
1.江戸時代までの医学

神仏頼み、まじない
No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

1 〔呪い資料〕虫歯治法 ー ー ー 38/75/5

2
〔呪い資料〕喉ニトギサシタル
時咒之大事

ー ー 1804(文化元) 38/75/13

3 守札神符弊伝授 藤木 融之丞 ー 1840(天保11) 新/16/47

4 古事記 3巻 太 安万侶 今井喜兵衛 1803(享和3) 09/39

5
新訂増補 国史大系 第22巻
律・令義解

黒板 勝美∥編輯 吉川弘文館 1966 210.08/ｺ1/22 ○

6 はやり病の錦絵 ー
内藤記念くすり
博物館

2001.4 493.8/ｲﾄ ○

7 菅江真澄民俗図絵 上巻 菅江 真澄∥著 岩崎美術社 1989.2 K/380/ｽ3/1-1

8 坐遊記零本 白華∥撰 ー 1798(寛政10) 新/22.9/1

9
日本絵巻物全集 6
地獄草紙 餓鬼草紙 病草紙

角川書店編集部∥編
集

角川書店 1962 721.2/ﾆ2/6 ○

中国医学、薬
No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

10 全訳精解 大同類聚方 上・下 槙 佐知子∥著 新泉社 1985.5
R/490.3/ﾏ1/
1-1・2

11 医心方 巻22
丹波 康頼∥撰
槇 佐知子∥全訳精解

筑摩書房 1995.8 490.9/ｲｼ/22 ○

12 頓医抄(パネル) 梶原 性全∥著 ー ー
京都大学附属図
書館

13 啓迪集(パネル) 曲直瀬 道三∥著 ー ー 国立国会図書館

14
〔暴瀉病予防二付大目付廻状
写〕

ー ー ー 49/23

15 針口伝書 ー 木本成善写 1754(宝暦4) 49/9

16
盛岡藩雑書
享保10年(1725)5月26日条(マイ
クロフィルム複製)

ー ー 1725(享保10)
マイクロフィル
ム

17 下小路邸図(パネル) ー ー 1812(文化9)
もりおか歴史文
化館

18
御薬草御用相勤候趣申上候書付
写

阿部 将翁(友之進 照
任)

早川孝太郎写
1753(宝暦3)/
1928(昭和3)写

49.9/5

19 七種考
阿部 将翁(友之進 照
任)

ー ー 49.9/14

20 採薬使記
阿部 将翁(友之進 照
任)

ー 1758(宝暦8)序 49.9/4

21 阿部将翁資料
菅 敬愛(馬笑 子鵬)
∥編

ー 1909(明治42) 新/28/98

22
先哲叢談後編 2 先哲叢談続編
1

[東条 琴台∥著] 国史研究会 1916(大正5) 081/ﾆ5/18

23 救歉挙要 2巻 阿部 櫟斎(喜任) 鶴屋喜右衛門 1833(天保4)序 49.9/6

24 南嶼産物志 阿部 櫟斎(喜任) ー ー 49.9/8

蘭学の広がり
No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

25 蔵志 山脇 東洋 ー 1759(宝暦9) 一関市博物館

26 解屍編 河口 信任 平安書林 1771(明和8) 一関市博物館

27 解体新書(複製) 杉田 玄白ほか∥著 須原屋市兵衛 1774(安永3) 一関市博物館
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No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

