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01単行本

整形外科史

『医と教育一第2回日本医学会特別シンポジウム」日本医学会

精神医学史

｢三省録』浜北市教育委員会

生物学史

荒井保男『続医の名言」中央公論社

西洋医学史

池卜箙治「伝統医学の世界」エンタプライズ

生化学史

岩下哲典「権力者と江戸の<すり」北樹出版

生理学史

宇治敏彦、國廣道彦、黒河内康、三重野康、吉田喜重、竹田

地 方 史

博志、興津要｢文化講演集第2集文化と社会2｣湯島聖

堂、斯文会

森潤三郎『多紀氏の事蹟j大空社

川島恂二『関東平野の隠れキリシタン」さきたま出版会

山中英令『紙の山で見つけたもの（故山中太木の一側面)』

児島保「島根名医略伝」

琉球大学医学附属地域医療研究センター「沖縄の歴史と医療

児玉善仁「<病気＞の誕生一近代医療の起源一」平凡社

史」九州大学出版会

志田信男「アヴィセンナ「医学の歌｣」草風館

新村拓「医療化社会の文化誌生き切ること･死に切ることj
︵三︶言︶叩ｍ鰕抑等鰕搾澤朴劃幽特垣

法政大学出版会

杉山茂「薬の社会史一日本最古の売薬外郎･透頂香一」近代
文芸社

鈴木隆雄「骨から見た日本人古病理学が語る歴史』講談社
第24回日本医学会総会医学史展示小委員会編｢尾張から見た

日本と世界の医学史」第24回日本医学会総会記念事業会
千葉県史料研究財団『千葉県の歴史資料編近現代7（社
会・教育・文化1)』

土屋重朗『鴎外をめぐる医師たち』戸田書店

豊橋市教育委員会『安井文庫図書目録（豊橋中央図書館蔵)」
中野信英編『速見郡医師會小史』

二宮陸雄『桑田立斎先生』桑田立斎先生顕彰会
日本生命済生会会史編蟇室『日本生命済生会七十年史』口本
生命済生会

三好町酒井家調査団｢愛知県三好町福田酒井家文言(二）地
域知識人書簡(1)」
﹇ぬ寺

森納『歯の民俗民間信仰俗信くすり歯の神様仏様あごなし地
蔵
」

02医学切手・書画

｢パスツール切手のチェックリスト」榎本一彦「STETHO‑
SCOPE｣(152)11‑15

｢切手で医学散歩1‑48」金山知新「MedicalTribunel31(1
−
5
3
/
5
4
）

｢医学切手アラカルト医学の発展に貢献した人々(1)(2)」
河瀬正晴「ふゅ−ちや−」(15‑16)18
｢医学切手アラカルト予防接種」河瀬正晴「ふゅ−ちゃ一』
(17)18

｢医学切手アラカルト注射」河瀬正晴『ふゅ−ちゃ−」（18）
18

｢医学切手アラカルト点滴」河瀬正晴「ふゅ−ちゃ−』(19)
18

｢医学切手アラカルトマラリア」河瀬正晴『ふゅ−ちゃ−』
(20)18

｢医学切手アラカルト禁煙運動」河瀬正晴『ふゅ−ちゃ−」
(21)18

｢医学切手アラカルト人体構造」河瀬正晴『ふゅ−ちゃ−」
(22)18

国の寺

｢医学切手アラカルト病気との闘い」河瀬正晴「ふゅ−ちゃ
一』(23)18

｢切手で見る免疫血液学(141‑149)」河瀬正晴『MedicalPost
graduatesj36(1‑6)79‑80,166‑172,255‑260,395‑400,463‑
464

｢輸血と献血（7‑9)」河瀬正晴「STETHOSCOPEI(152‑154)
︵言冨︶巾的鰕蜘写溌槌澤朴忍幽畏工

16‑19,10‑12,10‑13

大村敏郎『日本医史学雑誌」44(2)187

｢薬大生の病院実習の変遷｣金久保好男、北田光一、山村重雄
『薬史学雑誌」33(1)97‑100

｢明治中期帝国大学国家医学講習科の実態｣小関恒雄｢犯罪学
雑誌』64(5)139‑144

｢明治期の薬学校史：明治期における熊本の薬学教育｣小山鷹
二「薬史学雑誌』33(2)115‑121

｢医と教育医学教育史の立場から世界の医史学教育の現

03医学教育
｢第四高等中学校医学部生徒について｣赤祖父一知『北陸医史」
19(1)11‑19

｢医科大学国家医学講習科記録（生徒資料も含む)」石崎達「日
本医史学雑誌」44(3)317‑350
｢医と教育医学教育史の立場から岡山における医学教育

と医学史（抄)」石田純郎「日本医師会雑誌」119(11)1803

｢岡山における医学教育と医学史」石田純郎『医と教育一第2
回日本医学会特別シンポジウム」33‑38

｢｢医学史」による能動的学習態度育成」大滝純司、阿部和厚、
寺沢浩一『医学教育」29(5)309

｢医学史の教育的意義」大村敏郎『医と教育一第2回日本医学
会特別シンポジウム」20‑24

｢医と教育医学教育史の立場から医学史の教育的意義
（抄)」大村敏郎『日本医師会雑誌jll9(11)1801‑1802
｢シンポジウム「若い人たちに医学史を伝えるために」（抄)」

状（抄)」酒井シヅ「日本医師会雑誌』119(11)1802‑1803
｢世界の医史学教育の現状｣酒井シヅ『医と教育一第2回日本
医学会特別シンポジウム」27‑30

｢日大専門部歯科昭和18年9月卒業生のアルバムから
（抄)」渋谷鉱、渋谷幸男、村木春長、谷津三雄、工藤逸郎
「日本歯科医史学會々誌j22(3)183
｢日大専門部歯科昭和19年9月卒業生のアルバムから

（抄)」渋谷鉱、渋谷幸男、村木春長、谷津三雄、工藤逸郎
「日本歯科医史学會々誌」22(3)184

｢明治期の薬学校史長崎大学薬学部の歴史」中島憲一郎「薬
史学雑誌』33(2)111‑114

｢岡山における医学教育と医学史指定発言」中山沃『医と教
育一第2回日本医学会特別シンポジウム」39‑40

｢医学史探訪ライデン大学の医師資格試験」二宮陸雄『Nik‑
keiMedical｣(9)172‑173

｢明治一二年から一六年までの東京府における医術開業旧試

験について（抄)」樋口輝雄「日本医史学雑誌」44(2)270‑
271

｢世界の医史学教育の現状指定発言」深瀬泰且『医と教育一
第2回日本医学会特別シンポジウム」31‑32

｢医学史の教育的意義指定発言」松木明知「医と教育一第2
回日本医学会特別シンポジウム」25‑26

28‑39

｢第25回世界獣医学大会（横浜）について第25回世界獣医
学大会の概観」浪岡茂郎「日本獣医史学雑誌』(35)31‑32
｢国際歯科学士会の歴史的研究(その2)戦後日本におけるICD
活動の復活（抄)」森山徳長、高添一郎、長谷川正康、石川
達也『日本歯科医史学會々誌」22(3)165‑166

︵９局︶巾︷︶鰕抑等恕

「日本歯科医史学会の歩み（抄)」谷津三雄『日本歯科医史学
04医学用語

會々誌」22(3)134‑135

｢精神科における用語について」岡田靖雄『精神神経学雑誌」
100(4)241‑247

｢『素間孜注』の用字例(抄)」宮川浩也『日本医史学雑誌｣44(2)
218‑219

搾紫朴忠幽特︑

｢明治期医学害の文体･用語法の分析的研究（その3）コンピュ

ーターによる高山紀斉著「保歯新論」の文体の考察（抄)」
森山徳長、高崎一郎『日本歯科医史学會々誌』22(3)150

06医史学一般

｢幕末期の院内銀山の死亡者記録の分析「門屋養安日記」にみ
る庶民の医療（二）（抄)」莇昭三「日本医史学雑誌」44(2)
202‑203

｢医療と歴史との接点を求めてビルロートの出逢いとすれ
違い」大村敏郎『医薬の門」38(1)2‑5

｢医療と歴史との接点を求めてパレと楢林流の外科｣大村敏
05医師会・学会
｢国際老年学協会(IAG)の歴史」折茂肇『日本老年医学会雑
誌」35(3)178‑185

｢第25回世界獣医学大会の歴史部門の動き」勝山脩『日本獣
医史学雑誌」（35)34‑35

｢同仁会の機関誌『同仁」について（抄)」丁蕾「日本医史学
銅唖寺

雑誌144(2)236‑237

｢資料･北陸医学会の淵源と沿革」寺畑喜朔『北陸医史」19(1)

郎「医薬の門』38(2)58‑61

｢医療と歴史との接点を求めてアンブロアズ･パレとの出会
い」大村敏郎「医薬の門」38(6)320‑323

｢江戸の考証医家(抄)」小曽戸洋『日本医史学雑誌｣44(3)437‑
438

｢先人たちは性医学をどう学んできたか（抄)」斎藤三朗『神
奈川医学会雑誌』25(2)350‑351

｢19世紀の医学と20世紀の医学」酒井シヅ「ヒューマンサイ

寺唖寺

エンス」9(3)30‑31

｢20世紀の医学をふりかえる20世紀医学年表｣酒井シヅ｢か
らだの科学』(200)111‑126

｢心ある医療医学史にみる「こころある医療｣｣酒井シヅ「日
本医師会雑誌』12()(11)1553‑1556

｢日中医学交流史あれこれ」酒井シヅ「東亜』（372)4‑5
︵三富︶巾砲艦抑写鰕柁華朴田幽持画

｢歴史から見た現代の医学・医療l原始時代の病気と医療」
酒井シヅ「いずみ」45(1)12‑13

｢歴史から見た現代の医学・医療2医の神々と医学の父ヒポ
クラテス」酒井シヅ「いずみ』45(2)8−9

｢歴史から見た現代の医学・医療3古代医学と伝統医学」酒
井シヅ「いずみ」45(3)8‑9

｢歴史から見た現代の医学・医療4中世の西洋医学一病院」
酒井シヅ『いずみj45(4)8‑9

｢歴史から見た現代の医学・医療5アラビア医学」酒井シヅ
「いずみ」45(5)8‑9

｢歴史から見た現代の医学・医療6南イタリアの医学」酒井
シヅ「いずみ」45(6)8‑9

｢歴史から見た現代の医学・医療7人体解剖学の再興」酒井
シヅ『いずみ』45(7)8‑9

｢歴史から見た現代の医学・医療8血液循環説の発見」酒井
シヅ『いづみ』45(8)8‑9

｢歴史から見た現代の医学・医療9錬金術と化学の芽生え」
酒井シヅ「いずみ」45(9)8‑9

｢歴史から見た現代の医学・医療10外科の近代化と外科医
パレ」酒井シヅ「いづみj45(10)8‑9

「杏雨蔵書にみる医学の歴史解剖｣芝哲夫『実験治療』(650)
45−48

｢死体と臓器移植(抄)」杉田暉道「日本医史学雑誌144(2)272‑
273

｢20世紀の医学をふりかえる疾病構造の変化｣鈴木庄亮『か
らだの科学』(200)18‑23

｢シンポジウム｢日本における医史料の蒐集と保存について−
その現状と提言」（抄)」寺畑喜朔「日本医史学雑誌」44(2)
186

｢『鎮将府日誌」について（その2）太政官日誌との併読」中西
淳朗「神奈川医学会雑誌」25(1)153‑154

｢免疫学入門腫瘍免疫概説歴史的展望｣橋本嘉幸『免疫
ImmunologyFrontier｣8(1)49‑56

｢｢鉄腕アトム氏との出会い」その後(7)‑(11)」深瀬泰且『川

崎市医師会会報」（237‑241)51‑58,67‑75,76‑82,74‑83,59‑
71

｢20世紀の医学をふりかえる栄養学と20世紀日本の栄
養学は医療に貢献してきたか」細谷憲政『からだの科学』
（200)44‑47

｢20世紀の医学をふりかえる戦争と医療｣村上陽一郎『から
だの科学」(200)28‑31

｢20世紀の医学をふりかえるDNA科学と医学」村松正實

『からだの科学」(200)32‑36

｢20世紀の医学をふりかえる脳科学にとっての20世紀｣養
老孟司「からだの科学』(200)48‑51

｢21世紀のプライマリ・ケア専門医日本における家庭医機
能の歴史的考察」川久保亮『プライマリ・ケア」21(2)129‑
135

｢医療が開いた扉第13の扉患者の権利の一層の充実を
07医の倫理

「日本国憲法」施行51年目の新春に寄せて」近藤均『ジャ

｢臨床医学研究の方法論インフォームド・コンセント」縣俊

パンポスト」43(1)197‑198

︵言言︶曲銅鰕抑等雅

彦「臨床医」24(9)1363‑1371
｢インフォームド・コンセントインフォームド・コンセント

の定義と歴史」木坂昌知「臨床成人病』28(9)1()01‑1006

｢20世紀の医学をふりかえる患者の権利｣星野一正｢からだ
の科学」(200)107‑110

｢｢インフォームド・コンセントの現状」インフォームド・

棉謨朴認幽骨国

コンセントの歴史的背景と課題」森岡恭彦『保健の科学」
40(2)92‑96

｢医療が開いた扉第14の扉患者の権利の一層の充実を
国民皆保険制度の理想と現実一制度導入から40年一｣近藤
均『ジャパンポスト」43(2)193‑194

｢医療が開いた扉第15の扉患者の権利の一層の充実を
医学部･医科大学昔と今｣近藤均『ジャパンポスト」43(3)
193‑194

｢日本における健康保険法の診療報酬改定の歴史概観一特
に医師裁量権の問題点について（医師裁量権の衰微）−」
谷荘吉『医学史研究』(74)13‑17

08医療器械
｢内視鏡の基礎と臨床内視鏡の歴史と原理」窪田哲丸
『Johns｣14(1)7‑11

｢日本の内視鏡史」丹羽寛文「GastroenterologicalEndos‑

copy｣40(Supp1.1)341

「らい予防法と性病予防法」長門谷洋治「北陸医史jl9(1)40‑
47

｢20世紀医療史37ニクソンの政治と医療」野村拓「月刊保
団連』（562)82‑83

｢20世紀医療史38アフリカの保健医療」野村拓「月刊保団
連』(565)50‑51

09医療制度史・医療史
唖山寺

｢文化史に見る古代人の医療観第5回古代ローマの医療観

と医師像その2」石渡隆司「けんさ」28(1)42‑53

｢20世紀医療史39ラテン・アメリカの医療」野村拓「月刊
保団連』（567)52‑53

｢20世紀医療史40福祉国家と優生手術」野村拓「月刊保団

や︑守

連』（575)54‑55

｢20世紀医療史41DRG前後」野村拓「月刊保団連」(581)
66‑67

｢20世紀医療史42社会階層と医療」野村拓「月刊保団連」

｢江戸の医療②−⑥」山崎幹夫『ヒューマンサイエンス」9(2‑
6)2

｢法制度からみた精神保健福祉の変遷精神保健福祉法の制
定の背景を探る」吉川武彦『医療」52(4)219‑225

(
5
8
5
)
5
(
)
‑
5
1

｢20世紀医療史432000年戦略｣野村拓「月刊保団連」(588)
︵言爲︶巾的恕却等恕鮨華朴慨幽畏画

34‑35

｢20世紀医療史44医療における代替」野村拓『月刊保団連」
(591)50‑51

｢20世紀医療史45生き残り戦略｣野村拓『月刊保団連』(596）
50‑51

｢20世紀医療史46高齢化の波」野村拓『月刊保団連』(599)
50‑51

｢20世紀医療史47進行形の死」野村拓「月刊保団連』(601)
50‑51

｢20世紀医療史48カナダ医療の注目度」野村拓「月刊保団
連」(603)50‑51

｢20世紀医療史49ナーシング・ホームとは」野村拓「月刊
保団連』（604)66‑67

｢日本的医療費総枠規制の変遷｣野村拓『医学史研究｣(74)1−4
｢海外の医療制度医療･医学界が直面する問題点アメリカ
の大学医学部の苦悩医療経済の激変診療・教育と研究

