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荘田文庫目録

73点、300冊

no 請求記号 書名等 巻 資料ID

1 Sh-1

醫師の來る迄 : 一名救急方 / ジヨージ・エッ

チ・ホープ著 ; 楢林建三郎譯 -- 吉岡平輔 : 阪田

傳七, 1874

巻之上 1874 050200102716

Sh-2 醫師の來る迄 : 一名救急方 / ジヨージ・エッ 巻之中 1874 050200102717

Sh-3 醫師の來る迄 : 一名救急方 / ジヨージ・エッ 巻之下 1874 050200102718

2 Sh-4
醫事或問 2巻 / 吉益東洞著 -- [書写者不明], [書

写年不明]
巻之上 1--- 050200102719

Sh-5 醫事或問 2巻 / 吉益東洞著 -- [書写者不明], [書 巻之下 1--- 050200102720

3 Sh-6
醫道二千年眼目編 13巻 / 邨井杶著 -- 橘屋儀兵

衛, 文化4-9年 [1807-1812]
巻之1 1807 1812 050200102721

Sh-7 醫道二千年眼目編 13巻 / 邨井杶著 -- 橘屋儀兵 巻之2 1807 1812 050200102722

Sh-8 醫道二千年眼目編 13巻 / 邨井杶著 -- 橘屋儀兵 巻之3 1807 1812 050200102723

Sh-9 醫道二千年眼目編 13巻 / 邨井杶著 -- 橘屋儀兵 巻之4 1807 1812 050200102724

Sh-10 醫道二千年眼目編 13巻 / 邨井杶著 -- 橘屋儀兵 巻之5 1807 1812 050200102725

Sh-11 醫道二千年眼目編 13巻 / 邨井杶著 -- 橘屋儀兵 巻之6 1807 1812 050200102726

Sh-12 醫道二千年眼目編 13巻 / 邨井杶著 -- 橘屋儀兵 巻之7 1807 1812 050200102727

Sh-13 醫道二千年眼目編 13巻 / 邨井杶著 -- 橘屋儀兵 巻之8 1807 1812 050200102728

Sh-14 醫道二千年眼目編 13巻 / 邨井杶著 -- 橘屋儀兵 巻之9 1807 1812 050200102729

Sh-15 醫道二千年眼目編 13巻 / 邨井杶著 -- 橘屋儀兵 巻之10 1807 1812 050200102730

Sh-16 醫道二千年眼目編 13巻 / 邨井杶著 -- 橘屋儀兵 巻之11 1807 1812 050200102731

Sh-17 醫道二千年眼目編 13巻 / 邨井杶著 -- 橘屋儀兵 巻之12 1807 1812 050200102732

Sh-18 醫道二千年眼目編 13巻 / 邨井杶著 -- 橘屋儀兵 巻之13上 1807 1812 050200102733

Sh-19 醫道二千年眼目編 13巻 / 邨井杶著 -- 橘屋儀兵 巻之13下 1807 1812 050200102734

4 Sh-20
醫範 / 南涯吉益先生著 ; 大江廣彦校正 -- 紀藩稽

古館, 文政8 [1825]
　 1825 050200102735

5 Sh-21
醫方大成論諺解 5巻 -- 武村新兵衛, 享保6

[1721]
卷之1 1721 050200102736

Sh-22 醫方大成論諺解 5巻 -- 武村新兵衛, 享保6 卷之2 1721 050200102737

Sh-23 醫方大成論諺解 5巻 -- 武村新兵衛, 享保6 卷之3 1721 050200102738

Sh-24 醫方大成論諺解 5巻 -- 武村新兵衛, 享保6 卷之4 1721 050200102739

Sh-25 醫方大成論諺解 5巻 -- 武村新兵衛, 享保6 卷之5 1721 050200102740

6 Sh-26
解體發蒙 4巻附録1巻 / 笙洲三谷檏公器著 -- 河

内屋藤四郎, 文化10 [1813]
巻之1 1813 050200102741

Sh-27 解體發蒙 4巻附録1巻 / 笙洲三谷檏公器著 -- 河 巻之2 1813 050200102742

Sh-28 解體發蒙 4巻附録1巻 / 笙洲三谷檏公器著 -- 河 巻之3 1813 050200102743

Sh-29 解體發蒙 4巻附録1巻 / 笙洲三谷檏公器著 -- 河 巻之4 1813 050200102744

Sh-30 解體發蒙 4巻附録1巻 / 笙洲三谷檏公器著 -- 河 付録 1813 050200102745

7 Sh-31
遐齡小兒方 / 雖知苦齋道三編 -- 中尾市良兵衛,

[出版年不明]
　 1--- 050200102746

8 Sh-32
勸學治體 / 田村玄仙撰 ; 根本玄白, 佐藤玄良校

正 -- 西村源六, 寛政4 [1792]
　 1792 050200102747

刊年
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9 Sh-33
觀聚方要補 10巻 (存9巻) / 多紀元簡輯 -- 須原

