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書名 巻数・著者他 出版社 出版年 ページ数 文体
「気」の構造 赤塚行雄 講談社 昭和49 183 現代文、縦書き
1000万人の漢方 寺帥睦済 豊文社 - 398 現代文、縦書き
400字健康法 大門八郎編 すばる書房 1978 239 現代文、縦書き
浅田流漢方診療の実際 高橋道史 医道の日本社 昭和52 376 現代文、縦書き
あし・こしの病気とけが 今井望 福田宏明編 東海大学出版会 1985 196 現代文、縦書き
アスピリンと葛根湯と 新井紀誉信 CBS・ソニー出版 1981 318 現代文、縦書き
温病條辨 呉鞠通 出版科学総合研究所 昭和55 403 書き下し文
温病の研究 楊日超 出版科学総合研究所 昭和53 194 漢文、現代文対訳
温病論 蝦惟義 出版科学総合研究所 昭和54 132 書き下し文
アトピー性皮膚炎の漢方治療 岡部俊一 現代出版プランニング 1990 118 現代文、横書き
あなたにあった漢方薬がわかる本 藤平健 勝田正泰 白馬出版 昭和62 262 現代文、縦書き
あなたに効く漢方薬早見表 藤平健 平野茂 監修 壮快 昭和52 96 現代文、縦書き
あなたの病気の漢方療法 山田光胤 ⻘樹社 昭和45 349 現代文、縦書き
アリナミン この危険な薬 高橋晄正 三一書房 1971 261 現代文、縦書き
アレルギー性鼻炎の漢方治療 鎌田慶市郎、松下嘉一 現代出版プランニング 1990 190 現代文、横書き
アレルギーと漢方 近畿大学薬学部 久保道徳研究所 三一書房 1984 163 現代文、縦書き
アレルギーと食べもの 河野泉・鈴木建一・道端正孝 芽ばえ社 1984 145 現代文、縦書き
胃潰瘍・十二指腸潰瘍 湯川永洋 創元社 昭和30 170 現代文、縦書き
医方集解 汪昴著 矢数道明解説 国書刊行会 昭和52 623 書き下し文、文語体
医方集解の世界 張明澄、升本達郎、新井博美 東明社 1987 250 現代文、縦書き
医者いらずの漢方料理 陳東達・陳栄千代 柴田書店 1971 270 現代文、縦書き
医者が勧める食養と物療 山崎敏子 カイガイ 昭和54 205 現代文、縦書き
意釈⻩帝内経素問 ⼩曽⼾丈夫、浜田善利 築地書館 1971 293 現代文、横書き
医者に行くまで 大石武一編 日本情報センター 昭和43 252 現代文、縦書き
医者にかかる前に読んどく本 間宮公司 木島昂 ミリオン書房 昭和58 243 現代文、縦書き
医者にかかる前に読んどく本ＰＡＲＴ
② 間宮公司 木島昂 ミリオン書房 昭和62 212 現代文、縦書き
いたみ ポール・ショシャール 樫尾太郎訳 白水社 1954 127 現代文、縦書き
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書名 巻数・著者他 出版社 出版年 ページ数 文体
胃腸の病気 近藤台五郎 創元社 昭和35 208 現代文、縦書き
いのちの科学 八杉龍一 講談社 1964 215 現代文、縦書き
胃袋 飯島登 光文社 昭和38 223 現代文、縦書き
医方集解 汪昴著 寺師睦宗訓 医聖社 昭和60 189 漢文レ点あり
ウンコによる健康診断 日野貞雄 光文社 昭和44 214 現代文、縦書き
おかあさんの⼩児科ノート 毛利子来 新日本出版社 1969 217 現代文、縦書き
温知医談 第一巻 第一号〜第二十号 同朋舎 明治12 442 復刻書籍版、旧字体
温知医談 第二巻 第二十一号〜第四十四号 同朋舎 明治12 560 復刻書籍版、旧字体
温知医談 第三巻 第四十五号〜第七十六号 同朋舎 明治12 - 復刻書籍版、旧字体
温知医談 第四巻 第七十七号〜第百五号 同朋舎 明治12 - 復刻書籍版、旧字体
温疾論 呉有性 出版科学総合研究所 昭和55 477 漢文、読み下し文、縦書き
温病学 成都中医学院 京都中医学研究会訳 自然社 昭和57 220 現代文、横書き
会誌 １号 東海漢方協議会 日本漢方交流会協賛 - 62 現代文、横書き
会誌 ２号 東海漢方協議会 日本漢方交流会協賛 昭和50 66 現代文、横書き
貝原益軒 養生訓 やずや編集部訳 やずや 2002 245 現代文、縦書き
柿の薬効 岩淵亮順 六興出版 昭和52 220 現代文、縦書き
家庭指圧入門 日比野喬 鶴書房 昭和44 317 現代文、縦書き、横書き
家庭における危ない医学常識 岡惺治 ベストセラーズ 昭和45 236 現代文、縦書き
からだに合った食べ方 壮淑旅 主婦と生活 昭和58 239 現代文、縦書き
からだの異常値、正常値 松木康夫 経済界 昭和55 237 現代文、縦書き
からだの科学 高橋⻑雄 講談社 昭和43 229 現代文、縦書き
からだのぎもん 女子栄養大学編 女子栄養大学出版部 昭和47 269 現代文、縦書き
観証弁疑・気血水薬徴・気血水私考 吉益南涯 不明 不明 約50 文語。現代かな使い、縦書き
肝心かなめの健康 原田尚 ＫＫベストセラーズ 昭和51 286 現代文、縦書き

