
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

流行り病を乗り越えて ・作品番号は、展示の順序とは必ずしも一致しません。

・都合により展示作品を変更する場合があります。

・＊は展示替品（頁替えを含む）を示します。

№ 名称 管理番号 著者等 員数 時代・年代等 備考

Ⅰ.　感染症の歴史

流行り病年表 パネル1枚

1 日本疾病史 乾50 富士川游著 １冊 明治45年（1912）

Ⅱ.　感染症に尽力した医家たち （生年順）

＊ 2 楢林宗建肖像 乾6553-143 1幅 昭和初期の模写

＊ 3 本間棗軒肖像 乾6553-145 1幅 昭和初期の模写

＊ 4 桑田立斎肖像 乾6553-167 1幅 昭和初期の模写

＊ 5 広瀬元恭肖像 乾6553-158 1幅 昭和初期の模写

＊ 6 緒方洪庵肖像 医史21 1幅 昭和初期の模写

＊ 7 宇田川榕菴肖像 乾6553-135 1幅 昭和初期の模写

Ⅲ.　疱瘡（天然痘）

8 赤絵 ほうそう絵
杏7514-
1,3,4,5,9,10

川名楽山、歌川国芳画
6枚（10枚の
内）

複製

＊ 9 疱瘡軽口ばなし　後編子宝山 乾1252 十返舎一九著 2冊 享和３年（1803）刊本

＊ 10 牛痘の原因および作用に関する研究 松106 E．ジェンナー著 1冊 1798年刊

＊ 11 遁花秘訣 乾6210 馬場貞由著 1冊 文政3年（1820）写本

＊ 12 牛痘小考 杏3399 楢林宗建（和山）著 1冊 嘉永2年（1849）刊本

＊ 13 牛痘發蒙 乾4839 桑田立斎著 1冊 嘉永2年（1849）刊本

14 新訂痘種奇法　即新訂牛痘奇法 乾4847 哆啉呅原文　広瀬元恭校・訓点 1冊 嘉永2年（1849）刊本

15 種痘瘡すゝめ艸 杏7509 京都錦小路　鳩居堂  1枚 嘉永4年（1851） 複製

16 護痘錦嚢正編 杏3490 石塚汶上（汶庵）著
1冊（2冊の
内）

文政7（1824）刊本

17 疱瘡心得草 乾1156 志水軒朱蘭著 1冊 寬政10（1798）刊本

村の神社の疱瘡神 鎌倉市　十二所神社 パネル1枚

18 一角の歯 奥・藤658 1本

19 種痘器具 羽山32 東京　G.MATSUMOTO製造販売 1式

20 江馬榴園書簡 乾6586-3-6 安田元蔵宛 1巻 嘉永3年（1850）頃

21 種痘医免許証 彌670‐1 田中徳太郎宛 1枚 明治16年（1883）

Ⅳ.　麻疹（はしか）

22 鼇頭附方麻疹精要 乾4902 張路著　上月専庵撰 1冊 寛政9年（1797）刊本

23 牛山活套 大493 香月牛山著
1冊（3冊の
内）

安永8年（1779）刊本

24 麻疹戯言 乾1243 式亭三馬著 1冊 享保3年（1718）刊本

＊ 25 右之通麻疹に寿福請取帳 乾1247 十返舎一九著 1冊 文政7年（1824）刊本

26 麻疹御伽双紙 乾1246 著者未詳 1冊 文政7年（1824）刊本

タラヨウ(多羅葉） 武田薬品・京都薬用植物園提供

27
為御覧
（『疱瘡の赤絵・麻疹の絵草紙』1帖）

乾6466‐55 藤浪剛一輯　隅田了古画 1枚 文久2年（1862） 複製

28
痳疹養生之傳
（『疱瘡の赤絵・麻疹の絵草紙』1帖）

乾6466‐44 藤浪剛一輯　歌川芳虎画 1枚 文久2年（1862） 複製
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＊ 29
開運麻疹疫神除之伝
（『疱瘡の赤絵・麻疹の絵草紙』1帖より）

