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華岡鹿城末裔所蔵の「華岡門人録」について（2）

梶谷　光弘
島根県出雲市立斐川西中学校

美濃

 　　　　　　中嶋郡大浦村 野口文五

 　　　　　　羽栗郡不破一色村 佐藤円仲

 　　　　　　安八郡津村伊尾川通沢渡村

自御船場木曽路追分迄之処 安田亮助

 　　　　　　羽栗郡森村 渡辺仲順

   今改鈴木量庵

 文化九申歳　本巣郡穂積村 宝光寺俊台

 同十二亥年　武儀郡下有知村 後藤貞造

   今住岐阜

 同十三子年　山県郡高木村 山田承民

 同年　　　　本巣郡上本田村 久納源信

 同十四丑年　山県郡三輪 後藤養元

合 文政二卯歳　加納宿 左合禹内

同 同四巳年　　同所 羽田隆升

同 同年　　　　小嶋庄野中村 宮部玄泰

 同号五午歳　本巣郡 加藤俊景

 同年　　　　安八郡今ケ淵村 安藤周貞

 同六未年　　 窪田玄達

 同年　　　　中嶋郡新井村 山川良益

合 同年　　　　羽栗郡足近北宿村 田中順蔵

 同年　　　　厚見郡加納 藤田昇平

 同年　　　　羽栗郡不破一色村 三嶋良策

 同七申年　　山県郡三輪村 後藤良斎

合 同年　　　　武儀郡下有知 横山敬造

 　　　　　　恵那郡加子母村 伊藤礼助

同 同年　　　　本巣郡十八条 林　俊平

 同年（号）八酉歳　政田村 高木淳碩

 文政九戌年　安八郡津村 安田次三郎

   改孝平

 同年　　　　厚見郡中嶋村 伏見貞次

 同十亥年　　大垣田町 吉川宗元

 同年　　　　方県郡栗野村 原井周済

 同年　　　　海西郡長久保村 佐藤民治

 同十一戊子（年）秋

安八郡二ツ木 土岐順昌

 同年　　　　方県郡木田村 長屋　要

 同年　　　　同郡小熊村 大野玄通

 同年　　　　羽栗郡足近南宿 水谷春清

 同年　　　　厚見郡茜部村 竹内貞碩

 天保五年　　加茂郡鋳物師屋村 早川健蔵

 同六（年）二月　山県郡三輪村 後藤斎介

 同年同月　　同所 後藤周吉

 同九戌年十月　厚見郡佐川村 青木有益

合 弘化二年　　可児郡兼山村 土木伊織

 同三年九月　厚見郡岐阜 後藤禎造

合 嘉永二年酉三月　羽栗郡柳津村 伊藤貞斎

同 同五年子四月九日

厚見郡日置江村 青木亮釆

同 安政四年二月二十二日　大垣綾野 若山蓁碩

同 文久元年酉四月二十一日

安八郡今尾竹腰兵部少輔家中 小林礼輔

合 慶応元乙丑（年）九月十三日

山県 渡辺省吾

同 同二年丙寅正月九日　大垣藩 黒田玄通

飛弾（騨）

 文政三辰年　高山台（一）之町 木村秀民

合 同四巳年　　同所 吉岡秀益

 同六未年　　益田郷上呂村 今井清吉

 同八酉年　　高山三日市 木下周輔

春 弘化元年十二月　高山 円山東逸

同 同二年六月十二日

岡大野（ママ）郡山田村 都竹元説

同 元治元甲子（年）二月中旬

高山住　木下周輔男 木下周吉
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同 安政三（年）十一月十二日