屋茂兵衛, 文政2 [1819]
巻之2 1819 050200102748

Sh-34 觀聚方要補 10巻 (存9巻) / 多紀元簡輯 -- 須原 巻之3 1819 050200102749

Sh-35 觀聚方要補 10巻 (存9巻) / 多紀元簡輯 -- 須原 巻之4 1819 050200102750

Sh-36 觀聚方要補 10巻 (存9巻) / 多紀元簡輯 -- 須原 巻之5 1819 050200102751

Sh-37 觀聚方要補 10巻 (存9巻) / 多紀元簡輯 -- 須原 巻之6 1819 050200102752

Sh-38 觀聚方要補 10巻 (存9巻) / 多紀元簡輯 -- 須原 巻之7 1819 050200102753

Sh-39 觀聚方要補 10巻 (存9巻) / 多紀元簡輯 -- 須原 巻之8 1819 050200102754

Sh-40 觀聚方要補 10巻 (存9巻) / 多紀元簡輯 -- 須原 巻之9 1819 050200102755

Sh-41 觀聚方要補 10巻 (存9巻) / 多紀元簡輯 -- 須原 巻之10 1819 050200102756

10 Sh-42 鳩窠漫筆 (存1巻) 巻3 1814 050200102757

11 Sh-43 牛痘種法小諭 050200102758

12 Sh-44
金匱要略 3巻 / (漢)張仲景著 ; (晉)王叔和撰次 -

- 諧仙堂, 文化3 [1806]
　 1806 050200102759

13 Sh-45
瘈狗傷考 : 叢桂亭随筆之一 / 原昌克著 -- [出版

者不明], [文政3 (1820) 跋]
　 1820 050200102760

14 Sh-46
經穴彙解 8巻 (存6巻) / 原南陽編輯 -- 須原屋平

左衛門, [文化4 (1807) 序]
巻之1 1807 050200102761

Sh-47 經穴彙解 8巻 (存6巻) / 原南陽編輯 -- 須原屋平 巻之3 1807 050200102762

Sh-48 經穴彙解 8巻 (存6巻) / 原南陽編輯 -- 須原屋平 巻之5 1807 050200102763

Sh-49 經穴彙解 8巻 (存6巻) / 原南陽編輯 -- 須原屋平 巻之6 1807 050200102764

Sh-50 經穴彙解 8巻 (存6巻) / 原南陽編輯 -- 須原屋平 巻之7 1807 050200102765

Sh-51 經穴彙解 8巻 (存6巻) / 原南陽編輯 -- 須原屋平 巻之8 1807 050200102766

15 Sh-52
新刊外科正宗 4巻序目録1巻 / (明) 陳實功纂著 -

- [出版者不明], 寛文3 [1663]
序目録 1663 050200102767

Sh-53 新刊外科正宗 4巻序目録1巻 / (明) 陳實功纂著 - 卷之1上 1663 050200102768

Sh-54 新刊外科正宗 4巻序目録1巻 / (明) 陳實功纂著 - 卷之1下 1663 050200102769

Sh-55 新刊外科正宗 4巻序目録1巻 / (明) 陳實功纂著 - 卷之2上 1663 050200102770

Sh-56 新刊外科正宗 4巻序目録1巻 / (明) 陳實功纂著 - 巻之2下 1663 050200102771

Sh-57 新刊外科正宗 4巻序目録1巻 / (明) 陳實功纂著 - 卷之3上 1663 050200102772

Sh-58 新刊外科正宗 4巻序目録1巻 / (明) 陳實功纂著 - 卷之3下 1663 050200102773

Sh-59 新刊外科正宗 4巻序目録1巻 / (明) 陳實功纂著 - 卷之4上 1663 050200102774

Sh-60 新刊外科正宗 4巻序目録1巻 / (明) 陳實功纂著 - 卷之4下 1663 050200102775

16 Sh-61
建殊録 / 吉益東洞述 ; 巖恭輯録 -- 加賀屋善蔵,

文政8 [1825]
　 1825 050200102776

17 Sh-62
廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰

-- [出版者不明], [元禄11 (1698)]
巻之1 1698 050200102777

Sh-63 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之2 1698 050200102778

Sh-64 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之4 1698 050200102779

Sh-65 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之5 1698 050200102780

Sh-66 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之6 1698 050200102781

Sh-67 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之7 1698 050200102782

Sh-68 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之8 1698 050200102783

Sh-69 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之9 1698 050200102784
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Sh-70 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之10 1698 050200102785

Sh-71 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之11 1698 050200102786

Sh-72 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之12 1698 050200102787

Sh-73 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之13 1698 050200102788

Sh-74 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之14 1698 050200102789

Sh-75 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之15 1698 050200102790

Sh-76 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之16-17 1698 050200102791

Sh-77 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之18-19 1698 050200102792