28 華岡青洲金瘡療治口授 華岡 青洲 赤津伯彦写 ー 49/7

29 日葡辞書(複製) ー 岩波書店
1960

1603(慶長8）の
復刻

R/869.3/ﾆﾂ

30 和蘭文字略考 青木 昆陽∥著 珍書同好会 1917(大正6) 849.3/ｷｸ1

岩手ゆかりの医師たち
建部清庵

No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

31 和蘭医事問答(パネル)
建部 清庵/杉田 玄白
∥著

ー 1795(寛政7) 一関市博物館

32 民間備荒録 2巻 建部 清庵∥著 丹波屋助七 1796(寛政8) 49.9/1

33 民間備荒録 巻之下 [建部 由正∥著] 須原屋市兵衛 1771(明和8) 新/49.9/1

34 備荒草木図 2巻 建部 由正(清庵)∥誌 天真楼 1833(天保4) 49.9/3

大槻 玄沢
No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

35 芝蘭堂新元会図(パネル) 市川 岳山∥画 ー 1795(寛政6)
早稲田大学図書
館

36 重訂解体新書(パネル) 大槻 玄沢∥著 須原屋茂兵衛 1843(天保14)印 一関市博物館

37 蘭学事始 杉田 玄白∥著 天真楼 1869(明治2) 一関市博物館

38 蘭学階梯 大槻 玄沢∥著 ー 1788(天明8) 一関市博物館

39 蘭説弁惑 磐水夜話 2巻 大槻 玄沢∥口授 山形屋東助 1799(寛政11) 新/09/9

40 環海異聞 大槻 玄沢∥共著 叢文社 1976.6 K/090/ｵ37/1 ○

41 環海異聞 大槻 玄沢∥編 雄松堂出版 1989.9 K/090/ｵ37/3 ○

42 磐水存響 乾坤 大槻 玄沢∥著 同朊舎 1991.3
K/090/ｵ37/
6-1・2

○

43 厚生新編 1～5 索引
大槻 玄沢∥[ほか]訳
校

恒和出版 1978～79
K/090/ｵ37/
2-1～6

○

高野 長英
No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

44 西説医原樞要 巻之一(複製) 高野 長英∥著 擴充居 1832(天保3)
奥州市立高野
長英記念館

45 和蘭外科要方(複製) 高野 長英∥訳 ー ー
奥州市立高野
長英記念館

46 夢物語(パネル) 高野 長英∥著 ー 1838(天保9)
奥州市立高野
長英記念館

47 処方箋(パネル) 高野 長英∥著 ー ー
奥州市立高野
長英記念館

48 高野長英全集 全4巻 高野 長英∥著
高野長英全集刊
行会/高野長運

1930～31
(昭和5～6)

K/090/ﾀ9/
1-1～4

○

49 高野長英全集 全6巻 高野 長英∥著 第一書房 1978～1982
K/090/ﾀ9/
10-1～6

50 高野長英伝 高野 長運∥著
高野長英全集刊
行会

1939(昭和14) K/289/ﾀ2/6

2.近代岩手の医学教育

幕末の盛岡藩
No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

51 蔵板学庸 藤井 穆∥訓点 明義堂 1849（嘉永2） 新/02/1

52 蔵板論語 朱 熹∥集註 明義堂 1849（嘉永2） 新/02/3

53 蔵板孟子 朱 熹∥集註 明義堂 1849（嘉永2） 新/02/5
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No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

54 易経 ー 明義堂 1852(嘉永5) 新/02/7

55 書経 ー 明義堂 1852(嘉永5) 新/02/6

56 詩経 ー 明義堂 1852(嘉永5) 新/02/8

57 礼記 ー 明義堂 1852(嘉永5) 新/02/9

58 春秋 ー 明義堂 1852(嘉永5) 新/02/10

59 和漢一致博議 那珂 梧楼∥著 ー
1865～68
(慶応年間)

37/4

60 和漢一致博議 那珂 梧楼∥著 ー
1865～68
(慶応年間)

37/5

61 学軌 那珂 梧楼∥著 ー 1867（慶応3） 37/6

62 盟約條(パネル) ー ー 1861(文久元)
釜石市立
鉄の歴史館

63 日新堂雑書並社中案調(パネル) ー ー 1861(文久元)
釜石市立
鉄の歴史館

64
家老席日誌 覚書
元治元年5月25日条(パネル)

ー ー ー
もりおか歴史
文化館

65 南部史要 菊池 悟朗∥編 菊池悟朗 1911(明治44) K/201/ｷ1/1

66 地学初歩 コルネル 盛岡洋学校社中 ー 新/37/9

67
少助教少得業生日記
明治庚午歳十二月朔日
(明治三年医学局当番日記)

