45007470 千金翼方 巻之28-30 孫思邈著、林億校正 文政12年[1829]「江戸医学館」
校刊

45007482 里私 一 著者不詳 年代不詳
45007494 里私 二 著者不詳 年代不詳
45007505 里私 三 著者不詳 年代不詳
45007517 里私 四 著者不詳 年代不詳
45007520 里私 五 著者不詳 年代不詳
45007532 里私 六 著者不詳 年代不詳
45007544 里私 七 著者不詳 年代不詳
45007556 里私 八 著者不詳 年代不詳
45007568 里私 九 著者不詳 年代不詳
45007571 里私 十 著者不詳 年代不詳
45007583 里私 十一 著者不詳 年代不詳
45007595 里私 十二 著者不詳 年代不詳
45007606 里私 十三 著者不詳 年代不詳
45007618 里私 十四 著者不詳 年代不詳
45007621 里私 十五 著者不詳 年代不詳
45007633 里私 十六 著者不詳 年代不詳
45007645 里私 十七 著者不詳 年代不詳
45007657 里私 十八 著者不詳 年代不詳
45007660 里私 十九 著者不詳 年代不詳
45007672 里私 二十 著者不詳 年代不詳
45007684 和蘭内外要方 1:腫瘍 吉雄尚貞（伯元） 文政3年[1820]
45007696 和蘭内外要方 2:腫瘍 吉雄尚貞（伯元） 文政3年[1820]
45007707 和蘭内外要方 3:腫瘍 吉雄尚貞（伯元） 文政3年[1820]
45007710 和蘭内外要方 4:腫瘍 吉雄尚貞（伯元） 文政3年[1820]
45007722 和蘭内外要方 5:創傷 吉雄尚貞（伯元） 文政3年[1820]
45007734 和蘭内外要方 6:創傷 吉雄尚貞（伯元） 文政3年[1820]
45007746 和蘭内外要方 7:潰瘍 吉雄尚貞（伯元） 文政3年[1820]
45007758 和蘭内外要方 8:骨傷, 脱

臼
吉雄尚貞（伯元） 文政3年[1820]

45007761 和蘭内外要方 9:内科 吉雄尚貞（伯元） 文政3年[1820]
45007773 和蘭内外要方 10:内科 吉雄尚貞（伯元） 文政3年[1820]
45007785 和蘭内外要方 11:内科 吉雄尚貞（伯元） 文政3年[1820]
45007797 和蘭内外要方 12:黴毒 吉雄尚貞（伯元） 文政3年[1820]
45007808 六物新志 巻之上 大槻玄沢 天明6年[1786]
45007811 六物新志 巻之下 大槻玄沢 天明6年[1786]
45007823 六物新志 巻之上 大槻玄沢 天明6年[1786]
45007835 六物新志 巻之下 大槻玄沢 天明6年[1786]
45007847 一角簒考 木村孔恭 天明6年[1786]
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45007850 病學通論 巻之1 緒方洪庵 嘉永2年[1849]
45007862 病學通論 巻之2 緒方洪庵 嘉永2年[1849]
45007874 病學通論 巻之3 緒方洪庵 嘉永2年[1849]
45007886 外科正宗 1 陳実功 寛政3年[1791]新鐫
45007898 外科正宗 2 陳実功 寛政3年[1791]新鐫
45007900 外科正宗 3 陳実功 寛政3年[1791]新鐫
45007912 外科正宗 4 陳実功 寛政3年[1791]新鐫
45007924 病名彙解 一 桂州甫（盧桂州） 貞享3年[1686]
45007936 病名彙解 二 桂州甫（盧桂州） 貞享3年[1686]
45007948 病名彙解 三 桂州甫（盧桂州） 貞享3年[1686]
45007951 病名彙解 四 桂州甫（盧桂州） 貞享3年[1686]
45007963 病名彙解 五 桂州甫（盧桂州） 貞享3年[1686]
45007975 病名彙解 六 桂州甫（盧桂州） 貞享3年[1686]
45007987 七新藥 巻之上 司馬凌海 文久2年[1862]
45007990 七新藥 巻之中 司馬凌海 文久2年[1862]
45008002 七新藥 巻之下 司馬凌海 文久2年[1862]
45008014 宝素堂蔵書目録 小島沂（宝素） 安政6年[1859]
45008026 福井榕亭  崇蘭館医書目 森養眞 慶応2年[1866]
45008038 樵病広要採?摭書目 森養眞 元治元年[1864]
45008041 本朝医家古籍考 中川修亭（壺山） 文化12年[1815]
45008053 蘭療方 広川獬 享和4年[1804]
45008065 和蘭療方薬解 広川獬 文化3年[1806]
45008077 散花錦囊 緒方郁蔵 嘉永3年[1850]
45008080 養寿院医則 山脇東洋（尚徳） 寛延4年[1751]
45008092 本朝医談 奈須柳村（恒徳） 文化5年[1808]
45008103 医事啓源 今村了庵 文久2年[1862]
45008115 豊浦遺殊 上 豊浦元貞 嘉永2年[1849]
45008127 豊浦遺殊 中 豊浦元貞 嘉永2年[1849]
45008130 豊浦遺殊 下 豊浦元貞 嘉永2年[1849]
45008142 解体琑言 柚木太淳 寛政11年[1797]
45008154 怪痾一得 名古屋玄医 元録2年[1689]
45008166 正骨範 坤 二宮彦可 文化5年[1808]
45008178 整骨新書 上 各務文献（子徴） 文化7年[1810]
45008181 整骨新書 中 各務文献（子徴） 文化7年[1810]
45008193 整骨新書 下 各務文献（子徴） 文化7年[1810]
45008204 銃創琑言 大槻俊斎 嘉永7年[1854]
45008216 和蘭内科三法方典 一の上 橋本宗吉 文化元年[1804]
45008228 和蘭内科三法方典 一の下 橋本宗吉 文化元年[1804]
45008231 和蘭内科三法方典 二 橋本宗吉 文化元年[1804]
45008243 和蘭内科三法方典 三 橋本宗吉 文化元年[1804]
45008255 和蘭内科三法方典 四 橋本宗吉 文化元年[1804]
45008267 和蘭内科三法方典 五 橋本宗吉 文化元年[1804]
45008270 医学和津 宮田全沢 延享元年[1744]
45008282 解臓図腑 池田冬蔵 文政4年[1821]  初