の乖離アメリカの大学医学部の教育・診療・研究制度の

歴史」宮井克己「BiomedicalPerspectives｣7(3)285‑289

10衛生・公衆衛生史・予防医学
｢労働者の生活と労働時間」小木和孝『医学史研究』(74)21‑
29

｢治療の歴史水痘ワクチン」高橋理明｢治療学』32(12)1569‑
1573

｢近代衛生政策の起源‑E・チャドウィックの「衛生思想」を
めぐって」野島直子「医学史研究j(74)43‑49

｢働く人の健康(14)砒素と砒素化合物一皮膚炎・中毒・「が
ん」−」野村茂「労働の科学』53(11)692‑693

｢臨床医が知っておきたい健康づくり施策日本における健康
づくりの歴史」林泰史I治療」80(4)1542‑1545

｢医療今昔物語学説･診療の変遷122労働衛生一職業性中
毒を中心に−」原一郎『臨床科学」34(11)1563‑1570

｢化学工業の拡大と職業病」原一郎「医学史研究」(74)30‑37
｢｢医療保障・自由集会(1959〜79)(日本公衆衛生学会）の記録
「医療110番」が提起する諸問題」東田敏夫「医学史研究」
（74)53‑59

｢中小企業と下請けの安全衛生事情と労働者の健康破綻｣東田
敏夫『医学史研究」（74)38‑42

｢なぜ､この問題をとりあげるか−高度経済成長

ドの労働者

階級の健康状態」東田敏夫『医学史研究」(74)18‑20

「脳の科学」20(1)61‑67

脳を固める.切る．染める先人の知恵」萬年甫『Brain
Medical｣10(1,3,4)61‑67,305‑312,419‑425

11解剖学史
｢江戸の腋分」石出猛史「千葉医学雑誌』74(1)1‑7

12眼科史

｢クスリ指」内林政夫『薬史学雑誌」33(1)74‑77

｢屈折矯正手術の正しい進め方屈折矯正手術の歴史と展望」

︵三富︶巾由鰕抑等塒

｢ベレッティーニ解剖図譜における自律神経系(第二報）（抄)」
オルリー･レジス、本宮かをる「日本医史学雑誌」44(2)240
‑241

｢ヴェサリウス解剖学の構成とその起源について（抄)」坂井
建雄『日本医史学雑誌』44(2)248‑249

｢解剖用語「膵」の受容、定着の過程について（抄)」佐藤裕

柁睾朴忍幽持五

「日本医史学雑誌」44(2)262‑263

｢中国と日本の解剖制度の比較研究（抄)」陶粟燗『日本歯科
医史学會々誌』22(3)178
｢辺縁系その概念の大要と簡単な歴史(英文)｣Nakanolm3

haru｢NeuropatholOgy｣18(2)211‑214
｢日本における解剖図の｢眼差し｣に関する研究(その4）（抄)」

臼井正彦「眼科診療プラクテイス」1(4)2‑11

｢眼科医療器機史のCD‑ROM化(抄)」奥沢康正「日本医史学
雑誌』44(3)434‑435
｢ディスポーザブルコンタクトレンズの全てOne‑Point
Adviceディスポーザブルコンタクトレンズの歴史と製

造方法」崎元卓「眼科診療プラクテイス』1(2)47

｢正常眼圧緑内障をどう診るかOne‑PointAdvice正常眼
圧緑内障の歴史」竹内篤、近藤武久「眼科診療プラクテイ
ス』1(5)22‑23

｢文庫の窓から眼科諸流派の針術江戸時代における白内
障治療」中泉行信、中泉行史、齋藤仁男｢臨床眼科｣52(12)
1858‑1861

西巻明彦「日本歯科医史学會々誌」22(3)179

｢ハックスリの英文･比較骨学図譜(一八六四年)について(抄)」
松尾信一『日本医史学雑誌j44(2)250‑251

｢、解体新書〃以前の「神経」概念の受容について」松村紀明
ト山守

『日本医史学雑誌』44(3)385‑398
｢ニューロサイエンスの仮説網状説とニューロン説｣萬年甫

13看護史

｢本院IVHチームにおける看護婦の役割歴史と展望」江本
真美、且鍋眞喜子、千原和美、他『日本静脈・経腸栄養研
究会誌』13,126‑128

｢GraceElizabethAltの看護思想」大石杉乃「東海大学健康

唾一

科学部紀要』(3)1‑9

｢看護大学生の実習時における困難な問題とコーピング｣大石
杉乃、溝口満子、竹内佐智恵『東海大学健康科学部紀要』
(3)21‑30

｢看護記録に関する歴史的変遷雑誌「看護」にみる記録に関
する文献分析を中心に」太田澄恵、鈴木淳子、若佐柳子、
︵三三︶巾め恕抑等謡楯澤朴認幽骨亟

小林佐和子「日本看護学教育学会誌」8(2)109

｢私が見聞した看護の歴史（第39‑48回)」大森文子「看護」50
(1‑3,5‑6,8,10‑13)139‑147,125‑131,123‑131,140‑148,
123‑131,124‑132,125‑133,123‑128,139‑147,123‑131

｢ある看護婦の生涯」小野公義「STETHOSCOPE｣(153)4‑
8

｢20世紀の医学をふりかえる看護にとっての20世紀｣小島
操子「からだの科学」(200)97‑101
｢看護研究の理解と実践研究法歴史的研究」小林礼以子、
小林重雄『看護技術』44(9)988‑992

｢ナースが読むトピックス(15)‑(16)難病という難問(1‑2)」
近藤均『エキスパートナース』14(1‑2)112‑113,124‑125
｢ナースが読むトピックス(17)ナース生涯学習へのヒント｣近
藤均『エキスパートナース』14(3)116‑117

｢わが国における「公衆衛生看護」の概念の歴史的変遷」白井

｢明治助産史過去から未来へのアプローチ産婦人科医･緒
方正清」日隅ふみ子「助産婦」52(2)60‑64

｢看護思想の源流（5）−ナイチンゲール『看護覚え害』−」
平尾真智子『綜合看護』33(1)81‑86

｢看護思想の源流(6)‑19世紀ドイツの看護療法一」平尾真
智子『綜合看護」33(2)41‑47

｢看護思想の源流(7)‑20世紀アメリカの看護理論群一」平
尾真智子「綜合看護」33(3)65‑72

｢看護思想の源流（8）東洋の養生法と看護｣平尾真智子｢綜
合看護』33(4)92‑99

｢看護という言葉の使用のはじめ（第3報）−鎌倉時代末期の
仏教史書「元享釈書」と看護（抄)」平尾真智子『日本医史
学雑誌」44(2)204‑205

｢看護の歴史近代日本の看護婦たち①横浜軍陣病院･大病院
の看護」平尾真智子「プレインナーシング」14(1)65‑67

｢看護の歴史近代日本の看護婦たち②看護教育の開始とア
メリカ女性宣教師｣平尾真智子『プレインナーシング｣14(2)
173‑175

｢看護の歴史近代日本の看護婦たち③看護婦が著した我が

国で初めての看護害」平尾真智子『プレインナーシング」
14(3)271‑273

英子、吉田礼維子、重村峯子、他『看護教育』39(1)52‑60

｢看護の歴史近代日本の看護婦たち④地方における取締り

｢時論統計からみた准看護婦像｣長門谷洋治『日本醤事新報j

から全国的な看護婦規則へ」平尾真智子「プレインナーシ

(3887)71‑74

ング」14(4)359‑362

｢看護の歴史近代日本の看護婦たち⑤看護婦が自営してい
た派出看護婦会」平尾真智子『ブレインナーシング』14(5)
450‑453

｢看護の歴史近代日本の看護婦たち⑥公衆衛生の発達と看
護の機能の拡大」平尾真智子「プレインナーシングj14(6)
548‑552

︵三富︶曲由溌鞠等鰡

｢看護の歴史近代日本の看護婦たち⑦高等女学校と看護婦
の教育」平尾真智子『プレインナーシング」14(7)615‑618

｢看護の歴史近代日本の看護婦たち⑧戦時体制と看護婦規
則、国際交流への影響｣平尾真智子「プレインナーシング」
14(8)739‑741

｢看護の歴史近代日本の看護婦たち⑨GHQによる看護改

櫃奉朴調幽骨二

革と新しい看護教育の教授法」平尾真智子『ブレインナー

｢訪問看護･在宅ケアの歴史的考察と展望」深瀬須加子「日本
看護学教育学会誌」8(2)32‑34

｢第2次大戦以降の米国の看護教育：歴史及び展望（英文)」

FURUTABettyS.｢KawasakiJournalofMedical
Welfarel4(1)1−8

｢看護のための「いのちの歴史の物語」(1‑3)｣本田克也、浅野
昌充、加藤幸信「綜合看護』33(2‑4)65‑72,45‑48,59‑63
｢看護教育の精神に関する歴史学的研究人物研究的アプロ

ーチを中心に」丸山マサ美「日本看護学教育学会誌」8(2)
172

｢日本におけるリエゾン精神看護に関する研究日米比較に
みる歴史的変遷と今後の課題」渡辺章子『日本看護研究学
会雑誌』21(3)391

シングj14(9)831‑834

｢看護の歴史一近代日本の看護婦たち⑩准看護婦制度の創設」
平尾真智子「ブレインナーシング」14(10)935‑938

｢看護の歴史一近代日本の看護婦たち⑪看護の大学教育の開
始」平尾真智子「ブレインナーシング」14(11)1008‑1012
｢看護の歴史一近代日本の看護婦たち⑫専門職への道｣平尾真
智子「プレインナーシング』14(12)1082‑1085

｢戴帽式のルーツ」平尾真智子『クリニカルスタディ」19(10)

14寄生虫学史

｢日本の広島県の東部で以前は風土病であった片山病､日本住
血吸虫症、の認識及び制御(英文)｣MIKAMIMasahiro『北
里医学」28(5)461‑462

｢日本における寄生虫学及び寄生虫学者の史的回顧（英文)」

YOSHIDA,YukioIParasitologylntemational』
47(Suppl.)7‑9

71−72
毎唖寺

｢ナースキャップの歴史」平尾真智子『クリニカルスタディ」
19(10)66‑67

16軍陣医学史

｢横浜軍陣病院における土佐・因州両藩の死者をめぐって

︵︶︾可

（抄)」中西淳朗『日本医史学雑誌」44(3)430‑432

｢戦争終末期、中支派遣･一兵姑病院の顛末一「自分史」より・
半世紀後の検証」東田敏夫『医学史研究』(73)14‑19

｢20世紀の医学をふりかえる外科手術の20世紀｣相川直樹
「からだの科学』(200)68‑71

三『外科」60(13)1784‑1786

｢集中1頚動脈病変へのアプローチ頚動脈外科の歴史を知
る」根岸七雄「血管外科』17(1)20‑22

｢ここまで進歩した動脈瘤の診断と治療人工血管の歴史と
展望」野一色泰晴「臨床と研究j75(9)1968‑1971

｢地蔵寺過去帳による華岡青洲の乳癌手術患者三名の死亡年
︵二言︶巾ｍ鰕抑等鰕瀧窯朴田幽終ヱ

17形成外科史

｢ThinFlapの歴史と展望」百束比古、高建華「日本形成外科
学会会誌118(3)123‑133

月日」松木明知『日本医史学雑誌』44(4)499‑508

｢神経内視鏡手術の最前線神経内視鏡手術の歴史」山鳥崇、
上川秀士「ClinicalNeuroscience｣16(12)1356‑1359
｢医療今昔物語学説・診療の変遷115マイクロサージャリ

18外科史

ー」山野慶樹「臨床科学」34(3)417‑425

｢教室における神経芽腫治療の歩み」岩渕眞『日本小児外科学
会雑誌』34(2)243‑253

｢医療今昔物語学説･診療の変遷113外科医の歴史」大村
敏郎「臨床科学」34(1)130‑137

｢外科医の語る外科史と画像」大村敏郎『日本外科系連合学会
誌」23(3)390

｢アトラスでみる鼠径ヘルニアの手術鼠径ヘルニア手術法
の歴史的変遷」沖中功太『消化器外科』21(11)1683‑1685
｢佐藤進と乳癌」酒井シヅ『Mamma｣(30)表2
｢明治時代の乳癌手術」酒井シヅ「Mamma｣(29)表2
｢我国における近代外傷医療の歴史と外傷医のあり方｣鈴木忠
『日本外傷学会雑誌」12(2)65‑80