Sh-78 廣益本草大成 23巻目1巻 (存20巻) / 岡本為竹撰 巻之20-21 1698 050200102793

18 Sh-79

重廣補註黄帝内經素問 24巻 / 王氷次註 ; 林億

[ほか] 校正 ; 孫兆改誤 ; 熊宗立句讀 -- [出版者

不明], 寛文3 [1663] 跋

巻之1-2 1663 050200102794

Sh-80 重廣補註黄帝内經素問 24巻 / 王氷次註 ; 林億 巻之3-4 1663 050200102795

Sh-81 重廣補註黄帝内經素問 24巻 / 王氷次註 ; 林億 巻之5-6 1663 050200102796

Sh-82 重廣補註黄帝内經素問 24巻 / 王氷次註 ; 林億 巻之7-8 1663 050200102797

Sh-83 重廣補註黄帝内經素問 24巻 / 王氷次註 ; 林億 巻之7-8 1663 050200102798

Sh-84 重廣補註黄帝内經素問 24巻 / 王氷次註 ; 林億 巻之11-12 1663 050200102799

Sh-85 重廣補註黄帝内經素問 24巻 / 王氷次註 ; 林億 巻之13-14 1663 050200102800

Sh-86 重廣補註黄帝内經素問 24巻 / 王氷次註 ; 林億 巻之15-16 1663 050200102801

Sh-87 重廣補註黄帝内經素問 24巻 / 王氷次註 ; 林億 巻之17-18 1663 050200102802

Sh-88 重廣補註黄帝内經素問 24巻 / 王氷次註 ; 林億 巻之19-20 1663 050200102803

Sh-89 重廣補註黄帝内經素問 24巻 / 王氷次註 ; 林億 巻之21-22 1663 050200102804

Sh-90 重廣補註黄帝内經素問 24巻 / 王氷次註 ; 林億 巻之23-24 1663 050200102805

19 Sh-91
黄帝内經靈樞 24巻 (存20巻) / (宋)史崧音釋 --

[出版者不明], [出版年不明]
巻之1-4 1--- 050200102806

Sh-92 黄帝内經靈樞 24巻 (存20巻) / (宋)史崧音釋 -- 巻之5-8 1--- 050200102807

Sh-93 黄帝内經靈樞 24巻 (存20巻) / (宋)史崧音釋 -- 巻之9-12 1--- 050200102808

Sh-94 黄帝内經靈樞 24巻 (存20巻) / (宋)史崧音釋 -- 巻之17-20 1--- 050200102809

Sh-95 黄帝内經靈樞 24巻 (存20巻) / (宋)史崧音釋 -- 巻之21-24 1--- 050200102810

20 Sh-96

合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴

[著] ; 八尾玄長編 -- [出版者不明], 寛文6 [1666]

序

内集巻之1 1666 050200102811

Sh-97 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之2 1666 050200102812

Sh-98 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之3 1666 050200102813

Sh-99 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之5 1666 050200102814

Sh-100 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之6 1666 050200102815

Sh-101 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之7 1666 050200102816

Sh-102 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之8 1666 050200102817

Sh-103 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之9 1666 050200102818

Sh-104 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之10 1666 050200102819

Sh-105 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之11 1666 050200102820

Sh-106 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之12 1666 050200102821

Sh-107 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之13 1666 050200102822

Sh-108 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之14 1666 050200102823
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Sh-109 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之15 1666 050200102824

Sh-110 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之16 1666 050200102825