版本
45008294 解臓図腑 池田冬蔵 文政4年[1821]  後版本
45008305 駆堅斎方府 上 新宮涼庭（鬼園） 弘化4年[1848]  第

二版本
45008317 駆堅斎方府 下 新宮涼庭（鬼園） 弘化4年[1848]  第二版本
45008320 駆堅斎方府 上下 新宮涼庭（鬼園） 弘化4年[1848]
45008332 駆堅斎方府 一 新宮涼庭 文久3年[1863]
45008344 駆堅斎方府 二 新宮涼庭 文久3年[1863]
45008356 駆堅斎方府 一 新宮涼庭 文久3年[1863]
45008368 駆堅斎方府 二 新宮涼庭 文久3年[1863]
45008371 駆堅斎方府 一 新宮涼庭 文久3年[1863]
45008383 駆堅斎方府 二 新宮涼庭 文久3年[1863]
45008395 駆堅斎方府 一 新宮涼庭 文久2年[1861]
45008406 駆堅斎方府 二 新宮涼庭 文久2年[1861]
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45008418 養生七不可 杉田玄白 年代不詳
45008421 澡泉録 浅田宗伯 年代不詳
45008433 吐方考 永富独嘯庵 寛政8年[1796]
45008445 遠西武器図略 杉田成卿閲、市川斎宮恭訳 嘉永6年[1694]
45008457 喫茶養生記 栄西 元録7年[1694]
45008460 外科必読 目録：正 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008472 外科必読 上：壱 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008484 外科必読 上之二 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008496 外科必読 上之三 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008507 外科必読 上之四 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008510 外科必読 上之五 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008522 外科必読 中之壱 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008534 外科必読 中之二 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008546 外科必読 中之三 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008558 外科必読 中之四 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008561 外科必読 中之五 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008573 外科必読 中之六 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008585 外科必読 中之七 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008597 外科必読 中之八 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008608 外科必読 下の壱 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008611 外科必読 下之二 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008623 外科必読 下之三 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008635 外科必読 下之四 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008647 外科必読 下之五 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008650 外科必読 下之六 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008662 外科必読 附録全 箕作阮甫 嘉永4年[1851]
45008674 医療正始 一-三 伊東玄朴 天保6年～弘化4年 [1835-

1847]
45008686 医療正始 四-六 伊東玄朴 天保6年～弘化4年

[1835-1847]
45008698 医療正始 七－九 伊東玄朴 天保6年～弘化4年 [1835-

1847]
45008700 医療正始 十-十二 伊東玄朴 天保6年～弘化4年 [1835-

1847]
45008712 医療正始 十三-十五 伊東玄朴 天保6年～弘化4年

[1835-1847]
45008724 医療正始 十六－十八 伊東玄朴 天保6年～弘化4年 [1835-

1847]
45008736 医療正始 十九-二十

一
伊東玄朴 天保6年～弘化4年 [1835-

1847]
45008748 医療正始 一-三 伊東玄朴 天保6年～弘化4年 [1835-

1847]
45008751 医療正始 四-六 伊東玄朴 天保6年～弘化4年 [1835-

1847]
45008763 医療正始 七－九 伊東玄朴 天保6年～弘化4年 [1835-

1847]
45008775 医療正始 十-十二 伊東玄朴 天保6年～弘化4年 [1835-

1847]
45008787 医療正始 十三-十五 伊東玄朴 天保6年～弘化4年 [1835-

1847]
45008790 医療正始 十六－十八 伊東玄朴 天保6年～弘化4年 [1835-

1847]
45008801 医療正始 十九-二十

一
伊東玄朴 天保6年～弘化4年 [1835-

1847]
45008813 医療正始 二十二-二

十四
伊東玄朴 安政5年［1858］版

45008825 竹林雀語 渡辺房吉 大正6年[1917]
45008837 先哲医訣 長尾藻城 大正5年[1916]
45008840 観聚方要 補巻五 多紀元簡 文政2年[1819]
45008852 観聚方要 補巻六 多紀元簡 文政2年[1819]
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45008864 医学雑誌（明治8年[1875]創刊） 36-40巻 明治11年6-12月
[1878]

45008876 病院経験方府 高橋正純 明治6年[1873]
45008888 泰西薬名早引 上下 小森宗二 天保8年[1837]
45008891 泰西薬名早引 附録 小森宗二 天保8年[1837]
45008902 泰西薬名早引 全 小森宗二 天保8年[1837]
45008914 泰西方鑑 一 小森桃塢 天保5年［1834］
45008926 泰西方鑑 二 小森桃塢 天保5年［1834］
45008938 泰西方鑑 三 小森桃塢 天保5年［1834］
45008941 泰西方鑑 四 小森桃塢 天保5年［1834］
45008953 泰西方鑑 五 小森桃塢 天保5年［1834］
45008965 南蛮阿蘭陀外科書 木 沢野忠庵 年代不詳
45008977 南蛮阿蘭陀外科書 火 沢野忠庵 年代不詳
45008980 南蛮阿蘭陀外科書 土 沢野忠庵 年代不詳
45008992 南蛮阿蘭陀外科書 金 沢野忠庵 年代不詳
45009004 南蛮阿蘭陀外科書 水 沢野忠庵 年代不詳
45009016 黴毒一掃論：下巻 日野鼎哉 文政10年［1827］
45009028 痢疾モスト経験 著者不詳 安政5年［1857］
45009031 導水瑣言 和田東郭 文化5年［1807］
45009043 新薬百品考：前篇 上 坪井信良 慶応2年［1866］
45009055 新薬百品考：前篇 下 坪井信良 慶応2年［1866］
45009067 金蘭方 序目 菅原岑嗣 貞観10年［868］文政6年

［1823］誌
45009070 金蘭方 一-七 菅原岑嗣 貞観10年［868］文政6年

［1823］誌
45009082 金蘭方 八－十一 菅原岑嗣 貞観10年［868］文政6年

［1823］誌
45009094 金蘭方 十四-十九 菅原岑嗣 貞観10年［868］文政6年

［1823］誌
45009105 金蘭方 二十-二十

三
菅原岑嗣 貞観10年［868］文政6年

［1823］誌
45009117 大同類聚方 安部眞直 大同3年［808］延喜 12年

［914］
45009120 紅毛流膏薬之書 吉雄永純 年代不詳
45009132 和蘭薬油和解 著者不詳 年代不詳
45009144 用薬略記 高良斎 年代不詳
45009156 金創口述 華岡青洲 年代不詳
45009168 金創秘伝書 華岡青洲 年代不詳
45009171 金創口述 華岡青洲 年代不詳
45009183 青洲叢書：治術図識：乳岩図譜 華岡青洲（立石退蔵

識）（関場理堂  自
年代不詳

45009195 縛帯秘録：整骨秘録 華岡青洲 年代不詳
45009206 整骨法図説 華岡青洲 年代不詳
45009218 整骨並治術図識 華岡青洲 年代不詳
45009221 阿蘭陀外科明鑑 一 吉永升庵 天保3年［1683］
45009233 阿蘭陀外科明鑑 二 吉永升庵 天保3年［1683］
45009245 阿蘭陀外科明鑑 三 吉永升庵 天保3年［1683］
45009257 阿蘭陀外科明鑑 四 吉永升庵 天保3年［1683］
45009260 阿蘭陀外科明鑑 五 吉永升庵 天保3年［1683］
45009272 阿蘭陀外科明鑑 六 吉永升庵 天保3年［1683］
45009284 瘍科精選図解 上 越村徳基 文政3年［1820］
45009296 瘍科精選図解 下 越村徳基 文政3年［1820］
45009307 和蘭内景：医範提綱：一～三 宇田川玄真 文化2年［1805］
45009310 黴瘡新書 一 杉田立卿 文政4年［1821］
45009322 黴瘡新書 二 杉田立卿 文政4年［1821］
45009334 黴瘡新書 三 杉田立卿 文政4年［1821］
45009346 黴瘡新書 四 杉田立卿 文政4年［1821］
45009358 黴瘡新書 五 杉田立卿 文政4年［1821］
45009361 初学人身窮理 上 松山棟庵、森下岩楠 明治14年［1881］
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45009373 初学人身窮理 下 松山棟庵、森下岩楠 明治14年［1881］
45009385 初学人身窮理：後編 上 松山棟庵 明治13年［1880］
45009397 初学人身窮理：後編 中 松山棟庵 明治13年［1880］
45009408 初学人身窮理：後編 下 松山棟庵 明治13年［1880］
45009411 黴瘡新法 乾 新頓（ニュートン）著、荻野大

