
江戸のはやり病と薬

            ～先人の生活の知恵にマナブ～

①県立中央図書館にある本
書名 著者 出版者 出版年 請求記号（所蔵館）

1 江戸学入門　衣・食・医・ことば　 
東洋大学井上円了
記念学術センター編

すずさわ書店 1997.9 　　　2105/48（中央）

2 江戸病草紙　ちくま学芸文庫 立川 昭二／著 筑摩書房 1998.6 49021/3（中央）

3 薬文化往来 天野 宏／著 青蛙房 1992.3 499/A43（中央）

4 くすりの歴史 岡崎 寛蔵／[著] 講談社 1976 499/O48（中央）

5 江戸の生薬屋 吉岡 信／著 青蛙房 1994.1 49902/1（中央）

6 江戸に学ぶからだと養生
内藤記念くすり博物
館

内藤記念くすり博
物館

2009.5 49021/8（中央）

7 くすりの広告文化 
内藤記念くすり博物
館

内藤記念くすり博
物館

2003.4 49902/4（中央）

8 薬と秤　重さをはかる 秤屋 健蔵／監修
内藤記念くすり博
物館

2007.7 49902/5（中央）

9 くすりの夜明け　近代の薬品と看護 石坂 哲夫／監修
内藤記念くすり博
物館

2008.9 49902/6(中央）

10 江戸に学ぶからだと養生 
内藤記念くすり博物
館

内藤記念くすり博
物館

2009.5 49021/8(中央）

11
イラストでつづる富山売薬の歴史
         郷土「富山」を支えた人々

鎌田 元一／監修 薬日新聞社 1986.6 4997/D54（中央）

12 くすりの民俗学　江戸時代・川柳にみる 三浦 三郎／著 健友館 1980.8 4997/MI67（中央）

13 江戸の妙薬 鈴木 昶／著 岩崎美術社 1991.1 4997/SU96（中央）

14 反魂丹の文化史　越中富山の薬売り 玉川 しんめい／著 晶文社 1979.1 4997/TA77（中央）

15
富山の薬売り
     　マーケティングの先駆者たち

遠藤 和子／著 サイマル出版会 1993.5 4997/E59（中央）

16 正露丸のラッパ　クスリの国の図像学 田中 聡／著 河出書房新社 1994.1 4997/TA84（中央）

17 マッカーサーと征露丸　 町田 忍／著 芸文社 1997.2 4997/1（中央）

18 伝承薬の事典　ガマの油から薬用酒まで 鈴木 昶／著 東京堂出版 1999.2 4997/2（中央）

19 日本の伝承薬　江戸売薬から家庭薬まで 鈴木 昶／著 薬事日報社 2005.3 4997/3（中央）

20 くすり歳時記　古医学の知恵に学ぶ 槇 佐知子／著 筑摩書房 1989.6 4998/MA34（中央）

21
百年前のくすり
　いろいろな病にどんな薬でたたかったか

岩井鉱治郎,
朝倉加代・編著

内藤記念くすり博
物館

1996.5 4998/1/1（中央）

22 薬草歳時記 鈴木 昶／著 青蛙房 1995.1 49987/1（中央）

23 薬草手帖　上　 田中 孝治／文 平凡社 1997.2 49987/6/1（中央）
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24 薬草手帖　下 田中 孝治／文 平凡社 1997.2 49987/6/2（中央）

25 幕末本草家交信録 畔田 翠山／[著] 清文堂出版 1996.2 4999/1（中央）

26 東アジアの本草と博物学の世界　上 山田 慶兒／編 思文閣出版 1995.7 4999/2/1（中央）

27 東アジアの本草と博物学の世界　下 山田 慶兒／編 思文閣出版 1995.7 4999/2/2（中央）

28 江戸の植物学 大場 秀章／著 東京大学出版会 1997.1 4999/3（中央）

29 寛永七年刊和歌食物本草現代語訳 半田 喜久美／著 源草社 2004.5 4999/6（中央）

30 物のイメージ・本草と博物学への招待 山田 慶児／編 朝日新聞社 1994.4 4999/MO35（中央）

31 江戸の博物学者たち　 杉本 つとむ／著 青土社 1985.2 4999/SU38（中央）

32 温室　ものと人間の文化史 平野 恵／著 法政大学出版局 2010.1 624/5（中央）

②県立西部図書館にある本
書名 著者 出版者 出版年 請求記号（所蔵館）

33 渡来薬の文化誌　オランダ船が運んだ洋薬 宗田 一／著 八坂書房 1993.9 4990/39(西部）

34 概説薬の歴史 天野 宏／著 薬事日報社 2000.2 49902/2(西部）

35 くすりの小箱　薬と医療の文化史 湯之上 隆／編 南山堂 2011.3 49902/10(西部）

36 江戸時代、漢方薬の歴史 羽生 和子／著 清文堂出版 2010.7 4998/70（西部）

③県立東部図書館にある本
書名 著者 出版者 出版年 請求記号（所蔵館）

37 江戸の自然誌　『武江産物志』を読む 野村 圭佑／著 どうぶつ社 2002.1 46213/9(東部）

38 文学に見る日本の医薬史 大星 光史／著 雄渾社 1997.1 49021/6(東部）

39
東西医学の交差点
    その源流と現代における九つの診断系

秋葉 哲生／著 丸善プラネット 2002.9 4909/55(東部）

40
江戸の流行り病
     麻疹騒動はなぜ起こったのか

鈴木 則子／著 吉川弘文館 2012.4 49802/96(東部）

41
近世日本の医薬文化
       　ミイラ・アヘン・コーヒー

山脇 悌二郎／著 平凡社 1995.5 49902/1(東部）

42 印籠と薬　江戸時代の薬と包装 服部 昭／著 風詠社 2010.9 49902/15(東部）

43
お薬グラフィティ
     読んで良く効く心のお薬博物館

高橋 善丸／所蔵・編 光琳社出版 1998.4 4997/2(東部）

44 日本の名薬 山崎 光夫／著 東洋経済新報社 2000.1 4997/4(東部）

45
権力者と江戸のくすり
     人参・葡萄酒・御側の御薬

岩下 哲典／著 北樹出版 1998.4 4998/9(東部）
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