Sh-111 合類李梴先生醫學入門 17巻 (存16巻) / (明)李梴 内集巻之17 1666 050200102826

21 Sh-112
古書醫言 4巻 / 吉益爲則著 ; 吉益猷, 吉益順校 -

- [出版者不明], 文化10 [1813] 序
巻之1 1813 050200102827

Sh-113 古書醫言 4巻 / 吉益爲則著 ; 吉益猷, 吉益順校 - 巻之2 1813 050200102828

Sh-114 古書醫言 4巻 / 吉益爲則著 ; 吉益猷, 吉益順校 - 巻之3 1813 050200102829

Sh-115 古書醫言 4巻 / 吉益爲則著 ; 吉益猷, 吉益順校 - 巻之4 1813 050200102830

22 Sh-116 虎列刺病論 / 高橋正純著 -- 高橋正純, 1877.10 　 1877 050200102831

23 Sh-117
コレラ病論 2巻 / 新宮凉民, 大村達吉, 新宮凉閣

閲 -- [出版者不明], 安政5 [1858]
前編 1858 050200102832

Sh-120
コレラ病論 2巻 / 新宮凉民, 大村達吉, 新宮凉閣

閲 -- [出版者不明], 安政5 [1858]
後編 1858 050200102835

24 Sh-118
コレラ病論 2巻 (存1巻) / 新宮凉民, 大村達吉,

新宮凉閣著述 -- [出版者不明], 安政5 [1858]
前編上 1858 050200102833

Sh-119 コレラ病論 2巻 (存1巻) / 新宮凉民, 大村達吉, 前編下 1858 050200102834

25 Sh-121
虎列剌豫防の諭解 / 内務省社寺局・衛生局編 --

内務省社寺局, 1880.4
　 1880 050200102836

26 Sh-122
虎列剌豫防の諭解 / [内務省社寺局・衛生局編]

-- [内務省], [1880]
　 1880 050200102837

27 Sh-123
虎烈刺論 / 石黒忠悳訳編 -- 大学東校, 1871.5緒

言
1871 050200102838

28 Sh-124
産語 2巻 / 春臺先生著 -- 西村源六, 寛延2

[1749]
巻上 1749 050200102839

Sh-125 産語 2巻 / 春臺先生著 -- 西村源六, 寛延2 巻下 1749 050200102840

29 Sh-126

産論翼 2巻 (存1巻) / 賀川玄廸著 ; 佐藤茂徳, 戸

梶吉夫, 長中伯正仝校 -- [出版者不明], 安永4

[1775] 序

乾之巻 1775 050200102841

30 Sh-127
重校痘科辨要 8巻附2巻 / 池田獨美著 ; 大淵瑞英

重訂 -- 永樂屋丈助, 文政4 [1821]
巻之1-2 1821 050200102842

Sh-128 重校痘科辨要 8巻附2巻 / 池田獨美著 ; 大淵瑞英 巻之3-4 1821 050200102843

Sh-129 重校痘科辨要 8巻附2巻 / 池田獨美著 ; 大淵瑞英 巻之5-6 1821 050200102844

Sh-130 重校痘科辨要 8巻附2巻 / 池田獨美著 ; 大淵瑞英 巻之7-8 1821 050200102845

Sh-131 重校痘科辨要 8巻附2巻 / 池田獨美著 ; 大淵瑞英 附録 1821 050200102846

Sh-132 重校痘科辨要 8巻附2巻 / 池田獨美著 ; 大淵瑞英 方選 1821 050200102847

31 Sh-133
傷寒名數解 5巻 / 中西惟忠著 -- 高橋清兵衛 [ほ

か], 安永3 [1774]
巻1 1774 050200102848

Sh-134 傷寒名數解 5巻 / 中西惟忠著 -- 高橋清兵衛 [ほ 巻2 1774 050200102849

Sh-135 傷寒名數解 5巻 / 中西惟忠著 -- 高橋清兵衛 [ほ 巻3 1774 050200102850

Sh-136 傷寒名數解 5巻 / 中西惟忠著 -- 高橋清兵衛 [ほ 巻4 1774 050200102851

Sh-137 傷寒名數解 5巻 / 中西惟忠著 -- 高橋清兵衛 [ほ 巻5 1774 050200102852

32 Sh-138
傷寒六書 6巻 / (明)陶華撰 -- 道伴, 寛永7

[1630]
巻之1 1630 050200102853

Sh-139 傷寒六書 6巻 / (明)陶華撰 -- 道伴, 寛永7 巻之2上下 1630 050200102854
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Sh-140 傷寒六書 6巻 / (明)陶華撰 -- 道伴, 寛永7 巻之3 1630 050200102855