｢伝記にみる血管の外科戦場で繰り広げられた手術｣田辺達

19細菌学史

｢アデノウイルス7型感染症アデノウイルス7型感染症の
簡単な歴史、海外動向、国内全国情報及び診断と分子疫学」
稲田敏樹『臨床とウイルス」26(4)205‑215

｢サルモネラの命名の歴史と正式名称」江崎孝行『日本細菌学
雑誌」53(4)629‑633

｢BacterialTranslocation歴史と病態｣齋藤英昭『侵襲と免
疫」7(2‑3)56‑60

｢インフルエンザの全てその臨床最前線変化するインフ
ルエンザインフルエンザ抗原変異の歴史」竹内可尚

「ModernPhysician｣18(11)1285‑1288

｢サイトメガロウイルスとHHV6,7ヒトβヘルペスウイル

スの基礎と臨床の進歩サイトメガロウイルス研究の歴史
的展望」古川宣「日本臨床」56(1)7‑11

ヤーナル」932‑43

｢カナダに於ける歯科教育の歴史第1I報‑1920‑1924年間の

歯科及び歯科教育の貢献者像一｣尾島光栄、ShimizuKenji
20産婦人科史

Kennegth「日本歯科医史学會々誌』22(3)185‑190

｢性と生殖に関する健康と権利人工妊娠中絶人工妊娠中

｢江戸時代の歯磨き粉、．かねやすゆふげん〃の看板につい

絶の歴史と法律」芦野由利子Iペリネイタルケア』（夏期増

て（抄)」上潟口武、嶋村昭辰、長谷川彌「日本歯科医史学

︵二言︶巾ｍ恕抑等鰕槌筆朴認過特五

刊号)112‑115

會々誌」22(3)146

｢助産婦の歴史」石原力「ペリネイタルケア」17(1‑12)82‑83,

｢童謡．茶目子の一日〃の中のライオン歯磨きについて（抄)」

128‑129,282‑283,364‑365,464‑465,570‑571,652‑653,708‑

上潟口武、長谷川彌、青笹好之、森下昭気『日本歯科医史

710,846‑847,924‑925,1012‑1013,1146‑1147

｢産婦人科医学史く7>助産術｣酒井シヅ『TheFemalePatient』
11(1)32‑33

｢産婦人科医学史<8＞産湯」酒井シヅ『TheFemalePatient』
11(2)32‑33

｢周産期ケアの地域システム化大阪における周産期医療の

地域化10年の歴史と今後の課題｣末原則幸｢助産婦雑誌」
52(5)404‑411

「フィットネス出産準備教育妊産婦体操の歴史35年の歩
み」松本清一「助産婦雑誌』52(11)970‑975

｢医療今昔物語学説･診療の変遷114出生前診断」山崎孝
一「臨床科学j34(2)269‑275

学會々誌」22(3)153
｢1935年米国で発刊されたAnestesiainDentalSurgeryに

みられる麻酔法について（抄)」京田直人、見崎徹、高田耕
司、岡俊一、工藤逸郎、金山利吉『日本歯科医史学會々誌』
22(3)138

｢歯の歴史における5つの転換点（抄)」後藤仁敏『歯科基礎
医学会雑誌」40,344

｢歯科を支えた偉大な人物史今田見信」榊原悠紀田郎￨､The
Quintessence｣17(5)827‑829
｢越後新発田溝口藩普請奉行定雇大工梅之亟の家系の研究(そ

の1）梅之亟梅角と木床義歯」佐藤泰彦、佐藤禮「日本歯科
医史学會々誌』22(3)195‑202

｢新発田溝口藩普請奉行定雇大工梅之亟の家系の研究(その2）
﹇や可

21歯学史

新西洋歯科医佐藤梅次郎の足跡(抄)｣佐藤泰彦、佐藤禮『日

｢日本におけるBegg法の歴史」大野粛英「ベッグ矯正歯科ジ

本歯科医史学會々誌」22(3)145

因や一

｢｢備急千金要方」における口臭症治療について」佐藤恭道、
大熊毅、別部智司、戸出一郎、雨宮義弘「日本歯科医史学
會々誌』22(2)61‑64

｢東洋歯科医学専門学校と日本大学合併（抄)」渋谷鉱、渋谷
幸男、村木舂長、谷津三雄、工藤逸郎『日本歯科医史学會々
誌」22(3)161‑162

Ｓ三邑耽錦鰕抑等鰕棺翠朴忠幽特皿

｢日大歯科第1恒l卒業式について（抄)」渋谷鉱、渋谷幸男、

村木春長、谷津三雄、工藤逸郎「日本歯科医史学會々誌」
22(3)160

｢明治時代記載の下顎脱臼整復について（抄)」下総高次「日
本歯科医史学會々誌」22(3)172‑173
｢顎関節症その歴史的背景（上）（下)」杉崎正志『日本歯科
評論』(670‑671)149‑165,157‑172
｢ナソロジーからオーストリア咬合学迄の下顎位に関する歴
史的考察」鈴木光雄『日本顎咬合学会誌」19(1)127

｢米国におけるフッ化物利用の歴史と現状文献的考察｣筒井
昭仁「口腔衛生学会雑誌』48(4)482‑483
｢Cristensen咬合器の機構と意義について(抄)」永田和弘「日
本歯科医史学會々誌」22(3)144
｢傷寒論と歯科医学に関する考察（その1)」西巻明彦、屋代正
幸『日本歯科医史学會々誌」22(3)191‑194
｢水毒における歯科的研究（抄)」西巻明彦、屋代正幸、藤野
H1男『日本歯科医史学會々誌」22(3)176
｢歯牙硬組織生活力に関する概念の変遷について（抄)」西巻

明彦『日本医史学雑誌』44(2)264‑265

｢明治および大正生まれの助成歯科医師の平均死亡年齢と死
因について（抄)」丹羽源男『日本歯科医史学會々誌』22(3)
169

｢明治時代から第二次世界大戦前までの歯科医師数の推移に
ついて(第2報一地方別)」丹羽源男、岩上智彦、佐藤亮「日
本歯科医史学會々誌」22(2)72‑76

｢明治時代から第二次世界大戦前までの男女別歯科医師数の
推移について（第1報)」丹羽源男、岩上智彦、佐藤亮『日
本歯科医史学會々誌』22(2)65‑71

｢顎延長法の研究に関する歴史と将来の展望」萩原敏之『歯界
展望」92(5)1()31‑1038

｢京都で試みられた障害者歯科保健医療対策の展開30年の

歴史を振り返って｣長谷川清彦『障害者歯科｣19(Suppl.)167
｢C.Cutterの衛生啓蒙害とその和訳本（抄)」樋口輝雄「日本
歯科医史学會々誌』22(3)154‑155

｢インプラントの歴史からみた遊離端欠損の処置について｣平
田宗善、他「日本口腔インプラント学会誌jll(2)280

｢Eug.Muller‑WandenSwilの教科書を通して見た20世紀初
頭のスイスに於ける歯科補綴学（抄)」平田幹男『日本歯科
医史学會々誌」22(3)143
｢新制歯科大学の誕生(No2)進学過程の開設（抄)」水川秀

海「日本歯科医史学會々誌j22(3)147‑148
｢東洋女子歯科医学専門学校の学則（抄)」武藤雄、渋谷幸男、

村木春長、谷津三雄、渋谷鉱｢日本歯科医史学會々誌｣22(3)
152

｢高山歯科医学院に始まる東京歯科大学学則の分析的考察(そ
の4）旧制東京歯科大学学則（1946‑1952）について（抄)」

山岸東太郎、森山徳長、長谷川正康、石川達也「日本歯科
医史学會々誌』22(3)151
︵三富︶巾銅恕鞠等溌

｢日本海軍歯科医科士官の歴史(VIII)無条約時代（抄)」山崎
智『日本歯科医史学會々誌」22(3)149

6(2)168‑171

｢インフルエンザの全てその臨床最前線歴史の中にみる

インフルエンザ」岡部信彦『ModernPhysician｣18(11)
1281‑1283

｢糖尿病患者の冠状動脈障害基礎から臨床まで歴史糖

尿病と冠状動脈病変」金澤健司、秋田穂束、横山光宏「循
環科学」18(9)806‑808

｢てんかんと意識障害精神医学と神経学の接点てんかん
学における意識障害の歴史的・精神病理学的考察ジャク

22史跡・記念碑」

ソンと自己再帰的意識を中心として」兼本浩祐『てんかん

｢｢島峯恂斎先生乃碑」における碑文について（抄)」大熊毅、

研究」16(1)28

戸出一郎、佐藤恭道、別部智司、雨宮義弘「日本歯科医史

擢講朴鼠幽特工

学會々誌」22(3)171

｢20世紀の医学をふりかえるがんとの闘い｣黒木登志夫｢か
らだの科学」(200)62‑67

｢肝炎ウイルスの歴史肝炎ウイルス探しへの執念･経緯」小
23疾病史

｢前立腺癌の臨床診断･治療体系の進歩序論前立腺癌治
療法の歴史と最近の進歩」阿曽佳郎『日本臨床』56(8)1978
‑1983

｢治療の歴史梅毒」岩本愛吉『治療学』32(10)1341‑1342

｢家族性腫瘍の臨床現状と問題点家族性腫瘍の定義と歴
史」宇都宮讓二「癌の臨床」44(10)999‑1008

｢感染症と人類の営み戦いか共存か歴史のなかのマラリ
的や一

ア」大友弘士『治療」80(1)33‑37
｢胎児期栄養状態と糖尿病発症」大森安恵「内分泌･糖尿病科」

池和彦、織田敏次「BIOClinica｣13(2)184‑187

｢20世紀の医学をふりかえる脂質代謝動脈硬化にとって
の20世紀」五島雄一郎『からだの科学」(200)52‑57

｢『不如帰」で結核史を区分する」小松良夫『医学史研究」（73）
7−13

｢病が語る日本史l縄文・弥生人の病気」酒井シヅ「大法
輪』65(2)176‑181

｢病が語る日本史2古代の病気」酒井シヅ「大法輪」65(3)
176‑181

｢病が語る日本史3疫病｣酒井シヅ｢大法輪』65(4)182‑187

︾④︾

｢病が語る日本史4職業病」酒井シヅ『大法輪」65(5)172‑
177

｢病力司語る日本史5光明皇后と施療」酒井シヅ『大法輪』
65(6)156‑161

｢病が語る日本史6糖尿病と藤原一族」酒井シヅ『大法輪」
65(7)170‑175
︵三富︶叩砲溌鞠 等冊棺澤朴里幽骨皿

｢病が語る日本史7梅毒｣酒井シヅ『大法輪』65(8)140‑144

｢病が語る日本史8コレラ」酒井シヅ「大法輪」65(9)142‑
147

｢病が語る日本史9怨霊と「もののけ｣｣酒井シヅ￨・大法輪」
65(10)176‑181

｢病が語る日本史10瘡（マラリア)」酒井シヅ「大法輪」
65(11)170‑175

｢病が語る日本史llかぜ」酒井シヅ「大法輪』65(12)176‑
181

｢歴史から見た糖尿病との戦い」酒井シヅ『保険医の臨床』
（378)2−4

｢歴史から見た糖尿病との闘い」酒井シヅ『糖尿病』41(2)89‑
93

｢歴史から見た糖尿病との闘い③糖尿病学の誕生からインス

リン発見前夜まで｣酒井シヅ『DiabetesJoumalj26(1)50‑
54

｢歴史から見た糖尿病との闘い④」酒井シヅ「DiabetesJour‑
nalj26(2)90‑93

｢胃炎･胃潰瘍･胃ガンH.pyloriを中心として慢性胃炎の分
類歴史的変遷｣佐藤貴一、木村健｢医学のあゆみ｣186(9)
481‑485

｢胄炎‑SydneySystemとHelicobacterpylori￨曼性胃炎の
組織分類その歴史的変遷」下田忠和、中西幸浩、吉野孝
之『冑と腸j33(8)1073‑1078
｢古典からみた糖尿病の研究『蘭室秘蔵より」(1)」須藤ハジ
メ『東洋医学」26(5)40‑43

｢田原淳以後の心臓学の発展と進歩」須磨幸蔵「臨床と研究』
75(3)623‑624

｢肝内結石症の病態と治療総説肝内結石症の研究における
歴史的背景」谷村弘、内山和久、石本喜和男「消化器外科』
21(9)1417‑1421

｢急性心筋梗塞の治療基礎から臨床まで歴史経静脈的
薬物治療とカテーテル治療と」野坂秀行、延吉正清『循環
科学」18(1)6‑9

｢悪性リンパ腫病理分類の歴史、現状(特にREAL分類)と問
題点」飛内賢正「癌と化学療法」25(14)2157‑2166

｢アトピー性鼻炎歴史と免疫」古江増隆「福岡医学雑誌」
89(3)79‑82

｢大腸癌の診断･治療この30年の歴史と進歩」北條慶一『公
立昭和病院医学雑誌」2(1)1‑13

｢新しい目でインフルエンザをみる流行の歴史」前田章子
『臨床と微生物』25（増刊号)631‑644

｢ダニ抗原についての研究の歴史特に私との関わり室内

Lui,JIANJinHuwaii「耳鼻と臨床」44(suppl.)529‑534

塵アレルゲン中の重要な抗原としてのダニ」宮本昭正『感

｢解剖と機能耳と気圧シリーズ耳気圧外傷研究の歴史｣柳

染・炎症・免疫』28(1)56‑59

田則之、福田成司『JohnSj14(8)1140‑1142

｢悪性リンパ腫の過去､現在､未来悪性リンパ腫分類の歴史」

元井信「福山医学」(8)15‑20
｢看護者のする文学探訪子規が患った結核なじみの病と

︵ｇ富︶叩ｍ鰕榊等鰕棉翠朴留幽特国

癒しの関係を巡って」山川京子「臨床看護」24(2)279‑285

25種痘史
｢｢富山旅篭町種痘所」についての補遺一富山藩における牛痘
法の導入と普及に関する一管見一」赤祖父一知『北陸医史I
19(1)64‑68

24耳鼻咽喉科史

｢古典あれこれビザンチン医学とPaulusAeginetaの耳鼻
科咽喉科一そのl、その2−」飯田収『Johnsjl4(6‑7)876‑
880,1002‑1005

｢古典あれこれ耳垢小見2‑AIzheimer、田所、千葉、岩田

一」飯沼壽孝『Johnsjl4(2)234‑236
｢古典あれこれ耳垢小見3−症状のさまざま−」飯沼壽孝

『Johns｣14(4)598‑601
｢古典あれこれ耳垢小見4−足立文太郎先生一」飯沼壽孝
『Johns｣14(10)1496‑1499
｢上咽頭癌の基礎と臨床上咽頭癌治療の歴史」犬山征夫