見訳
明治4年［1871］

45009423 黴瘡新法 坤 新頓（ニュートン）著、
荻野大見訳

明治4年［1871］

45009435 黴瘡新法 図式二 新頓（ニュートン）著、荻野大
見訳

明治4年［1871］

45009447 薬品手引艸 乾 加地井高茂 安永7年［1778］
45009450 薬品手引艸 坤 加地井高茂 安永7年［1778］
45009462 本草薬名備考 一 丹波頼理 延宝6年［1678］
45009474 本草薬名備考 二 丹波頼理 延宝6年［1678］
45009486 本草薬名備考 三 丹波頼理 延宝6年［1678］
45009498 本草薬名備考 四 丹波頼理 延宝6年［1678］
45009500 本草薬名備考 五 丹波頼理 延宝6年［1678］
45009512 究理堂製薬帳秘 小石元瑞 文政12年［1679］
45009524 究理堂方府記聞：巻の二 一 小石元瑞 年代不詳
45009536 究理堂方府記聞：巻の二 二 小石元瑞 年代不詳
45009548 究理堂方府記聞：巻の二 三 小石元瑞 年代不詳
45009551 究理堂方府記聞：巻の二 四 小石元瑞 年代不詳
45009563 永田徳本伝 小松帯刀 元治元年［1864］
45009575 養生法（上・下） 松本良順 明治43年［1911］
45009587 竿斎叢書 石坂宗哲 年代不詳
45009590 切断要法 田代基徳 慶応4年［1865］
45009601 博物新編訳解 一 合信著、大森秀三訳 慶応4年［1865］
45009613 博物新編訳解 二の上 合信著、大森秀三訳 慶応4年［1865］
45009625 博物新編訳解 二の下 合信著、大森秀三訳 慶応4年［1865］
45009637 博物新編訳解 三 合信著、大森秀三訳 慶応4年［1865］
45009640 博物新編訳解 四 合信著、大森秀三訳 慶応4年［1865］
45009652 内科新説 上 合信著、三宅良斎訳 安政6年［1859］
45009664 内科新説 中 合信著、三宅良斎訳 安政6年［1859］
45009676 内科新説 下 合信著、三宅良斎訳 安政6年［1859］
45009688 婦嬰新説 上 合信著、三宅良斎訳 明治4年［1871］
45009691 婦嬰新説 下 合信著、三宅良斎訳 明治4年［1871］
45009702 博物新説 上 合信著、大森秀三訳 元治元年［1864］
45009714 博物新説 中 合信著、大森秀三訳 元治元年［1864］
45009726 博物新説 下 合信著、大森秀三訳 元治元年［1864］
45009738 全体新論訳解 天 合信著、石黒厚訳 明治6年［1873］
45009741 全体新論訳解 地 合信著、石黒厚訳 明治6年［1873］
45009753 全体新論訳解 人 合信著、石黒厚訳 明治6年［1873］
45009765 全体新論 乾 合信 安政4年［1857］
45009777 全体新論 坤 合信 安政4年［1857］
45009780 内科新説 全 合信著、三宅良斎訳 安政6年［1859］
45009792 西医略論 上 合信著、三宅良斎訳 安政5年［1858］
45009803 西医略論 中上 合信著、三宅良斎訳 安政5年［1858］
45009815 西医略論 中下 合信著、三宅良斎訳 安政5年［1858］
45009827 西医略論 下 合信著、三宅良斎訳 安政5年［1858］
45009830 西医略論 上 合信著、三宅良斎訳 安政5年［1858］
45009842 西医略論 中上 合信著、三宅良斎訳 安政5年［1858］
45009854 西医略論 中下 合信著、三宅良斎訳 安政5年［1858］
45009866 西医略論 下 合信著、三宅良斎訳 安政5年［1858］
45009878 環海異聞 一 大槻玄沢 文化4年［1804］
45009881 環海異聞 二 大槻玄沢 文化4年［1804］
45009893 環海異聞 三 大槻玄沢 文化4年［1804］
45009904 環海異聞 四 大槻玄沢 文化4年［1804］
45009916 環海異聞 五 大槻玄沢 文化4年［1804］
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45009928 環海異聞 六 大槻玄沢 文化4年［1804］
45009931 環海異聞 七 大槻玄沢 文化4年［1804］
45009943 環海異聞 八 大槻玄沢 文化4年［1804］
45009955 皇国名医伝 前編：上 浅田宗伯 明治6年［1873］
45009967 皇国名医伝 前編：中 浅田宗伯 明治6年［1873］
45009970 皇国名医伝 前編：下 浅田宗伯 明治6年［1873］
45009982 皇国名医伝 後編：上 浅田宗伯 明治6年［1873］
45009994 皇国名医伝 後編：中 浅田宗伯 明治6年［1873］
45010005 皇国名医伝 後編：下 浅田宗伯 明治6年［1873］
45010017 優生学と劣性学 ラケール著、児玉昌訳 大正9年［1920］
45010020 西東医学変遷史稿 平出謙吉 明治34年［1901］
45010044 生理発蒙 一 島村鼎甫訳 慶応2年［1866］
45010056 生理発蒙 二 島村鼎甫訳 慶応2年［1866］
45010068 生理発蒙 三 島村鼎甫訳 慶応2年［1866］
45010071 生理発蒙 四 島村鼎甫訳 慶応2年［1866］
45010083 生理発蒙 五 島村鼎甫訳 慶応2年［1866］
45010095 生理発蒙 六 島村鼎甫訳 慶応2年［1866］
45010106 生理発蒙 七 島村鼎甫訳 慶応2年［1866］
45010118 生理発蒙 八 島村鼎甫訳 慶応2年［1866］
45010121 生理発蒙 九 島村鼎甫訳 慶応2年［1866］
45010133 生理発蒙 十 島村鼎甫訳 慶応2年［1866］
45010145 生理発蒙 十一 島村鼎甫訳 慶応2年［1866］
45010157 生理発蒙 十二 島村鼎甫訳 慶応2年［1866］
45010160 生理発蒙 十三 島村鼎甫訳 慶応2年［1866］
45010172 生理発蒙 図式 島村鼎甫訳 慶応2年［1866］
45010184 内科枢要 一 高松凌雲 明治13年［1880］
45010196 内科枢要 二 高松凌雲 明治13年［1880］
45010207 内科枢要 三 高松凌雲 明治13年［1880］
45010210 内科枢要 四 高松凌雲 明治13年［1880］
45010222 内科枢要 五 高松凌雲 明治13年［1880］
45010234 内科枢要 六 高松凌雲 明治13年［1880］
45010246 内科枢要 七 高松凌雲 明治13年［1880］
45010258 内科枢要 八 高松凌雲 明治13年［1880］
45010261 内科枢要 九 高松凌雲 明治13年［1880］
45010273 内科枢要 十 高松凌雲 明治13年［1880］
45010285 西洋内科大成：下編 一 小関三英 年代不詳
45010297 西洋内科大成：下編 二 小関三英 年代不詳
45010308 慣用病名対照録 落合泰蔵 明治21年［1888］
45010311 慣用病名対照録 落合泰蔵 明治21年［1888］
45010323 洋漢病名一覧：後編 栗原純庵 明治12年［1879］
45010335 梅癘新書 片倉鶴陵 天明7年［1789］、享和3年