Sh-141 傷寒六書 6巻 / (明)陶華撰 -- 道伴, 寛永7 巻之4 1630 050200102856

Sh-142 傷寒六書 6巻 / (明)陶華撰 -- 道伴, 寛永7 巻之5-6 1630 050200102857

33 Sh-143
傷寒論辨正 2巻 / 中西惟忠著 -- 木村吉右衛門

[ほか], 寛政2 [1790]
陽上上 1790 050200102858

Sh-144 傷寒論辨正 2巻 / 中西惟忠著 -- 木村吉右衛門 陽上中 1790 050200102859

Sh-145 傷寒論辨正 2巻 / 中西惟忠著 -- 木村吉右衛門 陽上下 1790 050200102860

Sh-146 傷寒論辨正 2巻 / 中西惟忠著 -- 木村吉右衛門 陽中下 1790 050200102861

Sh-147 傷寒論辨正 2巻 / 中西惟忠著 -- 木村吉右衛門 陰上中 1790 050200102862

Sh-148 傷寒論辨正 2巻 / 中西惟忠著 -- 木村吉右衛門 陰下 1790 050200102863

34 Sh-149
傷寒論劉氏傳 4巻 (存3巻) / 劉棟田良編述 -- 林

伊兵衛 [ほか], 明和9 [1772]
巻之2 1772 050200102864

Sh-150 傷寒論劉氏傳 4巻 (存3巻) / 劉棟田良編述 -- 林 巻之3 1772 050200102865

Sh-151 傷寒論劉氏傳 4巻 (存3巻) / 劉棟田良編述 -- 林 巻之4 1772 050200102866

35 Sh-152
傷寒論 / (漢)張仲景著 ; (晋)王叔和撰次 -- 浦井

徳右衛門 [ほか], 文政6 [1823]
　 1823 050200102867

36 Sh-153
西醫日用方 6巻 (存2巻) / 中川明甫輯 ; 中澤不溢

校 -- [出版者不明], 元治元 [1864]
巻之1 1864 050200102868

Sh-154 西醫日用方 6巻 (存2巻) / 中川明甫輯 ; 中澤不溢 巻之2 1864 050200102869

37 Sh-155
黴瘡秘録 2巻 / (明)陳司成著 -- 西村吉兵衞 [ほ

か], 安永3 [1774]
乾 1774 050200102870

Sh-156 黴瘡秘録 2巻 / (明)陳司成著 -- 西村吉兵衞 [ほ 坤 1774 050200102871

38 Sh-157
増補家傳預藥集 7巻 (存2巻) -- 表紙屋七右衛門,

天和3 [1683]
巻之6-7 1683 050200102872

39 Sh-158
瘟疫論 2巻 / 呉又可著 ; 黄暁峯校 -- [出版者不

明], 享和2 [1802]
　 1802 050200102873

40 Sh-159
西醫略論 3巻 / 合信著 ; 管茂材同撰 -- 老皀館萬

屋兵四郎, 安政5 [1858]
上編 1858 050200102874

Sh-160 西醫略論 3巻 / 合信著 ; 管茂材同撰 -- 老皀館萬 中編上 1858 050200102875

Sh-161 西醫略論 3巻 / 合信著 ; 管茂材同撰 -- 老皀館萬 中編下 1858 050200102876

Sh-162 西醫略論 3巻 / 合信著 ; 管茂材同撰 -- 老皀館萬 下編 1858 050200102877

41 Sh-163

醫學質驗五種青囊瑣探 2卷 / 片倉元周著 ; 横尾

君章 [ほか] 仝校 -- 和泉屋金右衛門 [ほか], 寛政

5 [1793]

上卷 1793 050200102878

Sh-165 醫學質驗五種青囊瑣探 2卷 / 片倉元周著 ; 横尾 下卷 1793 050200102880

42 Sh-164

醫學質驗五種青囊瑣探 2卷 / 片倉元周著 ; 横尾

君章 [ほか] 仝校 -- 和泉屋金右衛門 [ほか], 寛政

5 [1793]

上卷 1793 050200102879

Sh-166 醫學質驗五種青囊瑣探 2卷 / 片倉元周著 ; 横尾 下卷 1793 050200102881

43 Sh-167
斥毉斷 / 畑惟和柳安甫著 -- [出版者不明], 宝暦

12 [1762] 序
　 1762 050200102882

44 Sh-168
薛按陳氏痘疹方論 2巻 / (明)薛己註 ; (明)胡正心

訂 -- [出版者不明], 寛文7 [1667]
巻上 1667 47 050200102883

Sh-169 薛按陳氏痘疹方論 2巻 / (明)薛己註 ; (明)胡正心 巻下 1667 050200102884
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45 Sh-170
評註薛氏醫案 7巻附2巻 (存3巻) / (明)薛立齋著

