
                               1998年 11月 
 
       東京大学薬学部図書館・薬史学文庫について 
 
［目的］ 
 薬学・薬業・薬局など広く薬史学の関連分野に関する図書、資料などを収集、保管して、

それらの活用を図り、日本の薬学・薬業・薬局などの発展に寄与することを目的とする。 
 
［方針］ 
 薬史学文庫の整備、運営方針として、薬史学関係の図書、資料、製薬企業の社史、研究

所史および大学史、薬学教育のカリキュラム、分野別研究学説史、薬学関係の発展に貢献

した人々の伝記、および貴重な写真および資料などを収集、保管して、それらを広く薬学

関係者で活用されることを方針とする。 
 図書および資料の収集については近世、近代に限らず、薬学関係の現代史にも配慮する。 
 
［薬史学文庫の収蔵図書および資料について］ 
 当面、本薬史学文庫には、以下の薬史学関係の図書および資料とする。 
 
１） 薬学関係の貴重な史的価値のある教科書類、 
２） 日本および外国の薬局方に関係する図書類、 
３） 薬学者・薬剤師・薬業者などの人物の伝記類、 
４） 和書、洋書の薬学史・医学史関係の図書類、 
５） 医学・薬学関係の年表、大学史、研究機関の年表および図鑑類、 
６） 製薬企業の企業史および研究機関の研究所史類、 
７） 国内、海外の医薬関係の博物館および資料館の資料類、 
８） 薬史学雑誌、海外の薬史学会の雑誌類、および薬史学関係の学位論文、 
９） 上記に関連する貴重な写真・資料類、 
10） その他、薬学関係辞書および叢書類、 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             1998年７月２２日 
         東京大学薬学部・薬史学文庫 
         収蔵図書・資料の分類について 
 
 東京大学薬学部・薬史学文庫の収蔵図書資料について、薬学関係者の利用の便宜を考慮

して、一般図書分類法にとらわれず、次の１０分類として薬史学文庫書棚に保管する。 
 
１ 教科書類 
  （薬学関係の貴重な史的価値のある教科書類） 
 
２ 薬局方に関係する図書類 
  （日本および外国の薬局方に関係する図書類） 
 
３ 薬学関係者の伝記類 
  （薬学者・薬剤師・薬業者などの人物の伝記類） 
 
４ 薬学史・医学史（科学史、技術史を含む）図書類 
  （和書、洋書の薬学史・医学史関係の図書類） 
 
５ 年表および図鑑類 
  （医学・薬学関係の年表、大学史、研究機関の年表および図鑑類） 
 
６ 企業史・研究機関史類 
  （製薬企業の企業史および研究機関の研究所史など） 
 
７ 博物館に関する資料類 
  （国内、海外の医薬関係の博物館および資料館の資料に関するもの） 
 
８ 学会誌類 
  （薬史学雑誌の創刊号から最新号まで、海外の薬史学会の雑誌類、 
   薬史学関係の学位論文など） 
 
９ 写真および薬史学の資料類 
  （上記に関連する貴重な写真・資料など、物により２階のショーケースに保管する）

10 その他 
  （辞書および薬史学以外の叢書類を含む） 



                        1999年３月２６日現在図書整理番号 
                        2000年８月２９日図書整理番号追補 
                        2006年 2月  日図書整理番号追補 

薬史学文庫収蔵図書リスト 
 
１ 教科書類 
  （薬学関係の貴重な史的価値のある教科書類） 
 
101 扶氏薬剤学第二冊、 文部省編輯局 
        （Ｂ６、１０６７頁；明治１５年２月）（柴田寄贈） 
102  公衆衛生論 全 フリードリッヒ、サンデル；柴田承桂 訳、長与専斉 校閲： 

