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　医学の教育や研究は、長い間に人類が生み出してきた学問や文化の背景のもとに現
在の医学があるという歴史的基盤と、そこに受け継がれている医の倫理を自覚したう
えで行われなければならないという理念のもと、広島大学医学部医学資料館は昭和53
年（1978年）11月２日に国立大学医学部最初の資料館として設置されました。
　本学医学部は昭和32年９月に呉市よりこの霞キャンパスに移転、明治大正時代に建
てられた陸軍兵器補給廠の赤煉瓦造り２階建ての建物を校舎として使ってきました。
　しかし、近代的な校舎や病院の建設のために次々に取り壊されるに至り、懐かしい
赤煉瓦の学舎を残したいとの声が澎湃として起こりました。そして昭和53年、医学部
30周年記念事業の一環として、11号館（大正4年建造）を改装して医学資料館を設置
しました。
　ところが平成10年（1998年）、附属病院棟の建替えのため医学資料館は新築移転す
ることになりました。旧資料館は設立の経緯からも、建築学的にも、原爆被爆建物で
あり、被災者の臨時救護所となった歴史的意義からも由緒ある建物でした。そのこと
から、新築にあたっては旧資料館の外観を尊重し、傷みの少ない東外壁を中心にでき
るだけ被爆煉瓦や石材を再利用して建替えることとなりました。そして平成11年10月
に現医学資料館が竣工しました。
　ここに、世界、日本、広島、広島大学の医学の歴史を示す種々の資料を収集、展示し、
医師、医学研究者のみならず一般の観覧に供し、医学の発展に関する認識をたかめ、
その教育や研究に資することを念願する次第です。

    The current state of medicine comes from an academic and cultural background bequeathed 
to us by a long history of mankind.  We firmly believe that medical education and medical 
research should be conducted with an awareness of such a historical foundation, as well as of 
the body of ethics that arises from that foundation.  With such an object in mind, the Hiroshima 
University Institute of History of Medicine was established on 2 November 1978, the first 
facility of its kind among the national university medical schools in Japan.
    In September 1957 the Faculty of Medicine in Hiroshima University relocated from the city 
of Kure to its current site at Kasumi in the city of Hiroshima.  Red brick structures originally 
built there in the Meiji and Taisho eras as arms depots became used as campus facilities.  
During the subsequent two decades they were gradually replaced by more modern medical 
buildings.  When only one of these red brick edifices remained, voices were raised that this 
historical inheritance be preserved.  As a result, red brick building “number 11” (built in 1915) 
continued to be used and within it, in 1978, on the 30th anniversary of the opening of the 
medical school, the Institute of History of Medicine was born.  Some twenty years later, 
however, the Institute had to be relocated to make way for construction of new wards in the 
University Hospital.  Because red brick building “number 11” itself was of historical 
significance, given its architecture and its having withstood the atomic bomb and served as a 
shelter for victims of the bomb, the present building for the Institute retains many features of its 
predecessor, including the actual eastern face of the original structure.  The present building 
was completed in October 1999.
    In this facility we have accumulated and now display various items from the past of medicine 
in the world, in Japan, in Hiroshima, and in Hiroshima University.  We hope that these materials 
will raise a consciousness concerning the development of medicine and contribute to education 
and research not only for physicians and medical researchers, but for all people.



▲マルピギーの「顕微鏡図譜」
Malpighii: “Opera Omnia” (1686)

▲杉田玄白らの「解體新書」
J. A. Kulmus “Ontleedkundige
Tafelen”, translated into Japanese
by Genpaku Sugita et al. (1774)

▲傷　寒　六　書
“Shokan-Rikusho”, a set of traditional Chinese
 medical texts printed in the Edo period (1630)

▲エウスタキオの「解剖図譜」
Eustachio: “De Ontleedkundige Plaaten”
(translated into Dutch by van Bonn) (1798)

▲宇田川玄真とその著書「医範提綱」
Genshin Udagawa and his medical text “Ihan-Teiko” (1808)

▲初代　華岡青洲書
Calligraphy by Seishu Hanaoka the 1st, who, in 1805, 
first used general anesthesia

▲星野良悦による世界最初の精緻な木骨「身幹儀」
Wooden skeleton by Ryoetsu Hoshino (1792)



資料館建物平面（Floor Plan of the Institute Building）

	 １階平面図（1st Floor）	 ２階平面図（2nd Floor）

規　　模（Area）
　建物面積：Area of the Building　　　1F　515㎡　　　2F　470㎡　　　Total　985㎡

位　　置（Location）

開館時間：10：00 〜 16：00（月曜日〜金曜日）
休 館 日：土曜日、日曜日、祝日、夏季一斉休業日、年末・年始（12月29日〜１月３日）
　　　　　※その他臨時に休館することがあります。
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