勢多郡駒形駅 内田春斎

合 慶応三丁卯（年）三月十一日

新田郡太田町 岡　太仲

下野

 文化十三子年　那須郡芦野 内田道仙

 同十四丑年　同郡日光鉢石町 亀卦川東作

合 同十五寅年　喜連川 上野周助

同 天保五（年）十一月

那須郡黒羽大関伊予守藩 金枝道作

同 嘉永六丑年五月十七日

都賀郡鹿沼駅 片桐弁安

春 文政（ママ）二戌（年）十月

津（都）賀郡和田庄 須天燕斎

陸奥

 文化三年　　南部岩手郡盛岡 熊谷良順

 　　　　　　同北郡川内 菊池寛造

 　　　　　　津軽青森 藤林潜蔵

 　　　　　　仙台伊具郡角田 佐藤元安

 　　　　　　仙台西盤井郡山ノ目駅

 鈴木玄竜

 　　　　　　津軽黒石 益田幽斎

 　　　　　　南部閉伊郡大槌町 三浦蠧斎

 　　　　　　同郡山田村 藤井簡斎

 　　　　　　同二戸郡福嶋（岡） 田中了和

 同七午年　　一関 熊谷秀益

 同八未年　　仙台栗原郡石起（越）村

 千葉良蔵

 同年　　　　同西岩井郡山目 小林玄格

 同九申年　　同伊沢郡 佐藤恕清

 同年　　　　南部閉伊郡宮古鍬ケ崎湊

 平井東逸

 同十酉年　　仙台伊沢郡目呂木村

 小野寺柳津

 同十一戌年　会津若松新道 板橋昌庵

 同年　　　　松前馬形中町 小川良節

 同年　　　　一ノ関家中 千葉理安

 同年　　　　津軽弘前家中 松野因策

合 同年　　　　仙台東山大原 三浦雄次郎

同 同年三月二十四日　益田郡萩原 戸谷春堂

信濃

 　　　　　　川中嶋小森沢村 番場道安

 文化八未年　松平因幡守家来 堀江玄三

 同年　　　　同 宮坂恒元

 同十酉年　　伊奈郡小野村 今井元亮

合 同年　　　　諏訪小和田町 平賀方輔

同 同十二亥年　松本 堀内玄堂

同 同年　　　　高達 中村玄溪

同 同年　　　　松本 三村栄順

同 同十三子歳　飯田 山岸隆中

同 同年　　　　塩尻駅 川久保省吾

 同年　　　　松本 下村敬節

 同十四丑年　仲伊（ママ）郡高遠 細田秀泉

合 同年　　　　上諏訪 鱸沢周楨

 同十五寅年　同郡高遠 松沢順台

同 文政三辰年　松本 下条泰助

同 同五午年　　同所 下条通仙

同 同年　　　　 住山友賢

 同九戌歳　　伊奈郡飯田 佐竹乾造

 同十亥年　　松本藩 堀内桂造

 同年　　　　松本藩 堀内俦司

 同十一子歳　安曇郡高松 高山芳弥

 同年　　　　伊奈郡小野村 今井春亮

 天保三辰年　松本 近藤雄太郎

 同四年　　　木曽福島 今井桃庵

 同四年　　　小県郡下糸村 木内玄益

合 嘉永二年酉閏四月　高遠藩 唐木隆碩

同 安政三年二月十二日　木曽福島

 桃庵男　今井桃春

同 同年九月三日　同所 秋元一庵

合 慶応元丑年七月二十三日　松本藩 堀内玄堂

上野

 文化七午年　前橋駒形駅 内田忠助

 文政五午年　勢田郡上増田村 岡田敬輔

 同十三寅年　群馬郡渋川 木暮五十槻

 同年　　　　吾妻郡大塚村 吉田忠徳

合 嘉永四亥年十月十四日　駒形駅 内田忠順
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同 同三年五月二十五日