［1803］、明治
45010347 栗崎流外科秘書 栗崎 天保9年[1838]
45010350 栗崎流外科大成 栗崎 年代不詳
45010362 栗崎流外科療方 栗崎 年代不詳
45010374 南蛮栗崎流金創顛末記 栗崎 年代不詳
45010386 御簒医宗金鑑 一 なし 寛保2年[1742]板行
45010398 御簒医宗金鑑 二 なし 寛保2年[1742]板行
45010400 御簒医宗金鑑 三 なし 寛保2年[1742]板行
45010412 御簒医宗金鑑 四 なし 寛保2年[1742]板行
45010424 御簒医宗金鑑 五 なし 寛保2年[1742]板行
45010436 御簒医宗金鑑 六 なし 寛保2年[1742]板行
45010448 御簒医宗金鑑 七 なし 寛保2年[1742]板行
45010451 御簒医宗金鑑 八 なし 寛保2年[1742]板行
45010463 御簒医宗金鑑 九 なし 寛保2年[1742]板行
45010475 御簒医宗金鑑 十 なし 寛保2年[1742]板行
45010487 御簒医宗金鑑 十一 なし 寛保2年[1742]板行
45010490 御簒医宗金鑑 十二 なし 寛保2年[1742]板行
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45010501 御簒医宗金鑑 十三 なし 寛保2年[1742]板行
45010513 御簒医宗金鑑 十四 なし 寛保2年[1742]板行
45010525 御簒医宗金鑑 十五 なし 寛保2年[1742]板行
45010537 御簒医宗金鑑 十六 なし 寛保2年[1742]板行
45010540 御簒医宗金鑑 十七 なし 寛保2年[1742]板行
45010552 御簒医宗金鑑 十八 なし 寛保2年[1742]板行
45010564 御簒医宗金鑑 十九 なし 寛保2年[1742]板行
45010576 御簒医宗金鑑 二十 なし 寛保2年[1742]板行
45010588 御簒医宗金鑑 二十一 なし 寛保2年[1742]板行
45010591 御簒医宗金鑑 二十二 なし 寛保2年[1742]板行
45010602 御簒医宗金鑑 二十三 なし 寛保2年[1742]板行
45010614 御簒医宗金鑑 二十四 なし 寛保2年[1742]板行
45010626 御簒医宗金鑑 二十五 なし 寛保2年[1742]板行
45010638 御簒医宗金鑑 二十六 なし 寛保2年[1742]板行
45010641 御簒医宗金鑑 二十七 なし 寛保2年[1742]板行
45010653 御簒医宗金鑑 二十八 なし 寛保2年[1742]板行
45010665 御簒医宗金鑑 二十九 なし 寛保2年[1742]板行
45010677 御簒医宗金鑑 三十 なし 寛保2年[1742]板行
45010680 医学至要抄 上下 岡本一抱 元禄12年[1699]
45010692 医学至要抄 上 岡本一抱 元禄12年[1699]
45010703 医学至要抄 下 岡本一抱 元禄12年[1699]
45010715 東郭腹診録 和田東郭 昭和10年[1935]復刻版
45010727 含章斎医談 和田東郭 昭和10年[1935]復

刻版
45010730 産科發蒙 一 片山鶴陵 寛政11年[1799]
45010742 産科發蒙 二 片山鶴陵 寛政11年[1799]
45010754 産科發蒙 三 片山鶴陵 寛政11年[1799]
45010766 産科發蒙 四 片山鶴陵 寛政11年[1799]
45010778 産科新論 上 立野龍貞 文政3年［1820］
45010781 産科新論 中 立野龍貞 文政3年［1820］
45010793 産科新論 下 立野龍貞 文政3年［1820］
45010804 産論翼 乾 賀川玄迪 嘉永3年[1854]
45010816 産論翼 坤 賀川玄迪 嘉永3年[1854]
45010828 備急八薬新論 一 佐藤民之助（方定） 安永5年［1858］
45010831 備急八薬新論 二 佐藤民之助（方定） 安永5年［1858］
45010843 備急八薬新論 三 佐藤民之助（方定） 安永5年［1858］
45010855 瘟疫論 乾 呉又可 嘉永3年[1854]
45010867 瘟疫論 坤 呉又可 嘉永3年[1855]
45010870 難経本義 乾 滑寿 年代不詳
45010882 難経本義 坤 滑寿 年代不詳
45010894 正骨範 乾 二宮彦可 文化4年[1807]
45010905 一本堂薬選 上 香川修庵 享保19年[1734]
45010917 一本堂薬選 中 香川修庵 享保19年[1734]
45010920 一本堂薬選 下 香川修庵 享保19年[1734]
45010932 一本堂薬選：後編 香川修庵 元文3年[1738]
45010944 校訂本草薬名備考和訓鈔 一 山澄延年 天保2年[1831]
45010956 校訂本草薬名備考和訓鈔 二 山澄延年 天保2年[1831]
45010968 校訂本草薬名備考和訓鈔 三 山澄延年 天保2年[1831]
45010971 校訂本草薬名備考和訓鈔 四 山澄延年 天保2年[1831]
45010983 校訂本草薬名備考和訓鈔 五 山澄延年 天保2年[1831]
45010995 校訂本草薬名備考和訓鈔 六 山澄延年 天保2年[1831]
45011007 校訂本草薬名備考和訓鈔 七 山澄延年 天保2年[1831]
45011010 切紙 曲直瀬道三 写本  元亀2年