『Johnsjl4(11)1529‑1533

｢アメリカにおける人痘接種法一一七二一年からアメリカ独

立まで−（その一、二)」小田泰子『日本医史学雑誌」44(3‑
4)303‑316,5()9‑522

｢フランスにおける人痘法受け入れ論争（抄)」小田泰子「日
本医史学雑誌』44(2)246‑247
｢NorthAmericanVaccinationabovethe49thParallel

（抄)｣JohnW.RMclntyre「日本医史学雑誌』44(2)184‑
185

｢牛痘種痘法の鼻祖中川五郎治に関して過って伝えられてい

ること（抄)」松木明知「日本医史学雑誌j44(2)177‑179
｢EdwardJelmer'sActivityinScience(抄)｣MalcomE
Beeson「日本医史学雑誌』44(2)180‑183

｢アレルギー性鼻炎落穂拾いアレルギー性鼻炎の歴史
（続)」奥田稔『アレルギーの領域」5(8‑9)1075‑1081,1232‑
吟心一

1240

｢日中耳鼻科史修正記」中野富夫、CHAOAnZong,QUIAN

26獣医学史
「卜総の牧と牧士」亀谷勉「日本獣医史学雑誌I(35)28

｢装蹄の発達および近年の教育と国際交流｣黒川和雄『獣医畜

やや寺

産新報」51(4)282‑285
｢第25回世界獣医学大会の獣医学の歴史部門に参加して」黒
川和雄「日本獣医史学雑誌」（35)32‑34

｢日本の家畜（獣医）生理学教科書の歴史」津田恒之『日本獣
医史学雑誌』（35)16‑27

｢絵巻物にみる中世獣医史料(3)」中井薫「日本獣医史学雑誌』
︵ｇ急︶巾師謡抑等鰕

（35)8−15

｢古獣医書「王良二儀秘抄」について（2）一三異本の比較一」
長尾壮七「日本獣医史学雑誌」(35)1‑7

28書誌学

｢春画｢英泉･渓斎」に観られる解体新書の影響｣岩治勇一｢北
陸医史」19(1)61‑63

｢終末期医療における「往生要集」の意義」上野陽里「医学史
研究」（73)20‑24

｢｢芸備医事』の復刻事業について（抄)」江川義雄、中川和夫
『日本医史学雑誌」44(2)274‑275

｢月湖編纂「全九集」の諸問題一「月湖抜粋医学迪蒙』からの
再検討一」遠藤次郎、中村輝子「漢方の臨床」45(11)35‑46

｢明治期の乳価」長尾壮七「日本獣医史学雑誌』（35)29‑30

｢｢全九集｣の編纂者とその意図(抄)」遠藤次郎、中村輝子「日

27害簡

｢本木良永「阿蘭陀全世界地図言訳」（下）−天理図書館所蔵

本医史学雑誌』44(2)230‑231

棉禦朴侭幽特︑

｢山脇東洋あて滝長榿(鶴台）書状について」有坂道子「医謹』
(90)4268‑4273

｢池田文書の研究（十六）竹内正信の書簡について」池田文書
研究会『日本医史学雑誌』44(1)121‑136
｢池田文書の研究（十七）船曳清修の書簡について」池田文書
研究会「日本医史学雑誌』44(3)415‑418

｢池田文書の研究（十八）猿渡盛雄・伊東盛貞・伊東盛雄・伊
東政敏の書簡について」池田文書研究会「日本医史学雑誌」
44(4)563‑570

｢天保十三年、京都滞在巾の小島宝素の書簡」町泉寿郎「日本
医史学雑誌』44(1)97‑120

日欧交渉資料（四）−」神崎順一「ビブリア」(110)73‑153

｢笠原白翁著｢白神記』について」白崎昭一郎｢北陸医史j19(1)
3−6

｢養老孟司著「日本人の身体観の歴史」を読んで、竹崎哲学に
言及する（抄)」鈴木衛『神奈川医学会雑誌』25(2)348‑349

｢三代歯科医学書といわれる古書を訳して(抄)」高山直秀「日
本歯科医史学會々誌」22(3)170

｢順天堂大学医史学研究室所蔵、吉益東洞自筆「古書医言」に
ついて（抄)」舘野正美『日本医史学雑誌」44(1)149‑151
｢吉益東洞『古書医言」の文献学的考察一とくに自筆原稿との

校合によって−」舘野正美「東洋文化研究所紀要j(136)1‑
47

｢山脇東洋「蔵志j」月澤美代子「科学技術ジャーナル』7(5)
42‑43

44(4)523‑540

｢英語圏における初期歯科医学書発達史に関する考察(その3）

｢｢極到餘音」解説」日野原正『極到餘音』1‑15

Garrison‑MortonのBibliographyl‑5版における歯科

1手塚良斎『医学所御用留』（一)−（三)」深瀬泰且「日本医

医学史書の取扱の変化(抄)｣森山徳長｢日本歯科医史学會々

史学雑誌」44(1,3,4)91‑96,419‑423,557‑562

｢山本渓山著「入越日記」（一）−京都発・高岡到着一」正橋
︵ｇ烏︶巾的瀦抑等鰕槌簔朴留幽特画

剛二『啓迪』(16)1‑10

｢山本渓山著『入越日記』（二）−高岡滞在から能登周遊へ−」
正橋剛二『医諄」(90)4280‑429()

｢香川修庵の「儒医一本」の儒について−『大学叢』を中心
として−」町泉寿郎『日本医史学雑誌』44(1)49‑72

｢小島寶素･海保漁村の天保十三年の京都訪害行一『經籍訪古
志」成立の一過程一」町泉寿郎「東方學』（96輯別刷）

｢｢よしの冊子』医家関連記事（一)」町泉寿郎『日本医史学雑
誌』44(4)541‑556

｢小島宝素の『医心方』巻二十二の伝紗について（抄)」町泉
寿郎「日本医史学雑誌」44(2)200‑201

｢『紹興本草』の新知見（抄)」真柳誠「日本医史学雑誌j44(2)
224‑225

誌」22(3)164

｢パライト氏撰著小林義直訳述「歯科提要」と独文原著および
英訳本との比較検討」森山徳長「日本歯科医史学會々誌」
22(2)77‑82

｢1848年刊JohnTomes著DentalPhysiologyandSurgery
の書誌学的研究(抄)」森山徳長、春日芳彦、塩津二郎、本
間孝『日本歯科医史学會々誌』22(3)167

｢東京歯科大学所蔵「花澤文庫」の書誌学的研究（その2)和書
分類について（抄)」森山徳長、塩津二郎、春日芳彦、長谷

川正康、石川達也「日本歯科医史学會々誌』22(3)163
｢小島原泰民著実地必携内科撹要について（抄)」山口秀紀、
渋谷鉱、渋谷幸男、村木春長、谷津三雄『日本歯科医史学
會々誌』22(3)174‑175

｢医療技術の視点から見た「三国志」と『三国志演義jの比較
（抄)」和田裕一『日本医史学雑誌」44(2)216‑217

｢｢史記｣扁鵲倉公列伝の三家注の注音について」宮川浩也｢漢
方の臨床』45(11)57‑72

｢読者案内的古典入門（基礎編）2」宮川浩也『医道の日本』
ト②寺

57(653)173‑181

｢南化本『史記」扁鵲伝の訓点」宮川浩也「日本医史学雑誌』

29小児科史

｢韓国における小児科医過去、現在、未来(英文)｣LimBaek
Keun『日本小児科学会雑誌」102(3)195

｢医療今昔物語学説･診療の変遷123蒙古斑」小野友道

唖や守

「臨床科学」34(12)1695‑1702

｢夜尿症夜尿症の歴史｣片山啓『排尿障害プラクティス』6(3)
151‑154

｢20世紀の医学をふりかえる子どもの健康と20世紀｣小林
登『からだの科学』(200)85‑89

｢周産期のリスクマネージメント新生児編赤ちゃんの危機
︵二言︶巾的鰕蜘等蹄

管理新生児医療における危機管理の歴史」馬場一雄『周
産期医学』28(9)1125‑1129

｢川崎病と厚生省班議班会議における川崎病研究の歴史」原

田研介『ProgressinMedicine｣18(7)1617‑1625

｢こどもの医史学(30)クロロホルム麻酔｣深瀬泰且｢小児看護」
21(10)1381

｢こどもの医史学(31)乳児突然死症候群｣深瀬泰且『小児看護』
21(11)1501

｢こどもの医史学(32)免疫学の歴史」深瀬泰且「小児看護」
21(12)1633

「こどもの医史学(33)免疫学の父ルイ・パストゥール」深瀬

泰且「小児看護j21(13)1771
｢コプリック班の原著をたずねて」深瀬泰且『川崎市小児科医
会会誌』（30)3‑20

｢こどもの医史学(23)心身症の概念の変遷」深瀬泰且「小児看
護」21(1)115

潅毒朴田幽特．

｢こどもの医史学(24)ルヴェルダンの植皮手術」深瀬泰且『小
児看護』21(2)237

｢こどもの医史学(25)笑気ガスによる麻酔｣深瀬泰且「小児看
護』21(3)369

｢こどもの医史学(26)予防接種のルーツ｣深瀬泰且｢小児看護」
21(4)483

｢こどもの医史学(27)溶血性尿毒症症候群｣深瀬泰且｢小児看
護」21(6)739

｢こどもの医史学(28)エーテル麻酔の開発｣深瀬泰旦『小児看

30神経学史
｢神経内科と精神科神経内科からみた神経内科と精神内科

の歴史」安藝基雄「こころの臨床ア･ラ･カルト』17(1)15‑
18

｢脳とステロイドホルモンその歴史的背景､性ステロイドを

中心として」新井康允「神経研究の進歩」42(4)541‑547
｢脳神経血管内手術の最前線脳神経血管内治療の歴史｣後藤
勝彌「ClinicalNeuroscience｣16(6)606‑608

｢神経内科と精神科精神科から見た神経（内）科と精神科の
歴史」臺弘「こころの臨床ア・ラ・カルト』17(1)19‑23

護』21(7)867

｢こどもの医史学(29)先天性心疾患」深瀬泰旦「小児看護」
21(8)999

31診断学史
｢梅毒血清診断ワッセルマン反応と日本への紹介について

（抄)」会田恵『日本医史学雑誌」44(2)266‑267

で」山田和生「心電図」18(6)892‑894

｢腫瘍マーカーは何を語るか種痘マーカーの歴史と展開｣青
木大輔、野澤志朗『臨床婦人科産科」52(2)121‑125

｢MRcholangiopancreatography(MRCP)画期的胆・膵管
撮像法の登場､進歩と臨床応用の現状MRCPの基礎理論
と撮像法進歩の歴史的考察」扇和之、古川隆、秋山洋三、
Ｓｇｅ叩命紐抑等職

木村祥一郎、上原憲二､村田晃一郎｢日本臨床｣56(11)2755‑
2759

｢古代ギリシャにみられるサーモグラフィ類似の体温計測法」
大塚公雄、淺井昭成、木村裕一、戸川達男『Biomedical
Thermology,118(1)19‑20

｢び慢性肺疾患における肺生検の意義と適応び慢性肺疾患

鮨澤珊鼠幽特工

における肺生検の歴史と現状病理医として」齋木茂樹、

植草利公、荒木章伸、益田公彦、馬場基男、清水重喜、駒
形浩史、蔦幸治、高屋敷典生『日本胸部臨床｣57(8)601‑607

｢弁と超音波情報その歴史的検証」仁村泰治『Journalof
Cardiologyj31(suppl.)3‑18

｢心電学研究の歴史をめぐってT波研究」春見建一『心電
図』18(4)489‑492

｢ダニ抗原についての研究の歴史特に共通抗原性について」
宮本昭正「感染・炎症・免疫j28(3)194‑198

｢ダニ抗原についての研究の歴史ダニ抗原の性状などをめ
つゃ寺

ぐって」宮本昭正「感染・炎症・免疫j28(4)262‑267

｢心電学研究の歴史をめぐって心電図から体表面電位図ま

32整形外科史

｢最近の義足ソケット日本における大腿義足ソケットの歴
史」大坪政文「日本義肢装具学会誌』14(2)162‑168

｢整形外科の歴史18世紀産業革命初期の骨関節疾患治療と
整形外科の父の出現」蒲原宏『整形外科看護』3(1)76‑83

｢整形外科の歴史18世紀後期の骨関節変形の治療」蒲原宏
「整形外科看護」3(2)182‑189

｢整形外科の歴史19世紀初期の整形外科への胎動」蒲原宏
『整形外科看護」3(3)274‑280

｢整形外科の歴史19世紀初期の整形外科遅々たる歩み」
蒲原宏『整形外科看護」3(4)370‑378

｢整形外科の歴史19世紀初期の整形外科外科と整形術か
ら整形外科への歩み」蒲原宏『整形外科看護」3(5)486‑493

｢整形外科の歴史19世紀中期の整形外科手術を手がけは
じめた整形外科」蒲原宏『整形外科看護」3(6)588‑596

｢整形外科の歴史19世紀中期の整形外科3つの医療革命
からの恩恵」蒲原宏『整形外科看護」3(7)678‑683

｢整形外科の歴史19世紀中期の整形外科ギプス包帯から
の恩恵」蒲原宏『整形外科看護』3(8)760‑766

「整形外科の歴史19世紀中期から後期へ新しい骨疾患の
発見と生理・病理への関心」蒲原宏I整形外科看護」3(9−
10)870‑873,984‑987

︵︶屋寺

｢整形外科の歴史19世紀中期から後期へ軍陣外科の整形
外科へのかかわり」蒲原宏『整形外科看護』3(11)88‑93
｢整形外科の歴史19世紀中期から後期へレントケンなけ

