医史学関係文献目録
医学切手

世界の医学切手

︵五十音順︶

スウェーデンの医系科学者呼局①旨の︾砕冨の庁︺︑乏且①号○品

古川明医学のあゆゑ一二八︵三︶中付一九八四
ボーランドの医学者切手古川明医学のあゆみ一二八
︵七︶中付︑︵二︶中付一九八四

ボルトガルの医学切手古川明医学のあゆ承一二九
︵三︶中付一九八四

イタリアの女医モンテッソリ冒○具①膿︒昼古川明医学の

あゆみ一二九︵七︶中付一九八四
革命家医師チェ・ゲバラｏ胃・ロ①ぐ胃画古川明医学の
あゆ象一二九︵二︶中付一九八四
一ウス三浦義彰医学のあゆ糸一三○︵三︶中

スウェーデソのノーペル化学賞受賞者チセリウス・へ︒ヘシー

・アレ

付一九八四
イラーチェルピン三浦義彰医学のあゆゑ一三○︵六

スウェーデソのノーベル化学賞受賞者スベドベリ・フォンオ

・七︶中付一九八四
モンドールとシャントメス国．旨︒且○時ｇ少．○冨昌①日隅函のフ

ラソスの新しい医学切手古川明医学のあゆ承一三
○︵一己中付一九八四

ドゥブレとギュョン詞．ロ①胃①２戸の皇○種フランスの新し

一九八四

い医学切手古川明医学のあゆ象一三一︵三︶中付

︵七︶中付一九八四

第ｒ回国際内科学会議古川明医学のあゆ承三二

ザウエルプルフ回国蟹巨の３２号古川明医学のあゆみ

一三一︵二・一二︶中付一九八四
医学教育

粟屋和彦山口医学三三︵五︶三九七

四○七一九八四

山口県医学教育小史︵三︶幻の宇部医学専門学校吉井善作・

二九

三二一九八四

医史跡散歩適塾石田純郎倉敷医師会だより︵一二九︶

一三九

一四一一九八四

幕末における医学研修深瀬泰旦日本医史学雑誌三○︵二︶

朔日本医史学雑誌三○︵二︶一五一

一五三一九八四

金沢における明治期の剖検記録第四高等学校医学部寺畑喜

医史学雑誌三○︵二︶一六八

一七○一九八四

ドイシ医学採用︵明治三年︶前後の別な事情原口忠男日本

一七二一九八四

私立医学校済生学舎のこと神谷昭典日本医史学雑誌三○
︵二︶一七○

三○︵二︶一七三

一七五一九八四

明治時代の公立医学校廃止の顛末西川愼八日本医史学雑誌

理科教育の改革ならびに大学・理科教育改正との関連性につい

昭和一○年改正の算術教育変更方針とその後の初等・中等・数学・
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て柴田幸雄日本医史学雑誌三○︵二︶一七五
一九八四

一七七

日本の医療文化史

医史学一般

中国を介しての洋方医学摂取宗田一ｚ２ｏ胃艮胃日脚

三三一九八四

明治初年の東京大学医学部﹁方函﹂小関恒雄日本医史学雑
誌三○︵四︶四五六 四六七一九八四

幕末の新医療技術宗田一ｚ２ｏ目呑気日韓八︵二︶二
七 三三一九八四

三三一九八四

三三一九八四

三三一九八四

三三︑︵六︶二七

三三一九八四

一三六︑

一七三︑︵六︶一二三

二三︑︵二︶一三一

一四四︑︵五︶一六七

神と自然の分離ポリスからコスモポリスヘ宗田一

一二七一九八四

︵四︶一三九

旨①島８二︵一︶二七

神と自然の分離古代ギリシャの世界宗田一厚胃日脚

世界の医療文化史

七

戊辰戦と洋方医療宗田一ｚ２①冒さ拭冒四八︵五︶二

東京の医学校・病院宗田一ｚ２①旨さ甸貝届八︵一○︶
二七 三三一九八四

八︵九︶二七

大阪の仮病院設置をめぐって宗田一ｚ２①旨さＨ日口

︵八︶二七

明治新政府の新医療体制宗田一ｚ２①尽き局日脚八

二七

開国から戊辰戦争へ宗田一ｚ２①冒さ萄日四八︵四︶

麻酔法と皮下注射法宗田一ｚ２の冒さ儲昌四八︵三︶
二七 三三一九八四

八︵一︶二七

医学用語

病名の由来

○一九八四

病気と風邪酒井シヅ旨の島ｏ匙弓⑦︒旨︒ざ喝一二︵一︶六
結核酒井シヅ旨の島︒巴目の︒盲︒ざ鴎言一︵二︶一七七
一九八四

ガン酒井シヅ胃⑦ａＯ巴弓①の冒○さ里一二︵四︶三七一
一九八四

てんかん酒井シヅ昌旦旨匙目⑦島国○ざ喝一二︵五︶四三

二一九八四
一九八四

脳卒中酒井シヅ胃のａ︒昌弓①︒冒・ざ圏一二︵六︶五三六
ハンセン病酒井シヅ旨③島︒昌弓の︒冒○さ喝一二︵八︶八

三八一九八四
一九八四

チフス酒井シヅ言①島︒匙弓①︒冒○さ均一二︵九︶九二六

糖尿病酒井シヅ冒命島︒巴罵ｏ冒○さ喝一二︵二︶二
二八一九八四
三四一九八四

コレラ酒井シヅ旨の島︒巴目ｇ冒○さ喝一二︵一三︶一三
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二ハセ︑

一三八︑︵八︶一三三

一四九︑︵二︶一六一

罵閏日凹冒の島８二︵七︶一三一
一三八︑︵一○︶一四三

︵一二︶一四五 一四九一九八四

四︑︵二九︶九

一二一九八四

医学史の歴史中川米造科学医学資料研究︵二六︶一
五︑︵二七︶一
三四四一九八四

歴史に映した医学概論伊藤幸郎産業医大誌六︵三︶三
二九

六一︑︵二︶四

四五︑︵七︶

日本医療福祉事業史断想酒井シヅ総合社会保障二二
五一︑︵一○︶五八

三五︑︵六︶四二

五七︑︵八︶四八

四三一九八四

三七︑︵五︶三二

四九︑︵一二︶四○

︵四︶三四

五三

六

医史学の体育史的考察﹁三兵養生論﹂を中心にして木村
昭光︑他三名日体育会三五回大会号九八一九八四

三︵三︶三
︵二○︶八

七一九八四

一五一九八四

第八五回日本医史学会印象記深瀬泰旦日本医史学会会報
日本医師会小史

一三二

一三四一九八四

大日本医師会の創立青柳精一日本医師会雑誌九一︵こ

九二︵三︶四六七

四六九一九八四

医師法改正と日本医師会の設立青柳精一日本医師会雑誌

一︵二︶二四二八

二四三○一九八四

簡易保険局の軽費診療問題青柳精一日本医師会雑誌九

︵三︶五八五１く五八七︑︵五︶二○八

一二○一九八四

大日本医師会の政治活動青柳精一日本医師会雑誌九一

一五○七

一五○九︑︵九︶二○三九

二○四一一九八四

医薬分業と芝八事件青柳精一日本医師会雑誌九一︵七︶

医師会経営の生命保険会社青柳精一日本医師会雑誌九
二︵一︶二五 二七一九八四

二○一七

二一四○一九八四

機関誌﹃医政﹄の発行青柳精一日本医師会雑誌九二

一六一八︑︵二︶二○一五

四七一九八四
日本リハビリテーション医学会史学会発足以後明石誰

日本医史学会記深瀬泰旦日本医事新報︵三一四三︶四五

一九八四

九二︵九︶一六一六

八五四︑︵七︶一二三八

二

大日本医師会から日本医師会へ青柳精一日本医師会雑誌

︵五︶八五二

八

近代日本における診療録の歴史長門谷洋治日本医史学雑
誌三○︵二︶一九三 一九五一九八四
資料を通して見た平安時代の医学の社会的側面について

胃シｏ甲美枝子日本医史学雑誌三○︵二︶二○一
○三一九八四

日本の医療史酒井シヅ薬事新報︵一二八五︶七九
五一九八四
医師会・学会

日本生理学会の回顧佐武安太郎先生生誕一○○年によせて

西丸和義広島医三七︵九︶二八七 二九一一九八四
日本小児科医会設立までの経緯塙賢二東京小児医会報
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リハ医二一︵四︶二六一
医療器械

世界の昌固機器の歴史
一四三○

二六八一九八四

一四一三一九八四

尿視診︵ｄ８ｍ８亘︶酒井シヅカレントテラピーニ︵九︶

産科膣鏡︵子宮鏡︶宗田一臨床昌国八︵五︶一
九八四

医療制度史

幼児と捲き布宗田一臨床昌国八︵六︶一九八四
揺藍と歩行器宗田一臨床冒国八︵七︶一九八四
鼻茸用係蹄宗田一臨床巨国八︵八︶一九八四
補聴器宗田一臨床員国八︵九︶一九八四