南部盛岡藩 槙　玄範

同 同四年十二月十一日

津軽弘前藩 佐々木元亨

同 同号六年五月二十九日

会津藩 高橋順甫

同 同号七年三月十四日

津軽郡板柳村 会津玄淳

   改賢亮

同 万延元申年十月二十二日

同鯵ケ沢 多田文齢

同 同年同日　　同所 花田李庵

同 文久二戌年二月二日

松前熊石村 小島岱二

同 同年閏八月二十五日

仙台宮城郡小路 木村桜洲

春 元治元甲子（年）四月十三日

仙台 八嶋三禎

合 慶応二年寅五月朔日

会津 橋爪玄益

同 同年五月二十五日

会津蒲原郡津川町 江川求善

出羽

 文化五辰年　秋田仙北郡六郷村 藤井貞民

 同九申年　　秋田佐竹右京大夫臣 内倉南省

 同十一戌年　同家中 神保玄察

 同十二亥年　米沢新戸 大貫嘉門

 文政七申年　秋田家中 北島元養

 同年　　　　上ノ山松平山城守臣 村山玄孝

 同十一子（年）七月三日

村山郡最上山形 武田祐碩

 同十二丑歳四月十八日

米沢置賜郡黒沢 渡部吉弥

 同年五月二十三日　米沢藩 桑嶋貞伯

 同年十月朔日　村山郡山家村 斎藤信輔

 天保四年　　村山郡柏倉 伊藤玄啓

合 同十三（年）五月　秋田久保田 中村省隣

同 同十四（年）五月

村上（山）郡寺津村 大木勝仙

同 弘化三年五月　秋田久保田通町 田口三碩

 同十二亥年　同栗原郡石越村 曽根玄珉

 同年　　　　同気仙郡盛町 鈴木東沢

 同十三子年　仙台城下本柳町 西村理水

同 同十四丑年　同伊貝（具）郡角田 佐藤玄泉

 同十五寅年　同白石片倉小十郎家臣

 佐久間寿庵

 同年　　　　同所片倉小十郎臣 宗方寿専

 同年　　　　同城下本荒町 猪股松順

 同年　　　　会津藩 平井良伯

 同年　　　　若松 高久長庵

 文政二卯年　仙台角田 大氏東庵

合 同三辰年　　同家中 村山寿真

合 同年　　　　同宮城郡塩竃 高階涅春

 同年　　　　同宮城郡泉 榎本寿石

 同四巳年　　菊田郡泉本多弾正少弼家中

 江尻玄磯

 同五午年　　仙台志田郡三本木駅 伊東文叔

 同年　　　　同一ノ関東山 菊池純甫

 同六未年　　同伊貝（具）郡丸森 横山良喜

 　　　　　　仙台家中 藤倉丹治

 同九戌年　　仙台牡鹿郡石ノ巻 鈴木秀甫

 天保二卯年　仙台 長江元庵

 同五（年）　 三春秋田信濃守臣 三輪玄雄

合 同六（年）七月　仙台医官 勝田寿軒

 同七年三月　伊沢郡水沢 小野玄碩

 同年同月　　同所 村上玄英

春 同十一年三月　柴田郡槻ノ木町 志賀松栄

合 同十四年二月　盛岳領野辺地 木村良策

同 同年閏九月　津軽弘前 三上道隆

同 弘化二年六月　同所 手塚右一

同 嘉永元年　　同 吉田宗珉

合 弘化四丁未年　仙台百騎町 石井量平

合 嘉永二年閏四月　仙台白石 宗方俊安

春 同年五月二十三日

同遠田郡長岡ケ村 石津玄泰

合 嘉永三庚戌年八月二十七日

津軽弘前亀甲町 吉村尚庵

同 同号五子年閏二月十三日　同所 神　元章

春 同六年丑六月三日　守山家中 今泉玄栄

同 安政二乙卯年四月六日　相馬藩 大和田玄董

合 同年十二月朔日　津軽青森安方町 窪田文璀
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合 同年　　　　三国 林　栄蔵

