
001 西醫略論　上・中（上下）・下編　　 簽　美本　安政５年刋 大４册　品切れ
=英國ホブソン著　桃樹園蔵梓　帙入

002 婦嬰新説　上下巻　　　　　　　　簽欠　帙入　安政６年刋 大２册　  品切れ
=英國ホブソン著　平安天香堂藏
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★本の大きさについて★

半は半紙判、洋装本の菊判（A5）に相當するもの。中とあるは美濃半截、洋装の四六判
（B6)に相當。小は半紙半截以下のもの。大は美濃判、又はそれ以上の大形本。横は横綴
本を指し、三ッ切は美濃判や半紙判を横に三っつに截ったものを指します。



003 眼科新書　5 巻・附録　　簽　杉田立卿譯　文化 12 年新鐫 大６册　120,000
=石川大浪画　平安書肆／廣文堂藏版　美本　帙入　　
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004 長生法　　　　簽　少虫補修　松本／辻恕介譯　江戸末期刋 中１册　40,000
=柳河春三序　江戸嵐山芳策閲　理外無物樓蔵版

005 虎烈刺論　　　　　　　　簽　美本　大學東校官版　明 4 序 半１册　品切れ
=石黒忠悳著　島霞谷發明金屬活字版
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006 刀圭餘事　　　　　　簽　時習堂塾本　無刋記　江戸末期刋 中１册　25,000
=廣瀬先生譯　野戦論・造化論・四質論・醫則弁・鳥卵之説　須原伊兵衛板　繪入

帙入

007 通俗造化起原史　　　　　初・二編揃　明治 12・13 年刋 四六判２册　品切れ
=一名婚姻之導　米國ホリック原著、森谷重次郎譯　著譯堂刋行　ボール表紙

銅版彩色画入り
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008 通俗　造化機論　　　　初篇・二篇・三篇　明 9・11・12 四六判３册　45,000
=米國アストン著、千葉繁譯　オットマン・スモリック石版画　彫刻會社　帙入

009　七新藥　上中下巻　簽　佐渡／司馬凌海著　文久２年新彫 半３册　25,000
010　増訂三版　袖珍黴菌實査　田中親之・村田豐作譯　明 29 四六判半截１册　3,000
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011　明治六年　陸軍本病院　　　　　　　　　　　33.2×114㎝ １枚　品切れ
=三角巾に銅版印刷されたもの。時代洋紙の裏打的な下地がある。
三角巾の裏に「陸軍士官學／校圖籍庫印」の朱印を押捺。
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012　要術知新　3 巻　　　　簽　新本同樣の極美本　文政 7 年序 大３册　250,000
=獨逸ラウレンス・ヘイステル原著　大槻玄幹譯著　大槻磐水閲　東武青藜閣藏　
長門侍醫／加賀屋敬恭安序　肛門疾患による蘭學の手術書。その内容は今日で
も應用できる優れたものと云う。插繪は淡彩色刷り。
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013 内科必携　理學診斷法　6 巻　簽　福山／小林義直譯　明 8 半６册　20,000　
=米利堅紐育ルーミス撰著　肺臓之部・心臓之部・腹臓之部・檢尿之部・器械之部

014 温疫論私評　乾坤巻　　　簽　南豐秋吉質先生著　嘉永２刋 大２册　25,000
=平安／快雪堂藏版　

015 男女交合新論　　二版　ボール表紙傷み　橋爪貫一譯　明 21 四六判１册　品切れ
016 外科之不幸　獨逸ヌスバウム著　有馬太郎譯　思誠堂　明 22 四六判１册　15,000
017 牛痘新論　　　　　　　角倉賀道著　東亰牛痘舘藏版　明 25 四六判１册　5,000
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018 官許　醫事問荅　巻一（巻二欠）　簽欠　江馬元齡著　明 8 中１册　5,000
=佛國トロンクワ序譯解　岐阜大垣

019 痢病論附録麻疹略論　　　簽　大學少助教石黒忠悳譯　無刋記 半１册　30,000
=大學東校官版　須原屋伊八・島村屋利助發兌　木活字版

020 種痘龜鑑　　　　簽欠　中助教久我克明述　明治４年５月跋 半１册　15,000
=東京醫學校分版　東校官版　須原屋伊八・島村屋利助發兌　

021 青木軍醫少監來状抜萃　摺外題　本宿海軍大臣秘書官　明 20 半１册　8,000
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022 櫻井氏産婆手術書　　　　　クロース装　楠田謙藏著　明 21 四六判１册　8,000
023 紅療法講演録　　大槻文彦序　山内啓二口演　大氣堂　明 41 四六判 2 册　品切れ

=紅療法臨床資料附
024 切斷要法　　簽　中津／田代一徳譯　柳柳亭藏板　慶應４刋 半１册　品切れ

=發兌書房／山城屋佐兵衛・島村屋利助
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025　備急消毒表　　　36×76㎝　熊本縣／高橋正純撰版　明 9 １枚　品切れ