感染症の漢方治療 大塚恭男編
メディカル・トリ
ビューン 1985 95 現代文、横書き

肝臓と胆道の病気 高橋忠雄 創元社 昭和31 278 現代文、縦書き

肝臓病
ジャック・カローリ イブ・エ
シュット 白水社 1968 151 現代文、縦書き

ガンに挑む生命 ⿊木睦彦 図鑑の北隆館 昭和45 257 現代文、縦書き
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書名 巻数・著者他 出版社 出版年 ページ数 文体
ガンの実体 吉田富三・⿊川利雄 日本放送出版協会 昭和39 248 現代文、縦書き
ガンの知識 Ｒ．Ｊ．Ｃ．ハリス著 三輪卓爾訳 岩波書店 1963 211 現代文、縦書き
漢方・生薬の謎を探る 難波恒雄 日本放送出版協会 平成7 136 現代文、縦書き
漢方あれこれ 読売新聞社編 浪速社 昭和41 203 現代文、縦書き
漢方医学 大塚敬節 創元社 昭和31 249 現代文、縦書き
漢方医学講義 上下 日本東洋医学会 日本東洋医学会 昭和56 805 現代文 縦書き
漢方医学の基礎と診療 ⻄山英雄 創元社 昭和44 395 現代文、縦書き
漢方医学の基礎と診療 ⻄山英雄 創元社 昭和44 395 現代文、縦書き
漢方医学の新研究 中山忠直 文理書院 1974 300 現代文、縦書き
漢方医語辞典 ⻄山英雄 創元社 昭和33 358 現代文、縦書き
漢方一貫堂医学 矢数格 医道の日本社 昭和39 204 現代文、縦書き
漢方一貫堂の世界 松本克彦 自然社 昭和58 343 現代文、縦書き
漢方概論 藤平健 ⼩倉重成 創元社 昭和54 686 現代文 縦書き
漢方が救う人体危機 渡辺武 立風書房 1997 271 現代文、縦書き
漢方基礎理論 織田敬成 エンタプライズ 1985 466 現代文 横書き
漢方健康料理 １ 北京中医学会学術委員会 雄渾社 昭和60 224 現代文、横書き、カラー写真
漢方健康料理 ２ 北京中医学会学術委員会 雄渾社 昭和60 228 現代文、横書き、カラー写真
漢方健康料理 ３ 北京中医学会学術委員会 雄渾社 昭和60 216 現代文、横書き、カラー写真
漢方健康料理 ４ 北京中医学会学術委員会 雄渾社 昭和60 224 現代文、横書き、カラー写真
漢方健康料理 ５ 北京中医学会学術委員会 雄渾社 昭和61 216 現代文、横書き、カラー写真
漢方健康料理 ６ 北京中医学会学術委員会 雄渾社 昭和61 212 現代文、横書き、カラー写真
漢方健康料理 ７ 北京中医学会学術委員会 雄渾社 昭和61 200 現代文、横書き、カラー写真
漢方健康料理 ８ 北京中医学会学術委員会 雄渾社 昭和62 220 現代文、横書き、カラー写真
漢方健康料理 総索引 北京中医学会学術委員会 雄渾社 昭和62 120 現代文、横書き
漢方後世要方解説 矢数道明 医道の日本社 昭和34 270 書き下し文、縦書き
漢方心得 森野神三郎 ナニワ社 昭和50 178 現代文、縦書き
漢方心得 森野神三郎 ナニワ社 昭和50 178 現代文、縦書き
漢方心得 森野神三郎 ナニワ社 昭和50 178 現代文、縦書き
漢方心得 森野神三郎 ナニワ社 昭和50 178 現代文、縦書き
漢方雑誌復刻選集 解説・索引 オリエント出版社 1988 89 現代文、縦書き
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書名 巻数・著者他 出版社 出版年 ページ数 文体
漢方処方 矢数道明 矢数圭堂 主婦の友社 昭和54 319 現代文、縦書き
漢方処方応用のコツ 山田光胤 創元社 昭和55 299 現代文、縦書き
漢方処方大成 矢数圭堂監修 自然社 昭和63 439 現代文 横書き

漢方処方の臨床応用１ 神⼾中医学研究会 他
ジャパンマーケティン
グサービス 1986 229 現代文、縦書き

漢方処方の臨床応用２ 神⼾中医学研究会 他
ジャパンマーケティン
グサービス 1986 270 現代文、縦書き

漢方処方の臨床応用３ 神⼾中医学研究会 他
ジャパンマーケティン
グサービス 1986 310 現代文、縦書き

漢方治療の方証吟味 細野史郎編著 創元社 昭和53 716 現代文、縦書き
漢方治療百話 １ 矢数道明 医道の日本社 昭和35 620 現代文、縦書き
漢方治療百話 ２ 矢数道明 医道の日本社 昭和40 772 現代文、縦書き
漢方治療百話 ３ 矢数道明 医道の日本社 昭和46 604 現代文、縦書き
漢方治療百話 ４ 矢数道明 医道の日本社 昭和51 701 現代文、縦書き
漢方治療百話 ５ 矢数道明 医道の日本社 昭和56 662 現代文、縦書き

漢方と漢薬 １ 第１巻 １号〜４号 春陽堂書店 昭和9 474
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ２ 第１巻 ５号〜８号 春陽堂書店 昭和9 448
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ３ 第２巻 １号〜４号 春陽堂書店 昭和10 438
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ４ 第２巻 ５号〜８号 春陽堂書店 昭和10 475
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ５ 第２巻 ９号〜１２号 春陽堂書店 昭和10 475
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ６ 第３巻 １号〜４号 春陽堂書店 昭和11 429
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ７ 第３巻 ５号〜８号 春陽堂書店 昭和11 460
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版
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書名 巻数・著者他 出版社 出版年 ページ数 文体

漢方と漢薬 ８ 第３巻 ９号〜１２号 春陽堂書店 昭和11 453
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ９ 第４巻 １号〜４号 春陽堂書店 昭和12 486
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 １０ 第４巻 ５号〜８号 春陽堂書店 昭和12 460
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 １１ 第４巻 ９号〜１２号 春陽堂書店 昭和12 432
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 １２ 第５巻 １号〜４号 春陽堂書店 昭和13 432
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 １３ 第５巻 ５号〜８号 春陽堂書店 昭和13 582
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 １４ 第５巻 ９号〜１２号 春陽堂書店 昭和13 400
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 １５ 第６巻 １号〜４号 春陽堂書店 昭和14 440
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 １６ 第６巻 ５号〜８号 春陽堂書店 昭和14 497
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 １７ 第６巻 ９号〜１２号 春陽堂書店 昭和14 427
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 １８ 第７巻 １号〜４号 春陽堂書店 昭和15 424
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 １９ 第７巻 ５号〜８号 春陽堂書店 昭和15 406
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ２０ 第７巻 ９号〜１２号 春陽堂書店 昭和15 363
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ２１ 第８巻 １号〜６号 春陽堂書店 昭和16 624
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ２２ 第８巻 ７号〜１２号 春陽堂書店 昭和16 492
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