ー ー 1870(明治3) 新/49/3

68 教官助手日記 明治五年壬申正月 ー ー 1872(明治5) 新/49/4

八角 高遠
No 資料名 編著者名 出版者 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

69
御巟見使御病気御用ニ付万留
天保九年七月七日

ー ー 1838(天保9) 新/49/2

70 在京記
八角 高遠(又新 宗
律)∥著

ー 1840(天保11) 21.5/155

71 駆豎斎方府 2巻
新宮 凉庭(駆豎斎
鬼国 山人)∥著

河内屋藤兵衛
1847

(弘化4)序
00/11

72 答難則 ー ー
1851～60(嘉永4

～万延元)
49/1

73 杏斎灯下満筆
八角 高遠(又新 宗
律)∥著

八角高遠 ー 新/10/3

74 落葉集
八角 高遠(又新 宗
律)∥著

八角高遠(又新) ー 新/91/3

明治期
No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

75 岩手県布達全書 1 明治4～5年 ー 岩手県第一課 1878(明治11) 31.7/7/1

76 岩手県布達全書 6 明治9年 ー 岩手県第一課 1878(明治11) 31.7/7/6

77 岩手新聞誌 1号 川越 勘兵衛 日進社 1876(明治9) 新/07/1

78
岩手県教育史資料 第11集 改正
教育令篇 明治16年

岩手県立教育研究所
∥編

岩手県立教育研
究所

1961.1 K/372/ｲ2/1-11 ○

79
岩手病院、岩手医学校、岩手看護婦養
成所、岩手産婆学校及ヒ其他ノ事業十
年間経営概要報告

三田 俊次郎∥共編
三浦 直道∥共編

三田俊次郎 1907(明治40) K/490/ﾐ1/1

No 新聞名 館外貸出

80 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

81 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

82 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

内容
明治30年(1897)4月20日4面
「岩手病院 広告」
明治30年(1897)6月19日2面
「岩手病院の親切」
明治30年(1897)6月20日2面
「岩手病院開院式」
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三田 俊次郎
No 年代

83 1882(明治15) 岩手医科大学

84 1885(明治18) 岩手医科大学

85 1885(明治18) 岩手医科大学

86 1886(明治19) 岩手医科大学

87 1883(明治16) 岩手医科大学

88 1884(明治17) 岩手医科大学

89 1897(明治30) 岩手医科大学

90 ー 岩手医科大学

No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

91
岩手学事彙報　第498～515号合
冊

ー 九皐堂 1899(明治32) KS/37/ｲ1

No 新聞名 館外貸出

92 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

93 岩手毎日新聞

大正・昭和初期
No 年代

94
1928～52

(昭和3～27)
岩手医科大学

95 1928(昭和3) 岩手医科大学

No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

96 岩手医学専門学校学報 第8号 ー
岩手医学専門学
校

1929(昭和4) KS/37/ｲ27

97
衛生検査部部報 3,5,7,8号 合
冊

岩手医学専門学校衛
生検査部∥編

岩手医学専門学
校衛生検査部

1934～39
(昭和9～14)

K/498/ｲ9/1

98
岩手医学専門学校雑誌 第1巻第
1号～第2巻第3号合冊

ー
岩手医学専門学
校医学会

1936～38
(昭和11～13)

KS/49/ｲ1

99
丌来方　第1巻第2号,第2巻第4
号合冊

ー
岩手医学専門学
校文芸部

1938～39
(昭和13～14)

KS/90/ｺ1

100 圭藻 送別号 ー
岩手医学専門学
校雑誌部

1932(昭和7) KS/37/ｹ1

101 卒業生名簿 第6回
岩手医学専門学校∥
編

岩手医学専門学
校

1937(昭和12)
K/280.3/ｲ36/1-
6

No 新聞名 館外貸出

102 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

103 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

104 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

105 岩手毎日新聞
（マイクロフィルム複製）

106 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

三田 定則
No 資料名 編著者名 出版者 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

107 法医学大意 三田 定則∥著 松華堂書店 1939(昭和14) K/090/ﾐ1/2

108 法医学講話 三田 定則∥著 松華堂 1933(昭和8) K/090/ﾐ1/4

昭和3年(1928)7月2日2面
「岩手医専の荘厳なる開校式」
昭和7年(1932)3月26日夕刊2面
「岩手医専卒業式　意義深き第一回卒業生百名　けふ感激の裡に挙行」