026 東京醫科大學醫學士穂坂與明直筆處方箋　封筒附 名刺３枚と２通　5,000
=醫學士石川武雄名刺２枚
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<025 部分擴大＞



027　治驗録　11 巻　 簽　東校醫院官版　明治５年正月發閲 半 11 册　200,000
=須原屋伊八・島村屋利助發兌　少虫補修　帙入

028　外科説約　20 巻 簽　石黒忠悳纂述　明 8 序 中 20 册　品切れ
=讀我書屋藏　第１巻の題簽欠　
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029　眼科錦嚢　正續６巻　簽　極美本　天保２年・天保 8 年刋 半６册　90,000
=普一本庄先生著　芳潤堂發兌　帙入
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030 脚氣新論　　　　　　簽　袋附　今村亮著　敬業館　明 11 半１册　品切れ

031 外科方彙　　　原装題簽欠　江府／桃井碩水輯　元文 3 年序 中横 1 册　20,000　
=寶暦 11 年冬 10 月／江都醫官／望三英序

032 新撰　造化機論　ボール表紙　銅版　岡田常太郎編　明 17 袖珍判１册　10,000
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033 近世醫説　第一號　　　　簽　洋紙兩面活版刷 明治６年序 菊判 1 册　30,000
=從七位馬島讓識　開拓使函館醫學校教官／斯地阿兒篤依兒度列智誌　本多公敏述

034 脚氣鈎要　　　題簽欠　今村了菴著　敬業館　文久元年刋 大１册　25,000
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035 PHYSIOLOGIE DOOR BLUMENBACH 江戸末期寫　     半２册　150,000
=２巻　GRONDBEGINSELEN. DER  NATUURKUNDE  VANDEN  MENSCH  DOOR  J.F BLUMENBACH.  DOOR  JACOB  VOS
MAER, 1807. やや虫損。帙入。内山孝一舊藏本　1898－1978 昭和時代の生理學者、醫史學者。明治 31 年 6 月 15 日生まれ。
母校東京慈恵醫大の助教授をへて日大教授。東京帝大の研究員時代に師事した橋田邦彦が文相になったとき秘書官をつとめた。
日本醫史學會理事長。昭和 53 年 6 月 20 日死去。80 歳。新潟縣出身。著作に「和蘭事始」「明治前日本生理學史」など。
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036 改訂醫科全書　解剖篇圖譜　　　　背革装　獨逸／海都滿（ハイツマン）氏原圖　英蘭堂蔵梓　明 17 四六倍判１册　50,000
=山崎元脩模寫　石黒忠悳序　502 頁 603 圖

037 内科新説　上中下巻　簽　帙入　英國醫士合信氏著　桃樹園藏梓　老皀館／萬屋兵四郎發行　安政 6 年　　     大３册　35,000

038 藥嚢隱名釋文備考 義素房服道立識　寫本 35 丁　朱入　享保 17 年序 小１册　品切れ
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039 醫療精義　徴候篇病徴部　３巻　　　　　　　　　　　　簽　木活字版　美本　無刋記　江戸末期刋 大３册　180,000
=本于謨爾　南豐／石川遠明卿譯述　非常に精巧な木活字印刷。活字印刷特有の胸郭の四隅の隙間が殆ど無いほどである。
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040 羅施人身窮理　坤巻（乾巻欠）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    138 丁　江戸末期寫       半１册　品切れ
=巻末に「安政二丙辰年春二月上旬／於時習堂求之／大雲譲／二巻之内」と記。
この大雲譲とは越前府中騒動で檢舉され、明治 3 年激しい拷問の末に惡疫にかかり獄死したという大雲嵐溪であろう。
大雲は舊福井藩醫齋藤策順の弟にあたる。ここに記す「時習堂」は京の蘭方醫廣瀬元恭の私塾時習堂であろう。
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041 贋藥鑒法　　　　　簽　石黒恒太郎忠悳譯　黄色表紙　奧書無し　明 2 自序 中１册　30,000

042 贋藥鑒法　　　　　　　　　　　　　　簽　石黒恒太郎忠悳譯　明 2 自序 中１册　30,000
=奧書に「大學東校／官版御用所」と發兌書林／英蘭堂嶋村屋利助の記　本書の方が厚手和紙
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043 皮下注射要畧　　　　簽　袋附　森鼻宗次纂譯　明 6 半１册　品切れ