  売捌所：島屋一介 （５５頁；明治１５年９月） （〃） 
103  飲料水 全 高橋秀松、柴田承桂 編集、生田秀 校補、  
           （Ｂ６、２４２頁、東京発 書林） （〃） 
104  増訂 薬品名彙 伊藤謙 撰、柴田承桂、村井純之介 校補：  
       （Ｂ５、２２５頁、東京発 書林、明治１６年１２月） （〃） 
105  調剤要術 第４版 勝山忠雄 訳補、柴田承桂 校閲：  
         （製本し直した物； 明治２１年１０月） （高畠寄贈） 
       （Ａ５、１９９頁、東京発 書林、明治２２年５月） （〃） 
106  東京薬舗学校 教科書 物理の部 藤田正方 講述：（Ａ５、和綴本、１９０頁） （〃） 
107  新薬 素人薬物学     （変型 ３４６頁、金刺芳流堂、明治４４年６月） （〃） 
108  最近薬局学摘要 三吉豊久 編：５、３５４頁＋付録、南江堂、昭和１０年１１月（〃） 
109  臨床より見たる薬理学の実際 増訂第二版 山口 壽 著：  
       （Ｂ５、１３０６頁、金原書店、昭和１５年７月） （江本寄贈） 
110  化学者ト薬学者ノ薬理学 改訂増補第三版 高瀬豊吉 著：  
        （Ａ５、３２５頁、カニヤ書店、昭和１８年９月）（高畠寄贈） 
111  薬理学講本 第一篇 総論福田得志 著：  
      （Ｂ５、１０２頁、日本医書出版、昭和２１年４月） （〃） 
112  薬局経営学抄 佐々浪正典：  
       （Ｂ５、１６３頁、・日本薬局奨励会、昭和４９年１２月） （〃） 
113  Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ Ｐｙｓｉｏｌｏｇｙ、McNaught, Callander； 
           目で見る人体生理学 第２版 嶋井和也、永田 豊 共訳：  
          （Ａ５、２９３頁、広川書店、昭和５０年） （江本寄贈） 
114  和漢薬の世界 木村雄四郎 著：  
       （Ｂ６、３４４頁、 創元社、 昭和５０年１１月） （〃） 
115  漢方診療の実際  大塚敬節著   南山堂    昭和２９年 （ 〃） 



116  内科診療の実際  西川義方著   南山堂    昭和４０年 （山田寄贈） 
117  有機化学（前後編）丹羽敬三、下山順一郎、柴田承桂 著  明治１２年（柴田寄贈） 
118  検尿法      下山順一郎、柴田承桂 著 英蘭堂   明治１４年 （〃） 
119  漢方薬術     栗原愛塔      皇漢堂出版部 昭和１３年（江本寄贈） 
120 私の漢方医学「如是漢方」 栗原愛塔、栗原宏至 和光書院 昭和３３年（江本寄贈） 
121 漢方医学の新研究 中山忠直        宝文館  昭和 ２年（山田寄贈） 
 
 
２ 薬局方に関係する図書類 
  （日本および外国の薬局方に関係する図書類） 
 
201  日本薬局方之付医薬条例： 明治２４年５月２０日改正 
        （Ｂ６、３４１頁、 発行所 深田忠之進、 明治２４年） （山田寄贈） 
202  第一版 国民医薬品集改訂増補；厚生省薬務局監修：    （〃） 
                （Ｂ６、３４１頁、薬事日報社、昭和２６年） 
203  第五改正 日本薬局方 清水藤太郎 校訂：  
           （Ｂ６、４３３頁、南山堂書店、 昭和６２年） （〃） 
204  日本薬局方百年史： 日本薬局方百年史編集委員会 
          （Ｂ５、３６２頁、 日本公定書協会、 昭和６２年）（〃） 
205  第六改正 日本薬局方注解 朝比奈泰彦  南江堂    昭和２６年 （〃） 
 