聴診器酒井シヅカレントテラピー二︵一○︶一五九八
一五九九一九八四

術生・公衆衛生

六

五一九八四

一著﹃工人の病気﹄︵員︒壗匡函普島２日目四日目︶

一二一九八四

三四五一九八四

一九五二︶の公衆衛生保健所活動清

一八○一九八四

四七一九八四

森林太郎の﹁衛生談﹂三浦豊彦労働の科学四○︵一︶四

水勝嘉防衛医大誌八︵四︶三三七

占領体制下︵一九四五

一七八

日本産業の黄燐中毒三浦豊彦日本医史学雑誌三○︵二︶

三浦豊彦科学医学資料研究︵一二三︶七

ラマッッィー

︵一二五︶一

たアグリコラと菅江真澄三浦豊彦科学医学資料研究

一生の間に七人︑八人の夫を持った鉱山の女達の悲話を記述し

労働衛生史関連の忘れられぬ資料

らの発想橋本重遠医史研︵五八︶八 二○一九八四

工場法側面史・社会主義と労働衛生窪川忠吉﹁工業衛生学﹂か

六八一九八四

血圧計酒井シヅカレントテラピーニ︵二︶一七五八

一九二三一九八四

︵三一六○︶六六

日本医療史学術医療一路のために日戸修一日本医事新報

一七五九一九八四
二

手術道具酒井シヅカレントテラピー・二︵一二︶一九二

四二八一九八四

上方より見た医科器械の歩承柳谷義雄医科器械学五四
︵九︶四二○

五四︵一二︶五六三 五七一一九八四

医療・健康機器に利用される光源河本康太郎医科器械学

Ｆ曽凰の石炭酸噴霧器酒井シヅ手術三八︵一︶一二一
九八四

昭和初期の医療・保健器具長門谷洋治大阪府一一ユース四
月号一九八四

産科日本の座椅宗田一臨床冒因八︵一︶一九八

今は昔・医療機器

四・

産科産科鉗子宗田一臨床冒因八︵二︶︵三︶︵四︶
一九八四
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解剖学

組織学事始酒井シヅ○巨閥︵七︶二八

三五一九八四

フランス人解剖学者オヅー作のキュンストレーキについて石

六一一九八四

田純郎︑︑へレム・ヨッブ・ムルダー︑ハルム・ポィヶルス日

本医史学雑誌三○︵一︶五六

いわゆるターヘル・アナトミアの脚注について酒井恒日
本医史学雑誌三○︵二︶一二 一九一九八四
減鑑福井県最初の解剖記録岩治勇一福井医科大学一般教
育紀要︵四︶二九 三六一九八四

一二五︑

文庫の窓から眼科諸流派の秘伝書中泉行信︑中泉行史︑斎藤

眼科・
八一︑︵二︶一二四

五
八二五︑︵八︶九一

四五九︑︵五︶五七四

六八七︑︵七︶八二三

三四三︑︵四︶四五八

仁男臨床眼科三八︵一︶八○
︵三︶三四二

一○七

一二九三

九九九︑︵一○︶一○七八

二六七︑︵一二︶三一九二

九一九︑︵九︶九九八

七五︑︵六︶六八四

八

一九八四

九︑︵二︶二六六

戦後看護界出来事史

看護

︵九︶一二六

一四四一九八四

病院争議と看護婦のストライキ長谷川昭子看護三六

一四二一九八四

准看護婦の誕生と波紋大森文子看護三六︵二︶一三
四

東京大学医学部衛生看護学科の発足衛生看護学科のできた頃

福田邦三看護一一一六︵一四︶三一六

一三○一九八四

近代日本看護史における看護婦の社会的地位・評価に関する研究

三六︵一四︶一四六

一六四一九八四

看護史とのかかわりでゑる医師のあゆ承亀山美知子看護

近代日本看護史における看護婦の社会的地位・評価に関する研究

一六七︑︵一

一四七︑︵八︶一四四

一六六︑︵一○︶一六○

一五一一九八四

一五一︑︵九︶一五六

亀山美知子看護一一一六︵六︶一四一

一︶一四五

枝氏に聞く鵜沢陽子看護教育二五︵九︶五三一

五四

戦後看護教育を振り返る日本看護協会看護研修学校校長永井敏

五六

三○年代を中心に岸好

子︑鵜沢陽子︑花島具子看護教育二五︵九︶五四一

○一九八四
戦後看護教育論の変遷昭和二○
○一九八四

学校保健長門谷洋治看護実践の科学︵ご表紙裏一

写真に見る日本医療小史
九八四

九八四

医療・保健器具長門谷洋治看護実践の科学︵二︶表紙
裏一九八四
民間医療長門谷洋治看護実践の科学︵三︶表紙裏一

九八四

家庭看護長門谷洋治看護実践の科学︵四︶表紙裏一

日本におけるナイチンゲール長門谷洋治看護実践の科学
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．︵五︶表紙裏一九八四

一九八四

日赤と看護長門谷洋治看護実践の科学︵六︶表紙裏

九八四

母子保健長門谷洋治看護実践の科学︵七︶表紙裏一
戦争と看護婦長門谷洋治看護実践の科学︵八︶︵九︶表
紙裏一九八四
看護婦のユニホーム長門谷洋治看護実践の科学︵一○︶
表紙裏一九八四

占領下の看護行政長門谷洋治看護実践の科学︵二︶
表紙裏一九八四

保健婦長門谷洋治看護実践の科学︵二一︶一九八四
ドイシ赤十字社の救護活動酒井シヅ手術三八︵六︶六○
八一九八四
医学史の立場から看護をみて酒井シヅ順天堂看護学二
︵一︶七○ 七二一九八四

外科
昭和外科史ノート

昭和初年における日本の外科宮本忍からだの科学
︵二五︶一○二 一○七一九八四

急性虫垂炎の診断と治療の推移宮本忍からだの科学
︵二六︶一○八 二二一九八四

胃切除と結核の外科宮本忍からだの科学︵二七︶
九五 九九一九八四

二三

二七一九八四

肺切除虚脱療法から直達療法へ宮本忍からだの科学
︵二八︶二三 二七一九八四
アメリヵ医学の衝撃宮本忍からだの科学︵二九︶

二○︶一九五

一九九一九八四

食道外科日米医学の対決宮本忍からだの科学︵一

六一九八四

パリの医学校通りと外科史大村敏郎科学医学資料研究
︵一二二︶一

九四○一九八四

胃手術をめぐるある外科医者の研究過程大井実外科四
六︵九︶九三五

八五四一九八四

血管外科の歴史と現況稲田潔治療学一二︵六︶八五二

七一九八四

国己堅○月日①教授の手術室酒井シヅ手術三八︵二︶一八

一三八六一九八

胆道外科の変遷古代からルネッサンスそして近代への流れ佐
四

藤寿雄日外会誌八五︵二︶一三七九

八五︵九︶一二○六

一二○九一九八四

小児外科の進歩と問題点麻酔研究会田宮恵子日外会誌

一六○一九

カスガイ膏の伝承についてアンプロアズ・パレとわが国の外科
八四

大村敏郎日本医史学雑誌三○︵二︶一五八

医学の散歩道近世外科手術進歩への道堀江健也練馬区医
師会だより︵一九六︶一九 一三一九八四
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軍陣医学

目で見る医学の歴史

産婦人科

八

二九︑︵五︶一二六

一二七一九八四

医心方と平安時代の産婦人科医心方撰述一○○○年蔵方
宏昌冨の島且芝畠一︵三︶二九 一二○︑︵四︶二

古代日本の産育習俗蔵方宏昌冨①島︒匙弓昌一︵一︶一
三四 一三五︑︵二︶二六 二七一九八四

共和政期ローマ軍内の医療従事者について小林雅夫日本医
史学雑誌三○︵一︶一 一三一九八四
陸軍病院における病理試験室と検査技術者青山いわを医史
研︵五八︶二一 二四一九八四

一

初期の植民地医療における現役軍医の役割殊に台湾・韓国にお

いて佐久間温巳日本医史学雑誌三○︵二︶一八二
八四一九八四

二八○一九八四

二一︑︵七︶二八

二○一九八四

︵六︶二○

二九︑︵八︶一○八

性全と鎌倉時代の産婦人科蔵方宏昌冒の島ｏ堅君畠一

形成外科

二一五︑︵四︶二七四

六九三一九八四

二○八一九八四

一○七︑︵二︶一○五

一○八︑︵四︶一○一

一○三︑

一○六︑︵七︶一○四

六七

一○二︑︵一○︶

二九︑︵一二︶六六

二五︑︵九︶一○○

二四︑︵二︶二七

歯の名称について本間邦則日本医史学雑誌三○︵二︶一
六七一九八四
救急法に関する二︑三の成書谷津三雄︑鈴木勝日本医史

歯学

一九八四

二三

一○五︑︵八︶二三

︵五︶一○五︐く一○九︑︵六︶一○四

五

助産婦の歴史石原力・ヘリネイタル・ケア三︵己一○

三○︵二︶二○六

足利幕府と室町時代の産婦人科蔵方宏昌胃︒段︒巴乏塁
一︵九︶一○八 二○一九八四
縄文土器・土偶の産科学的考察石原力日本医史学雑誌

植皮の歴史

二○七

デルマトームの発明倉田喜一郎日災医会誌三二︵三︶

四七○一九八四

不思議な古代インド式遊離植皮術倉田喜一郎日災医会誌
三二︵六︶四六一
︵七︶四七九 四九一一九八四

皮弁の血行測定法の発達倉田喜一郎日災医会誌三二

五六○一九八四

皮弁の新しい分類倉田喜一郎日災医会誌三二︵八︶五
四九

六三六一九八四

微小血管吻合術の進歩と遊離皮弁倉田喜一郎日災医会誌
三二︵九︶六二九
・八三

遊離皮弁の成功倉田喜一郎日災医会誌三二︵一○︶六
筋皮弁の開発倉田喜一郎日災医会誌三二︵一二︶八三
七 八四五一九八四
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新潟病院で使用された生理学書谷津三雄︑落合俊輔︑藤井敏