-- 大富三郎助, 寶永6 [1709]
巻3 1709 050200102885

Sh-210
評註薛氏醫案 7巻附2巻 (存3巻) / (明)薛立齋著

-- 大富三郎助, 寶永6 [1709]
附方巻上・巻下 1709 050200102925

46 Sh-171
全體新論 2巻 (存1巻) / 合信著 ; 陳修堂同撰 --

[出版者不明], 安政4 [1857]
乾 1857 050200102886

47 Sh-172

叢桂亭醫事小言 7巻 (存5巻) / 原南陽口授 ; 大河

内政存筆記 ; 丹彜校正 -- 須原屋平左ヱ門, 文化

14 [1817] 序

巻之1 1817 050200102887

Sh-173 叢桂亭醫事小言 7巻 (存5巻) / 原南陽口授 ; 大河 巻之2 1817 050200102888

Sh-174 叢桂亭醫事小言 7巻 (存5巻) / 原南陽口授 ; 大河 巻之5 1817 050200102889

Sh-175 叢桂亭醫事小言 7巻 (存5巻) / 原南陽口授 ; 大河 巻之6 1817 050200102890

Sh-176 叢桂亭醫事小言 7巻 (存5巻) / 原南陽口授 ; 大河 巻之7 1817 050200102891

48 Sh-177
續醫斷 2巻 / 賀屋敬恭安著 -- 堺屋伊兵衛 [ほ

か], 文化8 [1811]
　 1811 050200102892

Sh-178
續建殊録 / 武貞恆徳夫輯録 -- 加賀屋善蔵, 文政

8 [1825]
　 1825 050200102893

49 Sh-179
鼇頭原病式 2巻 / (金)劉完素述 ; 岡本一抱校合 -

- 秋田屋五郎兵衛, 元禄3 [1690]
巻之上 1690 050200102894

Sh-180 鼇頭原病式 2巻 / (金)劉完素述 ; 岡本一抱校合 - 巻之下 1690 050200102895

50 Sh-181
素問入式運氣論奥諺解 7巻 (存5巻) / 岡本一抱

子撰 -- 風月左衛門 [ほか], 宝永元 [1704]
巻之1 1704 050200102896

Sh-182 素問入式運氣論奥諺解 7巻 (存5巻) / 岡本一抱 巻之2 1704 050200102897

Sh-183 素問入式運氣論奥諺解 7巻 (存5巻) / 岡本一抱 巻之3 1704 050200102898

Sh-184 素問入式運氣論奥諺解 7巻 (存5巻) / 岡本一抱 巻之6 1704 050200102899

Sh-185 素問入式運氣論奥諺解 7巻 (存5巻) / 岡本一抱 巻之7 1704 050200102900

51 Sh-186
治痢經驗附和漢人参考 / 三河篤齋著 -- 植村藤

右衞門, 延享5 [1748]
　 1748 050200102901

52 Sh-187
東洞先生遺稿 3巻 / [吉益東洞著] ; 吉益猷 [ほ

か] 同輯 -- 加賀屋善蔵, 文政8 [1825]
巻之上 1825 050200102902

Sh-188 東洞先生遺稿 3巻 / [吉益東洞著] ; 吉益猷 [ほ 巻之中 1825 050200102903

Sh-189 東洞先生遺稿 3巻 / [吉益東洞著] ; 吉益猷 [ほ 巻之下 1825 050200102904

53 Sh-190
難經本義諺解 12巻 (存8巻) / 岡本一抱子編輯 --

[出版者不明], 寶永3 [1706] 序
巻之1 1706 050200102905

Sh-191 難經本義諺解 12巻 (存8巻) / 岡本一抱子編輯 -- 巻之2 1706 050200102906

Sh-192 難經本義諺解 12巻 (存8巻) / 岡本一抱子編輯 -- 巻之3 1706 050200102907

Sh-193 難經本義諺解 12巻 (存8巻) / 岡本一抱子編輯 -- 巻之4 1706 050200102908

Sh-194 難經本義諺解 12巻 (存8巻) / 岡本一抱子編輯 -- 巻之5 1706 050200102909

Sh-195 難經本義諺解 12巻 (存8巻) / 岡本一抱子編輯 -- 巻之6 1706 050200102910

Sh-196 難經本義諺解 12巻 (存8巻) / 岡本一抱子編輯 -- 巻之7 1706 050200102911

Sh-197 難經本義諺解 12巻 (存8巻) / 岡本一抱子編輯 -- 巻之8 1706 050200102912

54 Sh-198
黴瘡口訣 / 獨嘯菴著 -- 播磨屋新兵衛 [ほか], 天

明8 (1788) 序
　 1788 050200102913
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55 Sh-199
新刊萬病囘春 8巻 / (明)龔廷賢編輯 ; (明)胡廷訓

