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研究成果の概要（和文） 
研究の目的は第一に、北米に所蔵されている古医学書を調査し目録を作成し広く活用される

環境を整えることにある。その目的に沿って３年間にわたり調査してきた古書目録を『在米日

本古医書の目録および研究』として印刷出版した。 
第二に、ここに収載した以外の日本の古医学書の調査を続け、これらがどのようなルートで、

いかなる目的で北米に輸入されたか、理由、背景などを、前年度に引き続き調査した。特にコ

ロンビア大学の元司書の甲斐美和氏からは、戦後の占領期に日本から接収した図書を議会図書

館ならびに主要な大学図書館がどのように引き受けたかについての聞き取り調査を行い、貴重

な証言を得たが、それを報告書に添付した。 
第三に 3 年間に研究者が行った研究をまとめて、報告書に添付した。さらにこの調査によっ

て築かれた日米の連絡網を、今後の調査に活用できるよう添付した。 
 
研究成果の概要（英文） 
First of all the purpose of the research is to investigate the old medical books in North 
America to catalog them for wide and practical uses. As a result of our three year 
research, we published a catalog of old books A catalog and study of old Japanese 
medical books in U.S.A. 
Secondly we continued our research on old Japanese medical books not listed in the 
above to find out reasons and details why and how they were introduced into North 
America. Mainly through interviews with the former librarian of Columbia University 
we learned how the Congress Library and some major university libraries came to 
accept the books requisitioned from Japan during the occupation after the war. We 
attached the report on it. 
Thirdly the summary of research for the past three years is attached, as well as the 
contact addresses we have obtained from our research for future use.       
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１．研究開始当初の背景 

北米医学並びに一般図書館に日本の古医

書が未整理のまま所蔵されていた。その多く

は第二次大戦直後に北米に渡ったもので、日

本の稀覯本などが多く、未整理本の整理が緊

急の課題であった。 

２．研究の目的 

北米の該当図書館の古医書を整理して、目

録を作り、北米、日本で活用できるようにす

る。 

３．研究の方法 

北米の該当図書館の日本古医書を調査し、目

録を作成する。そのためにどこに古医書が所

蔵されているか、北米の日本書司書連合会と

連絡をとり、研究分担者が分担して調査し、

目録を作成。 

４．研究成果 

1，National Library of Medicine, 

2，Medical Library of San Francisco of 

California University, 

3，Medical Library of Prinston University, 

4，Medical library of Harverd University 

5，Colombia University 

等の日本古医書の調査を行い、目録「在米古

医書の目録および研究」を発刊した。  

 

５．主な発表論文等 

（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に

は下線） 

〔雑誌論文〕 

酒井シヅ（計４件） 

１．酒井シヅ：顕微鏡の発達、医療機器学 79

巻 8 号、658-661、2009 

２．酒井シヅ：医学・医療史から見たインフ

ルエンザ 健康保険 63 巻-９号、32-33、

2009 

３．酒井シヅ：新型インフルエンザの脅威 

インフルエンザの歴史、海員、61 巻 

37－40、2009 

４．酒井シヅ:お雇い外国人の見た日本、②

エルヴィン・フォン・ベルツ 望星、40 巻－

12 号 26－32、2009 

 

渡部幹夫（計５件） 

１．渡部幹夫：巻頭言 多民族国家アメリカ

の蔵書史と Health and Human Ecology 

民族衛生 第７５巻第３号 ７７－７８ ，

２００９ 

２．渡部幹夫：Yale 大学 Harvey Cushing 

 医学図書館 Fry Collection に収蔵されて 

いる江戸期日本の医療版画資料について 

順天堂大学医療看護学部 医療看護研究 

第６巻１号、１０－２０、２０１０、 査読

あり 

３．渡部幹夫： 発表抄録 

橋本宗吉（曇斎）の西洋医事集成宝鑑とエレ

キテルについて 

日本医史学雑誌 第５４巻第２号 P105,２

００８ 

４． 渡部幹夫：発表抄録 

Yale 大学 Cushing 図書館 Fry Collection の

漢方刷り物について 

日本医史学雑誌 第５５巻第２号 P217、２

００９ 

５．渡部幹夫：発表抄録 

日本の結核史における第二次世界大戦と BCG

研究について， 

日本医史学雑誌 第５６巻第２号 P217、２

０１０   

 