044 理禮氏藥物學　17 巻　元合本少虫　小林義直譯　明 5 半 15 册　30,000
=司馬盈之閲　蘆灣漁舎梓　英蘭堂／島村利助

045 掌中　西醫日用方　簽　中川淡齋著　日新居藏　元治元 小１册　10,000

046 夫婦衛生論　ボール表紙　美本　知新社發兌　明 15 四六判１册　25,000
=佛國／埃哥列曼著　平塚平譯版
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047 海都滿大解剖圖　背革装釘　今田束先生閲　磯彜・淺田决・黑柳清一郎飜譯　金原醫籍店發兌　明 34 四六倍判１册　30,000
048 新撰　藥名字彙　附化合式及分子量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奧附欠　明治刋 四六判１册　3,000
049 全體新論譯解　天地人巻　天巻簽欠　　　　　　　　英國ホブソン原稿　静觀堂藏　石黒厚譯　明 7 半３册　20,000
050 全體新論譯解　４巻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   簽　帙入　高木熊三郎譯　明 7 中４册　品切れ
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051　正骨範　圖説　乾巻（上巻）　　　　　簽　文化 4 年開鐫 大 1 册　品切れ
=二宮彦可先生著　丹羽元簡序　桂國端序　

052 増補重訂　内科撰要　12 巻迄（全 18 巻）　　簽　文政 5 大 12 册　25,000
= 遠西ヨハネス・ゴルテル著　宇田川玄隨譯　　風雲堂

053 和蘭　用藥便覽　　　　　簽　少虫　六六先生著　天保 8 中 1 册　10,000　
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054 外療一斑　簽欠　志摩／近藤誠一郎譯　攻玉社藏　慶應 4 刋 中 1 册　15,000
=海軍必携抄譯　荷蘭列私氏原本　少虫傷み

055 内科必携　理學診斷法　6 巻　　　　簽　小林義直譯　明 8 半 6 册　15,000
056 皮下注射要畧　　　　簽　森鼻宗次纂譯　登龍堂藏版　明 6 半 1 册　品切れ
057 獨乙新方彙　　　簽　櫻井郁次郎譯　英蘭堂島村利助　明 10 小横 1 册　10,000
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058 醫事雜誌　　　　　　　坪井信良編輯　初白齋蔵版　明 7　半 5 册・中 4 册　85,000
=第 5・10・15・19 號・附録（西藥畧釋藥名解）→半紙本整版。
第 24・26・31・33 號→中本金屬活字版。
創刋は明治 6 年 11 月、これが吾國初の醫學雑誌の創刋となった。明治 8 年 12 月 43 號で廢刋になったと云う。
24 號以下の中本は合綴、若干虫損がある。
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059 尼墨兒氏　女科約説　3 巻　　　　簽　渡邉越抄譯　明 13 中 3 册　25,000
=獨逸ホン・ニイメル著　石黒忠悳閲

060 婦女性理一代鑒　　　　ボール表紙　堀誠太郎譯版　明 11 四六判１册　15,000
=米國那普平斯原著　　

061 阿氏　黒死病論　　東京醫學會本部　代表大島兼三　明 27 四六判 1 册　5,000
062　英蘭堂發兌目録　　　整版 10 丁　無刋記　明 7〜8 年頃刋 中 1 册　品切れ

=英蘭堂島村利助　背に少削れ
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063 須氏組織新論　　　石川清忠纂譯　木元由太郎印刷　明 26 菊判 1 册　5,000
064　衛生彙纂　尚藥必携　背革　大森敬之・横江勝榮　明10 四六判１册　品切れ
065　新藥纂論　　　　  青木純造・小此木信太郎譯補　明20 四六判１册　5,000
066　通俗　急病救助法　獨逸越斯麻児比　飯高芳康譯　明20 四六判１册　5,000
067　通俗　病理問答　ボール表紙　谷口吉太郎春陽堂　明22 四六判１册　5,000
068　朱氏産科學　下巻乾坤　　ボール表紙　三友舎藏　明21 四六判２册　10,000　　　　　　

=石黒宇宙治・尾澤主一・浦嶋堅吉合譯
069　通俗　造化機論　二版　米アストン撰 千葉繁譯　明20 四六判１册　10,000
070　訂正増補　通俗男女造化機論　美本　ボール表紙　明21 四六判１册　20,000　　　  

=岩本吾一著　正札屋 -28-



071　醫法簡易　諸病即治竒法　　極美本　豐原文雅著　明23 四六判１册　8,000
072 醫療羅合　自伊到加 寫本56丁　藤井政武纂輯　享保11序 半１册　20,000
073　戰時病院服務規則附録　　　　　　　活版255頁　明18 四六判１册　品切れ
074　日本醫籍録　分册　土屋義衡　東京醫事時論社　昭４ 四六倍判１册　10,000
075　脚氣新論　　　簽　美本　今村亮著　敬業館藏版　明11 半１册　10,000
076　改訂袖珍藥説　乾坤　　　　　簽　桑田衡平譯版　明９ 中２册　15,000
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077　傷寒論述義　乾坤　　　　　簽　丹羽元堅著　天保14鐫 大２册　15,000
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