れば整形外科なし｣蒲原宏『整形外科看護｣3(12)1390‑1397

｢日本整形外科の歴史源流を開いた先達たち」蒲原宏「関東
整形災害外科学会雑誌』29(3)285‑286
︵二言︶巾的祇蜘等職

｢人工膝関節置換術その歴史と現況」古賀良生、他「日本整形
外科学会雑誌』72(2)293

｢内側から見た我が国の心臓血管外科の歴史」松本昭彦『神奈
川医学会雑誌』25(1)60

｢股関節の整形外科今日の常識と話題人工股関節の問題
点陣股関節の歴史｣馬渕清資｢整形･災害外科｣41(5)677‑

鮨筆朴鼠幽特工

685

｢人工股関節開発の歴史に学ぶ」山室隆夫『中部日本整形外科
災害外科学会雑誌」41(春季学会)1

念精神科医療史資料通信』(43‑44)1‑7,1‑8

「関東大震災時の救護」「呉秀三先生記念精神科医療史資料通
信』(43)3033

「切り抜き帖から（近藤病院･南埼玉病院)」『呉秀三先生記念精
神科医療史資料通信j(43)34‑38

「切り抜き帖から(三井三池鉱爆発)」『呉秀三先生記念精神科医
療史資料通信』(44)15‑22

「久保喜代二・光信幸「精神病の薬物療法｣」「呉秀三先生記念
精神科医療史資料通信』(42)27‑31

｢健脳丸広告」「呉秀三先生記念精神科医療史資料通信』（43）
19

｢精神病院法関係資料」「呉秀三先生記念精神科医療史資料通
信」（43)20‑29

｢精神病患者実験記事(第三二一三四例)、（三四例一三八例)、（三
九例)」『呉秀三先生記念精神科医療史資料通信｣(42‑44)14‑
26,8‑18,9‑13

33精神医学史

｢｢民間療法｣−青森県における事例一」「呉秀三先生記念精神
科医療史資料通信」（44)26‑36

｢一九九五・一九九六年精神科医療史関連文献目録」『呉秀三
先生記念精神科医療史資料通信」（42)32‑37

｢小川恵･金光洙「一精神病院の思い出｣」「呉秀三先生記念精
神科医療史資料通信」（44)23‑25

｢香月牛山「牛山活套』より（その1)、（完結)」『呉秀三先生記

｢高松韓「精神病学綱要」（目次および第一ページ)」『呉秀三先
生記念精神科医療史資料通信』(42)7‑13

｢東京府立松沢病院｢入院後ノ心得｣」「呉秀三先生記念精神科
医療史資料通信」（44)14

｢わが国におけるPTSD研究の動向外傷概念の歴史的変遷
とPTSD」飛鳥井望「精神科治療学』13(7)811‑818

｢狐瀝き研究史補遺シリーズ・日本各地の瀝依現象(4)」岡田
靖雄「精神医学」40(6)167‑659

｢葱きもの現象論一その構造分析一（上)、（下)」岡田靖雄
『日本医史学雑誌」44(1,3)3‑25,369‑354

｢寺山晃一先生の精神科医療史研究について」岡田靖雄｢呉秀
三先生記念精神科医療史資料通信」（44)37
｢日本の精神科医療史を調べていくうえでの問題点いくつか」
岡田靖雄『精神医学史研究』(1)15‑20
︵三三巴叩め恕蜘等溌棉澤朴思幽特︑

｢日本の精神病学における遺伝学的研究の歴史(その二）（抄)」
岡田靖雄『日本医史学雑誌」44(2)258‑259

｢20世紀の医学をふりかえる精神医学にとっての20世紀」
風祭元「からだの科学』(200)76‑80

｢'￨冑動・意欲の神経機構とその病態情動の機構と歴史的考
察」川村光毅、小幡邦彦「脳の科学』20(7)709‑716
｢作業療法精神科分野の理論の変遷第1回一第31回の作業

後期から明治時代まで」田辺英、八木剛平『臨床精神薬理」
1(5)563‑568

｢精神病（分裂病）の治療史日本の古代から現代まで古代
から江戸時代まで｣田辺英、八木剛平｢臨床精神薬理｣1(3)
341‑348

｢精神病（分裂病）の治療史日本の古代から現代まで明治
時代から大正時代まで」田辺英、八木剛平『臨床精神薬理』
1(9)973‑979

｢分裂￨冑動精神病の概念的歴史（英文)｣TAMARUHiroshi

『InternationalMedicalJoumall5(3)217‑227

｢精神障害の分類･病名･診断などの歴史的概観｣濱中淑彦『臨
床精神医学講座ll319‑389

｢アヴィセンナ（イプン･シーナ）の「医学範典」における精神

療法学会演題の歴史的分析」木村伊津子、他「作業療法』

医学(第一回）（抄)」濱中淑彦『日本医史学雑誌｣44(2)254‑

17（特別号）58

255

「日本における精神疾患概念および分類の時代的変遷｣金吉晴
『臨床精神医学講座1』439‑454

「日本における女性と瀝依との関連性についてその歴史的
変遷に関する一考察」黒沢美枝、酒井明夫「臨床精神病理」
19(3)289‑300

｢Kraepelinの追想錯誤とBonhoefferのコルサコフ症候群以
後のドイツ文献の回顧的考察コルサコフ症候群の4症候
の関連性の観点から」高塩洋『臨床精神病理』19(1)45‑60
﹇トー

｢精神病（分裂病）の治療史日本の古代から現代まで江戸

｢幻覚概念の史的変遷医学史と医学的人文medicalhuman‑

itiesをめぐって(2)」濱中淑彦『名古屋市立大学医学会雑
誌』49(4)165

｢精神疾患のComorbidityをめぐってComorbidity概念
の歴史的概観と現代的意義」広瀬徹也『臨床精神医学」
27(12)1495‑1501

｢明治の精神科医高松韓｣藤田俊夫「呉秀三先生記念精神科医
療史資料通信』（42)1‑6

国
寺

34生物学史

｢ジェーン･グドールー野生チンパンジーの行動研究と保護活
動一」月澤美代子『科学技術ジャーナル』7(1)40‑41

｢日本で刊行されたダーウィンの伝記｣松永俊男｢科学史研究」
37(206)65‑71

本整形外科学会雑誌」72(8)1473

｢古代エジプトの医術エドウィン・スミスパピルス症例
25−下顎脱臼の処方」白幡知尋『手稲渓に会病院医学雑誌』
2(1)89‑93

「ヨーロッパの精神医学における疾患概念と臨床の歴史的概
観」鈴木晃仁「臨床精神医学講座l｣390‑405

35西洋医学史

＝「マレー半島の中のヨーロッパ散歩」石田純郎『医證」(90)
s4291‑4301
‐

囎「オランダ･ライデンの外科医ギﾙドの歴史(抄)｣石田純郎
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「ドイツの臨床神経学RombergからErbまで（抄)」高橋
昭、伊藤泰広「日本医史学雑誌」44(2)238‑239

｢第二次大戦後のドイツ心理学｣田中潜次郎｢医事学研究｣(13）
115‑230

｢W.ハーヴィの精気と「問題」(II)−蝋Sanguisetspiritus

等「アルコールの語源クフル粉とバラ水一モロッコ・アラブ医学

unares〃を歓り口として‑11．ガレノスの空気由来精気に

冊管見一」泉彪之助「日本医史学雑誌」44(3)397‑407

対して」月澤美代子『科学史研究」37(205)39‑48

槌「ハスダイ・イブン・シャプルートとカイロ・ゲニザ（抄)」
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園「｢露西亜実記｣の医療と福祉｣上田智夫『北辰｣(創刊号)26‐
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「医学の歴史を訪ねて3ルネサンスの花開くリヨン」大村
敏郎「けんさ』28(2)19‑22

「医学の歴史を訪ねて4南仏の医学の都モンペリエ」大村
敏郎「けんさ」28(1)27‑30
「リヨンにおける医学小史（二）−オテル･ディウとシャリテ
ー（抄)」小林晶「日本医史学雑誌」44(2)244‑245

「ドイツ医学は我国にいかにして導入されたか」篠田達明「日

｢中世における都市文化形成と病院看護の成立に関する研究
ベルギーのゲール・コロニー、ファミリーケアの歴史を通

して」遠矢福子、橋本明、山本明弘、他「福井県立大学看
護短期大医学部論集」(7)1‑11

｢クラーゲンフルトのペスト塔｣羽生順一『STETHOSCOPE」
(151)2‑3

｢アメリカの明治村ウイリアムバーグと医薬のシンボル｣古川
明「杉並区医師会雑誌』(7)121‑127
「ドイツ･オーバーアマガウのキリスト受難劇」古川明『杉並
区医師会雑誌」(6)197‑205

｢アメリカ精神医学における疾患概念と分類の歴史的概観｣丸

田俊彦『臨床精神医学講座lj406‑415

｢異文化との出会い−オランダ･カピタンの「謁見」について
−」ヴォルフガング・ミヒェル『洋学史研究』(15)1‑11

｢三河地方における錦小路家門人組合について」杉立義一『啓
迪」（16)18‑24

｢明治末期の西区の医師名｣長門谷洋治『大阪市西区医師会50
周年記念誌』94‑98

37生理学史
｢身体粗成に関する研究史と研究分野」小宮秀一『健康科学』

︵弓夛︶叩め鰕鞠等恕槌鑿朴母型骨︑

20，1−8

｢小動物臨床家のための運動生理学運動生理学の歴史体
力の定義持久力とは走運動の生理学的機構四足動物

の走動作四足動物の歩行速度｣藤原弘｢小動物臨床jl7(5)
7−16

｢土佐藩足軽・岡本兵衛の戦病死をめぐって（抄)」中西淳朗

「日本医史学雑誌」44(1)151‑152
｢船舶移送をうけた奥羽出張病院患者の転帰（抄)」中西淳朗
『日本医史学雑誌」44(3)436‑437

｢北陸地方における天狗爪石の記録（前編)」正橋剛二『北陸
医史」19(1)48‑60

｢金沢区の医学史（抄)」松本龍二「神奈川医学会雑誌』25(2)
349

38地方史

｢大垣の医師たち」『慾斎研究会だよりj(80)1
｢埼玉県医史跡めぐり60回記念特集」石原昂『埼玉保険医新

｢郷土医史明治の鹿児島医学史（その67‑70)」森重孝『鹿児
島市医報」37(2,3,5,6)63‑64,64‑66,54‑55,53‑57
｢開拓使時代の医療」吉田信『北辰』（創刊号）13‑17

聞」(302)
｢埼玉県医史跡めぐり(62)〜(64)学校衛生の祖三島通良」石
原昂「埼玉保険医新聞」(305‑307)
｢資料「普救類方」に観るかもしかについて−市民課ロビー
の剥製かもしか−」岩治勇一「奥越史料』(27)140‑142

｢開拓使本庁及び札幌県における医術開業免状」島田保久｢北
辰』（創刊号）32‑39
銅卜寺

｢肥後の医育史」1l鳴津渭三郎『日本東洋医学雑誌』49(2)167‑
176

39治療史
｢治療の歴史更年期とホルモン補充療法｣阿部徹良｢治療学』
32(11)1459‑1462

｢日本の妊娠中毒症治療」今泉清『漢方の臨床j45(12)101‑
108

｢肺気腫に対するlungvolumereductionsurgery肺気腫に
対する外科治療の歴史」大畑正昭「日本胸部臨床』57(3)
175‑180

マト一

｢輸血をめぐる諸問題輸血の歴史」大村敏郎「外科」60(2)
131‑135

｢治療の歴史老年者の心臓血管外科手術の成績と予後｣岡田

昌彦、井野隆史『治療学』32(7)937‑941
｢帯状庖疹と帯状庖疹後神経痛抗ヘルペスウイルス薬開発

の歴史」加藤一也「LiSA｣5(7)660‑663
︵三富︶巾ｍ鰕抑等謡鮨紫朴思幽特︑

｢治療の歴史気管支拡張薬」上川雄一郎「治療学」32(1)
121‑123

｢安全な涜腸の技術涜腸の技術の歴史をたどる｣川島みどり
『ナーシング・トウデイ』13(9)10‑12

｢MedicalAromatherapy科学的アプローチアロマセラ
ピーの歴史」川端一永『ペリネイタルケア」17(2)171‑176
｢生体肝移植児のケア現況と今後の展望をめぐって肝移

植の歴史」河原崎秀雄『小児看護』21(1)77‑80
｢エピソードで綴る薬物療法の歴史｣北里一郎『歯科薬物療法」
17(3)181‑184

Journal｣9‑10,11

｢物理療法今と昔我が国における物理療法の変遷｣嶋田智
明『理学療法ジャーナル』32(12)901‑910

｢当院の透析療法の歴史的考察と将来の展望」高岩正至『米沢
市立病院医学雑誌」17(1)8‑13
｢物理療法今と昔光線療法の今と昔」田口順子「理学療法
ジャーナル」32(12)926‑932

｢医療今昔物語学説･診療の変遷118緩和医療｣谷荘吉『臨
床科学」34(6)829‑835

｢治療の歴史薬物治療における血中薬物濃度測定(TDM)」
谷川原祐介「こころの科学』32(3)433‑438

｢脂質メディエーター研究の歴史」永井博弍「Therapeutic
Research｣19(3)493‑505
｢自己血輸血の歴史と脳神経外科」永井政勝『脳神経外科』
26(12)1117‑1122

｢アレルケン免疫療法（特異的減感作療法）の新局面アレル

｢治療の歴史心筋症」木全心一「治療学」32(9)1211‑1218

ゲン免疫療法の過去、現在、未来」中川武正「アレルギー

｢物理療法今と昔欧米における超音波療法の発展｣木村貞

科』6(6)441‑448

治『理学療法ジャーナル」32(12)917‑925
｢メガトライアルからみた高血圧の治療降圧両方のメガト

ライアルの歴史」蔵本築「循環器科j43(6)465‑473
｢治療の歴史ニフエジピン」齊田孝市『治療学』32(2)239‑
242

｢ニトログリセリン物語①②」酒井シヅ『NovartisCardio

｢医療今昔物語学説･診療の変遷121温泉療法の歴史」中

澤修「臨床科学」34(10)1427‑1434
｢胃癌に対する化学療法の実際胃癌の化学療法とくに補
助化学療法の歴史的展望と今後の課題」中島聰總「消化器
外科j21(8)1285‑1292
｢物理療法今と昔電気刺激療法の過去と現在」濱出茂治

『理学療法ジャーナル」32(12)911‑916

｢謄帯血管細胞移植歴史、現状と将来」原寿郎『日本新生児
学会雑誌」34(4)711‑714

｢十九世紀アメリカ医学における潟血（抄)」藤倉一郎「日本
医史学雑誌j44(2)252‑253

｢治療の歴史糖尿病合併症の予防と治療」堀田饒「治療学」
︵ｇ言︶巾一

32(4)561‑567

｢ピルの使用をめぐってピルの開発と歴史」本多洋「思春期
学』16(4)496‑500

恕鞠等溌梍澤朴忍幽特︑

｢リプロ･ヘルス経口避妊薬の歴史」本多洋｢産婦人科治療』
77(6)643‑647

｢抗血栓薬療法基礎から臨床まで抗血栓薬療法の歴史｣松
田保『循環科学」18(8)710‑712
｢陣痛促進剤の歴史について」水田正能『鳥取医学雑誌』26(3)
174