岩手医学専門学校時代使用の顕微鏡

岩手医学専門学校開校記念絵葉書

内容
昭和3年(1928)2月16日3面
「設立認可された岩手医学専門学校」
昭和3年(1928)3月28日夕刊1面
「人気の的　岩手医学専門学校　願書締切りに八倍余の志願者」
昭和3年(1928)4月9日夕刊1面
「医専の入学試験始まる」

三田俊次郎の辞令書
看護婦養成所教員

三田俊次郎使用の医療器具

内容
明治32年(1899)5月7日2面
「三田俊次郎氏の美挙」
昭和7年(1932)3月26日3面
「岩手医専認可さる」

資料名 所蔵者

三田俊次郎の岩手医学校在学中の証書
組織学、診断学(前半期)、薬物学(前半期)、外科通論(後半期)、内科各
論(中期)

三田俊次郎の岩手医学校在学中の証書
外科病床実験 乙、外科学論理　甲、眼科　甲、裁判医学　乙、　全成績
甲

三田俊次郎の辞令書
岩手医学校助手
三田俊次郎の辞令書
岩手医学校三等助教諭
三田俊次郎が岩手医学校時代に筆写し使用したテキスト
眼科学 筆記
三田俊次郎が岩手医学校時代に筆写し使用したテキスト
断訟医学 筆記

資料名 所蔵者
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No 資料名 編著者名 出版者等 年代・出版年等 請求記号/所蔵者 館外貸出