5 ページ



書名 巻数・著者他 出版社 出版年 ページ数 文体

漢方と漢薬 ２３ 第９巻 １号〜６号 春陽堂書店 昭和17 393
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ２４ 第９巻 ７号〜１２号 春陽堂書店 昭和17 408
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ２５ 第１０巻 １号〜６号 春陽堂書店 昭和18 523
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ２６ 第１０巻 ７号〜１２号 春陽堂書店 昭和18 348
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ２７ 第１１巻 １号〜８・９号 春陽堂書店 昭和19 350
口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き、復
刻書籍版

漢方と漢薬 ２８ 総索引 春陽堂書店 昭和52 250 旧字体。ひらがな、縦書き
漢方入門講座 第3巻上中下 龍野一雄 東京漢方杏林会 - - 現代文、縦書き
漢方の科学 山田光胤 日刊工業新聞社 昭和52 262 現代文、縦書き
漢方のすすめ 久保川憲彦 ⻄日本新聞社 昭和61 100 現代文 縦書き
漢方の特質 大塚敬節 創元社 昭和46 253 現代文、縦書き
漢方の診かた治しかた 寺帥睦済 福村出版 1969 293 現代文、縦書き
漢方の臨床 １ 東亜医学協会 雄渾社 昭和29 250 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 ２ 東亜医学協会 雄渾社 昭和30 768 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 ３ 東亜医学協会 雄渾社 昭和31 822 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 ４ 東亜医学協会 雄渾社 昭和32 740 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 ５ 東亜医学協会 雄渾社 昭和33 740 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 ６ 東亜医学協会 雄渾社 昭和34 734 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 ７ 東亜医学協会 雄渾社 昭和35 738 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 ８ 東亜医学協会 雄渾社 昭和36 726 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 ９ 東亜医学協会 雄渾社 昭和37 1028 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 １０ 東亜医学協会 雄渾社 昭和38 742 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 １１ 東亜医学協会 雄渾社 昭和39 746 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 １２ 東亜医学協会 雄渾社 昭和40 744 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 １３ 東亜医学協会 雄渾社 昭和41 740 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 １４ 東亜医学協会 雄渾社 昭和42 960 現代文、縦書き、復刻書籍版
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漢方の臨床 １５ 東亜医学協会 雄渾社 昭和43 930 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 １６ 東亜医学協会 雄渾社 昭和44 796 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 １７ 東亜医学協会 雄渾社 昭和45 762 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 １８ 東亜医学協会 雄渾社 昭和46 1062 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 １９ 東亜医学協会 雄渾社 昭和47 740 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 ２０ 東亜医学協会 雄渾社 昭和48 878 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 ２１ 東亜医学協会 雄渾社 昭和49 746 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 ２２ 東亜医学協会 雄渾社 昭和50 746 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 ２３ 東亜医学協会 雄渾社 昭和51 768 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 ２４ 東亜医学協会 雄渾社 昭和52 768 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 ２５ 東亜医学協会 雄渾社 昭和53 1048 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床 第21巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和49 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
漢方の臨床 第22巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和50 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
漢方の臨床 第23巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和51 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
漢方の臨床 第24巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和52 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組

漢方の臨床 第25巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和53 -
現代文、縦書き、雑誌版１１冊一組（11・12合併
号）

漢方の臨床 第26巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和54 -
現代文、縦書き、雑誌版１１冊一組（3・4合併
号）

漢方の臨床 第27巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和55 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
漢方の臨床 第28巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和56 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
漢方の臨床 第29巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和57 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
漢方の臨床 第30巻 1号〜11号 東亜医学協会 昭和58 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組

漢方の臨床 第30巻 12号〜第３１巻12号 東亜医学協会 昭和59 -
現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組（12・1合併
号）

漢方の臨床 第32巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和60 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
漢方の臨床 第33巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和61 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
漢方の臨床 第34巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和62 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
漢方の臨床 第35巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和63 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
漢方の臨床 第19巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和47 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
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漢方の臨床 第20巻 1号〜12号 東亜医学協会 昭和48 -
現代文、縦書き、雑誌版１１冊一組（11・12合併
号）

漢方の臨床 第36巻 1号〜12号 東亜医学協会 平成元 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
漢方の臨床 第37巻 1号〜12号 東亜医学協会 平成2 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
漢方の臨床 第38巻 1号〜12号 東亜医学協会 平成3 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
漢方の臨床 第39巻 1号〜12号 東亜医学協会 平成4 - 現代文、縦書き、雑誌版１２冊一組
漢方の臨床 第40巻 6、7、8号 東亜医学協会 平成5 - 現代文、縦書き、雑誌版３冊
漢方の臨床（巻別索引） ２６ 東亜医学協会 雄渾社 昭和54 390 現代文、縦書き、復刻書籍版
漢方の臨床（項目別索引） 東亜医学協会 雄渾社 昭和58 318 現代文、横書き、復刻書籍版
漢法の臨床と処方 安⻄安周 南江堂 昭和34 227 現代文、縦書き
漢方の臨床薬学 久保道徳 カイガイ出版 1978 205 現代文、縦書き
漢方問答 荒木正胤 柏樹社 昭和60 357 現代文、縦書き
漢方薬が自分で選べる本 山田光胤監修 ⻑阪琢磨指導 わたしの健康 1979 66 現代文、横書き
漢方薬全書 山下弘 金園社 昭和44 658 現代文、縦書き
漢方薬と⺠間薬 ⻄山英雄 創元社 昭和38 385 現代文、縦書き
漢方薬入門 難波恒雄 保育社 昭和50 153 現代文、縦書き
漢方薬の実際知識 東丈夫・村上光太郎 東洋経済新報社 昭和47 271 現代文、縦書き
漢方薬の治療百科 松下嘉一 アロー出版社 昭和50 210 現代文、縦書き
漢方薬を選ぶ本 藤平健 マキノ出版 昭和53 425 現代文、縦書き
漢方養生談 荒木正胤 大法輪閣 昭和39 421 現代文、縦書き
漢方臨床ノート 論考篇 藤平健 創元社 昭和61 642 現代文、縦書き
漢方を食べる 重野哲寛 大田静雄 三一書房 1985 189 現代文、縦書き
簡明不問診察法 柳谷素霊原著 柳谷清逸増補 石川針灸医学社 昭和50 585 文語体、現代仮名遣い、縦書き
漢薬ハンドブック - - - 31 現代文、縦書き
効く漢方薬効かない漢方薬 井上秀幸 主婦と生活社 昭和57 264 現代文、縦書き
寄生虫 松林久吉 創元社 昭和31 162 現代文、縦書き
季節病カレンダー 籾山政子 講談社 昭和38 244 現代文、縦書き