 同十五寅年　福井藩 橋本春貞

合 文政元寅年　同藩 引間圭庵

同 同四巳年　　鯖江間鍋下総守藩 窪田哲斎

同 同八酉年　　三国 栗田永助

同 同号九戌年　丸岡藩 合屋祐雪

 同十一子歳　今立郡府中 加藤良平

 天保三辰年　三国 栗山寛造

 同四年巳歳　福井臣 橋本春造

 同三年　　　 加藤周益

 同四年　　　福井臣 栗崎良叔

 同年　　　　同所 藤田龍庵

 同号五年　　勝山小田原相模守藩 谷　三宜

合 同号十四（年）二月　足羽郡福井 田中図書

同 弘化三年九月　今立郡下新庄村 福岡謙蔵

同 嘉永四亥年七月二十四日　福井藩 橋本左内

合 安政二年八月十八日　福井藩 大橋玄樹

同 同号三年四月十二日　三国湊 八木徹造

春 同号六年十月八日

大野郡木本領家村 加藤龍庵

合 慶応二丙寅（年）五月六日

丹生郡内之郡村 堀田貞策

同 同号三年卯三月十四日

川北吉田郡 五十嵐孝庵

合 慶応三年卯三月二十三日　福井 吉田　健

加賀

 文化　　　　金沢竪町 宮河順達

 同六巳年　　同森下町 内山九折

 同七午年　　同竪町 中野通庵

 同八未年　　石川郡水島村 石黒渓輔

 同年　　　　金沢小立野 山本玄中

 同九申年　　金沢伝馬町 中岡分碩

 同年　　　　松平加賀守藩 今井昌軒

 同十酉年　　同小立野石引町 片山大安

 同十二亥年　同犀川 靍見慶輔

 同十一戌年　小立野石引町 堤　清安

 同十二亥年　小松松住町 吉浦元敬

 同年　　　　能美郡湯屋村 二井沢元修

 同十三子年

金沢立町村井久兵衛臣 坂　周庵

同 同年九月　　庄内亀ケ崎 風間周達

合 同四年　　　秋田郡久保田 鈴木玄迨

同 弘化三年　　庄内 浦川宗伯

同 嘉永元年　　同亀ケ崎 須田莱三

同 同三戌（年）三月二十六日

□□（秋田カ）仙北郡大曲 藤井正亭

 同七年寅正月十九日　天童藩中 高橋正庵

合 安政三年二月十八日　庄内靍ケ岡 大津善庵

同 同年四月二十九日　米沢黒沢村 渡部玄松

同 同号四年四月六日　秋田藩 稲見升機

同 同歳同月十九日

庄内靍ケ岡五日市 久嶋祐諦

同 同年七月九日

庄内飽海郡酒田本町 伊東文郁

同 同年十月念一日

置賜郡米沢館山口 桑島松白

同 同年十一月十五日

村山郡山形十日町 斎藤三折

同 同年同月同日　同所 細谷米山

同 文久元酉年九月十九日

秋田横手戸村十大夫内 中村東朔

同 文久二年戌三月朔日

秋田山本郡能代町 伊藤立斎

若狭

 文化八未年　小浜 今井才蔵

 　　　　　　同福岡町 吉井文吾

 同号十一戌年　小浜藩 近藤恕庵

 文政九戌年　小浜福岡町 吉井文圭

 同十三寅歳秋　大飯郡高浜 人見周輔

 天保九戊戌年正月　小浜藩 松山新次

 同十二年正月　同藩 吉井恕輔

合 弘化四年三月　同藩 中堂敬輔

春 安政二乙卯年二月二十六日

大飯郡石山村 杉谷崇敬

合 元治二乙丑（年）三月九日　小浜 木崎由軒

越前

 寛政九巳年 石堂　鼎

 文化十酉年　南条郡牧上村 神山勇斎

 同十三子年　福井藩 岩佐玄珪
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同 同年同月　　同所 南保玄隆