109 自殺・他殺 三田 定則∥著 鉄塔書院 1933(昭和8) K/090/ﾐ1/1

110
血清学領域に於ける新知見  復
刻版

三田 定則∥著
三田定則先生顕彰
実行委員会
克誠堂書店

1970.6
1936(昭和11）

の復刻
K/090/ﾐ1/3 ○

1 



医学の歴史に関する資料
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

1 日本思想大系 64 洋学 上 沼田 次郎∥[ほか]校注 岩波書店 1976 081/ﾆ11/64 ○

2 日本思想大系 65 洋学 下 広瀬 秀雄∥[ほか]校注 岩波書店 1972 081/ﾆ11/65 ○

3 緒方洪庵 梅溪 昇∥著 吉川弘文館 2016.2
280.8/ｼﾞﾝ
/284

○

4 緒方洪庵と適塾 梅渓 昇∥著 大阪大学出版会 1996.10 372.105/ｵｶﾞ ○

5 すらすら読める蘭学事始 酒井 シヅ∥著 講談社 2004.11 402.105/ｻｶ ○

6
新釈「蘭学事始」
現代語ですらすら読める

杉田 玄白∥著 PHP研究所 2004.8
Y/402.105/ｽ
ｷﾞ

○

7
図説明治の近代化につながった
江戸の科学力

大石 学∥監修 学研 2009.4 402.105/ｽﾞｾ ○

8 現代文 蘭学事始 杉田 玄白∥原著 岩波書店 1984.6 402.15/ｽ1/5 ○

9
おらんだ正月
江戸時代の科学者達

森 銑三∥著 富山房 1978 402.159/ﾓ1/1 ○

10
新編・医学史探訪
医学を変えた巨人たち

二宮 陸雄∥著 医歯薬出版 2006.3 490.2/ﾆﾉ ○

11 江戸のオランダ医 石田 純郎∥著 三省堂 1988.4
Y/490.21/ｲ
1/2

○

12 絵葉書で辿る日本近代医学史 寺畑 喜朔∥編 思文閣出版 2004.12 490.21/ｴﾊ ○

13
幕末から廃藩置県までの西洋医
学

吉良 枝郎∥著 築地書館 2005.5 490.21/ｷﾗ ○

14 絵で読む江戸の病と養生 酒井 シヅ∥著 講談社 2003.6 490.21/ｻｶ ○

15 医療の日本史 末廣 謙∥著 二瓶社 2016.6 490.21/ｽｴ ○

16 江戸の阿蘭陀流医師 杉本 つとむ∥著 早稲田大学出版部 2002.5 490.21/ｽｷﾞ ○

17 日本医療史 新村 拓∥編 吉川弘文館 2006.8 490.21/ﾆﾎ ○

18
日本医術のことはじめ
まじないから解体新書まで

九州国立博物館∥編集 九州国立博物館 2012.5 490.22/ﾆﾎ ○

19
北里柴三郎と緒方正規
日本近代医学の黎明期

野村 茂∥著 熊本日日新聞社 2003.3 490.21/ﾉﾑ ○

20
病気の日本近代史
幕末から平成まで

秦 郁彦∥著 文藝春秋 2011.5 490.21/ﾊﾀ ○

21
医学史話
杉田玄白から福沢諭吉

藤野 恒三郎∥著 菜根出版 1984.1 490.21/ﾌ1/2 ○

22
病から古代を解く
『大同類聚方』探索

槇 佐知子∥著 新泉社 1992.8 490.21/ﾏ1/1 ○

23
日本の古代医術
光源氏が医者にかかるとき

槇 佐知子∥著 文芸春秋 1999.7 490.21/ﾏｷ ○

24 曲直瀬道三と近世日本医療社会
武田科学振興財団杏雨
書屋∥編集

武田科学振興財団 2015.10 490.21/ﾏﾅ ○

25 全国医薬史蹟ガイド 山川 浩司∥編著 薬事日報社 2004.10 490.21/ﾔﾏ ○

26 病いと癒しの民俗学 礫川 全次∥編 批評社 2006.7 490.21/ﾔﾏ ○

27
病をいやす
くすり・まじない・神だのみ

岩手県立博物館∥編集
岩手県文化振興事
業団

2010.3 K/490.21/ﾔﾏ ○

28 長崎のオランダ医たち 中西 啓∥著 岩波書店 1975.10
B/490.28/ﾅ
2/1

○

29
江戸時代の医師修業
学問・学統・遊学

海原 亮∥著 吉川弘文館 2014.11 490.7/ｳﾐ ○

30
漢方の歴史
中国・日本の伝統医学

小曽戸 洋∥著 大修館書店 2014.9 490.9/ｺｿ ○

31
『医心方』事始
日本最古の医学全書

槇 佐知子∥著 藤原書店 2017.6 490.9/ﾏｷ ○