[1571]、天正9年
45011022 雲陣夜話 曲直瀬道三 元禄9年[1696]
45011034 環海異聞 九 大槻玄沢 なし、写本
45011046 環海異聞 十 大槻玄沢 なし、写本
45011058 環海異聞 十一 大槻玄沢 なし、写本
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45011061 環海異聞 十二 大槻玄沢 なし、写本
45011073 環海異聞 十三 大槻玄沢 なし、写本
45011085 環海異聞 十四 大槻玄沢 なし、写本
45011097 環海異聞 十五 大槻玄沢 なし、写本
45011108 環海異聞 十六 大槻玄沢 なし、写本
45011111 正骨術要訣 吉原隆仙（杏陰斎） 嘉永3年[1850]写
45011123 坪井信道方選診候大概 坪井信道 文政9年[1826]刊
45011135 八刺精要 上 大槻玄沢 文政8年[1825]
45011147 八刺精要 中 大槻玄沢 文政8年[1825]
45011150 八刺精要 下 大槻玄沢 文政8年[1825]
45011162 瘍医新書八刺精要 大槻玄沢 享和元年[1801]写
45011174 扶氏診断 上 山本節庵 安政5年[1858]
45011186 扶氏診断 中 山本節庵 安政5年[1858]
45011198 扶氏診断 下 山本節庵 安政5年[1858]
45011200 日本医学歴史資料目録 著者不詳 大正14年[1925]
45011212 蒲薛幾（ブーベーキ）日用方叢 上 伊東貫斎 万延元年[1860]
45011224 蒲薛幾（ブーベーキ）日用方叢 下 伊東貫斎 万延元年[1860]
45011236 近世名医伝 上 松尾耕三 明治19年[1886]
45011248 近世名医伝 中 松尾耕三 明治19年[1886]
45011251 近世名医伝 下 松尾耕三 明治19年[1886]
45011263 蘭方枢機 一 小森桃塢 文化14年[1817]
45011275 蘭方枢機 二 小森桃塢 文化14年[1817]
45011287 蘭方枢機 三 小森桃塢 文化14年[1817]
45011290 蘭方枢機 四 小森桃塢 文化14年[1817]
45011301 蘭方枢機 五 小森桃塢 文化14年[1817]
45011313 東校医院治験録 一 東校医院官版 明治5年[1872]
45011325 東校医院治験録 二 東校医院官版 明治5年[1872]
45011337 東校医院治験録 三 東校医院官版 明治5年[1872]
45011340 東校医院治験録 四 東校医院官版 明治5年[1872]
45011352 東校医院治験録 五 東校医院官版 明治5年[1872]
45011364 蚘志 一 喜多邨槐園 文政3年[1820]
45011376 蚘志 二 喜多邨槐園 文政3年[1820]
45011388 蚘志 三 喜多邨槐園 文政3年[1820]
45011391 医方研幾 一 足立長雋 天保2年[1831]
45011402 医方研幾 二 足立長雋 天保2年[1831]
45011414 医方研幾 三 足立長雋 天保2年[1831]
45011426 医方研幾 四 足立長雋 天保2年[1831]
45011438 医方研幾 五 足立長雋 天保2年[1831]
45011441 医方研幾 六 足立長雋 天保2年[1831]
45011453 医方研幾：方剤編 上 足立長雋 天保3年[1832]
45011465 医方研幾：方剤編 下 足立長雋 天保3年[1832]
45011477 重訂解体新書 大槻玄沢 文政5年[1822]原

刻、嘉永2年[1849]
45011480 医範提要 宇田川玄真 文化5年[1808]
45011492 和蘭全駆内外分合図 本木良意 明和9年[1773]
45011503 和蘭全駆内外分合図 験号 本木良意 明和9年[1772]
45011515 布列私解剖図譜 図 中欽也 明治5年[1872]
45011527 布列私解剖図譜也 図譜 中欽也 明治5年[1872]
45011530 把爾翕湮（バルヘイン）解剖図お

よび図譜
図 斎藤方策、中天遊 文政5年[1822]

45011542 把爾翕湮（バルヘイン）解剖図および図譜 図譜 斎藤方策、中天遊 文政5年[1822]
45011554 子育巾着 天野松斎 天保12年[1841]
45011566 洛医彙講 一 山本亡羊 文政元年[1818]
45011578 洛医彙講 二 山本亡羊 文政元年[1818]
45011581 洛医彙講 三 山本亡羊 文政元年[1818]
45011593 徂徠先生素門評 宇恵子迪 明和3年[1766]
45011604 医家初訓 多紀元悳 天保4年[1833]
45011616 黴瘡秘録 乾 陳司成 安永3年[1774]
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45011628 黴瘡秘録 坤 陳司成 安永3年[1774]
45011631 換杏新話 小川子明 天保甲辰[1844]
45011643 按腹図解 太田普斎 文政10年[1837]
45011655 乳岩辨 華岡青洲 年代不詳
45011667 衆医経験 蒙爾、越而実幾 年代不詳
45011670 南蛮流外科抄 依田氏、加倉井家伝 年代不詳
45011682 和蘭制剤 上の一 千野良岱 文化6年[1809]
45011694 和蘭制剤 上の二 千野良岱 文化6年[1809]
45011705 和蘭制剤 中 千野良岱 文化6年[1809]
45011717 和蘭制剤 下の一 千野良岱 文化6年[1809]
45011720 和蘭制剤 下の二 千野良岱 文化6年[1809]
45011732 古方薬品考 一 内藤尚賢 天保11年[1840]
45011744 古方薬品考 二 内藤尚賢 天保11年[1840]
45011756 古方薬品考 三 内藤尚賢 天保11年[1840]
45011768 古方薬品考 四 内藤尚賢 天保11年[1840]
45011771 古方薬品考 五 内藤尚賢 天保11年[1840]
45011783 先哲医話 上 浅田宗伯 明治23年[1890]
45011795 先哲医話 下 浅田宗伯 明治23年[1890]
45011806 麻薬考 中川修亭 年代不詳
45011818 桂園医談／石川桂園：産科回生鉤胞秘訣／奥劣斎 奥劣斎 年代不詳

45011821 人身窮理医術論 一 著者不詳 年代不詳
45011833 人身窮理医術論 二 著者不詳 年代不詳
45011845 人身窮理医術論 三 著者不詳 年代不詳
45011857 人身窮理医術論 四 著者不詳 年代不詳
45011860 人身窮理医術論 五 著者不詳 年代不詳
45011872 人身窮理医術論 六 著者不詳 年代不詳
45011884 人身窮理医術論 七 著者不詳 年代不詳
45011896 人身窮理医術論 八 著者不詳 年代不詳
45011907 人身窮理医術論 九 著者不詳 年代不詳
45011910 人身窮理医術論 十 著者不詳 年代不詳
45011922 人身窮理医術論 十一 著者不詳 年代不詳
45011934 人身窮理医術論 十二 著者不詳 年代不詳
45011946 人身窮理医術論 十三 著者不詳 年代不詳
45011958 人身窮理医術論 十四 著者不詳 年代不詳
45011961 人身窮理医術論 十五 著者不詳 年代不詳
45011973 養生法（上・下） 松本良順 元治9年[1864]
45011985 栖勃児度  験方録 シーボルト（栖勅児度） 天保11年[1840]
45011997 栖勃児度  験方録 シーボルト（栖勅児度） 天保11年[1840]
45012000 栖勃児度  験方録 シーボルト（栖勅児度） 天保11年[1840]
45012012 叢桂亭蔵方 原南陽 年代不詳
45012024 近世医説：第二号 本多公敏 明治7年[1874]
45012036 日本医学歴史資料目録 著者不詳 大正14年[1925]
45012048 講暇遊録 大槻西盤 天保11年[1840]
45012051 西盤存稿 大槻西盤 天保11年[1840]
45012063 捷径辨治集 曲直瀬道三（雖知苦