乾6466-39 歌川芳虎画 1枚 文久2年（1862）

30
はしかのまもり
（『疱瘡の赤絵・麻疹の絵草紙』1帖）

乾6466‐68 藤浪剛一輯　歌川芳艶画 1枚 文久2年（1862） 複製

31
はしか童子退治圖
（『疱瘡の赤絵・麻疹の絵草紙』1帖）

乾6466‐18 藤浪剛一輯　歌川芳藤画 1枚 文久2年（1862） 複製

32
食してよろしきもの
（『疱瘡の赤絵・麻疹の絵草紙』1帖）

乾6466‐48 藤浪剛一輯　歌川芳盛画 1枚 文久2年（1862） 複製

＊ 33
痳疹送出シの図
（『疱瘡の赤絵・麻疹の絵草紙』1帖より）

乾6466‐59 歌川芳藤画 1枚 文久2年（1862）

34
痳疹養生心得
（『疱瘡の赤絵・麻疹の絵草紙』1帖）

乾6466‐54 藤浪剛一輯　歌川芳虎画 1枚 文久2年（1862） 複製

35 麻疹禁忌荒増 杉141 歌川芳虎画 1枚 文久2年（1862） 複製

＊ 36
痳疹元服図
（『はしか絵はりこみ帖』1帖）

大2739-6 歌川芳梅画 1枚 文久2年（1862）

37
流行はしか合戦
（『地異天変 近世はやり病』15枚組）

杏7505‐8 1枚

＊ 38 ヘボン氏手術図 杉立1 楊洲周延画 1幅 複製

Ⅴ.　暴瀉病（コレラ）

39 虎狼痢治準 彌155 緒方洪庵訳述 1冊 安政5年（1858）刊本

＊ 40 安政箇労痢流行記 乾3857 仮名垣魯文著 1冊 安政5年（1858）刊本

＊ 41 古列亜没爾爸斯説 乾5607 勃微爾（モルビュス）原本　宇田川榕庵訳 1冊 文政5年（1822）写本

＊ 42
麻疹能毒合戦図
（『疱瘡の赤絵・麻疹の絵草紙』より）

乾6466‐69 3枚 文久2年（1862） 複製

43
かけ合　権八長兵衛
（『疱瘡の赤絵・麻疹の絵草紙』1帖）

乾6466‐19 藤波剛一輯　隅田了古述　落合芳虎画 1枚 文久2年（1862） 複製

44
流行病追討戯軍記
（『地異天変 近世はやり病』15枚組）

杏7505‐5 1枚 安政5年（1858）

45
改正増補　国宝大阪全図
（『大阪京都古地図四十六種』）

研1173‐38 浪華　書肆積典堂 1枚 文久3年（1863） 複製

Ⅵ.　珍獣・怪異への祈り

＊ 46 鍾馗・白沢・十二支神等 大乾84 勝哲画 1幅

＊ 47 鐘馗版画 大乾73-1 吉田清寿堂、正永堂
1枚（6枚の
内）

48 姫魚図 杏7526 1枚 文政2年（1819） 複製

49 動物図譜 新杏1687-2 J．ヨンストン著
1冊（4冊の
内）

ラテン語版　1657年刊

50 六物新志 杏882 大槻玄沢訳考
1冊（2冊の
内）

天明6年（1786）刊本

Ⅶ.　近代医学の夜明け

51 「衛生」 洗199 貝原益軒書 1面 宝永7年（1710）

＊ 52 養生訓 乾921 貝原益軒著 1冊 正徳3年（1713）刊本

＊ 53 衛生寿護禄 乾6206 大日本私立衛生会著 1枚（付袋） 明治17年（1884） 複製

＊ 54 解体新書 東106
闕児武思（クルムス）原本　　杉田玄白訳
小田野直武原画

5冊 安永3年（1774）刊本

＊ 55 日本 洗348 P．F．v．シーボルト著 2枚 1832年刊

56 山水図 藤151 中天游画 1幅

57 喫茶養生記 杏1061 栄西著 1冊 刊本
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