科医史学会会誌二︵ご五

六一九八四

博日本歯科医史学会会誌二︵一︶二二一九八四

一九八四

学雑誌三○︵二︶一八五Ｉ一八六一九八四
江戸時代におけるはいしやの看板について本山佐太郎日本
歯科医史学会会誌二︵一︶六一九八四

牙歯病の外因としての風に関する史的考察戸出一郎日本歯

木春長︑原田さえ子日本歯科医史学会会誌二︵一︶二二

﹁口科秘嚢﹂について高木圭二郎︑長谷川正康日本歯科医
史学会会誌一一︵一︶六一九八四

うがい茶碗について松田信隆日本歯科医史学会会誌一一

第四回内国勧業博覧会歯科器材出品物の審査報告大橋正敬

日本歯科医史学会会誌二︵一︶六 七一九八四
歯刷子の変遷下総高次日本歯科医史学会会誌二︵一︶

︵一︶八一九八四

第一回ムシ歯予防デー高槻正男︑遠藤吉雄︑新藤恵久日
本歯科医史学会会誌二︵一︶一二一九八四

九一九八四

日本における蝕の程度別分類の定着について加藤一夫︑石井

大正期における歯科衛生活動の研究︵その一︶東京市牛込区歯

択男︑榊原悠紀田郎日本歯科医史学会会誌二︵二九
一○一九八四

八

救急蘇生法の歴史特に三角巾について谷津三雄︑石橋肇︑
吉田直人︑武田和久日本歯科医史学会会誌一一︵一︶一三
一九八四

︵一︶一四一九八四

團巨呂閏旦書題の謎中原泉日本歯科医史学会会誌二

科衛生展覧会及び活動幻燈講演会に就いて岡田治夫日本

二一九八四

ジュルダン著﹁口腔の疾患および手術概論﹄︵一七七八年刊︶に

歯科衛生士のわが国への受容について榊原悠紀田郎︑石井択

一二一九八四

一四一九

一四 一五一九八四
最初の歯のＸ線撮影についての考察沼田久次日本歯科医史

歯の古病理学須賀昭一日本歯科医史学会会誌二︵一︶

八四

川為明日本歯科医史学会会誌二︵一︶一三

救急法に関する二︑三の用語の解題谷津三雄︑渋谷幸男︑江

男日本歯科医史学会会誌二︵ここ

歯科医史学会会誌二︵一︶一○

承られるフォシャール病の記述高山直秀日本歯科医史学
会会誌一一︵一︶一六一九八四
歯科界︑一○○年の歴史と今後の展望について長谷川俊夫

日本歯科医史学会会誌二︵こ一七一九八四
①量と中原式咬合器新藤恵久日本歯科医史学会会誌一
一︵一︶二○一九八四

海軍歯科医科士官の歴史山崎智日本歯科医史学会会誌
二︵一︶二○一九八四
明治一二年における新潟県の医薬品谷津三雄︑松本好正︑村
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学会会誌二︵二一五

一六一九八四

楊枝の呪術性日本民俗学の成果を中心に丹羽源男日本歯
科医史学会会誌二︵一︶一六 一七一九八四

会誌二︵こ一七

一八一九八四

歯科経済成立の起源とその発展森山徳長日本歯科医史学会

二○一九八四

える葉間正造︑賀屋重雍︑杉本茂春日本歯科医史学会会

第一三一回満州歯科医学会大会録誌より中原市五郎先生の祝辞を考

誌二︵一︶一九

木床義歯の研究義歯・ロ①口冒﹃①の音義考永田和弘︑上野乃

二○

一二一九八四

武弥︑田中照代︑杉本茂春日本歯科医史学会会誌二︵一︶

木刻床義歯と歴史学これもまた一つの歴史永田和弘日本
歯科医史学会会誌二︵一︶二一 二二一九八四
新潟医学校に関する規則谷津三雄︑大場重信︑坂本嘉久日
本歯科医史学会会誌二︵一︶二二 二三一九八四
二六一九八四

園胃冨ａ改稿された梗概中原泉日本歯科医史学会会誌
二︵一︶二五
一一︵一︶二七

五九一九八四

再掘！團巨ｏ冨己手稿中原泉日本歯科医史学会会誌
﹁明治節用大全﹂に見られる歯科記載について新藤恵久日
本歯科医史学会会誌二︵一︶六○ 六二一九八四
中原市五郎の咬合器についてその一中原式咬合器新藤恵
久日本歯科医史学会会誌二︵一︶六三 六五一九八四
パレ全集︑第一二版にみられる歯科領域の記述◇・第八の書︑第四

章および第二四章の書︑第九五章高山直秀日本歯科医史
学会会誌二︵一︶六六 六八一九八四

七一一

養護訓導執務指針に翠られる学校歯科谷津三雄︑吉田直人︑
九八四

落合俊輔日本歯科医史学会会誌二︵一︶六九

日本歯科医史学会会誌二︵こ七二

七四一九八四

松田良身とクロルエチル麻酔谷津三雄︑今田芳則︑坂本嘉久

︵三︶一二一

一四○一九八四

甦える團巨︒富ａ中原泉日本歯科医史学会会誌一○

について大橋正敬︑竹井満久︑菅原明喜︑加藤保雄︑飯塚

第四回内国勧業博覧会歯科出品物の審査結果第一報歯科器材

一五三一九八四

秀人︑飯島清人日本歯科医史学会会誌一○︵三︶一四四

山直秀日本歯科医史学会会誌一○︵三︶一五四

一五五

ピエール・フォシャール著﹃歯科外科医﹄初版の出版許可高
一九八四

ピエール・フォシャール著﹃歯科外科医﹄第Ⅱ巻︑第皿章︑第︑

一六一一九八四

章高山直秀日本歯科医史学会会誌一○︵三︶一五六

史と定義づけの提案長谷川正康︑森山徳長日本歯科医史

﹁日本古来木彫有床義歯﹂呼称の変遷について木床義歯研究小

学会会誌一○︵四︶一七五 一八三一九八四
舞楽抜頭のたてがゑについてインド伝承医典との関連杉本
茂春日本歯科医史学会会誌一○︵四︶一八四 一八七一

（91）

553

獣医学

札幌農学校の開校と獣医学の開講添川正夫日本獣医史学雑
誌︵一八︶一 一九一九八四

九八四

パレ全集︑第一二版に承られる歯科領域の記述高山直秀日
本歯科医史学会会誌一○︵四︶一八八 一八九一九八四

五六一九八四

二一九八四

二六一九八四

ディオス﹃一リデスの﹃薬物誌﹄酒井シヅ医図書館一一二

二三一九八四

﹁医学パピルス﹄酒井シヅ医図書館三一︵二︶一三○

一

ケルススの︽己①旨①ｇｏ旨軋︺酒井シヅ医図書館三一︵一︶

医史学名著解題

書誌学

杉立義一啓迪︵二︶二四

閑学者書翰二通坪井信道より大窪黄斎へ椿庵より松菩へ

書翰

博物館を訪ねて松尾信一日本獣医史学雑誌︵一八︶五
七 五九一九八四
ヨーロシバの獣医史学関連博物館勝山脩日本獣医史学雑
誌︵一八︶六○ 六四一九八四

カナダ︑アメリカ︑メキシコ各国の獣医畜産動物関係の図書館・

︵一八︶四九

下総御料牧場のできるまで谷垣康弘日本獣医史学雑誌

獣医診断書としての﹁二十九所﹂長尾壮七日本獣医史学雑
誌︵一八︶三八 四八一九八四

三七一九八四

パレ全集︑第一二版に承られる歯科領域の記述第六の書︑第二

二七六一九八四

三三一九八四

八︶二○

寛永牛疫大流行史の序章岸浩日本獣医史学雑誌︵一

一九二一九八四

章高山直秀日本歯科医史学会会誌一○︵四︶一九○
疾病史

七

結核の戦後史目ざましい進歩と残された問題砂原茂一か
らだの科学︵三一○︶二 二一九八四
結核の戦後史砂原茂一からだの科学︵一二○︶七三
七一九八四

梅毒の起源について杉本茂春医史研︵五八︶二五一九
八四

ン目国冒哩睦︼旨い口堅昌旨邑具普①Ｆ昌冒官・旬缶８具国曽昌目ｑい
︵届髄︶二宮陸雄日

三六○一九八四

︽厚胃﹈・旨２国︼︺○くい︑旨８冒冒９８

本医史学雑誌三○︵三︶三五一

種痘
牛痘種痘法奨励の版画について添川正夫日本医史学雑誌
三○︵一︶六二 八四一九八四
日本に牛痘苗の活着したことを報じた意ぐ闇倫胃●○目四日︵届ｇ

三○︵三︶二六八

横澤皿︑巴の記事について添川正夫日本医史学雑誌

健史北陸医史五︵二︶二三

牛痘法の北陸地方への普及についての第一報正橋剛二︑松田
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︵三︶二○九

