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古典・中医学の現代語訳・和訳書 

 

書名 訳者 出版社 

現代語訳 黄帝内経素問〈上・中・下〉 石田秀実 他 東洋学術出版社 

意釈シリーズ 

〈素問・霊枢・太素・傷寒論・金匱要略・難経・

神農本草経・運気〉 

小曽戸丈夫 他 築地書館 

難経解説（南京中医学院） 戸川芳郎 他訳 東洋学術出版社 

難経校釈（南京中医学院） 林 克 谷口書店 

中国傷寒論解説〈正・続〉（劉渡舟） 勝田正泰 東洋学術出版社 

中医入門（秦伯未） 岩橋信種 谷口書店 

温病学（成都中医学院） 京都中医学研究会 東方書店 

解説 鍼灸重宝記（本郷正豊） 小野文恵 医道の日本社 

素問・霊枢（中国古典新書続編） 宮沢正順 明徳出版社 

五行大義（中国古典新書） 中村璋八 明徳出版社 

 

 

用語解説 

 

書名 訳者 出版社 

漢方用語大辞典 創医会学術部 燎原 

中国医学大辞典  商務印書館 

病源辭典  文友書店 

簡明中医辭典  人民衛生出版 

中医名詞述語選釋  人民衛生出版 

 

  



漢法苞徳会 

 

 

2 

 

漢法医学書および関連図書 

 

書名 訳者 出版社 

漢方医術復興の理論 竹山晋一郎 績文堂 

昭和鍼灸の歳月―経絡治療への道 上地 栄 績文堂 

素問医学の世界〈Ⅰ・Ⅱ〉 藤木俊郎 績文堂 

鍼灸医学と古典の研究 丸山昌朗 創元社 

柳谷素霊選集〈上・下〉 柳谷素霊選集刊行会 績文堂 

難経の研究 本間祥白 医道の日本社 

傷寒論講義 奥田謙蔵 医道の日本社 

傷寒論梗概 奥田謙蔵 医道の日本社 

漢方古方要方解説 奥田謙蔵 医道の日本社 

漢方後世要方解説 矢数道明 医道の日本社 

誰にもわかる経絡治療講話 本間祥白 医道の日本社 

簡明不問診察法 柳谷素霊 石山鍼灸医学社 

脉状診の研究―脈状及びその臨床的応用― 井上雅文 緑書房 

鍼灸医術の門 柳谷素霊 石山鍼灸医学社 

鍼灸の科学 実技篇 柳谷素霊 医歯薬出版 

鍼灸治療の真髄―経絡治療五十年 岡部素道 績文堂 

鍼灸臨床医典―初心者のための取穴法解説 間中喜雄 医道の日本社 

鍼灸病証学 本間祥白 医道の日本社 

近代漢方薬ハンドブック〈Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ〉 高橋良忠 薬局新聞社 

実践漢方薬ハンドブック 基礎編 

   薬方解説編〈上・中・下〉 

高橋邦夫 薬局新聞社 

中国医学思想史―もう一つの医学 石田秀実 東京大学出版会 

中国名医列伝―呪術・漢方・西洋医学の 19 人 吉田荘人 中公新書 

漢方―中国医学の精華 石原 明 中公新書 
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西洋医学書 

 

書名 訳者 出版社 

臨床に役立つ生体の観察―体表解剖と局所解剖 星野一正 医歯薬出版 

図解 四肢と脊椎の診かた 野島元雄 他 医歯薬出版 

 

 

書き下ろし医学関連図書 

 

書名 訳者 出版社 

医学の歴史 小川鼎三 中公新書 

胎児の世界―人類の生命記憶 三木成夫 中公新書 

細菌の逆襲―ヒトと細菌の生存競争 吉川昌之介 中公新書 

腸は考える 藤田恒夫 岩波新書 

腸内細菌の話 光岡知足 岩波新書 

生命とは何か―物理的にみた生細胞 E. シュレディンガー 岩波文庫 

現代の感染症―コレラから肝炎、エイズまで 今西二郎 ブルーバックス 

関節はふしぎ―構造からケガ・疾患、対処法まで 高橋長雄 ブルーバックス 

体の反射のふしぎ学―足がもつれないのはなぜ? 橘 滋国 ブルーバックス 

免疫の意味論 多田富雄 青土社 

気・流れる身体 石田秀実 平河出版社 

体の中の原始信号―中国医学と X‐信号系 間中喜雄 他 地湧社 

ウイルスが嗤っている―薬より効き眠くならない

カゼの話 

根路銘国昭 KK ベストセラーズ 

からだの知恵 この不思議なはたらき W.B.キャノン 講談社 

新しい人間観と生命科学 渡辺 格 講談社学術文庫 

図説 中国の科学と文明 ロバート.テンプル 河出書房新社 

抗がん剤の副作用がわかる本 近藤 誠 三省堂 

ヒトの解剖 井尻正二 築地書館 

新・人体の矛盾 井尻正二 築地書館 

生命のストラテジー 松原謙一/中村桂子 早川書房 
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漢文・中国語の参考書と辞書 

 

書名 訳者 出版社 

大漢語林・漢語林 鎌田 正 大修館書店 

中日大辞典 愛知大学中日大辞典

編纂処 

大修館書店 

基礎中国語辞典―50 音引き 北浦藤郎 他 講談社 

字統 白川 静 平凡社 

中野式 漢文なるほど上達法 中野 清 ライオン社 

中野の「ガッツ漢文」１．２ 中野 清 大和書房 

古医書を読むための漢文入門書（上・下） 長谷川弥人 春陽堂 

社会人のための漢詩漢文小百科 田部井文雄・他 大修館書店 

中国語学習ハンドブック 相原 茂 大修館書店 

中医書読解の手引き 加藤正敏 エンタプライズ 

日本漢語と中国―漢字文化圏の近代化 鈴木修次 中央公論新社 

漢字百話 白川 静 中央公論新社 

はじめての中国語 相原 茂 講談社現代新書 

漢文のすすめ 原田種成 新潮選書 

漢字の常識 原田種成 三省堂 

漢字小百科辞典 原田種成 三省堂 

字通 白川 静 平凡社 

文字逍遥 白川 静 平凡社 

 