｢てんかんの薬物療法の歴史と最近の動向」八木和一『臨床精
神薬理』1(6)575‑582
｢治療の歴史」八木沢幹夫I耳鼻咽喉科展望」41（補冊）43−
44

｢温泉の医学的利用九州大学温泉治療学研究所の取り組み
の歴史と今後の展望」安田正之「温泉科学』48(3)94‑97

下舜一、吉田信「日本医史学雑誌』44(2)286‑287

｢ローレツの通弁･朝山義六」小関恒雄「医諄』(90)4274‑4278

｢アヴィセンナ『医学の歌」「完結｣｣志田信男(解説･訳注）「伝
承と医学』14(4)4‑17

｢古典あれこれ『医学典範」を著したアラビア医学の泰斗ア
ビケンナ」犬山征夫「Johns｣14(3)438‑443

｢荒川保雄風に賭けた40年の生涯」佐分利保雄「神奈川医
学会雑誌」25(1)154‑155

｢アルブレヒトの箱館在勤をめぐって｣谷澤尚一｢北辰」（創刊
号）4−12

｢シリーズ続名医の足跡を訪ねて⑪色覚検査表を開発した石
原忍」「MedicalTribune｣31(7)14

｢歯科医になった、西南ノ役の美少年"＝一井正典先生の顕彰
記念碑建立さる＝｣松本晉一｢日本歯科医史学會々誌｣22(2)
83−88

｢今村雄一先生をしのびて」金森ひろたか『医学史研究」（73）
35

｢医師ウオレンとバンカーヒルの戦い」古川明「STETHO‑
SCOPEj(152)5‑10

｢生薬学者内海藺渓」奥村武「JMCj(67)34‑35
｢医学史探訪心電図学を創始したエイントホーフェンの絃電
流計」二宮陸雄「NikkeiMedicall(11)178‑179

︑晶守

40伝記
｢赤城信一について（第三報）（抄)」上田智夫、小竹英夫、宮

｢エルドリッジロ授ノート(1)」小竹英夫「北辰」（創刊号)22‑
25

Ｃ︸串
良に一

｢原病学各論亜爾蔑聯斯の講義録第4編一第6編」松陰

宏、近藤陽一、松陰崇、松陰金子｢三重県立看護大学紀要」
235‑43,45‑54,55‑65

｢大隈重信の切断手術から健康生活へのセルフケアに関する
研究（抄)」坪井良子「日本医史学雑誌」44(3)432‑434
｢太田正雄（木下杢太郎）の医学ノートについて（抄)」黒川一
︵二言︶巾累溢絢等溌

郎、島田保久、吉田信1日本医史学雑誌」44(2)194‑195
｢尾張「洋学所」の成立と展開一伊藤圭介関係文書を中心とし
て−」土井康弘『日藺学会会誌』23(1)83‑106

｢賀川玄悦とその医術」安井広迪「漢方の臨床」45(8)10‑26
｢医師･加藤時次郎と横浜（抄)」中西淳朗「日本医史学雑誌』
44(2)192‑193

｢故加藤豊明先生」多留淳文『北陸医史』19(1)1‑2
稲巽朴盟幽特画

｢日本大学歯学部と川合渉（抄)」宮本康子、山口秀紀、渋谷

鉱、谷津三雄、工藤逸郎｢日本歯科医史学會々誌｣22(3)181
‑182

｢衛生技官川畑秀太郎の日記一明治・大正・昭和初期の薬事行

政の一断面一」川畑秀信『薬史学雑誌」33(2)181‑186
｢古典あれこれ二度にわたりノーベル賞に輝いたキュリー

夫人の生涯と仕事一第1部、第2部一」犬山征夫「Johns」
14(8,9)1132‑1138,1360‑1366
｢中国歴代の名医肖像伝記中国名医100人連載48郭雍（ク

オヨン)」『漢方医薬新聞』（236)4
｢フレンシス・グリソン」羽生順一『STETHOSCOPEI(153)

2−3

｢中国歴代の名医肖像伝記中国名医100人連載51冠宗爽
（コウソンシー)」『漢方医薬新聞j(244)6

｢特集後藤新平と保健の科学医学史上の後藤新平｣酒井シ
ヅ「保健の科学』40(12)938‑942

｢特集後藤新平と保健の科学後藤新平一｢医｣が副職､｢政」
が主職の英傑一」花山寛美『保健の科学』40(12)949‑951

｢特集後藤新平と保健の科学後藤新平の健康観｣小野寺伸
夫『保健の科学」40(12)932‑937
｢鍼灸老舗の人々83‑84駒井一雄16,17」上地栄「医道の日
本」57(2‑3)228‑231,208‑211

｢難聴・形態・機能内耳コルティ器官のコルティについて」
萬年甫『細胞」30(12)480‑483
｢モルヒネの発見者ザーチュルナーの史蹟」田端守「薬史学雑
誌」33(1)9‑17

｢齋藤玉男一断種法史上の人びと（その1)‑(抄)」岡田靖雄
「日本医史学雑誌」44(1)153‑155
｢循環器疾患研究を支えた人々齋藤十六」増田善昭『Car‑
diacPracticej9(4)489‑491

｢佐伯理一郎と京都（九）「普通看病学」について(3)」長門
谷洋治「啓迪」(16)11‑17
｢佐藤運雄先生の写真から（抄)」加來洋子、宮本康子、渋谷
鉱、谷津三雄、工藤逸郎『日本歯科医史学會々誌｣22(3)159
｢佐藤運雄先生八十歳祝賀会（抄)」加來洋子、宮本康子、渋

谷鉱、谷津三雄、工藤逸郎「日本歯科医史学會々誌』22(3)
158

｢佐藤運雄の理念とその展開（抄)」工藤逸郎「日本歯科医史
学會々誌」22(3)133

｢クロフォードF・サムス大佐の人と業績(抄)」吉見契子、
鈴木明子『日本医史学雑誌』44(2)282‑283
︵言言︶叩︑眠却等瀦

｢古典あれこれシーボルトをめぐって」廣瀬肇「Johns』
15(1)134‑138

｢vollSieboldの発見された文書II部''Vollsiebold事件"か
ら没収された品のリスト」TakenoshitaSeiichi,VosFrits,
vanGulikW.R.,他『TheKitasatoMedicalJournal」
48(1)59‑67

棺紫朴武幽特国

｢vonSieboldの発見された文書（第Ⅲ部)P.F.vonSiebold

日本、日本人との友交、及び間宮林蔵への発見された手紙
についての彼の研究（英文)｣TakenoshitaSeiichi,Vos

Frits,vanGulikW.R、他『TheKitakantoMedical
Journal｣48(4)315‑324
「シーボルトの書簡1V1823年から1828年の問にフォン・シ
ーボルトにより収集された日本及び近隣諸国の物品リスト
のまとめ（英文)｣TakenoshitaSeiichi,VosFrits,Gulik

W.R.van,KuwanoHiroyuki,NaritaChikako,Naga‑

machiYukio,MizoguchiYoichiro,HataShinjiIThe
吟トマ

KitasatoMediCalJournal｣48(6)485‑492

「医学の散歩道「ジェンナーを訪ねて」(1)「第1号はわが子」

という伝説」深瀬泰且「婦長主任新事情』（50)3

｢医学の散歩道「ジェンナーを訪ねて」(2)現存する自筆原稿」
深瀬泰且「婦長主任新事情」（52)3

｢医学の散歩道「ジェンナーを訪ねて」(3)ジェンナーは「一
介の田舎医者」か」深瀬泰且「婦長主任新事情」（54)3
｢医学の散歩道「ジェンナーを訪ねて」(4)心臓学者でもあっ
たジェンナー」深瀬泰且『婦長主任新事情』（56)3

｢医学の散歩道「ジェンナーを訪ねて」(5)一級の博物学者ジ
エンナー」深瀬泰旦「婦長主任新事情』（58)3

｢医学の散歩道「ジェンナーを訪ねて」(6)牛痘法のプライオ
リティ」深瀬泰旦I婦長主任新事情」（59)3

｢医学の散歩道「ジェンナーを訪ねて」(7)熱気球の先駆者ジ
エンナー」深瀬泰且『婦長主任新事情』(61)3

｢医学の散歩道「ジェンナーを訪ねて」(8)純粋な吐酒石の製
法」深瀬泰且『婦長主任新事情」（63)3

｢医学の散歩道「ジェンナーを訪ねて」(9)クック船長の標本
整理依頼」深瀬泰且「婦長主任新事情」（65)3

｢柴田収蔵年譜考」高橋勇市「洋学史研究』(15)65‑80
｢『七新薬』と司馬凌海西欧式薬物治療日本への導入事始め」
高橋昭I神経治療学jl5(3)225‑230

｢古典あれこれChevalierJacksonと異物摘出」廣瀬肇
『Johns｣14(1)102‑104

｢医学史探訪シャルコーと筋委縮性側索硬化症」二宮陸雄
「NikkeiMedical.1(7)164‑165

四ト寺

｢医学史探訪シャルコーの臨床神経病学講義」二宮陸雄
『NikkeiMedical｣(5)194‑195

｢中国歴代の名医肖像伝記中国名医100人連載44許叔微
（シユーシユーウエイ)」「漢方医薬新聞」（230)4

｢中国歴代の名医肖像伝記中国名医100人連載42蘇頌（ス
ーソン)」「漢方医薬新聞』（226)5
︵二言︶巾範鰕抑等朏

｢杉田玄白の偉業一「蘭学』、ここに始まる−」酒井シヅ『壽」
19(10)100‑103

｢杉田玄白の身辺をめぐって｣中西淳朗｢神奈川県保険医新聞」
(1397)付録2‑3

｢杉田玄白の養生法」片桐一男「洋学史研究』(15)81‑92

｢鈴木正三と医療（抄)」杉田暉道『神奈川医学会雑誌』25(2)

槌緊卦田幽骨画

349

｢済生学舎出身の生化学者､旧制金沢医科大学学長｢須藤憲三」
について（抄)」唐沢信安「日本医史学雑誌j44(2)190‑191

｢古典あれこれ聴覚を失った後も名曲を作り続けたベドジ
フ・スメタナ」犬山征夫『JohnSl14(5)732‑737

｢人と時代中国の偉大な生化学者曹天欽博士(I)ミスタ
ー・トロポミオシン」江橋節郎「ミクロスコピア』15(3)
156‑161

｢中国歴代の名医肖像伝記中国名医100人連載50載思恭
（タイシーコン)」「漢方医薬新聞』(240)6

｢高木兼寛の脚気栄養説が国際的に早くから認められた事情
それがビタミン発見の契機になった」松田誠「東京慈恵会

医科大学雑誌」113(3)225‑240

「『酬医頓徳』に見られる田代三喜の医説(1)−｢牛八｣、「三帰」
の意義一」遠藤次郎、中村輝子、梁永宣、奈倉道治『日本
医史学雑誌」44(1)73‑00

｢｢導道・三喜別人説」の検討」遠藤次郎、中村輝子『日本医
史学雑誌』44(4)481‑498

｢宇和島藩医･谷世範の長男、谷泰吉について−特に府立大阪
病院廃止事件(明治22年3月）における関わりから−」谷荘
吉『医学史研究」（73)25‑32

「ロブリー・ダングリソンの医学事典と明治初期の英米医学」
深瀬泰且『洋学史通信」(11)2

｢｢後法興院記」に表れる丹波親康の事跡について（抄)」戸出
一郎、大熊毅、佐藤恭道、別部智司、雨宮義弘『日本歯科
医史学會々誌』22(3)177

｢中国歴代の名医肖像伝記中国名医100人連載45銭仲陽
（チェンツオンヤン)」『漢方医薬新聞」（231)3

｢清医趙舩陽について‑1726〜1729年の長崎での逸事一」郭
秀梅『日本医史学雑誌I44(2)60‑61

｢中国歴代の名医肖像伝記中国名医100人連載49陳言（チ
ヨンイエン)」「漢方医薬新聞j(238)5

｢中国歴代の名医肖像伝記中国名医100人連載43成無己
（チヨンウーイー)」「漢方医薬新聞』（229)6

｢中国歴代の名医肖像伝記中国名医100人連載47陳自明
（チョンツーミン)」「漢方医薬新聞」（234)6

｢−坪井信道賛一川原慶賀のヒポクラテス画像（抄)」和田和
代史『日本医史学雑誌」44(2)198‑199

｢先達医家の肖像<80>KarlThiersch(1822‑1895)」酒井シヅ
『MedicalDigest｣(356)巻末

｢医学史探訪デュシェンヌの筋肉電気刺激診断法」二宮陸雄
「NikkeiMedical｣(3)176‑177
︵二言︶帥鉤恕抑等恕棺謹朴忠幽畏工

｢先達医家の肖像<79>GerhardJohannesPaulDomagk

(1895‑1964)」酒井シヅ『MedicalDigest｣(355)巻末

｢先達医家の肖像<81>LudwigTraube(1818‑1876)」酒井シヅ
「MedicalDigest｣47(357)巻末
｢古典あれこれ咽頭結核で逝ったロマン派絵画の巨匠ウジ
ェーヌ・ドラクロワ」犬山征夫IJohns｣14(12)1768‑1774

｢中国歴代の名医肖像伝記中国名医100人連載40董奉（ト
ンファン)」『漢方医薬新聞j(224)5

八郎」『MedicalTribune｣31(2)14

｢｢春林軒」復元と記念館設立並びに華岡青洲略伝」華岡青洲
「北辰』（創刊号）18‑21

｢地蔵寺過去帳による華岡青洲の系譜の新知見（抄)」松木明
知「日本医史学雑誌」44(2)276‑277

｢ケルスス「医学論」〔翻訳〕（13)」石渡隆司、小林晶子『医
事学研究』（13)37‑35

｢医学の歴史を訪ねて4パレの肖像とその彫刻家」大村敏郎
『けんさ』27(4)19‑22

｢JohnHuntel‑(1728‑1793)について（抄)」青木國雄「名古屋
医史談話会』(19)1‑5

｢現代に活きるヒポクラテス医学」近藤均「オルタナティブ・
メデイスン』2(3)47‑50

｢欧米における自然医学の歴史ヒポクラテス医学｣中島文保

｢先達医家の肖像<76>AlbertNeisser(1855‑1916)」酒井シヅ

『マニピユレーシヨン』13(1‑4)98‑104,111‑118,92‑98,90‑

「MediCalDigest.1(352)巻末
｢追悼中川米造大阪大学名誉教授｣石原理年、石田純郎、中
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島憲子「医證』(90)4263‑4267