二一○一九八四

二一九八四

桜田勝徳﹃療治療日記﹂︵四︶病人史の資料として川上

武科学医学資料研究︵二六︶八
へルムホルッの﹃生理光学提要﹄について山口宙平科学
医学資料研究︵二七︶五 九一九八四

二一二一九八四

﹃外台秘要方﹄による古医籍輯侠の検討小曽戸洋日本医

史学雑誌三○︵二︶二一九

﹃金憧要略﹄の古版本二種についての新知見真柳誠︑小
曽戸洋日本医史学雑誌三○︵二︶二二二 二二四一九
八四

八九一九八四

飯沼慾斎と植物学﹃草木図説﹄の序文解説矢部一郎飯沼

四二一九八四

七四一九八四

八四一九八四

二四四一九八四

二一○一九八四

佐賀藩の﹃医師免札姓名録﹄について酒井シヅ日本医史学
雑誌三○︵二︶一三八 一三九一九八四

人名録

︵二︶二四二

江戸時代後期の小児科学安達原嘩子日本医史学雑誌三○

医史学雑誌三○︵二︶二○八

江戸期の子育ての害に現われた乳幼児発達観小嶋秀夫日本

小児科学

︵二︶七五

﹃長井長義伝﹄を批判する安江政一薬史学雑誌一九

︵二︶六九

﹃今井右衛門文書﹄について安江政一薬史学雑誌一九

三四

﹃達爾頓氏生理書﹄について岩治勇一北陸医史五︵二︶

四

附図﹂園部昌良北陸医史五︵二︶九

慾斎八三

﹃医心方﹂撰進一千年に寄せて宗田一科学医学資料研
究︵一二四︶一 六一九八四

金沢大学医学図書館所蔵昭和一四年複製﹁医範提綱内象銅版

二一七一

二一九八

緒方富雄訳・解説の現代文﹃蘭学事始﹄について大村敏郎

科学医学資料研究︵一二五︶二１一二一九八四

﹃玉砕臓図﹄補遺宗田一啓迪︵二︶二１一四一
九八四

一○︑︵二○八︶二１一二

﹃医心方﹄一千年の歩象杉立義一︑高島文一︑中西淳朗
一九八四

月刊保団連︵二○七︶三

日本最初の人体解剖図書酒巻英之助逓信医三六︵六︶
三五三一九八四

八九一九八

ライデン民俗博物館所蔵桂川甫賢﹃人面瘡図説﹄について

片桐一男日本医史学雑誌三○︵こ八五
四

二一五一九八四

﹃医心方﹄に見える鑑真方について三井駿一日本医史学
雑誌三○︵二︶二一三

杉立義一日本医史学雑誌三○︵二︶二一五

﹃医心方﹄の伝写について愛知県下にある﹃医心方﹄写本
九八四
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八四

一二六三

一九四三︶

一○二一九八四

一八六二︶天児民和

一三八五一九八四

一九五五︶天児民和臨床整

天児民和臨床整形外科一九︵一己一二六○

盟爲言筐旨日胃９号目旦冒ロ①︾厨風．︵一八五六

一九八四

形外科一九︵一二︶一三八二

と豆ロ伊脚９９茸⑦︵一八六六

臨床整形外科一九︵九︶一○○八

国①昌騨目目ＣＯ晨昌吻呼○島①︵一七八三

生理学

一七六一九八四

生理学研究に関する考察山口宙平科学史研究︵一五一︶

エネルギー保存則の発見に至る国四目四目国ぐ○口餌①冒冒厨の初期

一六九

︵一六︶六

一五一九八四

呼吸生理学のあゆ承覚書深瀬泰旦川崎市小児科医会会誌

一六二一九

日葡辞書から見た安土桃山時代の医学生理並びに病理現象
八四

亀節子日本医史学雑誌三○︵二︶一六○

己苛弔四号巳侭詠匡昌旦弓胃国召①烏吋冨胃三門胃目尻冒昌弄胃一房目

精神医学

ヴィルヘルム・グリージンゲル呉秀三先生記念精神科医療

史資料通信︵二︶一 四一九八四
落合泰蔵纂著﹃漢洋病名対照録﹄より呉秀三先生記念精神
科医療史資料通信︵二︶五 一二一九八四
五区二号室患者東京府巣鴨病院呉秀三先生記念精神科医

F F ハ

明治初期の長崎の英字新聞記事に見る在日外国人医師名石田

純郎日本医史学雑誌三○︵三︶三一六 三一八一九八四

小石元瑞の門人録末中哲夫︑宗田一啓迪︵二︶一九
二三一九八四

七一九八四

①貸国ぐ○口国の農︒匡吊ｇの鉄製義手とシ日胃ｏ胃顧鼠の義肢

整形外科史

武智秀夫科学医学資料研究︵一二一︶一
整形外科を育てた人達

一八九九︶天児民和臨床整
一八三五︶天児民和

八三一九八四

醗吋惹日①唖思函輿︵一八一四

形外科一九︵一︶八○
①昌置巨日①己眉昌蔚目︵一七七七

一八九四︶天児民

二七七一九八四

一九四六︶天児民和臨床整形

臨床整形外科一九︵二︶一六四 一六七一九八四
外科一九︵三︶二七四

シ：再Ｆｏ郷①旨圃︵一八五四

葛旨騨日伊員弓狩己︒§・匡︵一八○八

六○七一九八四
一九三三︶天児民和臨床

一九三○︶天児民和臨床

七一七一九八四

︵一八五七

和臨床整形外科一九︵五︶六○四
︐盟壗閃○胃鼻﹈︒旨の

整形外科一九︵六︶七一四
属○ご獄且里①邑農︵一八六八

二五一一九

一九三二︶天児民

整形外科一九︵七︶七九六 七九九一九八四
ぐ旨○国○国言︵一八六八 一九四○︶天児民和臨床整形
外科一九︵八︶八九六 八九九一九八四
○耳曽圃旨ｏ８品ｍ８ｇｏ１︵一八六一

和臨床整形外科一九︵一○︶二四八
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一六一九八四
西洋医学

ポーランドの医学梶田昭科学医学資料研究︵二八︶

療史資料通信︵二︶一三

地方史

五六六一九八四

三九︑︵二二六︶三一

二八一九八四

三四︑

広島県原爆医療に挺身した三先輩︵その三︶蔵本潔
日医一言−ス︵五四二︶一九八四

Ｉス︵五三九︶一九八四
広島県原爆医療に挺身した三先輩︵その己大山典男
日医一言Ｉス︵五四○︶一九八四
広島県原爆医療に挺身した三先輩︵その二︶小山綾夫
日医︸言−ス︵五四己一九八四

