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古典 医古文の基礎 劉振民ほか／宮川浩也 訳 2002.11.06
Ｂ５判／340頁
4-924954-71-3

978-4-924954-71-7
4,200 古典を読むための基礎知識のすべて。

古典
金匱要略解説
（並製）

何任／勝田正泰 監訳
1988.05.20
2003.01.20

Ａ５判／680頁
4-924954-13-6

978-4-924954-13-7
5,600 『傷寒論』の姉妹篇。漢方の重要古典。

古典 金匱要略も読もう 髙山宏世 2016.06.11
Ａ５判／536頁

978-4-904224-40-3
4,500

『傷寒論』だけではもったいない！
『金匱要略』を条文ごとにやさしい語り口で解説。

古典
現代語訳◎奇経八脈考
（並製）

李時珍／勝田正泰 訳
1995.01.24
2009.03.26

Ａ５判／332頁
978-4-904224-05-2

6,000
針灸の古典。
特効穴治療で不可欠な知識が述べられている。

古典
現代語訳◎黄帝内経素問　上巻
（上製）

南京中医学院 編
／石田秀実 監訳

1991.11.15
Ａ５判／512頁

4-924954-06-3
978-4-924954-06-9

10,000
中国医学の最重要古典『黄帝内経』素問部分の
原文・和訓・注釈・現代語訳・解説。上巻。

古典
現代語訳◎黄帝内経素問　中巻
（上製）

南京中医学院 編
／石田秀実 監訳

1992.07.25
Ａ５判／458頁

4-924954-07-1
978-4-924954-07-6

9,500
中国医学の最重要古典『黄帝内経』素問部分の
原文・和訓・注釈・現代語訳・解説。中巻。

古典
現代語訳◎黄帝内経素問　下巻
（上製）

南京中医学院 編
／石田秀実 監訳

1993.06.15
Ａ５判／634頁

4-924954-54-3
978-4-924954-54-0

12,000
中国医学の最重要古典『黄帝内経』素問部分の
原文・和訓・注釈・現代語訳・解説。下巻。

古典
現代語訳◎黄帝内経霊枢　上巻
（上製）

南京中医薬大学 編
／石田秀実 監訳

1999.12.03
Ａ５判／568頁

4-924954-55-1
978-4-924954-55-7

11,000
中国医学の最重要古典『黄帝内経』霊枢部分の
原文・和訓・注釈・現代語訳・解説。上巻。

古典
現代語訳◎黄帝内経霊枢　下巻
（上製）

南京中医薬大学 編
／石田秀実 監訳

2000.05.11
Ａ５判／552頁

4-924954-56-X
978-4-924954-56-4

11,000
中国医学の最重要古典『黄帝内経』霊枢部分の
原文・和訓・注釈・現代語訳・解説。下巻。

古典 現代語訳◎宋本傷寒論 劉渡舟／生島忍 訳 2000.11.15
Ａ５判／834頁

4-924954-61-6
978-4-924954-61-8

8,600
中国における傷寒論研究の第一人者・
劉渡舟先生による『傷寒論』の全文解釈。

古典
黄帝内経概論
（上製）

龍伯堅／丸山敏秋 訳 1985.01.10
Ａ５判／204頁

4-924954-09-8
品切れ

中国医学の最重要古典『内経』の概説。
書誌的解説を含む。
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古典
傷寒雑病論
　［三訂版］

日本漢方協会学術部 編
1981.04.10
2000.01.12

Ｂ６判／440頁
4-924954-57-8

978-4-924954-57-1
3,500

漢方のもう一つの重要古典。
『傷寒論』『金匱要略』の原文版。
三訂版。

古典
傷寒論医学の継承と発展
－仲景学説シンポジウム記録―

1983.05.15 Ｂ５判／144頁 品切れ
1982年張仲景の生誕地である中国河南省南陽市で
開催された日中仲景学説シンポジウムの記録。

古典 傷寒論を読もう 髙山宏世 2008.05.06
Ａ５判／480頁

978-4-904224-00-7
4,000

読みこなすことが難しい『傷寒論』を，
著者が条文ごとにやさしい語り口で解説。

古典 宋以前傷寒論考
岡田研吉・牧角和宏・
小髙修司（著）
森立之研究会 編

2007.06.15
Ａ５判／640頁

978-4-924954-95-3
8,000

数多の文献との比較・検証によって明らかにされた，
定説を打ち破る『傷寒論』の真実の数々。

古典 中国傷寒論解説（並製） 劉渡舟／勝田正泰 訳
1983.05.15
2001.03.22

Ａ５判／264頁
4-924954-65-9

978-4-924954-65-6
3,400

漢方の古典『傷寒論』の解説書。
権威性のある明解な解説。

古典
中国傷寒論解説［続篇◎基礎と方剤］
（オンデマンド版に改め）

劉渡舟／勝田正泰 監訳 1992.11.01
Ａ５判／288頁

 4-924954-12-8
品切れ

『中国傷寒論解説』の続篇。
『傷寒論』の処方を中心とした解説。

古典
中国傷寒論解説［続篇◎基礎と方剤］
 （オンデマンド版）

劉渡舟／勝田正泰 監訳
1992.11.01
2009.05.15

Ａ５判／288頁
―

4,200
『中国傷寒論解説』の続篇。
『傷寒論』の処方を中心とした解説。

古典 中国傷寒論講義 郝万山・生島忍 2021.12.01
Ａ５判／688頁

978-4-910643-33-5
7,200

わかりやすく，明解な『傷寒論』解説書！
劉渡舟先生の『中国傷寒論解説』を補完する
郝万山先生の『傷寒論』講義――。

古典
長沢道寿 漢方処方の奥義
 ～現代語訳『医方口訣集』～

千福貞博 編訳 2021.12.25
Ａ５判／224頁

978-4-910643-54-0
3,000

江戸期の名医・長沢道寿に学ぶ漢方処方の使い方。
とっつきにくい古典を身近に感じることができる
“千福流”現代語訳。

古典
難経解説
　［第二版］（並製）

南京中医学院 編
／戸川芳郎 監訳

1987.04.20
2003.05.26

Ａ５判／464頁
4-924954-14-4

978-4-924954-14-4
4,600

針灸の重要古典『難経』の解説書。原文・和訓・
語釈・現代語訳・解説。各難のポイントを付す。
第二版。

古典 日中傷寒論シンポジウム記念論集
『中医臨床』1982年５月第３巻
臨時増刊号

1982.05.15 Ｂ５判／383頁 品切れ
1981年北京で初めて開催されたシンポジウムの
記念論集。関連資料52篇を収録。

古典
名医の経方応用
　－傷寒金匱方の解説と症例

姜春華・戴克敏
／藤原了信監 訳

2004.12.07
Ａ５判／592頁

4-924954-81-0
978-4-924954-81-6

5,400
上海の名老中医・姜春華教授の講義録。
『傷寒論』『金匱要略』の処方を類方ごとに分類。

古典 臨床力を磨く　傷寒論の読み方50 裴永清／藤原了信 監訳 2007.02.05
Ａ５判／312頁

978-4-924954-91-5
3,800

著者の豊富な知識と長年の臨床経験に基づいた，
『傷寒論』の50の論題に関する緻密な考察。
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