⻩帝内経 未病を治す医学 柴田保三
柴田保三著作記念出版
委員会 昭和60 920 現代文 縦書き

救急漢方の考え方 吉田寅二 東明社 1983 245 現代文、縦書き
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玉函 第１０号 下血の研究 日本漢方交流会 平成4 284 現代文、横書き
玉函 第１３号 排便の研究 日本漢方交流会 平成7 132 現代文、横書き
金匱 ２号 日本漢方交流会 昭和52 54 現代文、横書き
金匱 ３号 日本漢方交流会 昭和53 158 現代文、横書き
金匱 ４号 日本漢方交流会 昭和54 148 現代文、横書き
金匱 ５号 日本漢方交流会 昭和54 90 現代文、横書き
金匱 ６号 日本漢方交流会 昭和55 133 現代文、横書き
金匱 ７号 日本漢方交流会 昭和56 54 現代文、横書き
金匱 ８号 日本漢方交流会 昭和57 103 現代文、横書き
金匱 ９号 日本漢方交流会 昭和58 268 現代文、横書き
金匱 １０号 日本漢方交流会 昭和59 157 現代文、横書き
金匱 １１号 日本漢方交流会 昭和60 147 現代文、横書き
金匱 １３号 日本漢方交流会 昭和62 154 現代文、横書き
金匱 １４号 日本漢方交流会 昭和63 227 現代文、横書き
金匱 １６号 日本漢方交流会 平成2 233 現代文、横書き
金匱 １８号 日本漢方交流会 平成4 258 現代文、横書き
金匱 ２１号 日本漢方交流会 1995 230 現代文、横書き
金匱要略 中国中医研究所 鈴木達也訳 中国漢方 昭和57 476 漢文、現代文対訳注
金匱要略講義 湖北中医学院編 武藤達吉訳 素人社 1980 278 漢文、現代文
金匱要略講義 杉原徳行 出版科学総合研究所 昭和56 640 現代文、横書き
金匱要略講話 大塚敬節 日本漢方医学研究所 創元社 昭和54 664 現代文、縦書き
金匱要略輯義 多紀元簡 出版科学総合研究所 昭和54 946 漢文、縦書き
近世漢方医学書集成 38 吉益南涯 名著出版 昭和55 538 漢文、訳注あり
近世漢方医学書集成 41 多紀元簡 名著出版 昭和55 464 漢文
近世漢方医学書集成 55 松岡恕庵 名著出版 昭和55 659 漢文、古文
近世漢方医学書集成 56 内藤尚賢 名著出版 昭和55 475 漢文
近世漢方医学書集成 57 尾合榕堂 名著出版 昭和55 368 漢文
近世漢方医学書集成 58 尾合榕堂 名著出版 昭和55 520 漢文、古文
近世漢方医学書集成 60 山本鹿洲 村瀬豆洲 名著出版 昭和56 503 漢文、古文
近世漢方医学書集成 61 香月牛山 名著出版 昭和56 615 漢文、古文
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近世漢方医学書集成 62 香月牛山 名著出版 昭和56 642 漢文
近世漢方医学書集成 64 蘆川桂洲 名著出版 昭和57 714 古文
近世漢方医学書集成 65 香月修庵 名著出版 昭和57 698 漢文
近世漢方医学書集成 66 香月修庵 名著出版 昭和57 696 漢文
近世漢方医学書集成 67 香月修庵 名著出版 昭和57 669 漢文
近世漢方医学書集成 68 香月修庵 名著出版 昭和57 502 漢文
近世漢方医学書集成 70 内藤希哲 名著出版 昭和58 834 漢文
近世漢方医学書集成 71 内藤希哲 名著出版 昭和58 773 漢文
近世漢方医学書集成 109 多紀元簡 名著出版 昭和58 614 古文
近世漢方医学書集成 111 多紀元堅 名著出版 昭和58 541 漢文
近世漢方治験選集 １ 半井慶友・曲直瀬道三 名著出版 昭和60 329 漢文・古文、解説は現代文
近世漢方治験選集 ２ 曲直瀬玄朔 名著出版 昭和60 362 漢文・古文、解説は現代文

近世漢方治験選集
６ 吉益東洞/南涯 中川修亭 賀屋
恭安 名著出版 昭和60 495 漢文・古文、解説は現代文

近世漢方治験選集 ７ 和田東郭 中神琴渓 名著出版 昭和60 323 漢文・古文、解説は現代文
近世漢方治験選集 １０ 原南陽 華岡⻘洲 名著出版 昭和61 200 漢文・古文、解説は現代文
近世漢方治験選集 １１ 尾合榕堂 名著出版 昭和61 227 漢文・古文、解説は現代文
近世漢方治験選集 １２ 浅田宗伯 名著出版 昭和61 386 漢文・古文、解説は現代文
近代漢方薬ハンドブック１ 高橋良忠 薬局新聞社 昭和42 174 現代文、縦書き
近代漢方薬ハンドブック２ 高橋良忠 薬局新聞社 昭和44 235 現代文、縦書き
近代漢方薬ハンドブック３ 高橋良忠 薬局新聞社 昭和45 217 現代文、縦書き
草と野菜の常備薬 一条ふみ 自然食通信社 1999 185 現代文、縦書き
薬の効用 佐久間昭 講談社 昭和46 287 現代文、縦書き
くすり百科 宮本高明 文芸春秋新社 1965 197 現代文、縦書き
クマ笹の不思議な効用 大谷孝吉 花神社 1977 157 現代文、縦書き
くらしに生かす漢方の本 木下繁太郎 三笠書房 - 261 現代文、縦書き
経絡学入門 基礎編 藤田六朗 創元社 1980 381 現代文 横書き
血液型の話 古畑種基 岩波書店 1962 232 現代文、縦書き
月刊漢方医薬 74年5月号〜12月号 月刊漢方医薬 1974 - 雑誌８冊組
健康漢方への手引 高瀬邦人、鐘薬漢方研究会 経済往来社 昭和55 237 現代文、縦書き
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健康はつくられる 田多井吉之介 講談社 昭和33 238 現代文、縦書き