大分県田原結節の発見者田原淳富田達夫日医一豆

日医一言１ス︵五三八︶一九八四

大阪府﹁適塾の昨今﹂適塾史跡公園の完成伴忠康

−ス︵五三七︶一九八四

愛知県文化勲章の稲田竜吉とその一族奈倉道治日医一夏

医界風土記

四

長崎の医療史中西啓逓信医三六︵五︶二八九一九八

︵二二九︶二五

師会だより︵二二一︶三六

医史跡散歩出島のオランダ人の飲んだ酒石田純郎倉敷医

千葉医師会報三六︵九︶五六五

﹁房総における万病平癒ご利益神仏総覧﹂始末記川村純一

四一九八四

圧力団体の転成過程精神衛生法改正の社会的過程村上直之
神戸女学院二八︵一︶一五七 一八九一九八四

二三一九八四

一九九一九八四

一

精神衛生法改悪反対運動資料精神衛生法改正についての私達の

一八

考え﹃全面改正のために﹄精神科医療史資料通信︵二︶

七三

﹃守山御用留帳﹄の精神医学的研究ｌ江戸時代民衆の狂気観を中

心にＩ昼田源四郎精神神経誌八六︵九︶六九九
五一九八四

七

日本の精神医学一○○年を築いた人々樫田五郎ある社会精神

医学者岡田靖雄日本医史学雑誌一三︵六︶七二五
三一一九八四

一

江戸医学館の考試辨書﹃癩澗狂弁﹄について当時の精神病学説
九七︑︵四︶三六一 三七三一九八四

を象る岡田靖雄日本医史学雑誌三○︵二︶一九五

史学雑誌三○︵二︶一九八

近世・因伯における狐つき︑狐持ちの俗信森納日本医

二○一一九八四

戸︒①昌四メランコリーの中世版大橋博司日本医史学雑誌
三○︵二︶二○○

一四六九一九八四

岡田靖雄︑小峯和茂︑吉岡真二臨床精神医学一三︵二︶

論文﹁精神病者私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察﹂の成立事情

一四五七

国昌些の疾病学と老年期精神医学について浜中淑彦老年精
神医学一︵四︶五七七 五八九一九八四

『＝ゲー向
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00／

︵五四五︶一九八四

京都府御殿医下屋敷の遺構山田重正日医ニュース
石川県加賀藩に招かれた吉益北洲加藤豊明日医ニュー

︵五五九︶︵五六○︶一九八四

千葉県眼科の千葉家千葉保次日医ニュース︵五五八︶

宮城県蔵王町平沢の﹁だるま堂﹂について玉手英典日本医
史学雑誌三○︵二︶一六六一九八四
治療史

ス︵五四六︶一・九八四

烏取県文部大臣橋田邦彦の生立ち森納日医ニュー

二一四

痛承の臨床痛みの治療の歴史急性痛克服に向って中島美
知子看護誌四八︵六︶六八九 六九二一九八四

二七七一九八四

薬剤師に追いつめられる患者酒井シヅ手術三八︵九︶一

七二

不整脈の電気的治療の歴史堀原一治療学一三︵二︶二

一九八四

輸血の歴史榊原欣作現代医学三二︵一︶二○三

ス︵五四七︶︵五四八︶一九八四
高知県野中腕の糸脈藤原紫朗日医一貢−ス︵五四九︶
一九八四

神奈川県川崎の蘭方医太田東海深瀬泰旦日医ニュー
ス︵五五○︶一九八四
熊本県相良藩における日本最初の帝王切開術鳥越謙一
日医一一ユース︵五五一︶一九八四

○四六一九八四

脳卒中リハビリテーションの二○年の回顧福井圀彦リハ医

循環器疾患のリハビリテーションの二○年土肥豊リハ医
二一︵二︶一二 二六一九八四

茨城県水戸義公﹁救民妙薬﹂について石島弘日医︸一
ユース︵五五三︶一九八四

伝記

山形県米沢藩の蘭方医伊東昇廸北条元一日医一一ユー
ス︵五五二︶一九八四

愛媛県往診料今昔﹁東宇和郡同盟医会往診規則﹂より宮
内孝夫日医一一ユース︵五五四︶一九八四

野口英世と人バルトネラ症研究に対する彼の貢献閃号①風︒

一九八四

八四

馨冒画冒冒沙ぃ冒旨昌乱﹈二六︵九︶六一六

四四九一九八四

福島県大原病院と野兎病小泉衡平日医︸豆−ス︵五

ミ臣嗣罰弔①島命匡北村勝俊○盲ｚ２﹃・嵐二︵三︶三八六

一二︵六︶四四三

五五︶一九八四
栃木県洋医平石謙三と﹁解剖存真図﹂長島元重日医︸一
ユース︵五五六︶一九八四

国画冒呼侭の儲大熊輝雄Ｑ旨ｚ２８ｍｇ二︵五︶六四二一

六二二一九

千葉県コレラ医玄昌沼野家の記録第十八代沼野玄昌著
石橋修日医一一ユース︵五五七︶一九八四
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九八四

○二二一九八四

﹈３口︲員胃冒○冨圃︒ｇ高橋和郎ｏ旨ｚ２８ｍｇ二︵八︶一

一六三一九八四

旨嚴い﹈Ｏ唖８︸﹈ロ竺閏旨①岩田誠Ｏ旨ｚ①日．○昌二︵九︶一

一︶一四○二一九八四

国︒国︒の葛冒３段冨畠︒旨︺大谷克巳○旨ｚ２﹃・唖ｇ二︵一

一四一一九八四

小林芳人先生と糖尿病竹内節弥目号︒蔚唖﹈一二︵三︶一
三八
歴史閑話

野兎病を発見した大原八郎酒井シヅ冨国目○一九︵一︶
一九八四

アドレナリンの抽出成功で世界的名声を獲得し︑日本化学界の

︲発展に尽した高峰譲吉酒井シヅ冒国目○一九︵二︶
一九八四

日本の内臓外科の︒︿イオニア佐藤三吉酒井シヅ冒国目○
一九︵三︶一九八四
近代医学教育の確立︑衛生思想の啓蒙活動に尽した人三宅秀

酒井シヅ巨因目○一九︵四︶一九八四
高安病の第一例の報告者高安右人酒井シヅ冒国己５一

一九︵七︶一九八四

エフェドリンの発見者長井長義酒井シヅ昌嗣冒○

一九︵九︶一九八四

九

︵八︶一九八四
オリザニン︵ぐ観︶の発見者鈴木梅太郎酒井シヅ冨国目○

平井琉太郎酒井シヅ冒国目○一九︵一○︶一九八四

﹁所謂脳膜炎﹂が鉛中毒によるものであることを明らかにした

志郎酒井シヅ冨固目○一九︵二︶一九八四

日本脳炎が蚊によって伝播されることを明らかにした三田村篤

ねて春田三佐夫冨且旨の島騨三○︵一二︶六七五

六

断片医学史散歩稲村ケ崎海浜公園にロベルト・コッホの碑を訪

七六一九八四
名医列伝

︵三四︶一六二

一六三一九八四

名著﹃医心方﹄の撰述丹波康頼蔵方宏昌ばんぶう

一九七一九八四

成長促進ビタミンの発見者フレデリック︒Ｇ・ホプキンス

蔵方宏昌ばんぶう︵三六︶一九六

不朽の図鑑﹁草木図説﹂の著者飯沼慾斎蔵方宏昌ばんぶ
う︵三八︶一八四 一八五一九八四

んぶう︵三九︶一五八

一五九一九八四

実存哲学を創唱した精神病理学者ヤスパース蔵方宏昌ば
・へ

一シリンを実用化した病理者フローリー蔵方宏昌ばん

神経科学の研究基礎を整え斯学を世界的水準に導いた時実利彦

ぶう︵四○︶一七四 一七五一九八四
﹁解体新書﹂刊行の推進者杉田玄白蔵方宏昌ばんぶう

九︵五︶一九八四

酒井シヅ冒国ロ５一九︵六︶一九八四
日本の神経解剖学の先駆者布施現之助酒井シヅ昌画ロ５
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︵四一︶一七○ 一七一一九八四

一八九一九八四

日本学の基礎を築いた蘭館医シーポルト蔵方宏昌ばん
ぶう︵四二︶一八八

マダム・キユリ小伝熱い研究と淡い恋の一生志賀達雄サ
クラｘレイ写真研究三五︵一︶一九八四
足利の医家考

の医史抄︵二六︶一九八四

須藤玄佐について幕末・維新期の種痘医菊地卓足利
武居一郎について東京修業時代を中心に菊地卓足利
の医史抄︵二七︶一 七一九八四
八四七一

もう一人のインスリン発見者曇８厨○○畠い国昌昌闘巳旬い８

二宮陸雄医学のあゆぷ一三○︵一二︶八四三
九八四

︵一五八三︶九一九八四

モンテーニュ員○回目晋のと医学浜中淑彦医学界新聞

二一八一九八四

に小関恒雄︑不破義信︑北村智明医学図書館一一三︵三︶

ペルッの日記の一検討東京大学医学部開業式︵一八七九︶を例

二二
一

七一九八四

精神医斎藤茂吉とその作歌活動松田方一医史研︵五八︶
エイクマン先生伝石田純郎︑ハルム・ボイケルス医史研
︵五八︶三一 三五一九八四

知られざる杉田玄白画像賛幅宗田一科学医学資料研究
︵二六︶六 七一九八四

八一九八四

ドイツ植物学の父木村陽二郎科学医学資料研究︵二九︶
一

︵一二三︶一

六一九八四

ヒポクラテス医学の伝統伊東俊太郎科学医学資料研究

資料研究︵二八︶五

二一九八四

ヨーロシバにおけるシーボルト新資料鹿子木敏範科学医学

野義明科学医学資料研究︵一二○︶五

一二一九八四

勝海舟関係資料を整理する紹介を兼ねた中間報告︵三︶櫛

︵一二二︶七

一二一九八四

佐藤信淵﹃硝石製造辨﹄の異本宗田一科学医学資料研究

ゥイルヒョウによる白血病の発見舘野之男科学医学資料研
究︵二一四︶七 一○一九八四

四︑︵一二七︶九

一二一九八四

一ズム私見石渡隆司科学医学資料研究

江馬榴園訳﹃穆氏薬論﹄と緒方洪庵宗田一科学医学資料
研究︵二七︶一○ 一二一九八四
︵一二○︶一

ガレノス文献とガレ

北小路家︵安芸家︶の医史について北小路博央啓迪︵二︶
一 七一九八四
検査を築いた人びと

と技術一二︵こ二六一九八四

︸一コライ・セルゲーヴィッチ・コロトコフ酒井シヅ検査

一二六一九八四

ハインリッヒ・エルブ酒井シヅ検査と技術一二︵二︶

ユストゥス・リービッヒ酒井シヅ検査と技術一二︵三︶
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二二四一九八四
三五六一九八四