[ほか] 同校 -- [出版者不明], [出版年不明]
卷之1 1--- 050200102914

Sh-200 新刊萬病囘春 8巻 / (明)龔廷賢編輯 ; (明)胡廷訓 卷之2 1--- 50200102915

Sh-201 新刊萬病囘春 8巻 / (明)龔廷賢編輯 ; (明)胡廷訓 卷之3 1--- 050200102916

Sh-202 新刊萬病囘春 8巻 / (明)龔廷賢編輯 ; (明)胡廷訓 卷之4 1--- 050200102917

Sh-203 新刊萬病囘春 8巻 / (明)龔廷賢編輯 ; (明)胡廷訓 卷之5 1--- 050200102918

Sh-204 新刊萬病囘春 8巻 / (明)龔廷賢編輯 ; (明)胡廷訓 卷之6 1--- 050200102919

Sh-205 新刊萬病囘春 8巻 / (明)龔廷賢編輯 ; (明)胡廷訓 卷之7 1--- 050200102920

Sh-206 新刊萬病囘春 8巻 / (明)龔廷賢編輯 ; (明)胡廷訓 卷之8 1--- 050200102921

56 Sh-207
小兒養育金礎 / 石田鼎貫著 -- 再彫期改補 -- 石

田勝秀, 1874
　 1874 050200102922

57 Sh-208
病因考 2巻 / 後藤艮山口授 -- 林芳兵衞 [ほか],

天保12 [1841]
巻之上 1841 050200102923

Sh-209 病因考 2巻 / 後藤艮山口授 -- 林芳兵衞 [ほか], 巻之下 1841 050200102924

58 Sh-211
婦嬰新説 2巻 / 合信著 ; 管茂材同撰 -- 老皂館萬

屋兵四郎, [出版年不明]
卷上 18-- 050200102926

Sh-212 婦嬰新説 2巻 / 合信著 ; 管茂材同撰 -- 老皂館萬 卷下 18-- 050200102927

59 Sh-213
腹證奇覧後編 2巻 / 稲葉克著 -- 本屋源左衞門,

享和元 [1801]
巻之上 1801 050200102928

Sh-214 腹證奇覧後編 2巻 / 稲葉克著 -- 本屋源左衞門, 巻之下 1801 050200102929

60 Sh-215
太醫院校註婦人良方大全 24巻 / (宋) 陳自明編 ;

(明) 薛巳校註 -- 風月庄左衛門, 承應2 [1653]
卷之1 1653 050200102930

Sh-216 太醫院校註婦人良方大全 24巻 / (宋) 陳自明編 ; 卷之2-4 1653 050200102931

Sh-217 太醫院校註婦人良方大全 24巻 / (宋) 陳自明編 ; 卷之5-7 1653 050200102932

Sh-218 太醫院校註婦人良方大全 24巻 / (宋) 陳自明編 ; 卷之8-11 1653 050200102933

Sh-219 太醫院校註婦人良方大全 24巻 / (宋) 陳自明編 ; 卷之12-15 1653 050200102934

Sh-220 太醫院校註婦人良方大全 24巻 / (宋) 陳自明編 ; 卷之16-19 1653 050200102935

Sh-221 太醫院校註婦人良方大全 24巻 / (宋) 陳自明編 ; 卷之20-23 1653 050200102936

Sh-222 太醫院校註婦人良方大全 24巻 / (宋) 陳自明編 ; 卷之24 1653 050200102937

61 Sh-223
辨醫斷 1巻附1巻 / 堀江道元著 -- 加賀屋善蔵, 文

政8 [1825]
上 1825 050200102938

Sh-224 辨醫斷 1巻附1巻 / 堀江道元著 -- 加賀屋善蔵, 文 下 1825 050200102939

62 Sh-225 辨斥醫斷 / 田中榮信著 ; 菅原成美 [ほか] 仝校 -- 　 1780 050200102940

63 Sh-226
保赤全書 2巻 / (明)管橓編輯 ; 龔居中増補 ; 呉文

炳較正 -- [出版者不明], [出版年不明]
巻之上2 1--- 050200102941

Sh-227 保赤全書 2巻 / (明)管橓編輯 ; 龔居中増補 ; 呉文 巻之下1 1--- 050200102942

Sh-228 保赤全書 2巻 / (明)管橓編輯 ; 龔居中増補 ; 呉文 巻之下2 1--- 050200102943

64 Sh-229

本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55

巻) / (明)李時珍編輯 ; (明)錢蔚起較訂 -- [出版

者不明], [出版年不明]

序・總目・品目 1--- 050200102944

Sh-230 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第1卷上-第2巻 1--- 050200102945

Sh-231 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第3卷上-下 1--- 050200102946

Sh-232 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第4卷上-下 1--- 050200102947

Sh-233 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第5-7卷 1--- 050200102948
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Sh-234 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第8卷 1--- 050200102949

Sh-235 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第11卷 1--- 050200102950

Sh-236 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第12卷上-第13巻 1--- 050200102951

Sh-237 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第14卷 1--- 050200102952

Sh-238 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第15卷 1--- 050200102953

Sh-239 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第16卷 1--- 050200102954

Sh-240 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第17卷上-下 1--- 050200102955

Sh-241 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第18卷上-下 1--- 050200102956

Sh-242 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第19-21卷 1--- 050200102957

Sh-243 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第22-23卷 1--- 050200102958

Sh-244 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第24-25卷 1--- 050200102959

Sh-245 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第26卷 1--- 050200102960

Sh-246 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第27-28卷 1--- 050200102961

Sh-247 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第29-30卷 1--- 050200102962

Sh-248 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第31-33卷 1--- 050200102963

Sh-249 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第34卷 1--- 050200102964

Sh-250 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第35卷上-下 1--- 050200102965

Sh-251 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第36-37卷 1--- 050200102966

Sh-252 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第38卷 1--- 050200102967

Sh-253 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第39-40卷 1--- 050200102968

Sh-254 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第41-42卷 1--- 050200102969

Sh-255 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第43卷 1--- 050200102970

Sh-256 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第44卷 1--- 050200102971

Sh-257 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第45-46卷 1--- 050200102972

Sh-258 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第47-49卷 1--- 050200102973

Sh-259 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第50卷上-下 1--- 050200102974

Sh-260 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第51卷上-下 1--- 050200102975

Sh-261 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 第52卷 1--- 050200102976

Sh-262 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 圖卷上 1--- 050200102977

Sh-263 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 圖卷中 1--- 050200102978

Sh-264 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 圖卷下 1--- 050200102979

Sh-265 本草綱目 52巻序目1巻圖3巻竒經八脉1巻 (存55 竒經八脉 1--- 050200102980

65 Sh-266

重訂解體新書 12巻序1巻 (存1巻) / [鳩慮模斯著

; 日古登譯 ; 杉田玄白重譯] ; 大槻玄澤校 -- [出

版者不明], [出版年不明]

巻之9 18-- 050200102981

66 Sh-267
新刊萬病回春 (存1巻) / (明)龔廷賢編輯 ;  (明)胡

廷訓 [ほか] 校 -- [出版者不明], [出版年不明]
巻之1 1--- 050200102982

67 Sh-268

名醫類案 12巻 (存11巻) / (明) 江瓘集 ; (明) [江]

應元校正 ; (明) [江]應宿述補 -- 野田庄右衛門,

寛文元 [1661] [刊]