健康をつくる 藤沢薬品
フジ・インターナショ
ナル・コンサルタント 昭和39 249 現代文、縦書き

原色 漢方舌診法 三谷和合 自然社 昭和55 100 現代文、横書き、カラー写真
原色 薬草 伊沢凡人・富成忠夫・秋山久治 家の光協会 昭和50 196 現代文、縦書き
現代漢方 石原明 学習研究社 昭和39 319 現代文、縦書き
現代漢方入門 相見三郎 他 毎日新聞社 昭和46 309 現代文、縦書き
現代人の漢方医療 荒木のり 国際情報社 昭和57 266 現代文、縦書き
現代中国の癌医療 近藤宏二監修 杉充胤編訳 自然社 昭和52 390 現代文、横書き
原文傷寒論 - 出版科学総合研究所 昭和54 104 漢文、読み下し文、振り仮名付き、縦書き
健保適用エキス剤による漢方診療ハン
ドブック 桑木崇秀 創元社 昭和56 272 現代文、横書き
皇漢医学 ２ 湯本求真 - 昭和2 210 文語、縦書き、カタカナ、復刻書籍版
皇漢医学 ３ 湯本求真 - 昭和2 219 文語、縦書き、カタカナ、復刻書籍版
皇漢医学 ４ 湯本求真 - 昭和2 248 文語、縦書き、カタカナ、復刻書籍版
皇漢医学 ５ 湯本求真 - 昭和2 302 文語、縦書き、カタカナ、復刻書籍版
皇漢医学 ６ 湯本求真 - 昭和2 286 文語、縦書き、カタカナ、復刻書籍版
皇漢医学業書 - 人⺠衛生出版社 1955 - 漢文、4冊組
抗生物質の話 梅沢浜夫 岩波書店 1962 205 現代文、縦書き
⻩帝内経素問 中国・人⺠産生出版社 1963 592 現代中国語簡体字
高麗人参 効き方効かせ方 松繁克道 産報出版 昭和54 226 現代文、縦書き
高麗人参の不思議や薬効 壮快編集部編 マキノ出版 昭和56 204 現代文、縦書き

国譯本草綱目 第一冊 序 例 春陽堂書店 昭和52 362 文語・漢文混合。旧字体。ふりがな有り、縦書き
国譯本草綱目 第二冊 百病主治上下 春陽堂書店 昭和52 568 文語。旧字体。ふりがな有り、縦書き
国譯本草綱目 第三冊 水部・火部・土部・金石部 春陽堂書店 昭和49 735 文語。旧字体。ふりがな有り、縦書き
国譯本草綱目 第四冊 草部 春陽堂書店 昭和52 650 文語。旧字体。ふりがな有り、縦書き
国譯本草綱目 第五冊 草部 春陽堂書店 昭和50 628 文語。旧字体。ふりがな有り、縦書き
国譯本草綱目 第六冊 草部 春陽堂書店 昭和50 634 文語。旧字体。ふりがな有り、縦書き
国譯本草綱目 第七冊 穀部・菜部 春陽堂書店 昭和50 482 文語。旧字体。ふりがな有り、縦書き
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国譯本草綱目 第八冊 菜部・果部 春陽堂書店 昭和50 596 文語。旧字体。ふりがな有り、縦書き
国譯本草綱目 第九冊 果部・木部 春陽堂書店 昭和50 726 文語。旧字体。ふりがな有り、縦書き
国譯本草綱目 第十冊 服器部・虫部・鱗部 春陽堂書店 昭和51 649 文語。旧字体。ふりがな有り、縦書き
国譯本草綱目 第十一冊 介部・禽部 春陽堂書店 昭和51 402 文語。旧字体。ふりがな有り、縦書き
国譯本草綱目 第十二冊 獣部・人部 春陽堂書店 昭和52 568 文語。旧字体。ふりがな有り、縦書き
国譯本草綱目 第十三冊 本草綱目拾遺 春陽堂書店 昭和52 438 文語。旧字体。ふりがな有り、縦書き
国譯本草綱目 第十四冊 本草綱目拾遺 春陽堂書店 昭和52 643 文語。旧字体。ふりがな有り、縦書き
国譯本草綱目 第十五冊 度量衡・索引 春陽堂書店 昭和53 454 文語。旧字体。ふりがな有り、横書き
子どもと食事 安藤節子 大月書店 1985 227 現代文、縦書き
この一冊で苦痛が忘れられるあらゆる
痛みをすぐとる法３００ わたしの健康編集部 わたしの健康 1980 58 現代文、横書き
菜食の効用 牛尾盛保 光文社 昭和41 215 現代文、縦書き
雑病論識 浅田栗園著 森田幸門訳 森田漢方治療学研究所 1978 206 文語、横書き
しいたけ健康法 森喜作 光文社 昭和49 208 現代文、縦書き
自覚症状 ⻘木晴彦著 高橋和夫監修 すばる書房 昭和50 287 現代文、縦書き
自然食の秘密 森下敬一 鶴書房 昭和52 63 現代文、縦書き
自然食料理教室 森下敬一監修 ビジネス社 昭和49 262 現代文、横書き
自然治癒力を活かせ ⼩倉重成 創元社 昭和48 342 現代文、縦書き
実践漢方薬ハンドブック 薬方解説編 高橋邦夫 薬局新聞社 昭和56 244 現代文、縦書き
実践漢方薬ハンドブック 基礎篇 高橋邦夫 薬局新聞社 昭和51 229 現代文、縦書き
実践漢方薬ハンドブック 漢方解説篇 高橋邦夫 薬局新聞社 昭和58 291 現代文、縦書き
実用漢方療法 藤平健 保健同人社 昭和47 301 現代文、縦書き
実用の中医学ー現代中国の漢方 猪越恭也主編 ドラッグマガジン 1975 308 現代文、横書き
実用百科 漢方と⺠間療法 - 実業之日本社 1968 520 現代文、縦書き
自分で病気を治す本 主婦と生活編 主婦と生活 1978 274 現代文、縦書き
傷寒論集成 山田正珍 出版科学総合研究所 昭和54 923 漢文
傷寒論解説 大塚敬節 創元社 昭和41 522 現代文、縦書き
傷寒論研究家花村訓充遺稿集 - 燎原書店 昭和59 368 現代文、縦書き
傷寒論講義 近畿漢法研究会 - 昭和初期 363 口語・文語混合。旧字体。ひらがな、縦書き
傷寒論講義 奥田謙蔵 医道の日本社 昭和40 490 文語体、現代仮名遣い、縦書き
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傷寒論図説 原元麟 出版科学総合研究所 昭和54 84 漢文、書き下し文
傷寒論ノート 巻の壱 筑肥漢方研究会 - 286 書き下し文、現代文、横書き
傷寒論の世界 張明澄 耀文社 昭和51 170 現代文、縦書き
傷寒論辨正 中⻄深斎 出版科学総合研究所 昭和55 672 漢文
傷寒論輯義 多紀元簡 出版科学総合研究所 昭和54 1037 漢文
症状でわかる漢方療法 大塚敬節 主婦の友社 昭和52 259 現代文、縦書き
食事百一話 栗山毅一 いわしや中山本舗 昭和38 336 現代文、縦書き