フリッッ・プレーグル酒井シヅ検査と技術一二︵四︶

雄広島医学三七︵五︶七五六

七六二一九八四

江戸幕府御目見医師について石井孝史報︵六︶一六
一三一九八四
一九八四

死の床にあるビシ︑ヤー酒井シヅ手術三八︵四︶四○○

Ｑ秒且①犀目四ａの実験室酒井シヅ手術三八︵五︶四八四

四三五一九八四

ミシェル・シェブルール酒井シヅ検査と技術一二︵五︶
ジョセフ・バビンスキー酒井シヅ検査と技術一二︵六︶

スクタリの野戦病院のナイチンゲール酒井シヅ手術三八

一九八

二○一一九八四

刺激伝導系の発見者田原淳先生真柴裕人心電図四︵二︶

九一○︑︵一○︶一二四八一九八四

聖人コスモスとダミアンの奇蹟酒井シヅ手術三八︵八︶

︵二︶一三三二一九八四

一九八四

五○四一九八四
ハインリッヒ・マグヌス深瀬泰旦検査と技術一二︵七︶
六○四一九八四
︵八︶七六八一九八四

ウィリヘルム・チセリウム深瀬泰旦検査と技術二一

七八六一九八四

アウグスト・クローブ深瀬泰且検査と技術一二︵九︶

四八○

四八三一九八四

呉建先生の年譜と心電図の業績上田英雄心電図四︵四︶

循環器学の先駆者真下俊一先生高安正夫心電図四︵六︶
七二 七一四一九八四

一○一○一九八四

レオポルド・グメリン深瀬泰旦検査と技術一二︵一○︶

オットー・フォリソ深瀬泰旦検査と技術一二︵二︶
二○四一九八四

二八一九八四
四六六一九八四・

巨口扇○昌悶昌晶篠原兵庫生化学五六︵七︶四三七

二二

胃腸病医・湯川玄洋長門谷洋治図書︵岩波書店︶四月号
四一

ヤン・プルキンエ酒井シヅ検査と技術一三︵一︶一六
一九八四

木戸孝允の病歴服部敏良現代医三二︵二︶四○九

幕末期における在村蘭方医太田東海深瀬泰旦川崎市医師会

五一九八四

二八一九八四

呉秀三先生在職一○年祝賀記念アルバム呉秀三先生記念精神

鉄腕アトム氏との出合い深瀬泰旦川崎市医師会報︵一五

医学会誌︵一︶二五

科医療史資料通信︵二︶一七一九八四
性科学と郷土の先哲たち特に永井潜の業績に関して江川義
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七︶四一

四三︑︵一五八︶四四

り︵二二○︶七三

四七一九八四

七六一九八四

医史跡散歩適塾門人守屋庸庵石田純郎倉敷医師会だよ

九︶六七

七○︑︵三八○︶六七

七○︑︵三八一︶六七

七○︑

蘭医桂川山田盟子大塚薬報︵三七五︶六七 七○︑︵三七
︵三八三︶六七 七○一九八四

瀞日①堕願昌易○画酒井シヅ内科五三︵一︶一四○一九

医史学のポシェット

八四

犀︒名命筍巨の凰①蔵の酒井シヅ内科五三︵二︶三九○一九
八四

橋本策酒井シヅ内科五三︵三︶五三四一九八四

国︒舟嵐目酒井シヅ内科五三︵五︶九四○一

九二一九八四

尿胃︾毎号南ぐ○口騨函ａｏ弓酒井シヅ内科五三︵四︶七

九八四

弓宮日脚

四

宕冒閏畠目吊吻﹈肖虜○口酒井シヅ内科五四︵五︶九二
八一九八四
一九八四

旨冒ぃ○○冒胃旨酒井シヅ内科五四︵六︶二七六

︵四︶八四

八五一九八四

名古屋玄医の医学思想について花輪壽彦日東洋医誌三四

四○一九八四

川崎市蟹ヶ谷にある幕府医官人見氏の螢域深瀬泰旦日本医

史学雑誌三○︵一︶一四

伏屋素狄の﹃実験記録ノート﹄について三宅宏司日本医史
学雑誌三○︵二︶一五○一九八四

巨の將鴨畠の組織学への貢献中村三雄日本医史学雑誌三

○︵二︶一八九一九八四

愛知医学校卒業生藤野厳九郎と教科書藤野恒三郎日本医史
学雑誌三○︵二︶一九二一九八四
三○︵一︶五○

五五一九八四

﹃東谷御林人参一巻﹄と松平君山安江政一日本医史学雑誌

村上田長について川島真人・今永正樹・武吉攻・村上玄児
日本医史学雑誌三○︵二︶二四 二六一九八四

高安右人酒井シヅ内科五三︵六︶一三一三一九八四
昌○島国⑲旨骨置閃︒冒冨侭酒井シヅ内科五四︵己一
八四一九八四

二二一九八四

本医史学雑誌三○︵二︶一二二

二九

吉田長淑とその学統津田進三日本医史学雑誌三○︵二︶

九八四

弓ｇ目画吻鈩＆冒邑酒井シヅ内科五四︵二︶三八六一

Ｅ・ベルッの﹁愚衣とその類似状態について﹂安井広日

本邦に全身麻酔を伝えた高嶺徳明の事蹟松木明知日本医史

一二九一九八四

一九一六︶酒井

シヅ内科五四︵三︶五八二一九八四

①８侭①普日目９国目目品８口︵一八五○

冒○鳥居名畠酒井シヅ内科五四︵四︶七三四一九八
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学雑誌三○︵二︶一四四

一四六一九八四

山脇東洋およびその一門の解剖の地宗田一日本医史学雑
誌三○︵二︶一四六 一四八一九八四
一四九一九八四

﹃解屍編﹄刊行以前の河口信任の解剖川島恂二日本医史学
雑誌三○︵二︶一四八

二四○

二四二一九八四

三八九一九八四

望月三英と蘭方・和方石田秀実日本医史学雑誌三○︵四︶
三七四

三○︵四︶三九○

四○二一九八四

藤野厳九郎の学歴とその時代背景泉彪之助日本医史学雑誌

渋江抽斎と津軽一粒金丹松木明知日本医史学雑誌三○

四二四一九八四

四一三一九八四

二六七一九八四

四四二一九八四

四四九一

高山右近と南蛮医学小林茂信日本医事新報︵一三六○︶

一六三︑︵三︶二五三

中条帯刀と中条流産科山形敞一日本医史学雑誌三○︵二︶

九八四

ポイケルス日本医史学雑誌三○︵四︶四四三

ポソ・への動物標本に関する書簡について石田純郎︑ハルム・

郎日本医史学雑誌三○︵四︶四三二

ポン・ヘが日本で採集した動物標本について金沢英作︑神谷敏

︵四︶四二五

司馬江漢の西遊をめぐって宗田一日本医史学雑誌三○

四一三

る調査神谷敏郎︑金沢英作日本医史学雑誌三○︵四︶

四一二一九八四

ポードインの持帰った日本の美術品六○○点と日本の写真︵一八

オランダ医官・ポン︒ヘが我が国にもたらした頭蓋骨の由来に関す

二一二一九八四

︵四︶四○三

七○︶一三○枚石田純郎︑Ｈ・ポイヶルス︑Ｈ・Ｅ
・ヘンケス日本医史学雑誌三○︵二︶一六四 一六六

六二
一九八四

一八二一九八四

一

佐久間貞一の﹁八時間労働﹂森博日本医史学雑誌三
○︵二︶一八○

新島襄守屋正日本医史学雑誌三○︵二︶一八七
︲八八一九八四

藤野厳九郎の学歴泉彪之助日本医史学雑誌三○︵二︶一
九○ 一九一一九八四
︵二︶二二

石坂宗哲の医学について石原武日本医史学雑誌三○

五 二三七一九八四

六九一九八四
小川鼎三先生をしのんで酒井シヅ日本医事新報︵三一三

名古屋玄医の医学思想と﹃医方問余﹄について花輪壽彦日
本医史学雑誌三○︵二︶二三三 二三五一九八四
内藤希哲の医説丸山敏秋日本医史学雑誌三○︵二︶二三

津田玄仙の理想とする漢方医学教育平馬直樹日本医史学雑

長谷川泰の遺墨石田秀一日本医事新報︵三一二九︶六二

四︶二二一九八四

誌三○︵二︶二三八 二四○一九八四
水野皓山と山本読書室遠藤正治日本医史学雑誌三○︵二︶
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六四一九八四
日本医事新報︵三一三○︶五九