合 同三年四月十二日

小松京町横町 田中発次郎

同 同四年八月二十九日　金沢藩 井上匡平

春 同五年十月十日　同犀川竪町入口 中野益庵

同 同年同月日　同処 簗田方安

合 同号六年三月二十七日　大聖寺藩 樫田玄叔

同 文久二戌年四月十一日　同処 谷口正庵

同 元治元年子三月二十五日　同処 樫田玄随

同 慶応二年三月二十四日　同処 田部育蔵

同 同年四月二十一日　大野 中野丈益

能登

 文化十四丑年　奥（ママ）郡馬場村 伊藤晋成

 文政元寅年　羽喰（咋）郡神代川尻

 渡部新斎

 同十二丑歳　羽喰（咋郡）安津見村

 小林常庵

合 嘉永五子年三月十七日

同郡大念寺村 駒井泰蔵

同 安政四年五月二十七日

鈴郡飯田村 佐野順亨

越中

 文化十一戌年　射水郡三十三箇村 館　玄龍

 文政三辰年　富山 西野大珉

 同四巳年　　射水郡中老田村 滝　文亮

 同年　　　　水橋 岩城猷助

合 同年　　　　射水郡小白石村 石川良元

 同六未年　　高岡 土肥泰蔵

合 同年　　　　婦負郡杉谷村 多田茂三郎

 同十亥年　　砺波郡杉木新町 中西通玄

 天保二卯歳　同郡七社村 大谷俊造

 同三卯（ママ）年　 加藤周益

 同四年　　　富山藩 井口寿安

 同年　　　　同所 順泰事　高野賢順

合 同五年正月　新川郡魚津 高松順元

 同年三月　　砺波郡西部金屋村 高畠貞輔

合 同七年五月　同郡柳瀬新町 斎藤宗玄

 同十五年四月　杉木 高畠東斎

 同年　　　　同 深山要人

合 同十四丑年　小松西町 小林伯順

 同年　　　　同横山三郎臣 森　良斎

合 同年正月十一日　金沢 洲崎順安

 同十五寅（年）　小松 下秋周庵

 文政三辰年　金沢藩 長谷川学方

春 同四巳年　　大聖寺々町 稲津桂輔

 同号五午年　松任 池田一平

 同六未年　　同伝馬町 宮本慶造

春 同八酉年　　大聖寺藩 樫田順格

 同年　　　　同所 五十嵐康造

 同年　　　　石川郡鶴来村 鈴木主税

 同九戌年　　金沢長甲斐守臣 小林意三

 同年　　　　同奥村丹後守臣 吉岡条平

 同十亥年　　金沢藩 松田常安

春 同十二丑年　大聖寺 ○樫田玄介

   改弘碩

 天保元卯（ママ）年　金沢 川崎誠斎

合 同十二年辛丑五月

同津田乙三郎家医 二木良中

同 同十五年五月　同小立野 高嶺幸哉

同 弘化二年十月　小松京町 広田元順

同 同号三年四月　金沢安江丁 小柳順伯

春 同号三年四月二十二日　大聖寺 稲津俊造

合 同三年五月　小松西町 安藤立斎

同 同年六月　　金沢御小人町 ○渡辺俊道

同 同四年三月　能美郡任田村 山田幸伯

同 嘉永二年六月十九日

金沢白銀町 ○石川礼美

 同号三年戌三月二十八日

金沢西町 ○栗崎廉蔵

春 同年十一月　小松 森　良斎

同 同四年辛亥三月二十六日

倉沢味噌倉町 高木学純

同 同年十月十四日　金沢藩 端　丈吉

合 同五年壬子二月二十九日　同 清川洋元

春 同年六月七日　大聖寺藩 早水玄章

合 同六年丑五月九日　金沢藩 高沢元簡

春 同七年寅七月　同藩 長谷川有方

同 安政二年乙卯四月十三日　同所 二木東庵

同 同年同月　　同藩臣 石黒道以
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同 慶応二丙寅（年）七月二十三日