食の医学
漢方食と最新栄養学の結合 高橋由
美子 造形社 昭和59 273 現代文、縦書き

食の文化史 大塚滋 中央公論 昭和50 186 現代文、縦書き
食品添加物 吉田勉 芽ばえ社 1984 189 現代文、縦書き
女性の一生と漢方 石野信安 自然社 昭和59 261 現代文、縦書き
女性のための漢方の名薬 壮快編集部 マキノ出版 昭和53 252 現代文、縦書き
知られざる「養生日記」 宮本義己 ＫＫベストセラーズ 1993 255 現代文、縦書き
自律神経失調症と漢方 近畿大学薬学部 久保道徳研究所 三一書房 1985 188 現代文、縦書き
新撰類聚方 龍野一雄 中国漢方 昭和34 589 漢文、注釈、索引
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ①序説・本編第一〜第四 雄渾社 昭和55 569 古典解説、現代文、縦書き
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ②第五〜第九 雄渾社 昭和55 510 古典解説、現代文、縦書き
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ③第十〜第十八 雄渾社 昭和55 492 古典解説、現代文、縦書き
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ④第十九〜第二十五 雄渾社 昭和55 521 古典解説、現代文、縦書き
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ⑤第二十六〜第三十二 雄渾社 昭和55 479 古典解説、現代文、縦書き
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ⑥第三十三〜第四十・附録 雄渾社 昭和55 534 古典解説、現代文、縦書き
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ⑦第四十一〜第四十八 雄渾社 昭和55 513 古典解説、現代文、縦書き
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ⑧第四十九〜第六十 雄渾社 昭和55 469 古典解説、現代文、縦書き
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ⑨第六十一〜第六十六 雄渾社 昭和55 364 古典解説、現代文、縦書き
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ⑩第六十七〜第六十九 雄渾社 昭和55 392 古典解説、現代文、縦書き
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ⑪第七十 雄渾社 昭和55 276 古典解説、現代文、縦書き
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ⑫第七十一 雄渾社 昭和55 557 古典解説、現代文、縦書き
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ⑬第七十四〜第八十一 雄渾社 昭和55 584 古典解説、現代文、縦書き
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ⑭第一篇〜第六篇 雄渾社 昭和55 536 古典解説、現代文、縦書き
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鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ⑮第七・八篇 雄渾社 昭和55 582 古典解説、現代文、縦書き
鍼灸医学体系 ⻩帝内経素問 ㉕索引 雄渾社 昭和59 457 横書き
鍼灸原論 杉原徳行 大阪東洋医学研究会 昭和47 353 現代文、横書き
神経痛・治療と食事療法 新城之介監修 新星出版社 1976年 222 現代文、縦書き
新説養生訓 杉靖三郎 産報 1972 223 現代文、縦書き
心臓・血管の病気 正津晃 東海大学出版会 1984 171 現代文、縦書き
心臓病 ポール・ショシャール 白水社 1970 143 現代文、縦書き
腎臓病 遠山豪 創元社 昭和40 162 現代文、縦書き
身体改造法 三橋一夫 日本⼩児医事出版社 昭和46 238 現代文、縦書き
新中国の漢方 ⻑沢元夫 出版科学総合研究所 昭和55 255 現代文、縦書き
新養生学講座 朝日新聞科学部 朝日新聞社 昭和55 327 現代文、縦書き
心療内科 池見酉次郎 中央公論 昭和39 215 現代文、縦書き
心療内科 池見酉次郎 中央公論 昭和38 215 現代文、縦書き
図解 鍼灸医学入門 蝙崎要、池田政一 医道の日本社 昭和52 277 現代文、横書き
図解十四経発揮 本間祥白 医道の日本社 昭和21 187 現代文 縦書き
図説 漢方処方の構成と適用 エキス剤による中医診療 森雄材 医⻭薬出版 昭和60 284 現代文、横書き
図説 東洋医学 湯液編Ⅰ 山田光胤・橋本竹二郎 学研 昭和59 506 現代文、横書き
図説東洋医学 湯液編Ⅱ 山田光胤 学研 昭和61 309 現代文、横書き
図説東洋医学 山田光胤 代田文彦 学研 昭和55 260 現代文、横書き
スタミナ漢方医学 信定滝太郎 東京スポーツ新聞社 昭和44 234 現代文、縦書き
スタミナのつく本 ⼩池五郎 光文社 昭和37 238 現代文、縦書き
頭脳 林髞 光文社 昭和36 206 現代文、縦書き
成人病・慢性病を食事で治す本 わたしの健康 主婦の友社 1979 193 現代文、縦書き
成人病と漢方 近畿大学薬学部 久保道徳研究所 三一書房 1984 194 現代文、縦書き
成人病の漢方療法 寺師睦済 創元社 昭和46 320 現代文、縦書き
生命を探検する 坂井孝之・⼩林一夫著 講談社 昭和39 245 現代文、縦書き
全訳 金匱要略 丸山清康訳注 明徳出版 昭和42 410 漢文、現代文対訳注
全訳 傷寒論 丸山清康訳注 明徳出版 昭和40 368 漢文、現代文対訳注
続・漢方あれこれ 大阪読売新聞社編 浪速社 昭和43 220 現代文、縦書き
続・心療内科 池見酉次郎 中央公論 昭和48 245 現代文、縦書き
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続漢方問答 荒木正胤 柏樹社 昭和60 325 現代文、縦書き
第5回日中医薬研究会全国大会 講演集 治水 日中医薬研究会 昭和57 40 現代文、横書き
第６回日中医薬研究会全国大会 講演集 瘀血と難症 日中医薬研究会 昭和58 67 現代文、横書き
第７回日中医薬研究会全国大会 講演集 気毒症と漢方 日中医薬研究会 昭和59 30 現代文、横書き
第８回日中医薬研究会全国大会 講演集 日中医薬研究会 昭和60 96 現代文、横書き
太平和剤局方 - 燎原書店 1976 1051 漢文、2冊組
食べる 柳沢文正 日刊工業新聞社 昭和54 191 現代文、縦書き
為方緊炬 平野重誠 燎原書店 1975 896 漢文・古文
食養と漢方 食を活かすⅢ 伊藤清夫 創元社 昭和59 277 現代文、縦書き
食養と漢方 食を活かすⅢ 伊藤清夫 創元社 昭和59 277 現代文、縦書き
食養論 聖光園 聖光園細野診療所 昭和48 383 現代文、縦書き
誰にもわかる漢方健康法 中祖英雄 中国新聞社 昭和53 285 現代文、縦書き
誰にもわかる経絡治療講話 本間祥白 医道の日本社 昭和24 275 現代文、縦書き