六二一九八四

明治七年の台湾出兵と宮内省差遣の独逸人医師佐久間温巳

八︶六九

七○一九八四

間違えられたポードイン石田純郎日本医事新報︵三一四

六五一九八四

魯迅とアスピリン泉彪之助日本医事新報︵三一四九︶六
三
六五︑︵三一三二︶六四

六四

六七︑

六六︑︵三一三三︶六二

プラジルの野口英世吉水卓見日本医事新報︵三二一二︶
六三
一九八四

六五一九八四

三英考半谷二郎日本医事新報︵三一四二︶六四
︵三一五六︶六二

︵三︶一四一 一四三一九八四

国の胃①罵巨ｏ冨己中原泉日本歯科医史学会会誌一○

︵二六五︶三九

四○一九八四

医学の周辺﹃高野長英﹄白崎昭一郎福井県医師会だより

九一

医学の周辺﹃鴎外私考﹂白崎昭一郎福井県医師会だより
︵二七一︶三○ 一三一九八四
一九八四

人見氏墓碑銘録深瀬泰旦文化かわさき︵八︶七七

一

ヨハン・ヨゼフ・ホフマンライデンの日本語学者宮永孝
法政大学教養部﹁紀要﹂︵五○︶一九八四
山川登美子の病歴白崎昭一郎北陸医史五︵二︶一二
六一九八四

一七

一九一九八四

黒川良安の加増にかかわる書状寺畑喜朔北陸医史五︵二︶

津田淳三に関する二︑三の資料寺畑喜朔北陸医史五︵二︶
二○ 二二一九八四

加賀藩に来仕した小瀬甫庵とその末喬加藤豊明北陸医史
五︵二︶四七 六九一九八四

七五一九八四

北陸における曲直瀬家の系譜その医史学的意義多留淳文
北陸医史五︵二︶七○

三一九八四

故真鍋教授とドイツ・アミノピリン論争たまたま渦中のドイツ

留学中高橋晄正薬のひろぱ︵七三︶二

床精神医学一三︵六︶七二五

七一三一九八四

第三回樫田五郎ある社会精神医学者の肖像岡田靖雄臨

老年精神医学に貢献した人々言の目烏の︺○．その生涯と学説︵拡

大された脳病理学︶大橋博司老年精神医学一︵三︶四二
二 四二九一九八四

ロイトルとツワーテル開拓使仮学校女学校の蘭人女教師石

伝記︵双︶

二

一二一九八四

田純郎とどまつ︵北海道開拓記念館友の会会報︶︵一○︶

入沢教授と山極先生柳沢文秋上田市医師会報一四︵一○︶
一三 一四︑︵二︶一六一九八四

一○

ブールハーフェとフォン・シーボルト医学の恩師たち︵英文︶
一九八四

冒閏冒二瀞盟ａ宕品ぃ昌四杏林医会誌一五︵一︶三
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一五五一九八四

﹃多聞院日記﹄に現れる伝染病の検討中村昭日本医史学

本医史学雑誌三○︵二︶一五三

二宮陸雄医学のあゆみ一三一︵九︶六二六 六二九一九

熊谷岱蔵︑佐藤基らは︑一九二一年にインスリンを発見したか

東洋医学

二○︑︵三三︶一五

六二一九八四

一七︑︵三四︶一九

二

二

誌三四︵四︶八七 八八一九八四
中国医学と道教︵善書について︶吉元昭治日本医史学雑誌

インドと中国との古医学における繋がり木村康一日東洋医

︵四︶八七一九八四

五一九八四
八明堂経Ｖに見る経穴の考察丸山敏秋日東洋医誌三四

折衷派の医学について安井広迪日東洋医誌一一一四︵四︶八

二一九八四

七︑︵三二︶一七

研究︵一二七︶一 八一九八四
中国古代医学の発展山田慶児全日鍼灸会誌三四︵一︶一
七一九八四
韓国近代東医学史李鐘馨東医学研究︵三一︶三四 三

大秦景教流行中国碑と医史学の接点大島智夫科学医学資料

一○一九八四

一貫堂医学と漢方舎山本巌展四日ｇ一一︵五︶二○五

ロ○房苫冒ａｍｇ一○︵一︶六一

中国医学の実践その臨床医学への応用目四号唖匡国営︒冨冒

三一五一九八四

雑誌三○︵二︶二○四 二○五一九八四
﹁オシャラク﹂狂犬病説に対する疑義松木明知日本医史学

八四

一○八一九八四

六八︑︵三一三

雑誌三○︵三︶三○八

一○一九

八四

宮廷人の医家補遺山田重正啓迪︵二︶八

一○三

林洞海と森鴎外と⁝︒：手島宰三小倉記念病紀一七︵一︶

二三三一九八四

安土桃山時代における吉田家と曲直瀬家の関係について安井

広迪日本医史学雑誌三○︵二︶二三一

亀井南冥と村井琴山木下勤日本医事新報︵三一三三︶
五六 九一一九八四

六六︑︵三一三三︶六五

Ｔ・ヘゼキール︵編︶北村智明・小関恒雄︵訳︶日本医事新

明治期御雇医師夫妻の生活ドクトル・シュルッェ夫人の手紙
報︵三一二八︶六三

七四︑︵三一五○︶六六

七○一九八四

七︶六八 七○︑︵三一四九︶七二

六七︑︵三一五己六七

山脇玄脩の門人たち取次人の動向を中心として竹下喜久男
日本近代の成立と展開四月三一 五五一九八四
組織学を創った人々ゴルジとゴルジ装置のものがたり藤田
尚男ミクロスコピア一︵一︶三二 三六一九八四
伝染病及び予防

三○一九八四

わが国最初のコレラ情報入手をめぐって宗田一医史研
︵五八︶二六

一八六二年︵文久二年︶麻疹の大流行と長州藩田中助一日
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三○︵二︶二一七 二一九一九八四
中国伝統医学修得学生の漢語学生の素養について小杉順一

日本医史学雑誌三○︵二︶二二四 二二六一九八四

︵二︶二二八 二三○一九八四

中国における〃医は仁術″の思想と史的変遷山本徳子日本
医史学雑誌三○︵二︶二二七 二二八一九八四
素間霊枢における気の研究家本誠一日本医史学雑誌三○
古医書における漢方の使い方

大柴胡湯大塚恭男︑菊谷豊彦︑長谷川弥人︑山田光胤日
本医師会雑誌九二︵四︶カラー図説一九八四
柴胡桂枝湯山田光胤︑菊谷豊彦︑長谷川弥人︑大塚恭男
日本医師会雑誌九一一︵五︶カラー図説一九八四

補中益気湯長谷川弥人︑大塚恭男︑山田光胤︑菊谷豊彦

日本医師会雑誌九二︵九︶カラー図説一九八四
﹁古医書における漢方の使い方﹂をはじめるにあたって長
谷川弥人︑大塚恭男︑山田光胤︑菊谷豊彦日本医師会雑誌

九一︵二︶カラー図説一九八四
清暑益気湯長谷川弥人︑大塚恭男︑山田光胤︑菊谷豊彦

日本医師会雑誌九二︵二一︶カラー図説一九八四
柴胡桂枝乾姜湯菊谷豊彦︑大塚恭男︑長谷川弥人︑山田光
胤日本医師会雑誌九二︵七︶︵八︶カラー図説一九八四
日本医師会雑誌九二︵九︶︵一○︶︵二︶カラー図説一

補中益気湯長谷川弥人︑大塚恭男︑山田光胤︑菊谷豊彦
九八四

小柴胡湯長谷川弥人︑大塚恭男︑山田光胤︑菊谷豊彦日
一九八四

本医師会雑誌九一︵一二︶︑九二︵一︶︵二︶カラー図説
中国医学史

︒ヘージ一九八四

メソポタミアの医学森優臨床と研究六一︵一︶赤

赤︒ヘージ一九八四

古代インドの医学森優臨床と研究六一︵二︶︵三︶

一九八四

医学西漸説森優臨床と研究六一︵四︶赤・ヘージ

古代の医師森優臨床と研究六一︵五︶赤ページ
一九八四

四

内経森優臨床と研究六一︵六︶赤ページ一九八

漢時代の医師森優臨床と研究六一︵七︶赤︒ヘージ
一九八四

四

脈説森優臨床と研究六一︵八︶赤・ヘージ一九八

赤・ヘージ一九八四

中国の古典医学の病理観森優臨床と研究六一︵九︶

八四

鍼術森優臨床と研究六一︵一○︶赤︒ヘージ一九

ジ一九八四

李樹芥森優臨床と研究六一︵二︶︵二一︶赤︒ヘー
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六七一九八四

一二一九八四

八六一九八四

一五七︑︵四︶四五○

史学雑誌一九︵二︶五四

四五五一九八四

四五一九八

五三一九八四

五九一九八四

岡山薬学夜学会および岡山県私立女子薬学校小山謄二薬

岡山の薬学教育史

田光男薬史学雑誌一九︵二︶四六

日本薬局方に見られた強心配糖体製剤・ジギタリスの変遷山

四

変遷山田光男薬史学雑誌一九︵二︶三七

日本薬局方に見られたアヘンアルカロイド製剤・塩酸モルヒネの

誌三○︵二︶一五六

くすりの歴史その使用価値の考察安江政一日本医史学雑

柳誠日東洋医誌三四︵四︶八五

薬性論の検討八内経Ｖ系医学における五味論の発展と変遷真

張仲景八味腎気丸の来歴をめぐって小曽戸洋他二名日東
洋医誌三四︵四︶八六一九八四

四

近世本草学と国産薬種宗田一実学史研究︵１︶一九八

葵・牡丹両紋入り薬箱酒井シヅ○回目ｇシｚ︵三一︶二
五一九八四

薬学

一八

ケシの渡来と津軽一粒金丹松木明知民族衛生五○︵付録︶

九三一九八四

麻酔学

五三五一九八四

三○七一九八四

六二︑︵三一三五︶六四

二九一一九

︵一︶九○

津軽の阿片に関する新知見松木明知日本医史学雑誌三○

一八一九八四

病院
啓迪︵二一︶一五

同志社病院・京都看護婦学校に関する二︑三の知見指宿照久
明治二一年︑名古屋鎮台の軍医らによって設立された恵愛医院

三一︵三︶五三一

愛知県における日本赤十字社前史佐久間温巳現代医学
一ツジ病院酒井シヅ手術三八︵一二︶一五○二一

九八四

グリ

四九︑︵三︶二九二

愛生館の機構について沼倉延幸日本医史学雑誌三○︵こ
四一

シュバイッァー病院清原章宏日本医事新報︵三一三○︶
六三 六六一九八四
︵一三三四︶五九

明治草創期大阪の桃山病院余話水原完日本医事新報

︽宮呂昌出目員⑦託︾︾目︺①蜀○届昌号門昌弔四号○﹈○四ｏ呉シ昌昌ＯＢく画目色

病理学

目胃凰ｇｇｓ扇冒・鴨曼旨昌冨シ●国目日本医史学雑誌三

○︵一︶二八 一○八一九八四
ロングの病理学史をめぐって難波紘二ミクロスコピア一
︵三︶一三六 一三七一九八四
仏教医学

杉田暉道日本医史学雑誌三○︵三︶二七七

肉食および菜食と仏教とのかかわりあい日本とインドとの比較
八四
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七

