
出品目録

杏雨書屋　常設展示 主催：武田科学振興財団　杏雨書屋

凡例

医学・薬学にまつわる素材と道具類 ・作品番号は、展示の順序とは必ずしも一致しません。

・●は国宝、◎は重要文化財を示します。

・都合により展示作品を変更する場合があります。

・赤字は新規展示品および書籍替品を示します。

№ 名称 管理番号 著者等 員数 時代・年代等 備考

第1章　生薬

1 一角 奥・藤658 1個

2 一角纂考二巻 中48 木村孔恭（蒹葭堂）著 1冊
江戸時代・寛政7年（1795）
刊本

3 芝蘭堂新元会図 常565 市川岳山画 1幅 明治初期　石版印刷
◎早稲田大学図書
館原画所蔵

4 犀角 奥・藤666 1個

5 烏犀角 小2407 1個 江戸時代

7 鹿角 奥・藤660-1 1個

8 羚羊角 奥・藤663 1個

9 霊芝 奥・藤664 5個（1束）

10 沈香 奥・藤665 1個

第2章　処理道具

11 薬籠 洗207 1個

12 薬草切り（片手切り） 大乾52 1組

13 薬研 研1585 1組

14 箱篩 杏8059 1具

第3章　製造と流通

15 蘭引 杉252 1具 江戸時代

16 百味箪笥 研2541 1棹

17 純良薬品看板 杏8047 常田看板店製作 1枚 大正末期

18
株式會社 武田長兵衞商店 製薬部本工
場 絵図

杏8009 1枚 昭和10年（1935）

19 竒應丸　看板 大乾66-1 1枚 明治24年（1891）

20 大明宣徳 鉄炮薬罐 羽山9 1個
明時代・宣徳1-10年（1426-
1435）

21 朝鮮青貝人参箱 洗208-3 1箱

22 切丸器 羽山10 1組

23 薬匙・計数匙 小2413 1箱（50本入り）

24 黒塗薬箱 杏8019 1箱

25 ギヤマン小瓶 大乾16 5個

26 売薬の袋 大乾74 8種9袋

第4章　祭祀関係

27 神農像 小1798 1体

28 少彦名命木像 小2400 1体

第5章　はやり病

29 般若波羅蜜多心経 洗104 玄奘訳　池大雅書　富岡鉄斎跋 1冊 江戸時代　陰刻本

30 赤絵 ほうそう絵 杏7514 川名楽山画　歌川国芳画 4枚（10枚のうち）



№ 名称 管理番号 著者等 員数 時代・年代等 備考

31
三気男はしかたいぢ
（『はしか絵はりこみ帖』より）

大2739 歌川芳幾画 1冊 文久2年（1862）

32 姫魚図 杏7526 1枚 文政2年（1819）

33 山嵐 杏7530 1枚 文化（1774-1788）の頃か

第6章　診断と治療

34 外科機器 佐217-1 N.Y. ティーマン社製 1箱（缺あり）
明治5年（1872）米国より携
行

35 ヘボン氏手術図 杉1 楊洲周延画 1幅 複製

36
沢村田之助全快 麻疹養生之事
（『疱瘡の赤絵・麻疹の絵草紙』より）

乾6466 一松斎 歌川芳宗画 1枚 複製

37 経絡人形 彌688 2体

第7章　解体新書関係書

38
Ontleedkundige Tafelen（解剖図譜/ター
ヘル・アナトミア）

新杏1790  J. A. Kulmus （クルムス）著 1冊 1734年　オランダ語版 複製

39 解体約図 常413 杉田玄白・中川淳庵著　　熊谷元章原画 5枚付封皮1枚 昭和40年（1965）　影印本

40 解体新書四巻図一巻
小523、乾
740

闕児武思（クルムス）原本　　杉田玄白訳
小田野直武原画

1冊、5冊
江戸時代・安永3年（1774）
刊本

41
Anatomie, oft Levende beelden vande
deelen des menschelichen lichaems（解剖
書/ワルエルダ著）

新杏1598
A. Vesalius & J. Valverda（ヴェサリウス & ワ
ルエルダ）

1冊 1568年　蘭訳初版 複製

第8章　国宝・重文

42 ◎穀類抄 貴研732 成蓮房兼意撰 1巻 保元元年（1156）写本 複製

第9章　医家肖像

43 浅田宗伯肖像 乾6553-155 1幅 昭和初期の模写

44 陽旦湯之図 坂60 浅田宗伯画賛 1幅

45 傷寒論 杏5449
張機述　　王叔和撰次　　林億奉勅校正
香川修庵校正

1冊 寛政12年（1800）版本

46 傷寒論識 乾5749 浅田宗伯著 1冊（7冊のうち） 明治6年（1873）写本

47 橘窓書影 乾5746 浅田宗伯著 1冊（3冊のうち） 写本
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