中医学基礎
上海中医学院編 神⼾中医学研究会
訳 燎原書店 1977 403 現代文 横書き

中国医学の漢方薬・灸 松下嘉一 アロー出版社 昭和51 236 現代文、縦書き
中国医学の漢方薬・灸 松下嘉一 アロー出版社 昭和47 236 現代文、縦書き
中国漢方医学体系 張明澄 耀文社 昭和48 333 現代文、縦書き
中国漢方医語辞典 中医学基本用語邦訳委員会訳編 中国漢方 1980 520 現代文、横書き
中国漢方薬学体系 張明澄 耀文社 昭和50 361 現代文、縦書き
中国食事療法 陳存仁 第一出版 昭和51 166 現代文、横書き
中国秘方集 平井栄三郎 星雲社 1983 222 現代文、縦書き
治療学への提言 橋本行生 創元社 昭和55 306 現代文、縦書き
継興医報 第一巻 第一号〜第十二号 同朋舎 明治26 - 復刻書籍版、旧字体
継興医報 第二巻 第十三号〜第二十四号 同朋舎 明治28 - 復刻書籍版、旧字体
継興医報 第三巻 第二十五号〜第三十六号 同朋舎 明治29 - 復刻書籍版、旧字体
継興医報 第四巻 第三十七号〜第四十四号 同朋舎 明治30 - 復刻書籍版、旧字体
土からの養生読本 竹熊宣孝 地湧社 1983 - 現代文、縦書き、３冊組
ツボの全て 北京中医学院編 出版科学総合研究所 1969 222 現代文、縦書き
訂字標註傷寒論 ⼩原蘭峡 出版科学総合研究所 昭和55 247 漢文、縦書き
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貞元傷寒論 - 出版科学総合研究所 昭和54 159 漢文、書き下し文
東洋医学 Ｎｏ９９ 緑書房 1991 148 現代文、縦書き
東洋医学概説 ⻑浜善夫 創元社 昭和36 350 現代文、縦書き
東洋医学ノート - ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 昭和55 187 現代文、縦書き
東洋医学をさぐる 大塚恭男編 日本評論社 昭和48 448 現代文、縦書き
毒の百科 大木幸介 ダイヤモンド社 昭和62 190 現代文、縦書き
毒の百科 大木幸介 ダイヤモンド社 昭和62 190 現代文、縦書き
トリム健康法 増田靖弘 成美堂出版 昭和53 223 現代文、横書き
中医学入門 神⼾中医学研究会 医⻭薬出版 昭和56 339 現代文 横書き
⻑生きと食べ物 柿崎泰賢 東栄堂 昭和54 235 現代文、縦書き
⻑生きは胃から 鈴木快輔 読売新聞社 昭和53 174 現代文、縦書き
中医舌診 浅見法蓮訳 北辰会 昭和55 109 現代文、縦書き
中医八網解説 楊日超編著 根本幸夫訳 自然社 昭和54 160 現代文、縦書き