｢祖父･長与専斎と医制改革案の但し書」長与健夫『漢方の臨
床』45(1)137‑144

｢長岡の生んだ医学者・政治家長谷川泰伝（其の八）−願狂
院・伝染病研究所・京都帝国大学創立について−」唐沢信
︽卜寸

安『長岡郷土史』（35)152‑163

｢シリーズ続名医の足跡を訪ねて⑩化学療法を確立した秦佐

｢最近発見したヒポクラテス画像と賛文について（抄)」蒲原
宏「日本医史学雑誌」44(2)196‑197

｢医学史探訪ヴェサリウスを神と讃えたファロピオ」二宮陸
雄INikkeiMedical｣(1)142‑143

「中国歴代の名医肖像伝記中国名医100人連載39奨阿（フ
ァンア)」『漢方医薬新聞」（223)3

｢古典あれこれ外科医の地位向上に貢献したルイ14世の主
席外科医フェリックス」犬山征夫｢Johns｣14(11)1636‑1642

つ麺寺

「福澤諭吉先生と医学」土屋雅春『犯罪学雑誌」64(3)85‑96

「師を語る遊戯くユゲ＞を友として平衡生理学の哲人、福
田精先生」牛尾信也「ミクロスコピアjl5(3)162‑169

「FujikawaYu,PioneeroftheHistoryofMedicinein
Japan(英文)｣MATSUMURANoriaki,HIRONOYoshi.

yuki,MATSUBARAYoko｢HistoriaScientiarum｣8(2)
︵言寓︶巾由塒絢等恕

157‑171

「ヨーロッパにMoxia(もぐさ）を紹介したバタビアの牧師一
ヘルマン・ブショフの生涯と著作について−」ミヒェル・
ヴォルフガング「日蘭学会会誌」23(1)47‑64

「医学史探訪喘息に苦しんだ虚弱な大作家マルセル・プルー
スト」二宮陸雄『NikkeiMedical｣(8)170‑172

稲澤糾田幽持画

｢哲学者Hegelと医学医学史と医学的人文medical
humanitiesをめぐって」濱中淑彦『名古屋市立大学医学会
雑誌149,2‑3

｢医道そぞろ歩き医学史の視点からベーコンの｢学問の進
歩」への道」二宮陸雄『Medicina｣35(3)572‑573
｢へボン博士と日本の夜明け−横浜と明治学院一」高安伸子
『JMC｣(70)34‑35

｢ベルツ日本への最後の旅」小関恒雄「日本筈事新報」（3863）
41‑43

｢クロード・ベルナールを問う（2‑4）現代医学を問う」瀬
江千史『綜合看護」33(2‑4)51‑62,89‑99,100‑107
｢ボードインの処方」宮崎正夫「薬史学雑誌」33(1)29‑34

｢昭和の漢方医豊浦郡の細迫陽三先生について」武内節夫『山
口県医学会誌」（32)238

｢本間玄調について」荒井保男『神奈川医学会雑誌』25(1)154

｢モーゼス･マイモニデスの生涯（上）（下)」泉彪之助『日本
医史学雑誌』44(1,3)27‑48,351‑368

｢適塾の塾頭をした筑後久留米藩医松下元芳」中山茂春￨,日本
医史学雑誌』44(3)409‑414

｢松平忠信の西洋画観」磯崎康彦「洋学史研究」(15)12‑18

｢松本順と北海道一特にその来道と足取りを追って（抄)」宮
下舜一「日本医史学雑誌j44(2)284‑285

｢故三浦豊彦先生を偲んで三浦豊彦先生のご逝去を悼む｣木
村菊二『労働の科学j53(6)391‑395

｢故三浦豊彦先生を偲んで三浦豊彦先生の労働衛生研究に
学んで」小木和孝『労働の科学」53(6)390

｢振動障害の研究と予防の先駆け−三浦先生を偲ぶ｣山田信也
「労働の科学j53(6)396‑397

｢追悼三浦豊彦先生」野村茂「医学史研究」（73)36
｢追悼三浦豊彦博士」「労働科学」74(5)179‑180

｢三浦豊彦先生と労働衛生史」野村茂「労働の科学」53(6)
398‑399

｢三浦豊彦博士と労働科学」木村菊二「労働科学」74(5)181‑
184

｢昭和医專の水原秋櫻子」守屋明俊「俳句文学館紀要』(10),
115‑136

｢日本人の英語論文を育てた溝口歌子の生涯その一｣藤崎千
代子『ミクロスコピア」15(3)118‑125

｢日本人の英語論文を育てた溝口歌子の生涯その二科学

英語の時代がやってきた」藤崎千代子「ミクロスコピア」
15(4)284‑292

｢シリーズ続名医の足跡を訪ねて⑫日本の内臓外科学の泰斗
︵ｇ自︶巾師鰕抑等鰕槌薫朴田幽特工

三宅速」「MedicalTribunel31(11)14
｢向井元升の事蹟とその家族」難波恒雄「漢方の臨床」45(11)
73‑96

｢目賀田種太郎のアメリカ留学一明治初期における洋学の開
花一」長沼秀明『洋学史研究」（15)49‑64

｢医学史探訪主治医が明かした晩年の素顔毛沢東
(1893〜1976)」二宮陸雄「NikkeiMedical｣(10)161‑163

｢鴎外と保健の科学医師としての森鴎外｣酒井シヅ『保健の
科学」40(6)451‑456

｢鴎外」「森鴎外記念会』（63）
｢鴎外と保健の科学今注目される鴎外の栄養学鴎外が

100年前に仕掛けた栄養学ビッグバン｣山下光雄｢保健の科
学』40(6)469‑473

｢鴎外と保健の科学森鴎外の公衆衛生と保健学」丸井英二
『保健の科学』40(6)474‑479

｢鴎外と保健の科学鴎外の作品と衛生学」清田文武『保健の
﹁ 寺

科学』40(6)457‑462

｢鴎外と保健の科学鴎外の作品と衛生学」清田文武『保健の

科学』40(6)457‑462

｢鴎外と保健の科学外国での鴎外評価｣長谷川泉｢保健の科
学』40(6)444‑450

｢鴎外と保健の科学留学目的とライプチヒでの衛生学研修」
武智秀夫「保健の科学』40(6)463‑468

｢鴎外の「甘瞑の説」（抄)」高橋正夫『日本医史学雑誌｣44(2)
260‑261

｢明治初期の啓蒙医家森鼻宗次（抄)」中山沃『日本医史学雑
誌」44(2)188‑189

｢放射能研究に殉じた山田延男の生涯（第1報）−ラジウム発
見100年に因んで−」山田光男｢薬史学雑誌』33(2)136‑140

｢追悼山中太木日本医史学会関西支部長｣杉立義一、半井英
江、奥沢康正「医證』（90)4258‑4262

｢科学技術の開拓者たちvol.25日本最初の人体解剖書一
七五九年出版、山脇東洋の『蔵志』」月澤美代子『科学技術
ジャーナル』7(5)42‑43

｢吉田富三一吉田肉腫によるガンの動物実験的研究一｣月澤美
代子「科学技術ジャーナル」7(1())44‑45
｢医学史探訪銀幕の「タフガイ」を襲った晩年の病パート・
ランカスター(1913〜1994)」二宮陸雄「NikkeiMedical』
(12)170‑172

｢中国歴代の名医肖像伝記中国名医100人連載46李慶嗣
（リチンシ)」「漢方医薬新聞』（233)5

｢李東垣の潟血療法（抄)」友部和弘「日本医史学雑誌j44(2)

﹃ぬ﹃

220‑221

｢戦争と科学者一レントゲン教授の場合一」上野陽里「医学史
研究」(73)1‑6

｢日本の現代医学のミッシング・リンク岡山のロイトル
(1870‑71)を糸口とする史的経緯」石田純郎『Gastroenter‑

oIogicalEndoscopy｣40(Suppl.)1529
︵言言︶巾め恕抑等鰕槌藷朴副幽特︑

｢先達医家の肖像<77>CarlvonRokitansky(1804‑1878)」酒

井シヅ「MedicalDigest｣(353)巻末
｢先達医家の肖像<78>MoritzHeinrichRomberg(1795‑

1863)」酒井シヅ『MedicalDigest｣(354)巻末
｢中国歴代の名医肖像伝記中国名医100人連載41王惟一

（ワンウエイイー)」『漢方医薬新聞」（225)5

(182()‑1910)そしてLeoNikolavevichTolstoj(1828‑

1910)」加納正「医学と薬学」40(3)466
｢杉田玄白とLorenzHeistel‑」酒井シヅ『Mamma｣(31)表2

｢1910年以前の在韓宣教医(抄)」高安伸子『日本医史学雑誌」
44(2)290‑291

｢陳外郎関係史料集（稿）・解題一京都陳外郎を中心に−」藤
原重雄「東京大学日本史学研究室紀要』(2)29‑82

｢徳川慶喜の奥医師の生誕地とその周辺(抄)」木村專太郎「日
本医史学雑誌」44(2)288‑289

｢大村藩の古田山と長与俊達、大浦哺山（抄)」長与健夫「日
本医史学雑誌」44(2)206‑207
｢公衆衛生の啓蒙家森鴎外と私」JamesAWREN、武智秀
夫（訳）「ミクロスコピア」15(1)48‑58

41伝記（双）
｢浅田宗伯と清国駐日公使館の人たち（抄)」陳捷「日本医史

｢東洞の二人の門人（岑少翁と村井琴山)」西岡一夫「漢方の臨
床』45(12)174‑188

学雑誌」44(2)268‑269

｢二人の病理学者、アショフとレスレ｣梶田昭｢日本医事新報』
(3871)55‑59

｢足立長篇の祖為春先生と乗附為春海鏡（抄)」石原力「日本
医史学雑誌』44(2)208‑209

｢洪庵と適塾の人々」多田羅浩三「医学検査』47(3)222
｢特集後藤新平と保健の科学鴎外と後藤新平の出遇とす

れちがい」長谷川泉『保健の科学」40(12)959‑964

｢HenryBenceJones(1813‑1873),FIorenceNightingale

42伝染病史・防疫史
｢中日両国に於ける古代の疫病流行について（抄)」部柿『日
本医史学雑誌』44(2)214‑215

｢ペスト残影地誌学（一ノー)」滝上正「科学医学資料研究」
（292)2‑4

｢ライン川中流域に「ペスト残影」を求めて（抄)」滝上雁『神
奈川医学会雑誌』25(1)155

｢20世紀の医学をふりかえる感染症との闘い｣竹田美文『か

らだの科学」(200)58‑61

｢性病予防行政史一戦後の激動期を中心に−（抄)」長門谷洋
治、坂上俊之『日本医史学雑誌』44(2)280‑281

｢明治一二年沖縄県のコレラ流行一土屋寛信の『琉球紀行」
から（抄)」深瀬泰旦、真柳誠『日本医史学雑誌｣44(2)292‑
293

︵︵二言︶巾銅識櫛等溌

｢疫学の定義、考え方、歴史的な疫学の功績」山根逸郎「臨床
獣医」16(4)67‑72

（28)89‑95

｢日中医学交流史に由来する人体各部の名称その他の共通点

と相違点について｣小野昭人I日本放射線技師会雑誌｣45(4)
595‑609

｢清医趙舩陽について一一七二六〜一七二九年の長崎での
逸事一（抄)」郭秀梅、岡田研吉『日本医史学雑誌」44(2)
232‑233

｢目でみる漢方史料館(118)新出の敦埋医学文書一はたして

「素問』か」小曽戸洋「漢方の臨床」45(3)2

43東洋医学史・伝統医学史
｢漢方史探訪第57回一第59回主流派（一)−(三)」赤堀
昭『協力会だより」（秋・冬号新年号、春号別刷）

拒澤朴思幽特画

｢方技概説一中国古代医学の特徴一（上・下)」家本誠一「神
奈川医学会雑誌」25(1,2)1‑12,169‑179
｢中医学の成立・流派・中西結合に関する私見」生島忍『鍼灸
OSAKA｣14(3)255‑257

｢聖雪域の医学チベット医学をヒマラヤの南北から見る｣池
上正治『アーユルヴェーダ研究」（28)32‑34
｢最近の漢方治療と心身症東洋医学と西洋医学｣伊藤剛、花
輪壽彦『心身医療』10(3)295‑299

｢目でみる漢方史料館（124）曲直瀬道三著「切紙」の再検討
一『探頤集』との比較検討一」遠藤次郎、中村輝子「漢方
めエマ

の臨床』45(9)10‑22

｢インド医学の伝統と構造｣大塚恭男『アーユルヴェーダ研究』

｢目でみる漢方史料館(121)蘭門五哲の書幅」小曽戸洋、町
泉寿郎『漢方の臨床』45(6)2

｢巻子写本から宋元版へ−中世日本における中国医書受容の

様相一」小曽戸洋「日本医史学雑誌」44(4)451‑480
｢田中弥性園所蔵の善本古医籍（明版）（抄)」小曽戸洋、田中
祐尾『日本医史学雑誌』44(2)234‑235

｢｢眩量」から見た各古典の病理観の相違」小高修司「漢方の
臨床」45(6)75‑84

｢仏教の起源は西アジア？インド医学の源流は？」佐藤任『ア
ーユルヴエーダ研究』（28)67‑69

｢元代の三皇廟について(抄)」秦玲子「日本医史学雑誌｣44(2)
222‑223

｢西蔵人民出版社版「四部医典」系列桂図全集に基づくチベッ
ト医学の尿診断に関するノート」杉山広重『漢方の臨床』
45(7)94‑107

寺唾寸

｢アーユルヴェーダとプラセボ」津谷喜一郎『アーユルヴェー
ダ研究I(28)2842‑2866

｢中国の雑誌「医学与哲学」についてその歴史・内容・評価

（上)」図亜、津谷喜一郎「漢方の臨床」45(11)286‑293
｢江戸期「鍼医術」における病源体としての「虫」について」
飛見立郎『北陸医史」19(1)20‑27

︵ｇ急︶叩命謡抑等謡棺紫朴鼠幽特工

｢古代中国医学の精神と明堂」槙佐知子「医道の日本』57(11)
139‑141

｢金置玉函経可不可篇の研究(第3報)」牧角和宏「福岡医師漢
方研究会会報」19(6)7‑19

｢宋板傷寒論可不可篇の成立について（抄)」牧角和宏「日本
医史学雑誌」44(2)228‑229

｢目でみる漢方史料館(116)小川泰山画・亀田鵬斎賛『神農
図｣」町泉寿郎『漢方の臨床」45(1)2

｢目でみる漢方史料館（117）中村正直あて浅田宗伯書簡」町
泉寿郎『漢方の臨床』45(2)3
｢目でみる漢方史料館(122)村井琴山の文人趣味」町泉寿郎
「漢方の臨床」45(7)2