高田藩 藤林玄仙

佐渡

 文化九申年　雑太郡相川 猪坂尚逸

 同十二亥年　川原田村 中山顕民

 同十四丑年　雑太郡小倉村 菊池東純

 文政四巳年　同郡相川陣屋附 太平昌清

 同五午年　　加茂郡新穂町 後藤容安

 天保八年五月　雑太郡新町 山本　桂

丹波

 文化八未年　氷上 岩崎玄朝

 　　　　　　亀山余部村 荻野真卿

   今住于浪華

 同年　　　　松平紀伊守藩 若林玄齢

 同年　　　　福知山在和久市 岩佐隆軒

 同年　　　　同所在猪崎村 中村秀敬

 同年　　　　亀山河原町 深海亀六

 同十酉年　　天田郡日置村 高松源明

 同十三子年　園部藩 村瀬貞治

合 同年　　　　亀山藩 岩崎義輔

合 文政元寅年　桑田郡保津村 村上延蔵

 同四巳年　　 平野金吾

同 同六未年　　亀山 人見大六郎

同 同七申年　　何鹿郡里村 木下文敬

 同八酉年　　笹山 渡辺尚賢

 同九戌年　　笹山藩 渡辺岩雄

 同十三寅歳　船井郡上野村 山崎良仲

 天保二卯年　福知山 足立健蔵

合 弘化二年二月　亀山 岩崎　環

同 同三年午三月十五日　天田郡細見 長沢隆元

同 嘉永元申（年）十月

氷上郡新江村 近藤謙斎

同 同号四辛亥年正月二十二日

何鹿郡栗村 長岡啓介

同 同年二月晦日　綾部藩 由良玄朔

春 万延元申年八月二十日

船井郡園部村 森　周達

合 弘化三年三月　天田郡細見 長沢隆元

合 弘化四丁未年五月十六日

砺波郡福光 香川玄龍

同 同年同月二十二日　同郡今石動 毛利伯龍

 同三年四月九日　婦負郡上井沢村 渡辺順碩

 嘉永二年酉二月　砺波郡今石動 九鬼秀達

合 同年閏四月二十八日

射水郡三十三ケ村 館　玄達

春 同三戌年四月朔日　富山荒町 西野彦祐

同 同号七寅年七月　東水橋 岩城猷輔

合 同年八月十七日　砺波郡福光村 宮永龍之助

同 同年十月五日　射水郡氷見中町 宮崎忠蔵

同 安政二（年）九月五日

新川郡魚津駅 阿波加修吾

同 同七年三月　射水郡殿村 石須良爲

同 文久元酉年四月七日　新川郡滑川 神保周介

同 同号三亥年二月二十七日

富山中町 黒田昻庵

同 元治元年甲子十月十三日

射水郡放生津 入江元周

同 慶応元乙丑（年）閏五月十二日

射水郡三十三ケ村 館　玄達

同 同年九月十三日　同郡堀岡村 竹脇玄伯

同 同号三丁卯（年）三月二十六日

新川郡沢新村 藤木龍斎

越後

 享和元年　　魚沼十日町 服部道斎

 文化六年　　魚沼郡 石坂松庵

 　　　　　　三嶋郡脇野町 新保宗仙

 　　　　　　村松堀丹波守藩 工藤玄味

 同十二年　　蒲原郡酒屋町 北上景太

 文政十亥年　糸魚川松平日向守内 相沢文仲

 天保三辰年　蒲原郡三条 佐藤寛吾

合 弘化二年二月二日　頚城郡高田 村松芳渓

同 嘉永二年酉三月　蒲原郡亀田村 斎藤章庵

春 同六丑年十一月十日

新発田郡（藩カ）溝口主膳臣 鏡淵秀之進

合 安政四年三月十九日

蒲原郡三条駅 佐藤玄良

春 同五年　　　魚沼郡上田庄中村 宮田準亭

合 同六年三月二十三日　長岡藩 佐藤敬斎
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同 安政四年六月十五日　同 杉立内蔵太