斎）
年代不詳

45012075 医学指南 曲直瀬道三（玄朔） 元亀2年[1571]
45012087 蔵志 乾 山脇東洋（尚徳） 宝暦9年[1759]
45012090 蔵志 坤 山脇東洋（尚徳） 宝暦9年[1759]
45012101 眼科新書 一 杉田立卿 文化12年[1815]
45012113 眼科新書 二 杉田立卿 文化12年[1815]
45012125 眼科新書 三 杉田立卿 文化12年[1815]
45012137 眼科新書 四 杉田立卿 文化12年[1815]
45012140 眼科新書 五 杉田立卿 文化12年[1815]
45012152 眼科新書 付録 杉田立卿 文化12年[1815]
45012164 済生備考 一 杉田立卿 文化12年[1815]
45012176 済生備考 二 杉田立卿 文化12年[1815]
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45012188 皇国医事年表 富士川游 明治35年[1902]
45012191 いのちの洗濯 関寛斎 明治34年［1901］
45012202 李氏眼目篇 李氏 年代不詳
45012214 和蘭医方簒要 一 江馬元弘 文化13年[1816]
45012226 和蘭医方簒要 二 江馬元弘 文化13年[1816]
45012238 和蘭医方簒要 三 江馬元弘 文化13年[1816]
45012241 廣恵済急方 上 多紀元悳 寛政元年[1789]
45012253 廣恵済急方 中 多紀元悳 寛政元年[1789]
45012265 廣恵済急方 下 多紀元悳 寛政元年[1789]
45012277 医事談 田中適所 安永8年[1779]
45012280 ワートル薬性論 林洞海 安政3年[1856]
45012292 ワートル薬性論 坤 林洞海 安政3年[1856]
45012303 今世医家人名録 東 白戸龍峯 文政3年[1820]
45012315 今世医家人名録 西 白戸龍峯 文政3年[1820]
45012327 今世医家人名録 南 白戸龍峯 文政3年[1820]
45012330 今世医家人名録 北 白戸龍峯 文政3年[1820]
45012342 官版日講記聞 一 抱独英氏（ボードイン） 年代不詳
45012354 官版日講記聞 二 抱独英氏（ボードイ

ン）
なし

45012366 官版日講記聞 三 抱独英氏（ボードイン） なし
45012378 官版日講記聞 四 抱独英氏（ボードイ

ン）
なし

45012381 官版日講記聞 五 抱独英氏（ボードイン） なし
45012393 官版日講記聞 六 抱独英氏（ボードイン） なし
45012404 官版日講記聞 七 抱独英氏（ボードイ

ン）
なし

45012416 官版日講記聞 八 抱独英氏（ボードイン） なし
45012428 官版日講記聞 九 抱独英氏（ボードイン） なし
45012431 官版日講記聞 十 抱独英氏（ボードイ

ン）
なし

45012443 官版講莚筆記 一 ホイレル なし
45012455 官版講莚筆記 二 ホイレル なし
45012467 官版講莚筆記 三 ホイレル なし
45012470 官版講莚筆記 四 ホイレル なし
45012482 官版講莚筆記 五 ホイレル なし
45012494 官版講莚筆記 六 ホイレル なし
45012505 官版講莚筆記 七 ホイレル なし
45012517 官版講莚筆記 八 ホイレル なし
45012520 官版講莚筆記 九 ホイレル なし
45012532 官版講莚筆記 十 ホイレル なし
45012544 官版講莚筆記 十一 ホイレル なし
45012556 官版講莚筆記 十二 ホイレル なし
45012568 官版講莚筆記 十三 ホイレル なし
45012571 官版講莚筆記 十四 ホイレル なし
45012583 官版講莚筆記 十五 ホイレル なし
45012595 羅甸英蘭病名集録 著者不詳 なし
45012606 明百（ポンペ）氏薬論：巻一・二・全 司馬凌海 明治2年[1868]
45012618 原病学通論 一 エルメレンス 明治7年[1876]
45012621 原病学通論 二 エルメレンス 明治7年[1876]
45012633 原病学通論 三 エルメレンス 明治7年[1876]
45012645 原病学通論 四 エルメレンス 明治7年[1876]
45012657 原病学通論 五 エルメレンス 明治7年[1876]
45012660 扶氏経験遺訓 1-3 緒方洪庵 安政4年[1857]
45012672 扶氏経験遺訓 4-7 緒方洪庵 安政4年[1857]
45012684 扶氏経験遺訓 8-11 緒方洪庵 安政4年[1857]
45012696 扶氏経験遺訓 12-14 緒方洪庵 安政4年[1857]
45012707 扶氏経験遺訓 15-17 緒方洪庵 安政4年[1857]
45012710 扶氏経験遺訓 18-20 緒方洪庵 安政4年[1857]
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45012722 扶氏経験遺訓 21-23 緒方洪庵 安政4年[1857]
45012734 扶氏経験遺訓 24-25 緒方洪庵 安政4年[1857]
45012746 扶氏経験遺訓 附録 緒方洪庵 安政4年[1857]
45012758 扶氏経験遺訓 薬方編 緒方洪庵 安政4年[1857]
45012761 飲膳摘要 小野蘭山 安政6年［1859］
45012773 医療日用大全：増補 馬場迷閑 元禄16年[1703]
45012797 和蘭内景：医範提綱：一～三 宇田川玄真 文化2年[1805]
45012808 アルマンス二十五膏方 アルマンス・カッツ 寛文2年[1662]
45012811 瘍科秘録 一～十・全 本間棗軒 弘化4年[1833]
45012823 外科正宗 天 陳実功 寛文3年[1663]
45012835 外科正宗 血 陳実功 寛文3年[1663]
45012847 外科正宗 玄 陳実功 寛文3年[1663]
45012850 外科正宗 黄 陳実功 寛文3年[1663]
45012862 皇国医事沿革小史 林洞海 明治20年[1887]
45012874 標注菜根譚 上 洪自誠 明治43年[1910]
45012886 標注菜根譚 下 洪自誠 明治43年[1910]
45012898 続：標注菜根譚 下 洪自誠 明治43年[1910]
45012900 医宝十表 北川立平、白松徹 明治26年[1893]
45012912 蝦夷痘黴史考 高橋新吉 昭和11年[1936]
45012924 医師薬剤交付権論：続 片山国嘉 大正5年[1916]
45014512 換骨抄 乾 吉益匡明 慶長18年[1613]
45014524 換骨抄 坤 吉益匡明 慶長18年[1613]
45014943 日本婦人科学史 上 緒方正清 大正3年[1914]
45014955 日本婦人科学史 下 緒方正清 大正3年[1914]
45015197 新訂外科各論 1（1-2） 佐藤進 明治26年［1893］
45015208 新訂外科各論 2（3-4） 佐藤進 明治27年[1894]
45015211 新訂外科各論 3（5-6） 佐藤進 明治27年[1894]
45015223 新訂外科各論 4（7-8） 佐藤進 明治27-28年 [1894-1895]
45015235 新訂外科各論 5（９-10） 佐藤進 明治28-29年 [18951896]

45015247 新訂外科各論 ６（11-
12）

佐藤進 明治29年[1896-
1897］

45015250 新訂外科各論 ７（13-
14）

佐藤進 明治31年[1898]

45015262 新訂外科各論 ８（15-
16）

佐藤進 明治31-32年 [1898-1899]

45015274 Heelkundige onderwyzingen Laurens Heisters 1755
45015298 てにをは紐鏡（復刻版） 昭和10年[1935]
45016008 医籍考 1 多紀元胤 昭和8年［1933］-10年

