
■ プレスリリース ■ 令和元年11月13日

『解体新書』の編著者 前野良沢を輩出した
中津藩医学古典籍 デジタル公開へ
国文研が中津市・中津市教育委員会と覚書締結

国文学研究資料館（以下、「国文研」）では、大分県中津市・中津市教育委員会と覚書を締結し、
中津市歴史博物館が所蔵する古典籍（江戸時代以前の本）をデジタル化し、今後WEB上で一般公開
してまいります。
第一弾として、中津市歴史博物館所蔵の貴重な医学関係の古典籍のうち44点を、本年11月13日

（水）に国文研の「新日本古典籍総合データベース」で公開いたしましたのでお知らせいたします。

中津市歴史博物館（通称：なかはく）は、本年11月1日、黒田官兵衛が築いた中津城内堀沿いに
オープンしたばかりの博物館です。江戸時代の中津藩は蘭学を奨励し、『解体新書』の編著者であ
る前野良沢や、日本初の日蘭辞書『蘭語訳撰』を編さんした奥平昌高らを輩出しました。現在でも
中津に伝わった蘭学や医学に関する貴重な資料を納めた、医家史料館が２館存在しています。中津
市歴史博物館は、医学書を含む中津市教育委員会所蔵の多くの古典籍を収蔵しています。
また、中津市は福沢諭吉の生誕地としても有名であり、 『学問のすヽめ』をはじめとする関連資

料も所蔵しています。

国文研は平成29年度より古典籍のデジタル化を開始し、 『解体新書』 『華岡青洲所診画帳』
『学問のすヽめ』等の貴重資料をデジタル化しました。今後も継続してデジタル化を行い「新日本
古典籍総合データベース」より順次公開予定です。

公開された画像は、インターネット経由で、いつでもどなたでもご覧いただけます。ぜひご活用
ください。

概要

本件に関するお問い合わせ先

国文学研究資料館 古典籍共同研究事業センター
事務室 管理係
E-mail: cijinfo@nijl.ac.jp
TEL: 050-5533-2988 / FAX: 042-526-8883
https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/

中津市歴史博物館
E-mail: nakahaku@city-nakatsu.jp
TEL:(0979)23-8615 / FAX:(0979)23-8616
http://nakahaku.jp/

●公開年月日：2019年11月13日（水）
●公開数：44点（作品数）・1,835コマ（画像ファイル数）
●公開サイト：新日本古典籍総合データベース：https://kotenseki.nijl.ac.jp

中津市歴史博物館所蔵の公開作品リストはこちら▼
https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-nktc.html

●利用条件：クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ja
非営利ならば、クレジット表示をすることにより、自由にお使いいただけます。
ご利用の際には、以下のようなクレジット表示をお願いします。
（例）撮影：国文研／所蔵：中津市歴史博物館
その他の条件で利用を希望する場合は、中津市歴史博物館に問い合わせが必要です。

http://kotenseki.nijl.ac.jp/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ja
https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-nktc.html


■ 別紙 ■

杉田玄白・前野良沢・中川淳庵ほか訳『解体新書』4巻5冊

今回公開された資料のいくつかをご紹介します。
【医学関係資料】

令和元年11月13日

原書は ヨハン アダム クルムスの著書“Anatomische Tabellen”のオランダ語訳本である
“Ontleedkundige Tafelen（ターヘル・アナトミア）” (1734刊)。中津藩医だった前野良
沢が長崎留学中に原本を入手し、杉田玄白・中川淳庵らとともに翻訳して安永3 (1774) 
年出版した。図は秋田蘭画の祖、小田野直武が描いた。
https://doi.org/10.20730/100270081

痘瘡はかつて世界中で猛威をふるった天
然痘のこと。箱書きに「東都池田瑞仙先
生家蔵 痘瘡唇舌鑑図 辛島家蔵」とあ
り、中津藩の藩医辛島家に伝わった資料
とわかる。
豊富な彩色図により池田流痘瘡治療を解
説した医学書。
https://doi.org/10.20730/100270277 

池田瑞仙『痘瘡唇舌鑑図』1冊
（いけだずいせん とうそうしんぜつかんず）

中津市大江医家史料館蔵

https://doi.org/10.20730/100270081
https://doi.org/10.20730/100270277


中津市歴史博物館　デジタル化資料リスト（平成29年度）
2019年11月1日現在

国文研
書誌ID

統一書名 統一書名よみ 刊写 冊数 国文研 デジタル請求記号 URL

100270081 解体新書 かいたいしんしょ 刊 ５冊 ＤＩＧＮＫＴＣ００００１ https://doi.org/10.20730/100270081
100270087 柚木流眼病秘伝書 ゆのきりゅうがんびょうひでんしょ 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ００００２ https://doi.org/10.20730/100270087