因幡

合 文政七申年　八東郡安井村 松岡玄昌

 天保二卯年　鳥取 安井直衛

同 同五年午二月　同所 ○浜部賢隣

同 同六年未五月　同所 猪股洞敬

 同号九（年）戌九月　同所 堀田尚賢

 同号九（年）戌閏四月

同鹿野海道 沢　令輔

合 同十一年庚子二月　鳥取 辻中元栄

   今改称文哉

同 同年四月　　同処 ○草野良栄

同 同号十三年寅九月　同処 牧野元丈

 同号十五辰年四月　同処本町 石田良中

合 弘化三年午四月　同若桜町 遠藤清渓

同 同号四未年十月　同立川 浦木春林

同 嘉永元年十月　鳥取藩 岸　雲昇

同 同二年酉正月　同藩 ○遠藤元秀

同 同三年戌七月十一日　同所 柿田東林

同 同年同月十七日　同若桜町 津村友賢

同 安政三年四月二十八日　同豆腐町 黒川静雲

同 同六年三月二十五日

同片原一丁目 遠藤清林

同 万延元申年九月十日

気多郡紙屋村 ○勝田玄瑞

同 文久元年酉四月八日

鳥取藩伯州米子詰 大谷健斎

同 同号三亥年三月二十八日

同大工町 小林文仲

同 同年四月二十九日　同処藩臣 三浦　具

同 同年八月二十九日　同藩 ○牧野文昌

同 同年九月十五日　同藩 遠藤春庵

合 慶応二年寅七月十九日　鳥取藩 黒川樹平

同 同号三年十月十二日　同藩 富浦元義

伯蓍（ママ）

 文化八未年　米子紺屋町 木嶋修蔵

 同十二亥年　会見郡浜之目竹之内村

 渋山長寿

 同十三子年　日野村（郡）霞村 久代円助

 嘉永五子（年）五月六日

氷上郡絹山村 長沢周祐

合 慶応元乙丑（年）五月二十日

多紀郡佐貫谷村 曽我部桂二

春 同年閏五月二十九日

和知丹（ママ）郡市場村 山内蔦吉

合 慶応二年寅正月十三日　福智山 足立道載

同 同年十一月四日　殿田村 石川宰次郎

丹後

 文化六巳年　宮津 三上順道

 同十酉年　　与佐郡伊根浦 小西隆慶

 同十三子年　宮津 三上舜民

 同十四丑年　田辺平村 津田隆助

合 文政元寅年　加佐郡内宮 的場本立

 同五午年　　中郡周枳村 中川文平

 同六未年　　同所 嵯蛾見龍

同 文政九戌年　宮津藩 小林文策

 同十三寅年　田辺藩 植木藍斎

 天保二辰（ママ）年　加佐郡 宮島玄道

合 同八年　　　田辺 田中安造

同 嘉永五年子三月四日

加佐郡市場村 市場汝平

同 同年九月十九日　熊野郡海士村 辻　学而

但馬

 享和三亥年　養父郡石原村 井上貞次

 文化八未年　同郡浅野村 橋本元貞

 同十酉年　　朝来郡和田山 井口健三

 同十二亥年　気多郡国府市場村 国屋敬徳

 同十三子年　出石藩 池口純吾

 同十四丑年　同藩 杉立以成

 文政五午年　出岩（ママ）藩中 池口中怒

 同七申年　　七味郡 田中習悦

 文化十酉年　朝来郡与布土村 奥　文台

 文政八酉年　気多郡北（比）垣村 岡田叟次

 同十亥年　　出岩（ママ）藩 百瀬李庵

 同十二丑年　城崎郡湯嶋村 西村方助

 同十三寅年　七味郡日影 片岡馬石

 天保六（年）四月　美含郡竹野村 古川元良

合 同十一子年五月　出石藩 池口徳郎



408 日本医史学雑誌　第 58巻第 3号（2012）

同 同五年四月二十八日

八橋郡八橋町 石田慶造

同 同六年七月二十三日

日野郡宮原村 大江雄斎

同 同七年四月六日　汗入郡淀江 村田　晋

同 同年六月晦日　同所 谷村　亨

同 万延元申年八月十四日

八橋郡八橋 今村鉄太郎

同 同年八月二十五日　同郡赤崎駅 池本謙貞

同 文久二戌年二月二十五日

会見郡米子立町 吉井俊英

同 同号三亥年八月二十四日

同郡西村 大江角之丞

合 元治元年子三月二十八日

会見郡境之津 里田誠甫

同 慶応三年卯三月二十三日　伯州境 池淵恕平

同 同年五月十一日　米子藩 福嶋　淳

同 同年十一月十五日

会見郡富益村 佐々木泰寿

出雲

 文化六巳年　能儀（義）郡広瀬 高橋以忠

 同年　　　　同所 市川恭庵

 同八未年　　神門郡萩（荻）原村 西山砂保

 同年　　　　楯縫郡東福村 中嶋道順

 　　　　　　松江藩 岡谷東民

   小池文専

   竹田周貞

   古瀬玄廸

   小林文慶

合 同年　　　　出雲郡神立村 石塚此面

同 同年　　　　同郡今在家村 広瀬玄廸

同 同八酉（ママ）年　同郡神守村 樋口寿山

同 同年　　　　楯縫郡平田町 長崎正伯

同 同年　　　　同郡国富村 太田祐才

 天保四年　　母里 大森泰輔