町泉寿郎（計２件） 

１．町泉寿郎：小野蘭山門人、木内政章の事

績と学績―カリフォルニア大学サンフラン

シスコ校所蔵の木内政章旧蔵書を中心に―、



小野蘭山、小野蘭山没後二百年記念誌編集委

員会、pp111―141、2010/06 

２．町泉寿郎、清水信子：日本漢学文献の分

類について、日本漢文学研究、3、pp201―224、

2008/03 

 

〔学会発表〕 

酒井シヅ（計２ 件） 

１． 酒井シヅ：佐倉藩の種痘の事績 109 回

日本医史学会総会 佐賀 2009、6，7 佐

賀市 

２． 酒井シヅ：ポンペ・ファン・メーデルフ

ォルトの日本における事績 110 回日本

医史学会総会 2010，6，水戸市 

 

渡部幹夫（計 4 件） 

１．渡部幹夫： 橋本宗吉（曇斎）の西洋医

事集成宝鑑とエレキテルについて 第１０

９回 日本医史学会総会 （佐倉市）２００

８年６月２１日 

２．渡部幹夫： Yale 大学 Cushing 図書館

Fry Collection の漢方刷り物について 

第１１０回 日本医史学会総会 （佐賀市）

２００９年６月７日 

３．MIKIO Watanabe：Research History of 

Electricity and Electric Treatment in 

Edo ,Japan  渡部幹夫： （日本の医学史

料と電気療法史） 

Princeton University East Asian Studies 

Program Event Japanese Medical Books of 

Tokugawa-Meiji Era 

２ ０ ０ ９ 年 ９ 月 ２ １ 日  Princeton 

University New Jersey USA 

４．渡部幹夫：日本の結核史における第二次

世界大戦と BCG 研究について，第 111 回日本

医史学会総会，（水戸市），２０１０年６月

１２日，  

 

町泉寿郎（計７件） 

１．町泉寿郎：カリフォルニア大学サンフラ

ンシスコ校に所蔵する日本古医書について、

第 17 回欧州日本文献専門家協会、リスボン・

マカオ科学文化センター、2008/09/17 

２．町泉寿郎：江戸期医学における写本・活

字本・版本―曲直瀬道三から玄朔へ―、第 12

回欧州日本学協会、イタリア レッチェ・サ

レント大学、2008/09/21 

３．町泉寿郎：カリフォルニア大学サンフラ

ンシスコ校（ＵＣＳＦ）に所蔵する日本古医

書（善本類）、日本医史学会５月例会、東京、

2009/05/23 

４．町泉寿郎：米国国立医学図書館に所蔵す

る日本古医書―善本類を中心に、日本医史学

会学術大会、佐賀、2009/06/07 

５．町泉寿郎：北米図書館に所蔵される日本

医学史料（貴重書）、セミナー徳川～明治期

の日本医書、アメリカ プリンストン・プリ

ンストン大学、2009/09/21 

６．町泉寿郎：UCSF 所蔵の木内政章旧蔵書に

ついて、洋学史学会 1 月例会、東京、

2010/01/31 

７．町泉寿郎：木 内 政 章（原南陽・小野

蘭山門人）の事蹟と学績、第 111 回日本医史

学会 2010/6/13 水戸・茨城大学 

 

梶谷真司（計 1件） 

2009 年（平成 21 年）6月 7日 

「米国カリフォルニア州立大学サンフラン

シスコ校医学部図書館所蔵の日本古医書の

概要」，日本医史学会 第 110 回大会，於 佐

賀県立男女共同参画センター・生涯学習セン

ター アバンセ． 

 

清水信子（計１件） 

「日本古医書の分類について」 

プリンストン大学（East Asian Studies 



program）セミナー 

「徳川～明治期の日本医書」（2009/9/21）  

 

６．研究組織 

(1)研究代表者 

  酒井シヅ（SAKAI SHIZU） 

  順天堂大学・医学部・特任教授 

  研究者番号：00053033 

 

(2)研究分担者 

該当なし 

 

(3)連携研究者 

  渡部 幹夫（WATANABE MIKIO） 

順天堂大学・医療看護学部・教授 

研究者番号：00138281 

 

梶谷 真司（KAJITANI SHINJI） 

帝京平成大学・外国語学部・准教授 

研究者番号：50365290 

 

舘野 正美（TATENO MASAMI） 

  日本大学・文理学部・教授 

研究者番号：20155104 

 

町 泉寿郎（MACHI SENJURO） 

 二松学舎大学・東アジア学術総合研究

所・講師 

研究者番号：40301733 

 

  松村 紀明（MATSUMURA NORIAKI） 

 帝京平成大学・ヒューマンケア学部・助

教 

研究者番号：00422379 

 

   

 

 

    