100270089 杏蔭斎流整骨術免許状
きょういんさいりゅうせいこつじゅつ
めんきょじょう

写 １軸 ＤＩＧＮＫＴＣ００００３ https://doi.org/10.20730/100270089

100270091 華岡青洲所診画帳 はなおかせいしゅうしょしんがちょう 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ００００４ https://doi.org/10.20730/100270091
100270094 載断篇 せつだんへん 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ００００５ https://doi.org/10.20730/100270094
100270104 金瘡外科一流之事 きんそうげかいちりゅうのこと 写 １軸 ＤＩＧＮＫＴＣ００００６ https://doi.org/10.20730/100270104
100270106 和蘭全軀内外分合図 おらんだぜんくないがいぶんごうず 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ００００７ https://doi.org/10.20730/100270106
100270110 阿蘭陀油薬能書 おらんだゆやくのうがき 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ００００８ https://doi.org/10.20730/100270110
100270123 雲澤先生痢病口授 うんたくせんせいりびょうくじゅ 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ００００９０００Ｅ https://doi.org/10.20730/100270123
100270130 解臓記／序文 かいぞうき／じょぶん 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００１０ https://doi.org/10.20730/100270130
100270134 解臓記／併道原 かいぞうき／ならびにどうげん 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００１１ https://doi.org/10.20730/100270134
100270136 解剖図／（下書き） かいぼうず／したがき 写 ３枚 ＤＩＧＮＫＴＣ０００１２ https://doi.org/10.20730/100270136
100270148 矢以勃児杜経験集 しいぼるとけいけんしゅう 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００１３ https://doi.org/10.20730/100270148
100270157 適々斎丸散方府 てきてきさいがんさんほうふ 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００１４ https://doi.org/10.20730/100270157
100270182 虎狼痢病私録 ころりびょうしろく 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００１５ https://doi.org/10.20730/100270182

100270187 草稿／（村上玄水の研究ノート）
そうこう／むらかみげんすいのけん
きゅうのーと

写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００１６ https://doi.org/10.20730/100270187

100270195 非常日記 ひじょうにっき 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００１７ https://doi.org/10.20730/100270195

100270197 諸名家書簡等貼合掛軸
しょめいかしょかんとうはりあわせか
けじく

写 １軸 ＤＩＧＮＫＴＣ０００１８ https://doi.org/10.20730/100270197

100270198 軍法極秘伝書／三 ぐんぽうごくひでんしょ／さん 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００１９ https://doi.org/10.20730/100270198

100270204 外療集験方／五／（村上春海）
がいりょうしゅうけんほう／ご／むら
かみしゅんかい

写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００２０ https://doi.org/10.20730/100270204

100270206 六祖玄水医案 ろくそげんすいいあん 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００２１ https://doi.org/10.20730/100270206

100270230 平田長太夫阿蘭陀外科免許状
ひらたちょうだゆうおらんだげかめん
きょじょう

写 １軸 ＤＩＧＮＫＴＣ０００２２ https://doi.org/10.20730/100270230

100270234
阿蘭陀油之書・金瘡之書・阿蘭陀伝合油
法・金瘡之部

おらんだあぶらのしょきんそうのしょ
おらんだでんごうゆほうきんそうのぶ

写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００２３０００Ｅ https://doi.org/10.20730/100270234



国文研
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統一書名 統一書名よみ 刊写 冊数 国文研 デジタル請求記号 URL

100270243 必用灸穴秘訣 ひつようきゅうけつひけつ 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００２４ https://doi.org/10.20730/100270243
100270256 雑書 ざっしょ 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００２５ https://doi.org/10.20730/100270256
100270262 病名彙解／巻之一 びょうめいいかい／まきのいち 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００２６ https://doi.org/10.20730/100270262

100270267 家伝病名彙解／巻二／自不至須
びょうめいいかい／まきに／ふよりす
にいたる

写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００２７ https://doi.org/10.20730/100270267

100270277 池田流疱瘡唇舌鑑図 いけだりゅうほうそうしんぜつかんず 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００２８ https://doi.org/10.20730/100270277
100270282 池田家流唇舌秘鑑 いけだけりゅうしんぜつひかん 写 １枚 ＤＩＧＮＫＴＣ０００２９ https://doi.org/10.20730/100270282
100270285 縛帯図 ばくたいず 写 １巻 ＤＩＧＮＫＴＣ０００３０ https://doi.org/10.20730/100270285
100270303 山本流外科秘傳書 やまもとりゅうげかひでんしょ 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００３１ https://doi.org/10.20730/100270303
100270305 老野子 ろうやし 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００３２ https://doi.org/10.20730/100270305
100270306 天地分體論 てんちぶんたいろん 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００３３ https://doi.org/10.20730/100270306
100270307 天地分體論 てんちぶんたいろん 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００３４ https://doi.org/10.20730/100270307
100270310 中津バスタールド辞書／下巻 なかつばすたーるどじしょ／げかん 刊 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００３５ https://doi.org/10.20730/100270310
100270312 旺相門解 おうそうもんかい 写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００３６ https://doi.org/10.20730/100270312
100270316 学問のすヽめ がくもんのすすめ 刊 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００３７ https://doi.org/10.20730/100270316

100270321 慶應義塾社中之約束
けいおうぎじゅくしゃちゅうのやくそ
く

刊 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００３８ https://doi.org/10.20730/100270321

100270323 雅楽門人帳 ががくもんじんちょう 写 １巻 ＤＩＧＮＫＴＣ０００３９ https://doi.org/10.20730/100270323

100270326 外科／阿蘭陀伽須波𠌃𠌃流／巻上
げか／おらんだかすぱるりゅう／まき
じょう

写 １冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００４０ https://doi.org/10.20730/100270326

100270339 蘭語訳撰 らんごやくせん 刊 ５冊 ＤＩＧＮＫＴＣ０００４１ https://doi.org/10.20730/100270339
100270368 医大道小巻／（文政２） いだいどうしょうかん／ぶんせいに 写 １軸 ＤＩＧＮＫＴＣ０００４２０００Ｅ https://doi.org/10.20730/100270368
100270390 無題／（文政四・文化１２） むだい／ぶんせいよんぶんかじゅうに 写 １軸 ＤＩＧＮＫＴＣ０００４３ https://doi.org/10.20730/100270390
100270391 動脈一覧図 どうみゃくいちらんず 写 １軸 ＤＩＧＮＫＴＣ０００４４ https://doi.org/10.20730/100270391
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