日本漢方交流会学術誌 第８号 汗の研究
日本漢方交流会学術委
員会 平成2 135 現代文、横書き

人間を考えた薬の話 大木幸介 講談社 昭和52 241 現代文、縦書き
にんにく健康法 渡辺正 光文社 昭和48 220 現代文、縦書き
ネバネバは効く！ 大⿊将義 アロー出版社 昭和53 182 現代文、縦書き
⻭医者いらずの本 松平邦夫 東京スポーツ新聞社 昭和51 236 現代文、縦書き
排泄の医学と漢方 近畿大学薬学部 久保道徳研究所 三一書房 1984 155 現代文、縦書き
はじめての赤ちゃん 稲葉美佐子編著 光文社 昭和38 264 現代文、縦書き
八味地⻩丸 藤平健 渡辺武 サン・プリント 昭和57 248 現代文、縦書き
八味地⻩丸 藤平健 渡辺武 サン・プリント 昭和57 248 現代文、縦書き
八味地⻩丸トシをとらない漢方薬 藤平健 渡辺武 共著 東洋医学舎 昭和57 248 現代文、横書き
ハトムギ美人になろうよ マッハ文朱 主婦の友社 昭和60 212 現代文、縦書き
早分かりよく効く漢方薬 遠藤主税 教育出版センター 昭和57 189 現代文、縦書き
針灸のための診断と治療 森秀太郎 医道の日本社 昭和55 532 現代文、横書き
東医雑録 １ 山本巌 燎原書店 1980 772 現代文、縦書き
東医雑録 ２ 山本巌 燎原書店 1981 601 現代文、縦書き
東医雑録 ３ 山本巌 燎原書店 1983 648 現代文、縦書き
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光と熱の健康読本 杉靖三郎 六興出版 昭和51 182 現代文、縦書き
病気は切るな！食べもので治る 大松香穂 大松健康友の会 1994 219 現代文、縦書き
古方活用口訣 張明澄 香草社 昭和54 209 現代文、縦書き
平成薬証論 渡辺武 雄渾社 1995 833 現代文、縦書き
放射能と障害 岡本十二郎 創元社 昭和31 169 現代文、縦書き
方証学後世要方釈義 素問活用論文集 矢数有道 自然社 昭和52 216 現代文、縦書き
方函類聚 栗園先生 - - 182 書き下し文、縦書き
本草酒-作り方と効用 清水大典 家の光協会 昭和52 487 現代文、縦書き
まちがい食品学 河野友美 毎日新聞社 昭和57 229 現代文、縦書き
慢性・持病を治す 柿崎泰賢 ⻘春出版社 昭和49 253 現代文、縦書き
慢性病と漢方 近畿大学薬学部 久保道徳研究所 三一書房 1984 157 現代文、縦書き
⺠間薬の実際知識 東丈夫・大竹茂清・村上光太郎 東京経済新報社 昭和54 255 現代文、縦書き
⺠間薬療法 ⻑塩容伸 主婦の友社 昭和53 263 現代文、縦書き

明治110年漢方医学の変遷と将来
漢方と漢薬月報第1巻〜27巻 - 春陽堂書店 昭和52 266 口語、現代文。縦書き

問題の漢方薬〜この副作用をどうする
か 田村豊幸 ＫＫベストセラーズ 昭和57 249 現代文、縦書き
薬草⼩辞典 ⻑塩容伸・山田光胤 池田書店 昭和50 194 現代文、縦書き
薬草で治る難病 山崎佳三郎 高橋書店 昭和50 190 現代文、縦書き
薬草のすべて ⻑塩容伸 ひかりのくに 1976 297 現代文、縦書き
康治本傷寒論 - 出版科学総合研究所 昭和55 121 漢文、縦書き
康治本傷寒論の研究 ⻑沢元夫 健友館 1982 305 現代文、縦書き
薬局店頭におけるＱ＆Ａ その１ 福岡県薬剤師会 1986 79 現代文、横書き
薬局店頭におけるＱ＆Ａ その２ 福岡県薬剤師会 1987 77 現代文、横書き
薬局店頭におけるＱ＆Ａ その４ 福岡県薬剤師会 1995 120 現代文、横書き
薬局の漢方 張明澄 耀文社 昭和49 185 現代文、縦書き
薬局の漢方 清水藤太郎 南山堂 1963 141 現代文、横書き
病と漢方 聖光園細野診療所編 吉岡書店 昭和55 390 現代文、縦書き
養生訓 貝原益軒 至玄社 昭和3 212 文語。旧字体。縦書き
養生訓と現代医学 杉靖三郎 春秋社 昭和56 305 現代文 縦書き
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書名 巻数・著者他 出版社 出版年 ページ数 文体
養生訓入門 奈良本辰也 高野澄 徳間書店 昭和49 240 現代文、縦書き
よく効く漢方と⺠間療法 山田光胤・山ノ内慎一 永岡書店 昭和53 231 現代文、縦書き
理論漢方医学 升水達郎・坂本守正 ドメス出版 1975 223 現代文、横書き

理論漢方医学
続・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ編 升水達郎・坂本守
正・佐藤好司 ドメス出版 1980 194 現代文、横書き

臨床医の漢方 木下繁太郎 鎌江真五 医⻭薬出版 昭和44 498 現代文 横書き
臨床医の注射と処方 第５版 医⻭薬出版 1989 838 現代文、横書き
臨床中医学 伊藤良監修 三澤法蔵訳編 自然社 昭和56 325 現代文、横書き
老化を防ぐ漢方の名薬 壮快編集部 マキノ出版 昭和53 316 現代文、縦書き
わかりやすい漢方薬 渡辺武 国際商業出版 昭和53 267 現代文、横書き
和漢薬 奥田拓道 中央公論 昭和62 175 現代文、縦書き
和訓傷寒論 - 出版科学総合研究所 昭和54 333 漢文、読み下し文、振り仮名付き、縦書き
私の漢方医学「如是漢方」 栗原宏至・栗原源六・栗原愛塔 和光書院 昭和33 298 現代文、縦書き
渡辺武著作集 渡辺武 - 平成2 878 現代文、横書き
漢方・胃腸疾患の治し方 日本漢方同友会 高橋書店 昭和55 254 現代文、縦書き
漢方・現代ストレス症の治し方 日本漢方同友会 高橋書店 昭和55 237 現代文、縦書き
漢方・高血圧・動脈硬化症の治し方 日本漢方同友会 高橋書店 昭和55 245 現代文、縦書き
漢方・湿疹・皮膚炎・じんましんの治
し方 日本漢方同友会 高橋書店 昭和55 254 現代文、縦書き
漢方・腎臓疾患の治し方 日本漢方同友会 高橋書店 昭和55 237 現代文、縦書き
漢方・頭痛・肩こりの治し方 日本漢方同友会 高橋書店 昭和55 254 現代文、縦書き
漢方・喘息気管支炎アレルギー性鼻炎
の治し方 日本漢方同友会 高橋書店 昭和55 254 現代文、縦書き
漢方・糖尿病の治し方 日本漢方同友会 高橋書店 昭和55 251 現代文、縦書き
漢方・婦人疾患の治し方 日本漢方同友会 高橋書店 昭和55 253 現代文、縦書き
漢方・慢性関節リウマチ神経痛の治し
方 日本漢方同友会 高橋書店 昭和55 237 現代文、縦書き
漢方の心身医学 相見三郎 創元社 昭和51 300 現代文。ふりがな有り、縦書き
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