[1935]
45016011 医籍考 2 多紀元胤 昭和8年［1933］-10

年[1935]
45016023 医籍考 3 多紀元胤 昭和8年［1933］-10年

[1935]
45016035 医籍考 4 多紀元胤 昭和8年［1933］-10年

[1935]
45016047 医籍考 5 多紀元胤 昭和8年［1933］-10年

[1935]
45016050 医籍考 6 多紀元胤 昭和8年［1933］-10年

[1935]
45016062 医籍考 7 多紀元胤 昭和8年［1933］-10年

[1935]
45016074 医籍考 8 多紀元胤 昭和8年［1933］-10年

[1935]
45016086 外科の不幸 ヌスバウム原著、有馬太郎訳 明治22年[1889]
45016098 日本薬局考 国家医学会編 明治27年[1894]
45016100 集成薬物学 伊勢錠五郎訳 明治32年[1899]
45016112 日本小内科学 竹中 成憲 明治32年[1899]
45016124 泌尿生殖器病学 旭  憲吉 明治37年[1904]
45016136 胃癌発生論 山際勝三郎述 明治38年[1905]
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45016148 日本医学叢書 1 土肥慶蔵、呉秀三、
富士川游

明治38年[1905]

45016151 日本医学叢書 2 土肥慶蔵、呉秀三、富士川游 明治39年[1906]

45016163 三浦守冶先生就職２０年祝賀論文
集

山際勝三郎編 明治39年[1906]

45016175 富山県奇病論 緒方正清 明治40年[1907]
45016187 外科総論 上 桂秀馬 明治40年[1907]
45016190 外科総論 中 桂秀馬 明治40年[1907]
45016201 最新法医学講義 片山国嘉 明治41年[1908]
45016213 新薬編 大島太郎編 明治43年[1910]
45016225 結核病特殊診断法 高田耕安 明治44年[1911]
45016237 日本疾病史 富士川游 明治45年[1912]
45016240 医家ドイツ雑誌 1年 なし 明治末年
45016252 医家ドイツ雑誌 2年 なし 明治末年
45016264 北海道医事通覧 永沢菊太郎 大正2年[1913]
45016276 結核と社会問題 氏原佐蔵 大正3年[1914]
45016288 理論・実際  臨床叢談 菅井竹吉 大正3年[1914]
45016291 水尾博士論文集 水尾源太郎 大正3年[1914]
45016302 医界の鉄椎 和田啓十郎 大正4年[1915]
45016314 土生玄硯先生百五十年記念会記事 記念会代表  小川剣三郎 大正5年[1916]
45016326 臨床花柳病学 羽太鋭治 大正5年[1916]
45016338 刀圭閑話 小川剣三郎述 大正6年[1917]
45016341 外科各論 1 下平用彩 大正7年[1918]（初版明治32

年）
45016353 外科各論 2 下平用彩 大正7年[1918]（初版明治32

年）
45016365 外科各論 3 下平用彩 大正7年[1918]（初版明治32

年）
45016377 外科各論 4 下平用彩 大正7年[1918]（初版明治32

年）
45016380 外科各論 5 下平用彩 大正7年[1918]（初版明治32

年）
45016392 花柳病診断及び治療法 旭  憲吉・山田弘倫共著 大正7年[1918]
45016403 外科手術学 三輪徳寛 大正7年[1918]
45016415 生薬学 上 下山順一郎 大正7年[1918]
45016427 生薬学 下 下山順一郎 大正7年[1918]
45016430 西洋民間薬 富士川游 大正10年［1921］
45016442 医聖堂叢書 呉秀三 大正12年[1923]
45016454 結核病 藤根常吉編 大正12年[1923]
45016466 工業薬品大辞典 吉村憲富・田代訂・川井一・須

田勝三郎・赤
大正13年[1924](第 7版)

45016478 新薬抄集 日本新薬協会 大正14年[1925]
45016481 鵡軒遊戯 土肥慶蔵 昭和2年[1927]
45016493 和漢医籍学 浅田賀寿衛 昭和3年[1928]
45016504 日本医薬随筆集成 小泉栄次郎撰 昭和4年[1929]
45016516 新撰医学叢書：1-5 三宅紘一 昭和4年[1929]
45016528 肥後医育史 山﨑正薫纂 昭和4年[1929]
45016531 肥後医育史補遺 山﨑正薫纂 昭和6年[1931]
45016543 簡明尿診断 木内幹 昭和5年[1930]
45016555 若返り論 ヴォロノフ・山口隆一訳 昭和5年[1930]
45016567 日本疫学史及び防疫史 山崎佐 昭和6年[1931]
45016570 日本薬局方 内務省衛生局編纂 昭和7年[1932]
4501658 世界薬学史 Ｃ・Ｈ・ラウォール 昭和7年[1932]
45016594 自家中毒 島薗順次郎 昭和7年[1932]
45016605 血液及血液病：上中下 和田僩 昭和7年[1932]
45016617 支那 瘳温仁 昭和7年[1932]
45016620 薬理的生薬学 村上師寿 昭和8年[1933]
45016632 医史展覧会陳列品目録 第九回日本医学会誌別冊 昭和9年[1934]
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45016644 植物神経系と内科疾患 呉建 昭和9年[1934]
45016656 食塩浣腸療法 一島栄松 昭和8年[1933]
45016668 薬草漢薬民間療法 斉藤菊寿・松島実 昭和10年[1935]
45016671 医政論叢 後藤達吉 昭和11年[1936]
45016683 詐病と其診査 渡辺房吉 昭和11年[1936]
45016695 東洋脚気病研究 瘳温仁 昭和11年[1936]
45016706 癌腫之治療研究最近の趨勢 城南逸人 昭和12年[1937]
45016718 世界泌尿器科史 大矢全節 昭和13年[1938]
45016721 虫垂炎 茂木蔵之助 昭和15年[1940]
45016733 日本儒医研究 安西安周 昭和18年[1943]
45016745 薬理学（39版） 林春雄 昭和22年[1947]

初版明治34年
45016757 疫病  松下博士講演 細菌学時報社 大正2年[1913」
45016760 疫病  松下博士講演 細菌学時報社 大正5年[1915]
45016772 臨床診断学実習 竹中 成憲 明治37年[1904］
45016784 最近の治療界 第1報 医海時報社 昭和２年［1927］
45016796 最近の治療界 第2報 医海時報社 昭和4年［1929］
45016807 冠名病名及び冠名症状解 富士  山 昭和4年[1929]
45016810 研究より実地へ １：生物科

学談義  上
杜陵山人 大正12年［1923］

45016822 研究より実地へ ２：腎臓疾
患診
療の新見地

五斗欽吾 大正12年［1923］

45016834 研究より実地へ ３：外科実
験室小観

齋藤正憲 大正12年［1923］

45016846 研究より実地へ ４：不規則
脈と強心剤

額田  晋 大正12年［1923］

45016858 研究より実地へ ５：生物科
学談
叢  下

杜陵山人 大正14年[1925]

45016861 研究より実地へ 神経症状の
病理及療法

杉田直樹 大正12年［1923］

45016873 研究より実地へ 内科の領域
に於ける新智
識

松尾  巌 大正14年[1925]

45016885 研究より実地へ 内科の領域
に
於ける新智
識

松尾  巌 大正15年［1926］

45016897 研究より実地へ 皮膚科の新
境地

賀川哲夫 大正15年［1926］

45016908 研究より実地へ １０：内科
の領域に於
ける新

松尾  巌 昭和3年[1928]