 
３ 薬学関係者の伝記類 
  （薬学者・薬剤師・薬業者などの人物の伝記類） 
 
301  小西松柏翁追想  武田薬品工業（追想録編集委員会） 昭和４４年（山田寄贈） 
302  飯沼慾斎     生誕 200 年記念事業会       昭和５９年 （〃） 
303 自伝対談「薬学の創成者」  伊沢凡人  研数広文館  昭和５２年 （〃） 
304  Ｄ´Ｈｅｎｒｉ ＭｏｉｓｓａｎーHis Life and Workー     （末広寄贈） 
 
４ 薬学史・医学史（科学史、技術史を含む）図書類 
  （和書、洋書の薬学史・医学史関係の図書類） 
 
401 日本薬業史 池田嘯風 著：  
      （Ａ５、４１６頁、 薬業時論社 （昭和４年） （江本寄贈） 
402  江戸時代におけるくすり・医・くらし 田辺 晋 著：  



    （Ｂ５、３２０頁、 内藤記念くすり博物館、 1989年）（山川寄贈） 
403  日本医学史 富士川 游 著：   
      （Ｂ５、２３４頁、 日新書院、 1941年） （山田寄贈） 
404  日本薬学史 清水藤太郎 著：  
      （Ｂ５、５３１頁、 南山堂、1949年） （吉井寄贈） 
405  滋賀の薬業史 杣庄章夫 著、  
       （Ｂ５、２４８頁、 滋賀県薬業協会、1975年） 
406  日本の薬学 辰野高司 著：  
      （Ｂ５変型、１９６頁、 紀伊国屋新書、 1966年） （高畠寄贈） 
407  薬 宮木高明 著：  （新書判、 岩波新書、 1957年） （〃） 
408af本草綱目 ５２巻、６冊、付録附 李 時珍 著、  
            （Ｂ５、 商務印書館、1930年） （吉井寄贈） 
409  新薬 宮木高明 著：   （新書判、 朝日新聞社、 1953年） （〃） 
410  本草和名 上・下 （覆刻） 深江輔仁 著：  
              （Ａ６、 日本古典全集、 1978年） （〃） 
411  救民妙薬 （覆刻） 穂積甫庵 著：  
         （新書版、和綴じ、 博新館、 1981年） （〃） 
412  渡来薬の文化史（オランダ船が運んだ洋薬） 宗田一 八坂書房 1993年 

 （山田     寄贈） 
413  明治期における医薬分業の研究   天野宏著  平成 10   （天野寄贈） 
 
５ 年表および図鑑類 
  （医学・薬学関係の年表、大学史、研究機関の年表および図鑑類） 
 
501abディオスコリデスの薬物誌 １・２ 大槻真一郎 他訳：  
    （Ｂ５、１；８７１頁、２；２９８頁、 エンタプライズ社、1983年）（山田寄贈）
502aiＩｌｌｕｓｔｒｉｅｒｔｅ Ｇｒｓｃｈｉｃｈｔｅ Ｄｅｒ Ｍｅｄｉｚｉｎ： 
       １～９ Ｓｏｕｒｎｉａ， Ｐｏｕｌｅｔ， Ｍａｒｔｉｎｙ；     Ａ４版、

Deutche Ausgebe; Andreas & Andreas, Salzburg (1980) （〃） 
503 Ｌａ Ｆａｒｎａｃｉａ Ｓｔｏｒｉｃａ ｅｄ， Ａｒｔｓｔｉｃａ 

Ｉｔａｌｉaｎａ； Ｃａｒｌｏ Ｐｅｄｒｅｚｚｉｎｉ；  
            （Ｂ４版、５９２頁、 Edizioni VittoriaMilano, 1934) （〃） 
504  日本の薬用植物 高取治輔 画：（Ａ４、広川書店、昭和４１年３月） （江本寄贈） 
 
 
 