合 同六（年）正月　同所 大森加善

同 同七年七月　嶋根郡松江片原町 梶谷昌軒

 同号九戌年六月　神門郡古志村 飯塚養運

同 同号十一子年五月　仁多郡竹崎村 鈴木景順

同 同十二年辛丑正月　飯石郡給下村 井上橘水

 同十四丑年　同郡阿昆縁村 木下立策

 同十五寅年　会見郡境村 里田波江

 同年　　　　同郡渡村 渡辺元昌

 同年　　　　同所 門脇繁美

合 文政二卯年　倉吉 本城栄次

同 同号五午年　淀江 生田元良

同 同六未年　　河村郡長瀬村 橋田謙道

同 同年　　　　会見郡竹之内村 武良立原

同 文政九戌年　同郡外江村 竹内祐造

同 同年　　　　同郡森岡 永井春林

 天保二卯年　久米郡倉吉 湯浅春林

 同五年正月　会見郡下三柳村 高木新仙

合 同十一年子五月　同郡富益村 佐々木泰寿

同 同年同月　　日野（郡）印賀村 大淵左京

   於春林軒改称三折

同 同年八月　　同郡下石見村 杠　禎壮

同 同十二年辛丑八月日（ママ）

久米郡出畑村 岩間周平

同 同十三年三月　会見郡幸之神村 岡　隆造

 同十四年四月　同郡諸木村 米原宗純

 同年同月　　同郡日吉津村 須山啓蔵

合 弘化四年四月　同郡西福原村 久野大順

同 同年六月　　同郡西村 大江恕敬

合 同年同月　　同郡車尾村 柄川啓斎

同 同年十一月　汗入郡稲光村 鈴木謙二

同 嘉永元年申五月　日野郡下石見村 杠　元栄

同 同号三年戌八月二十三日

松崎上町 松田昌逸

同 同号六丑年十月十日

八橋郡土火崎村 伊藤貫造

同 同七寅年三月十日　会見郡中之村 景山良斎

同 同年同月二十三日

同郡渡里（ママ）村 渡辺元昌

同 安政（二）乙卯年二月十五日

同郡八新庄村 生田良仲

同 同年三月十六日　汗入郡所子村 生田賢造

同 同号三（年）五月八日

河村郡橋津村 滝川官庵

同 同四年四月十日　会見郡諸木村 米原春平

同 同年同月十九日　久米郡国府村 馬場文碩
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 同十四丑年　那賀郡三隅 ○大橋仰軒

 同十五寅年　銀山領大国村上ケ 田平文斎

 文政元寅年　同邑智郡川本村 宗岡見忠

 同三辰年　　浜田領 永田見沖

 同六未年　　銀山領邇摩郡福光湊 笠井見習

合 同八酉年　　邇摩郡 多田　屯

 同十二丑年　銀山領宅野村 和田見達

同 天保六年七月　浜田領市山 湯浅元冥

 同九年戌七月　津和野 蔵田良哉

 同年十月　　浜田藩 小島興庵

 嘉永二年酉三月

同領三隅奈賀（ママ）郡目崎村 大橋義助

 同（年）九月十四日　同領鍋石村 岡本圭輔

 同年同月日　同領敬川村 山本道一

 同号七寅年七月五日

美濃郡益田村 中村恭安

合 安政二年乙卯四月朔日

浜田美和首町 ○吉浦春洞

同 同年五月七日　銀山領君谷 小田道之輔

同 同年同月八日　浜田藩 阿部養庵

同 文久二戌年四月三日

那賀郡小笹村 三浦慶太郎

同 元治二年丑四月十五日

浜田領邑智郡下口羽村 田中洞崖

合 同日　同処 三見上道見

同 慶応元年丑六月十一日

浜田領疋見東村 中村養軒

隠岐

 文政九戌年　嶋前 渡辺良蔵

 天保三辰年　越智郡 佐々木良卿

   渡辺久蔵

同 同年六月　　神門郡武志村 太田多沖

同 同十五年三月　木次 錦織玄道

同 嘉永三戌年五月十一日

神門郡小田村 井上淳達

同 同五年子五月十九日

嶋根郡三保関 井上謙造

同 同六年丑二月三日　神門郡今市町 小林友庵

同 同年四月十一日　同郡指海村 西原俊庵

同 安政三年八月二十三日

島根郡本庄町 菅　文叔

同 同年九月五日

能儀（義）郡布部村 舟木俊造

春 同号四年四月十一日　広瀬藩 川井春水

合 同年閏五月三日

能儀（義）郡母里 大森加善

同 同年六月十五日　秋鹿郡上大野村 清水順民

同 同五年六月八日

能儀（義）郡荒島村 米原文質

同 文久三亥年二月二十六日

意宇郡大根嶋 岩田玄真

同 元治元年甲子六月十四日　松江藩 牧内典礼

合 慶応元丑年五月七日

楯縫郡平田村 牧野春斎

同 同号三年卯三月三日

仁多郡亀嵩町 福嶋元恭

石見

 文化十酉年

中（那賀）郡津和野領都川村 岡本見道

 同十一戌年　浜田藩 石原正迪

 同年　　　　銀山領大国村 久利元長

 同十二亥年　浜田藩 石川甫淳

合 同十三子年　日貫村 静間省吾