32 解体新書と小田野直武 鷲尾 厚∥著 翠楊社 1980.5 490.9/ﾜ3/1 ○

* 以下の資料は、展示期間中も館外貸出できます 
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

33 解体新書 [クルムス∥著] 西村書店 2016.4 491.1/ｸﾙ ○

34 養生訓・和俗童子訓 貝原 益軒∥著 岩波書店 1991.6 498.3/ｶｲ ○

35
本草学と洋学
小野蘭山学統の研究

遠藤 正治∥著 思文閣出版 2003.4 499.9/ｴﾝ ○

36 華岡青洲の妻 有吉 佐和子∥[著] 新潮社 1980
913.6/ｱ12/
36-11

○

37 みちのく腑分け始末 小野寺 苓∥著 新人物往来社 2006.2 K/913.6/ｵﾉ ○

38 胡蝶の夢 1～5 司馬 遼太郎∥著 新潮社 1979 913.6/ｼ17/27 ○

39 採薬使佐平次 平谷 美樹∥著 角川書店 2013.2 K/913.6/ﾋﾗ ○

40 冬の鷹 吉村 昭∥[著] 毎日新聞社 1976 913.6/ﾖ13/11 ○

41 吉村昭歴史小説集成 7 吉村 昭∥著 岩波書店 2009.10 913.6/ﾖｼ/7 ○

江戸時代の岩手ゆかりの医師に関する資料
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

42 祥雲寺の三賢人 大島 英介∥著述 一関プリント社 1996.3 K/188.8/ｼﾖ ○

43
民間備荒録
江戸時代の飢饉と救荒書

一関市博物館∥編集 一関市博物館 2002.9 K/241/ﾐﾝ ○

44 逆光の先人 ー 岩手出版 1985.11 K/280/ｷﾞ1/1ｲ ○

45
医界風土記
北海道・東北篇

日本医師会∥編集 思文閣出版 1994.10 K/280/ﾆ2/1ｲ ○

46 大槻三賢人 阿曽沼 要∥著 高橋印刷 2005.6 K/281.22/ｱｿ ○

47 遂げずばやまじ 大島 英介∥著 岩手日報社 2008.10 K/288.3/ﾄｹﾞ ○

48 高野長英 中村 整史朗∥著 評伝社 1983.2 K/289/ﾀ2/41 ○

49 高野長英 半谷 二郎∥著 旺史社 1983.7 K/289/ﾀ2/42ｲ ○

50 高野長英 鶴見 俊輔∥著 朝日新聞社 1985.3 K/289/ﾀ2/50ｲ ○

51 科学者高野長英 須川 力∥著 岩手出版 1990.7 K/289/ﾀ2/59ｲ ○

52 高野長英の手紙 高野長英記念館∥編 高野長英記念館 1991.10 K/289/ﾀ2/60ｲ ○

53 清庵と大槻家の人々 岩手日報社∥編 川嶋印刷 1982.8 K/289/ﾀ21/1ｲ ○

54 みちのくの挑戦
毎日新聞社盛岡支局∥
編

毎日新聞社盛岡支
局

1983.5 K/289/ﾀ21/2ｲ ○

55 みちのくに名医あり 及川 貞四郎∥著 及川貞四郎 1988.6跋 K/289/ﾀ21/5ｲ ○

56 建部清庵の世界 大島 英介∥著 大島英介 1993.9 K/289/ﾀ21/6ｲ ○

57 建部清庵 国本 恵吉∥著 国本恵吉 1995.4 K/289/ﾀ21/7ｲ ○

58 清庵と蘭学者たち 小池 平和∥編
世嬉の一・酒の民
俗文化博物館

1987.10 K/289/ﾀ21/9ｲ ○

59 ＧＥＮＴＡＫＵ 一関市博物館∥編集 一関市博物館 2007.9 K/289.1/ｵｵ ○

60 みちのく蘭学事始 七宮 涬三∥[著] 新人物往来社 1977 K/289.1/ｵｵ ○

61 槻弓（つきゆみ）の春（はる） 大島 英介∥著 岩手日日新聞社 1999.5 K/289.1/ｵｵ ○

62 大槻玄沢の研究 洋学史研究会∥編 思文閣出版 1991.1 K/289.1/ｵｵ ○

63
一滴の雫
高野長英ものがたり

佐藤 秀昭∥文
今野 健∥絵

高野長英顕彰会 2014.3 K/289.1/ﾀｶ ○

64 夢魂の人 千田 捷煕∥著 [千田捷煕] 2009.8 K/289.1/ﾀｶ ○

65 評伝高野長英 鶴見 俊輔∥著 藤原書店 2007.11 K/289.1/ﾀｶ ○
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