安楽散宗田一医薬ジャーナル二○︵五︶八二一 八

一九八四

南部絵暦宗田一医薬ジャーナル二○︵一︶五

﹃諸国産物令﹄について安江政一薬史学雑誌一九︵二︶
八五１九一一九八四

プリューゲル作﹃いざり﹄酒井シヅ手術三八︵三︶三二
○一九八四

私立岡山薬学校小山麿二薬史学雑誌一九︵二︶六○
六八一九八四

完全医薬分業ができなかった史的考究︵その一︶中室嘉祐
薬史学雑誌一九︵二︶九二 九九一九八四

航空医学酒井シヅ手術三八︵七︶八二八一九八四

一九○一九八四

一七八︑︵四こ一七二

一七四︑

二七一九八四

四一一九八四

三

古代史料中的十和咽喉病候物大俊中華瞥史雑誌一四

一九八四

李姪第︑馬伯英︑胡乃長中華醤史雑誌一四︵一︶一

方笈展中国佶統医学而努力工作ｌ紀念毛淨東同志九○周年誕辰

中国語文献

今昔物語の中の医学白崎昭一郎北陸医史五︵二︶四三
四七一九八四

︵二六八︶四○

医学の周辺﹃幕末早春賦﹄白崎昭一郎福井県医師会だより

会だより︵二六六︶二六

医学の周辺﹃医者と患者と病院と﹄白崎昭一郎福井県医師

二三一九八四

江戸時代の薬効比較試験計画宗田一和漢薬︵三七二︶
四 五一九八四
その他

一二五︑︵一二○︶一八三

六六

生命の起源研究外史長野敬からだの科学︵二九︶一
一九
〃診療報酬″物語

一九八四

診療報酬とは何か青柳精一ばんぶう四月六二

古代の医師とその報酬青柳精一ばんぶう五月六二
六五一九八四
一六二︑︵四○︶一七六

江戸時代の開業医青柳精一ばんぶう︵三九︶一六○

六一九八四

醇生白生平事迩与治学方法昊潤秋中華醤史雑誌一四︵一︶
七 九一九八四

︵一︶四

古代中国の医師たち青柳精一ばんぶう︵三六︶七四
七七一九八四

︵四二︶一九○ 一九二一九八四

律令医療制度の崩壊と開業医の出現青柳精一ばんぶう

二一九八四

八時ｖ病拾零五則那洪新中華書史雑誌一四︵一︶一二

一四︵一︶一○

王士雄生平考隣文彬︑江一平︑陳予舟中華書史雑誌

︵三八︶一八六 一九○一九八四
美術に現れた医と薬
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一三一九八四
一四︵一︶一四

一五一九八四

針灸防治狂犬病的坊史回頤和展望魏稼中華薔史雑誌

一六 一八一九八四

張錫純中西江通思想述評昊云波中華書史雑誌一四︵一︶

一九 二四一九八四

福建省肺吸虫病的笈現李友松中華嘗史雑誌一四︵一︶
我国古味鵜族医庁保健史的探吋張文寅中華醤史雑誌一四
︵一︶二五 二七一九八四

中国医学在伊朗岳家明中華醤史雑誌一四︵ここ八
三○一九八四

西方対疾病的圦沢和臨床診断形式的歴史回顧程之萢中華
醤史雑誌一四︵一︶三一 三四一九八四
四︵一︶三五

三九一九八四
一部兼有中医蒟和民族斑特色

李時珍対本草学整理方法的貢献李帥文中華醤史雑誌一

四五一九八四

的現存地方性本草謝宗万中華醤史雑誌一四︵二四

雄子八填南本草ｖ内容特色的探吋

○

五○一

八内経ｖ〃七篇大論伽成書年代新論ｌ据天文律歴史料源流探
九八四

那葆隼︑王理中華醤史雑誌一四︵一︶四六

八集験背疽方ｖ考趙正山中華醤史雑誌一四︵一︶五一
五三一九八四

金瓶素綾活井泉丁盤塘中華鰭史雑誌一四︵一︶五四Ｉ

五八一九八四
沌巫対医的控制

八医学巫源脱和医学起源問題ｖ読后解風

奎中華瞥史雑誌一四︵二五九 六○一九八四
有美巫的几点看法蒋信昌中華蟹史雑誌一四︵一︶六一
六五一九八四
︵二︶六五

七一一九八四

江弥孟河医派的形成和笈展黄埋中華醤史雑誌一四

砿河医派的遺風任勉芝中華醤史雑誌一四︵二︶七二
七四一九八四
福建医菊史料玻談前慎初中華醤史雑誌一四︵二︶七五
七七一九八四
七八

七九一九八四

淳子意生卒年和眼任考辨林培真中華醤史雑誌一四︵二︶

○

八一一九八四

淳子意生卒年的探吋何愛隼中華醤史雑誌一四︵二︶八

一代名医叶天士林功惇中華醤史雑誌一四︵二︶八二
八四一九八四
子午流注納甲法系統理論形成時期之商権李秋云中華醤史
雑誌一四︵二︶八五 八六一九八四

鈎烈︑董汲良︑陳亮中華醤史雑誌一四︵二︶八七

何廉臣生平及其対祖国医学之貢献柴中元︑陳天祥︑李
八九一九八四

刊約翰中華醤史雑誌一四︵二︶九○

九二一九八四

南通近代医学教育史料介紹一所山国人創力較早的医学専門学校
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九八一九八四

丹波一家対中医学術的貢献昊掴味中華醤史雑誌一四
︵二︶九三

藍醒生中華醤史雑誌一四︵二︶九九

一○三一九八四

内蒙古東部蒙医近代沿革追述ｌ蒙古鎮〃三寺〃簡介白乙拉︑

崔乱病原体的発現史陳我隆中華醤史雑誌一四︵二︶一
○四 一○六一九八四
︵二︶一○七

一二一九八四

古代医学典籍ｌ挨伯斯紙草書昊克談中華醤史雑誌一四
我国古代少数民族地区的変物初探熊同栓中華爵史雑誌
一四︵二︶二二 二六一九八四
一二○一九八四

我国厨代蔚事管理概述徐洪鼎中華醤史雑誌一四︵二︶
一一七

明刊珍本八幼科類華ｖ初考順延ｒ中華醗史雑誌一四
︵二︶一二一 一二二一九八四
一二三

一二六一九八四

汲代仙人炊玉泉銅鏡浅説周世茱中華鰭史雑誌一四︵二︶

一二八一九八四

八洗冤集録ｖ美課本評介頁瀞濤中華醤史雑誌一四︵二︶
一二七

一三二一九八四

中蒋蔵紅花歴史源流考高暁山︑馬堪温中華醤史雑誌
一四︵三︶一二九

誌一四︵三︶一三三 一三八一九八四

列思迩生年考辨︲胡乃長︑李経緯︑胡昭衡中華醤史雑

醤史雑誌一四︵三︶一三九

一四○一九八四

名医播道根倦略及著作考胡尤才︑張炎︑陳北弘中華
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五四
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華醤史雑誌一四︵三︶一六二

一六七一九八四
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雑誌一四︵三︶一七六 一八○一九八四
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一 一八二一九八四
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一四︵三︶一八六
一八九一九八四
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華醤史雑誌一四︵三︶一九○ 一九三一九八四

八古回鵲医余病治庁手冊ｖ的医史价値洪武狸中華欝史雑
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一四︵四︶一九三
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四︵四︶一九七 二○○一九八四

陳莞道八街寒辨狂ｖ含探弥礼等中華磐史雑誌一四︵四︶

二四二一九八四

王孟英年表王紹東中華醤史雑誌一四︵四︶二○一
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帛朽八阻旧肱死候ｖ和八夷枢・経肱篇ｖ余目波中華醤史
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華醤史雑誌一四︵四︶二五一 二五四一九八四

二四八

坪介八中国医学簡史ｖ余滅螢中華醤史雑誌一四︵四︶

一四︵四︶二四五

雑誌一四︵四︶二四三 二四四一九八四
武淡践演対八街寒沌ｖ研究的貢献江一平等中華醤史雑誌
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糸莞徐氏医事墳考刈竺田中華鰐史雑誌一四︵四︶二○

二 二一三一九八四

朱丹渓弟子考略方春阻中華醤史雑誌一四︵四︶二○九
二二一九八四
元代名医王汗事略万方中華醤史雑誌一四︵四︶一二

四 二一五一九八四

扁鵲医学活劫探吋寳福隼中華醤史雑誌一四︵四︶二一
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