｢｢本草綱目jの日本初渡来記録と金陵本の所在」真柳誠「漢
方の臨床」45(11)47‑56

｢目でみる漢方史料館(119),(120)松岡玄達自筆の浅井周伯
講義録(1)，(2)」真柳誠「漢方の臨床』45(4)2

｢目でみる漢方史料館（123）トルファン出土の『耆婆五藏論』
と『諸医方髄｣」真柳誠「漢方の臨床」45(8)2

｢目でみる漢方史料館（124）台北故宮博物院所蔵の『啓迪集』
古紗本」真柳誠「漢方の臨床」45(9)2
｢目でみる漢方史料館（125)、（126）北京図書館蔵･多紀元堅
ら手沢の古医籍(1)、(2)」真柳誠『漢方の臨床」45(10,11)
2

｢日本鍼灸医事年表(1)神祇時代一江戸時代」南谷旺伯『医道
の日本』57(2)235‑245

｢日本鍼灸医事年表(2)明治時代一昭和23年｣南谷旺伯「医道
の日本」57(3)222‑237

｢目でみる漢方史料館(127)山田業広「扁鵲倉公伝集解』自
筆本」宮川浩也『漢方の臨床145(12)2
｢台湾の伝統医学」宮崎瑞明「漢方の臨床」45(11)115‑124
｢東静漢方シンポジウム記録（平成9年7月12，13日於：熱

海）、吉益南涯と気血水説"」安井広迪『東静漢方研究室」
21(3)1‑35

｢ビタミンの発見に対する漢方医学の貢献(抄)」山下政三『日
本医史学雑誌』44(1)152‑153

｢ことわざ東洋医学24急病に悪日無し−その四一」山本徳
子『医道の日本」57(2)196‑197
｢ことわざ東洋医学25初五六や中の四五八地蔵の日末の七

九は死病長病」山本徳子「医道の日本」57(4)176‑177
｢ことわざ東洋医学26病は口より入り、禍は、より出ず｣111

本徳子「医道の日本」57(9)194‑195
｢中国文化における医学史伝統医学から西洋医学へ(1‑4)」

吉田荘人「東洋医学』26(5‑8)72‑74,92‑93,85‑87,89‑91

｢中国文化における医学史明清時代の医薬学の新発展（5−
7)」吉田荘人「東洋医学」26(2‑4)81‑85,83‑85,84‑86
｢中国伝統医学と道教(第十九回）「符」（抄)」吉元昭治『日本
医史学雑誌」44(2)212‑213

｢医療今昔物語学説･診療の変遷120赤痢」中瀬安清「臨
床科学」34(8)1096‑1104

｢腎臓学をめぐるエピソードDr.Alportとロンドン｣野村信
介「日本腎臓学会誌」40(4)235‑239

｢免疫学入門腫瘍免疫概説歴史的展望(2)｣橋本嘉幸｢免
疫ImmunologyFrontier｣8(2)111‑120

︵三富︶巾ｍ鰕抑写聴

44内科史
｢循環器疾患の大規模臨床試験介入研究を中心として循

環器疾患の介入試験の歴史」上島弘嗣『循環科学」18(10)
902‑905

｢日本における神経内分泌学の歴史（英文)｣KimuraFukuko

｢循環器疾患の分子生物学的アプローチ基礎から臨床まで
歴史循環器疾患における分子生物学的研究の進歩」檜垣
實男、荻原俊男『循環科学』18(6)510‑513

｢リウマトイド因子研究の歴史と臨床｣廣瀬俊一｢リウマチ科」
19(3)297‑303

「日本内分泌学会雑誌」74(2)411

鮨禦朴母幽特︑

｢日本消化器心身医学の歴史と展望」河野友信『消化器心身医
学」5(1)9‑14
｢房室結節をめぐる最近の展開歴史的経緯と問題点｣小西與

承「心電図」18(2)139‑145

｢老年学とGerontophilately(3)」小林佑吉『STETHO‑
SCOPE｣(154)2‑3
｢医療今昔物語学説･診療の変遷119B型肝炎｣鈴木宏『臨
床科学」34(7)960‑966
｢心療内科からみた薬物療法の歴史と発展」筒井末春「心身医
学」38(1)11‑18

唖 寺

｢問質性肺炎の新しいとらえかた問質性肺炎研究の歴史と

概念の変遷」長井苑子「臨床医」24(12)2366‑2371

45皮膚科史
｢歴史の中の皮膚疾患春日局の人生の大きな節目にいつも
関わっていた痘瘡｣酒井シヅ(監修）『3｡CPLUSONEj5(3)
14‑15

｢歴史の中の皮層疾患鉄人の肉体･ワーグナーを生涯にわた
って苦しめた「習慣性丹毒｣」酒井シヅ（監修)｢3｡CPLUS
ONE｣5(2)14‑15

｢歴史の中の皮層疾患梅毒のために鼻が欠損「付け鼻」をし
たと言われる徳川家康の次男・結城秀康」酒井シヅ（監修）
『3｡CPLUSONEj5(1)14‑15

｢日本の光皮層科学の歴史」佐藤吉昭『皮膚科の臨床』40(9)
1355‑1360

④麺﹃

｢｢外科正宗jでの掻痒症関連瘡傷病と類証の考察（アレルギ
ー･アトピー性皮層炎関連)」西脇平士『漢方の臨床』45(12）
192‑207

『MedicalTribune｣31(21)8
｢シリーズ病院今昔物語第2回永吉の眼科｣高橋喬｢Med‑
icalTribune｣31(25)22

｢シリーズ病院今昔物語第3回聖バルナバ病院」高橋喬
46泌尿器科史
｢尿路結石7000年の歴史から見た21世紀への展望」郡健二
︵言扁︶叩︹

郎『泌尿器科学の最近の進歩』16,21‑28

「MedicalTribune｣31(29)8
｢シリーズ病院今昔物語第4回市立函館病院」高橋喬
『MedicalTribunej31(34)17

｢シリーズ病院今昔物語第5回佐賀県立病院好生館｣高橋

47病院学

鰕蜘写恕脂澤朴母幽特工

｢絵ハガキで見るパリの古い病院（5）ヴァル・ドウ・グラー
ス陸軍病院（パリ5区)」今泉孝『医諄」(90)4311‑4313
｢病院・旅館・主人・客・敵」内林政夫『薬史学雑誌」33(2)
168‑172

｢病院と医院」内林政夫「薬史学雑誌」33(2)163‑167
｢日本の精神病院精神病院の現在西欧近代精神病院の発
祥19世紀フランスを中心に」江口重幸「こころの科学」
（79)37‑42

喬『MedicalTribunel31(38)12

｢シリーズ病院今昔物語第6回山形市立病院済生館｣高橋
喬『MedicalTribunel31(42)12

｢シリーズ病院今昔物語第7回東京・胄腸病院」高橋喬
「MedicalTribunej31(47)10
｢シリーズ病院今昔物語第8回市立札幌病院」高橋喬
「MedicalTribune｣31(51)10
｢20世紀の医学をふりかえる病院の20世紀」多田羅浩三

「からだの科学」(200)102‑106

｢日本の精神病院精神病院の現在日本における精神病院
の歴史」風祭元『こころの科学j(79)26‑31

｢｢病院［医（醤）院]」と「Hospital｣」金久保好男、吉野清
高、山村重雄「薬史学雑誌』33(1)45‑48
｢1980〜90年代の病院」上林茂暢『日本の科学技術5‑11国
際期1980‑1995｣818‑833
｢シリーズ病院今昔物語第1回公立岩瀬病院」高橋喬

49病理学史

｢発癌研究のperspective20世紀の発癌研究を振りかえっ
て」杉村隆「MolecularMedicine｣35(6)698‑699
｢骨考古学古病理学の世界古病理学の歴史日本におけ

る古病理学の黎明(2)」鈴木隆雄｢TheBonel12(1)151‑157
｢病理解剖マニュアル病理解剖の歴史」難波紘二｢病理と臨

床」16(臨増)2‑6

54本草学史・博物学史

｢小野藺山･意畝父孫と幕府医学館の本草学Ⅵ」遠藤正治『慾
51仏教医学史

｢古代インドの医学と密教一空海のミステリー」佐藤任「医学
史研究」（74)50‑52

｢ケガレの思想の歴史的展開」杉田暉道「神奈川医学会雑誌』
︵ｇ烏︶巾的恕抑等鰕槌繁朴田幽持工

25(1)155

斎研究会だより」（83)2‑7

｢瘡九の品質評価の変遷(1)中国本草害について｣」武田修己、
三木栄二、樋口正視、岡田稔「薬史学雑誌j33(1)18‑23

｢瘡九の品質評価の変遷(II)日本本草害について｣｣武田修己、
三木栄二、樋口正視、岡田稔『薬史学雑誌』33(1)24‑28

｢医の博物館の史料（抄)」中原泉「日本歯科医史学會々誌』

52法医学史

｢300年経過の資料を用いた伊達家三藩主のDNA解析（英
文)」打樋利英子、山本敏充、野澤秀樹、他『日本法医学雑
誌」52(2)157‑162

22(3)168

｢博物館散歩日本で唯一の医学ミュージアム医の博物館」
西巻明彦「ミクロスコピア」15(1)59‑63

｢江戸期本草家の北陸への関心（二）畔田翠山の白山･立山紀
行（抄)」正橋剛二「日本医史学雑誌』44(2)210‑211

53放射線医学史
「ラジウム発見100周年記念論文初期のラジウム利用の歴
史」稲本一夫「放射線医学物理」18(2)137‑145

｢ラジウム研究とラジウム治療その歴史的意義」尾内能夫
「日本癌学会57回総会記事j38

｢20世紀の医学をふりかえる放射線医学の発展レントゲ
ンのノーベル賞受賞とその後のあゆみ」佐々木康人『から
だの科学』（200)72‑75

｢医療今昔物語学説・診療の変遷116放射線障害」舘野之
ト︑一

男『臨床科学」34(4)553‑565

55麻酔学史
｢戦陣外科における麻酔と関連事項そのI‑II:第一次世界大
戦まで、第一次世界大戦以後（抄)」金山利吉、京田直人、

見崎徹、高田耕司、岡俊一、工藤逸郎｢日本歯科医史学會々
誌』22(3)139‑140,141‑142

｢日本における脊推麻酔の歴史一昭和二十年以前の研究につ
いて（(抄)」小谷直樹、松木明知「日本医史学雑誌」44(2)
278‑279

｢亜酸化窒素の麻酔作用の発見者SirHumphryDavy詩人
としてのDavyならびに英国ロマン派詩人との交友と亜酸

唖唖寺

化窒素（笑気）ガス吸入について」藤田俊夫『麻酔」47(1)

｢秘伝の害と喜谷実母散」喜谷喜徳「薬史学雑誌」33(1)86‑93

102‑106

｢道修町発展の歴史くすりの道修町資料館オープン｣久保武

｢産婦人科の麻酔産婦人科麻酔の歴史」松木明知『産婦人科
治療』77(5)500‑503

雄『ヒューマン・サイエンス』9(1)38‑39

｢道修町発展の歴史道修町薬種中買仲間」久保武雄「ヒュー
マン・サイエンス」9(2)38‑39

57薬学史
Ｓ︵言︶巾鋺鰕抑写鰕鮨禦朴田幽骨工

｢臨床薬理学の歴史」海老原昭夫『臨床薬理学」29(3)401‑405

｢正倉院薬壺の形状についての史的考察｣奥田潤『薬史学雑誌』
33(2)131‑135

｢古代ヨーロッパの万能秘薬テリアカ」奥田潤、市野和彦『薬
史学雑誌』33(2)147‑162

｢周防国分寺薬師如来像の薬壺の内鰄物調査｣奥田潤、久田陽
一、奥田和代、川村智子、野呂征男、宮田雄史「薬史学雑
誌」33(1)49‑62

｢AStudyonConsumers'PharmacySelectionFactorsin
theUSA｣KAMEI,M/OCHIS./NAKAMURAT.『薬
史学雑誌」33(1)68‑73

｢ASurveyandCritiqueofConsumerPerceptionforCom‑

｢道修町発展の歴史神農さん、薬祖講」久保武雄「ヒューマ
ン・サイエンス』9(3)38‑39

｢道修町発展の歴史製薬企業･関連企業の発展｣久保武雄『ヒ
ユーマン・サイエンスj9(4)38‑39

｢アスピリンの歩み−誕生100周年を記念して−」古池達夫
I薬史学雑誌j33(1)18

｢昭和初期に柳沢保太郎が残した薬史論文と黎明期の医薬品
流通業界再編」古池達夫「薬史学雑誌』33(1)94‑96
｢ドイツ医薬分業の歴史と今薬局の合理化と薬剤師｣小林大
高「調剤と情報」4(7)922‑926
｢カタカナの売薬の始祖「ウルユス｣」酒井シヅ「クリニシア
ン」45(1)4‑7

｢島津創業記念資料館を通して日本にもエジソンがいた−

munityPharmacyintheUSAduringthel970s‑1990s」

医療用X線装置とのご縁」桜井茂男「ヒューマン・サイエ

KAMEI,M､/NAKAMURAT.「薬史学雑誌』33(1)63‑67

ンス』9(5)38‑39

｢喜谷実母散･薬効の考察」喜谷喜徳「薬史学雑誌」33(2)173‑
180

｢喜谷実母散･創業の歴史」喜谷喜徳「薬史学雑誌」33(1)78‑
85

｢島津創業記念資料館を通して関係者のより安全を願って
−医療用X線装置の足跡」桜井茂男「ヒューマン・サイエ
ンス」9(6)38‑39

｢老年期精神障害の薬物投与計画脳循環代謝改善薬の歴史、

分類、薬理作用」高橋明比古｢老年精神医学雑誌｣9(8)891‑
897

｢輸入診断薬の歩みベーリンガー･マンハイム社の歴史を中
心に」高原和子「日本臨床検査自動化学会会誌』23(5)629‑
638

眞『ビタミン」72(10)531‑533

｢緒方洪庵の薬箱とその生薬(6)「桂枝」について」米田該典、
前平由紀、後淳也、緒方裁吉「薬史学雑誌j33(1)39‑44
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