45017013 人名医学字典 三宅  秀 昭和3年[1928]
45017025 栄養食品事彙 雨宮育作ほか 昭和11年[1936]
45017037 物理学（4７版） 村岡範為馳 大正14年[1925]
45017040 日本科学古典全書 1 三枝  博［編］ 昭和19年［1944］
45017052 日本科学古典全書 6 三枝  博［編］ 昭和19年［1944］
45017064 日本科学古典全書 9 三枝  博［編］ 昭和19年［1944］
45017076 日本科学古典全書 10 三枝  博［編］ 昭和19年［1944］
45017088 日本科学古典全書 11 三枝  博［編］ 昭和19年［1944］
45017091 日本科学古典全書 12 三枝  博［編］ 昭和19年［1944］
45017102 医問十題：Kritik unf praktische Bedetung des

Blutbildes  von priz - Doz Dr.Ferdinand Hoff.
Erlangen

［関場理堂-題］ 1927

45017114 あいぬ醫事談 関場 不二彦 明治29年1896］
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45017126 花柳病診斷及治療法（4版） : 完 旭  憲吉、山田 弘倫 明治41年[1908]
45017138 外科各論 1 佐藤進 明治18年［1885］
45017141 外科各論 2 佐藤進 明治18年［1885］
45017153 外科各論 2 佐藤進 明治14年［1881］
45017165 外科各論 3 佐藤進 明治19年[1886]
45017177 外科各論 4 佐藤進 明治19年[1886]
45017180 外科各論 7 佐藤進 明治15年［1882］
45017192 外科各論 8 佐藤進 明治16年[1883]
45017203 外科各論 9 佐藤進 明治16年[1883]
45017215 外科各論 11 佐藤進 明治17 [1884]
45017227 外科各論 12 佐藤進 明治17 [1884]
45017230 外科各論 13 佐藤進 明治17 [1884]
45017242 外科各論 14 佐藤進 明治18年［1885］
45017254 外科各論 17 佐藤進 明治18年［1885］
45017266 杏林叢書 第1輯 富士川 游 大正11年［1922］
45017278 杏林叢書 第2輯 富士川 游 大正12年［1923］
45017281 西醫學東漸史話餘譚 關場 不二彦 昭和8年［1933］
45017293 義手足纂論 完 鈴木 祐一 明治35年[1902]
45017304 銀海奇勝 小川 剣三郎 明治44年[1911]
45017316 勃海母子薬物学 上 緒方惟準 明治15年［1882］
45017328 勃海母子薬物学 中 緒方惟準 明治16年[1883]
45017331 勃海母子薬物学 下 緒方惟準 明治17年[1884]
45017343 我二十季 関場不二彦 大正2年[1913]
45017355 臨牀界綜覧 : 實地家に必要なる各科最新の消息 昭和11年版 臨牀の日本編輯室 昭和11年[1936]

45017367 體性 ９巻２号 昭和2年[1927]
45017370 體性 ９巻３号 昭和2年[1927]
45017382 體性 ９巻４号 昭和2年[1927]
45017394 頭註國譯本草綱目 第1冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017405 頭註國譯本草綱目 第2冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017417 頭註國譯本草綱目 第3冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017420 頭註國譯本草綱目 第4冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017432 頭註國譯本草綱目 第5冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017444 頭註國譯本草綱目 第6冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017456 頭註國譯本草綱目 第7冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017468 頭註國譯本草綱目 第8冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017471 頭註國譯本草綱目 第9冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017483 頭註國譯本草綱目 第10冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017495 頭註國譯本草綱目 第11冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017506 頭註國譯本草綱目 第12冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017518 頭註國譯本草綱目 第13冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017521 頭註國譯本草綱目 第14冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017533 頭註國譯本草綱目 第15冊 白井光太郎監修 昭和4年[1929]
45017545 新薬簒論 青木純造、飯高芳康 明治26年[1893]
45017557 外科雑簒 田代義徳 明治44年[1911]
45017560 記録  北辰病院茶話会（ノート） 関場不二彦 大正元年
45017572 Ost-Asien : Monatsschrift für Handel, Industrie,

Politik, Wissenschaft, Kunst etc = 東亜（製本雑
誌）

2（1-10） 1899-1900

45017584 皇朝醫籍便覧/杏林叢志  （合冊） 鈴木 総次郎/福井信敏 明治26年[1893]/明治35年
［1902］

45017596 社會衛生 ３巻９号 社会衛生研究所 大正15年［1926］
45017607 社會衛生 ３巻１０号 大正15年［1926］

45017610 社會衛生 ４巻１号 昭和2年[1927]
45017622 社會衛生 ４巻２号 昭和2年[1927]
45017634 心臓病及其療法 竹中 成憲 明治44年[1911]
45017646 肋膜炎及其療法 竹中 成憲 明治43年[1910]
45017658 札幌醫事沿革史 関場不二彦 年代不詳
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45017661 亞氏胃腸病學 第1 Einhorn Max. 明治37年[1904]
45017673 亞氏胃腸病學 第2 Einhorn Max. 明治37年[1904]
45017685 亞氏胃腸病學 第3 Einhorn Max. 明治37年[1904]
45017697 夢學 高峰 博 大正6年[1917]
45017708 冠名病名及冠名症状解 富士  山 昭和8年［1933］
45017711 Spezielle Pathologie und Therapie

innerer Krankheiten：脳脊髄ノ動脈
1927

45017723 稿本日本眼科学史 小川剣三郎 明治37年[1904］
45017735 狐憑病新論 門脇 真枝 明治35年[1902]
45017750 先哲祭/日本外科史/日本児科史

/ジェンナー種痘発明百年記念文
富士川 游/富士川
游/河内全中/私立奨

45017762 日本産寄生原蟲ノ観察 陸軍軍医団 1902.9
45017774 挿圖菲氏外科手術 吉田顯三 明治15年［1882］
45017786 北海道健康保険北辰病院開設20

周年記念歴史のひとこま
北海道健康保険北辰
病院

昭和45年［1970］

45017798 日本産科叢書 増田 知正 明治28年[1895]
45017800 生命論 永井 潜 大正2年[1913]
45017812 皇國醫事沿革小史 (存1巻) 巻之前編 郭嘉四郎 明治17年[1884]
45017824 最近病理組織検査法 今村 隼稲 明治45年[1912]
45017836 呉秀三先生生誕百年記念会誌 :昭和40年(1965) 呉秀三先生生誕百年記念会 昭和40年［1965］

45017848 腹膜結核及剖腹術 関場 不二彦 明治40年[1907]
45017851 北海道医師大会創立趣意書ほか 関場 不二彦 大正10年［1921］
45017863 Les oeuvres d'Ambroise Pare : reveues &

corrigees en plusieurs endroicts, & augmentees
d'un fort ample traicte des fiebres, tant en
general qu'en particulier, & de la curation
d'icelles, nouvellement treuve dans les
manuscrits de l'autheur

Pare Ambroise 1598

45023802 春林軒治験図巻：華岡青洲 華岡家整骨
並
巻毛綿図巻

著者不詳 年代不詳

45023814 春林軒治験図巻：華岡青洲 華岡家治験
図巻

著者不詳 年代不詳
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