６ 企業史・研究機関史類 
  （製薬企業の企業史および研究機関の研究所史など） 
 
601 医制百年史    厚生省編           昭和５１年 （江本寄贈） 
602 長崎大学薬学部百年史              平成 ２年  （〃） 
603 国立衛生試験所百年史              昭和５０年  （〃） 
604 日本の化学百年史  日本化学会編        １９７８年  （〃） “ 
605 大正製薬８０年史                平成 ５年  （〃） 
606 日本メジフィジックス２５年史(1973-1998)     １９９８年 （山田寄贈） 
607 フジサワ１００年史              平成 7(1995) 年 （〃） 
608 明日への挑戦・日本化薬７０年のあゆみ      昭和６１年  （〃） 
609 田辺製薬３０５年史              昭和 58(1983)年 （山川寄贈） 
610 大日本製薬６０年のあゆみ            昭和６２年   （〃） 
611 大日本製薬１００年史              平成５年   （山田寄贈） 
612 日本薬剤師会百年史   日本薬剤師会   平成９年 １    （山川寄贈） 
613 国立衛生試験所百年史  国立衛生試験所東衛会実行委員会  昭和 50年  
 
７ 博物館に関する資料類 
  （国内、海外の医薬関係の博物館および資料館の資料に関するもの） 
 
701  道修町文書目録 近世編 道修町文書保存会    平成 ５年 （山田寄贈） 
702    〃    近代編    〃        平成 ７年  （〃） 
703    〃    補遺編    〃        平成 ９年  （〃） 
704 薬種名附覧  口文化五年            １８０８年 （高畠寄贈） 
705 Pharmacy Museum and     G. Griffenhagen        （山田寄贈） 
706 Flystirical Collections   E. Steib. 
   in United States and Canada            １ 
707 宗田文庫仮目録      国立日本文化研究センター  1998   １ 
 
 
８ 学会誌類 
  （薬史学雑誌の創刊号から最新号まで、海外の薬史学会の雑誌類、 
   薬史学関係の学位論文など） 

 
801 薬史学雑誌 
   (Vol,1,No.1～Vol,30,No.2) 薬史学会  1966-1995 ６     学会誌 



802 Pharmacy inHistory 
   (Vol,26,No.1～Vol,37,No.4) A.I.H.P.  1984-1995 ５ 
 
９ 写真および薬史学の資料類 
  （上記に関連する貴重な写真・資料など、物により２階のショーケースに保管する） 
 
10 その他 
  （辞書および薬史学以外の叢書類を含む） 
 
001 洋学史事典 日蘭学会 篇：  
         （Ｂ５、８７０頁、 雄松堂、（1984年） （高畠寄贈） 
002 欧州の薬剤師と薬局 水野睦郎 著：  
         （Ｂ５、２０９頁、 薬業時報社 （1970年） （水野寄贈） 
003 くすりと私たちー現代日本の薬害問題ー 高野哲夫著  
         （Ａ６、３０５頁、汐文社、 昭和４７年１１月） （高畠寄贈） 
004 くすりと人間 Ｈ．ハーン、高木、粕谷 訳：  
         （Ａ５、３３５頁、 岩波書店、 1965年） （高畠寄贈） 
005 薬になる植物と用い方  木村雄四郎 主婦の友社  昭和４８年 （江本寄贈） 
006 漢方薬の話（東亜研究講座 No.108)   東亜研究会  昭和１８年  （〃） 
007 Ilustrierte Grschichte Sournia, Poulet,       
008 Der Medizin: 1～９     Martiny；    1980年   
 
 
図書整理番号 
１桁目は、図書分類番号、ただし分類１０は、０とする。 
２～３桁目は、整理番号 
番号の末尾の a,b,c......は同名図書の冊数を示す。 
 
コクヨ製スチール書架  ３本 
                           以上 
図書寄贈者（敬称略） 
柴田承二、 山田光男、 末広雅也、 山川浩司、 高畠英伍、 吉井千代田、 
江本龍雄、 水野睦郎、 
 
 
 