卷之2 1661 050200102983

Sh-269 名醫類案 12巻 (存11巻) / (明) 江瓘集 ; (明) [江] 卷之3 1661 050200102984

Sh-270 名醫類案 12巻 (存11巻) / (明) 江瓘集 ; (明) [江] 卷之4 1661 050200102985

Sh-271 名醫類案 12巻 (存11巻) / (明) 江瓘集 ; (明) [江] 卷之5 1661 050200102986
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Sh-272 名醫類案 12巻 (存11巻) / (明) 江瓘集 ; (明) [江] 卷之6 1661 050200102987

Sh-273 名醫類案 12巻 (存11巻) / (明) 江瓘集 ; (明) [江] 卷之7 1661 050200102988

Sh-274 名醫類案 12巻 (存11巻) / (明) 江瓘集 ; (明) [江] 卷之8 1661 050200102989

Sh-275 名醫類案 12巻 (存11巻) / (明) 江瓘集 ; (明) [江] 卷之9 1661 050200102990

Sh-276 名醫類案 12巻 (存11巻) / (明) 江瓘集 ; (明) [江] 卷之10 1661 050200102991

Sh-277 名醫類案 12巻 (存11巻) / (明) 江瓘集 ; (明) [江] 卷之11 1661 050200102992

Sh-278 名醫類案 12巻 (存11巻) / (明) 江瓘集 ; (明) [江] 卷之12 1661 050200102993

68 Sh-279
藥徴 / 東洞吉益先生著 ; 中邨貞治, 田中殖卿, 加

藤白圭同校 -- 加賀屋善藏, 文政8 [1825]
巻之上 1825 050200102994

Sh-280 藥徴 / 東洞吉益先生著 ; 中邨貞治, 田中殖卿, 加 巻之中 1825 050200102995

Sh-281 藥徴 / 東洞吉益先生著 ; 中邨貞治, 田中殖卿, 加 巻之下 1825 050200102996

69 Sh-282 藥徴續編 2巻附録1巻 / 邨井杶著 -- 橘屋清藏 上 1794 050200102997

Sh-283 藥徴續編 2巻附録1巻 / 邨井杶著 -- 橘屋清藏 中 1794 050200102998

Sh-284 藥徴續編 2巻附録1巻 / 邨井杶著 -- 橘屋清藏 附録 1794 050200102999

70 Sh-285

瘍科秘録 10巻 (存9巻)  / 本間玄調和卿著 -- 和

泉屋金右衛門 : 須原屋茂兵衛 : 須原屋伊八 : 岡

田屋嘉七 : 山城屋佐兵衛 : 小林新兵衛 : 英大助,

弘化4 [1847]

巻之2-3 1847 050200103000

Sh-286 瘍科秘録 10巻 (存9巻)  / 本間玄調和卿著 -- 和 巻之4[上] 1847 050200103001

Sh-287 瘍科秘録 10巻 (存9巻)  / 本間玄調和卿著 -- 和 巻之4[下] 1847 050200103002

Sh-288 瘍科秘録 10巻 (存9巻)  / 本間玄調和卿著 -- 和 巻之5 1847 050200103003

Sh-289 瘍科秘録 10巻 (存9巻)  / 本間玄調和卿著 -- 和 巻之6[上] 1847 050200103004

Sh-290 瘍科秘録 10巻 (存9巻)  / 本間玄調和卿著 -- 和 巻之6[下] 1847 050200103005

Sh-291 瘍科秘録 10巻 (存9巻)  / 本間玄調和卿著 -- 和 巻之7 1847 050200103006

Sh-292 瘍科秘録 10巻 (存9巻)  / 本間玄調和卿著 -- 和 巻之8[上] 1847 050200103007

Sh-293 瘍科秘録 10巻 (存9巻)  / 本間玄調和卿著 -- 和 巻之8[下] 1847 050200103008

Sh-294 瘍科秘録 10巻 (存9巻)  / 本間玄調和卿著 -- 和 巻之9 1847 050200103009

Sh-295 瘍科秘録 10巻 (存9巻)  / 本間玄調和卿著 -- 和 巻之10 1847 050200103010

71 Sh-296
用藥須知 5巻(存4巻) / [松岡玄達著] -- 唐本屋

八郎兵衛 : 岡村彌兵衛, 享保11 [1726]
卷之2-3 1726 050200103011

Sh-297 用藥須知 5巻(存4巻) / [松岡玄達著] -- 唐本屋 卷之4-5 1726 050200103012

72 Sh-298
療治茶談 / 津田玄仙編述 ; 村上怒林, 春日玄庵

筆授 -- 須原[屋市兵衛], 天明2 [1782]
後編 1782 050200103013

73 Sh-299
療治茶談 (存2編) / 田村玄仙著 -- 河内屋喜兵衞,

泉屋宇兵衞, 天明6年[1786]
3編 1786 050200103014

Sh-300 療治茶談 (存2編) / 田村玄仙著 -- 河内屋喜兵衞, 4編 1786 050200103015
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