66 夢を追いかけて 高橋 ともみ∥著 文芸社 2006.4 K/289.1/ﾀｶ ○

67 追われても追われても 志村 武∥著 さ・え・ら書房 1978 K/289.1/ﾀｶ ○

68 高野長英 佐藤 昌介∥著 岩波書店 1997.6 K/289.1/ﾀｶ ○

69 高野長英 筑波 常治∥著 国土社 1999.3 K/289.1/ﾀｶ ○

70 江戸の若き長英 上・下 岩淵 憲次郎∥著 胆江日日新聞社 2005.11
K/289.1/ﾀｶ
/1・2

○

71 芝蘭堂の門人たち 鈴木 幸彦∥著 [鈴木幸彦] [2004.2]
K/402.105/
ｽｽﾞ

○

72 解版民間備荒録 建部 清庵∥著 岩手植物の会 ー K/470/ﾀ5/1ｲ ○

73
食べられる野草
清庵の救荒植物記

松岡 洋一∥[ほか]著
毎日新聞社盛岡支
局

1987.10 K/470/ﾏ1/1ｲ ○

74 江戸時代の病と医療 一関市博物館∥編集 一関市博物館 2012.9
K/490.2122/
ｴﾄﾞ

○

75
宛名のない手紙
建部清庵と杉田玄白

新谷 弘∥著 文芸社 2017.5 K/913.6/ｼﾝ ○

76 ドクトル長英 ジェームス三木∥著 日本放送出版協会 2004.9 K913.6/ｼﾞｴ ○

77 長英逃亡潜伏記 青山 淳平∥著 光人社 2008.10 K/913.6/ﾀｶ ○

78 長英の隠れ家 播田 邦生∥著 人の森出版 1998.6 K/913.6/ﾊﾘ ○

79 吉村昭歴史小説集成 4 吉村 昭∥著 岩波書店 2009.7 913.6/ﾖｼ/4 ○

80 長英逃亡 上・下 吉村 昭∥著 新潮社 2011.11
K/913.6/ﾖｼ
/1・2

○

近代岩手の医学教育に関する資料
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

81 三田俊次郎先生伝 後藤　英三∥著 岩手済生医会 1955 K/289/ﾐ2/1 ○

82 わが三田定則先生
三田定則先生顕彰実行
委員会∥編

圭陵会 1972.6 K/289/ﾐ8/1 ○

83 盛岡藩「日新堂」顛末 長岡 高人∥著
盛岡市立河南中学
校

1963.6 K/372/ﾅ1/1ｲ ○

84 盛岡藩 日新堂物語 長岡 高人∥著 熊谷印刷出版部 1982.8 K/372/ﾅ1/2ｴ ○

85
幕末盛岡の学校物語 洋学校・日
新堂と藩校・作人館

盛岡市中央公民館∥編 盛岡市中央公民館 2001.9
K/372.105/ﾊﾞ
ｸ

○

86 盛岡藩校作人館物語 長岡 高人∥著 熊谷印刷出版部 1980.11 K/376/ﾅ1/1ｲ ○

87 岩手医科大学四十年史 岩手医科大学∥編 岩手医科大学 1968.6 K/377.1/ｲ2/2 ○

88 創立五十周年記念写真集
創立５０周年記念写真
集編集実行委員会∥編

岩手医科大学 1978.6 K/377.1/ｲ2/4 ○

89 岩手医科大学六十年史 岩手医科大学∥編 岩手医科大学 1989.12
K/377.1/ｲ
2/12

○

90
医心伝進 岩手医科大学創立120
周年

ー
盛岡市文化振興事
業団盛岡市先人記
念館

[2017] K/377.28/ｲｼ ○

91 岩手医科大学創立120周年記念誌
岩手医科大学創立120周年
記念事業小委員会史料整
備専門部会∥編

岩手医科大学 2017.4 K/377.28/ｲﾜ ○

92
誠をつなぐ 岩手医科大学さきが
けの軌跡

榊 悟∥著 岩手日報社 2017.4 K/377.28/ｻｶ ○

93
大島高任・八角高遠と日新堂 盛
岡藩洋学ことはじめ

ー
盛岡市文化振興事
業団盛岡市先人記
念館

 [2011] K/402.105/ｵｵ ○

94 岩手県医師会史 上下巻
岩手県医師会史編纂委
員会∥編

岩手県医師会 1980
K/490/ｲ9/
2-1～2

○

95 岩手の医学通史 国本　恵吉∥著
日刊岩手建設工業
新聞社

1987.6 K/490/ｸ1/1 ○

8 


