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1 白米の弁護 米国の白米禁止は愚策 生活の昂上と脚気の減少 醫学士 額田豊氏談. 朝日新

聞. 1910.9.7(東京/朝刊):p.5, 7 段. 
2 [広告]医学士 額田豊 消化器病. 朝日新聞. 1910.10.1(東京/朝刊):p.6. 
3 [広告]額田豊 独逸国留学 帰朝 内科 消化器病 診察開始. 朝日新聞. 1910.10.5(東京/朝刊):

p.1. 
4 [広告]医学士 額田豊 内科 消化器病. 朝日新聞. 1910.10.14(東京/朝刊):p.1. 
5 [広告]額田豊 内科. 朝日新聞. 1910.10.24(東京/朝刊):p.6. 
6 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病. 朝日新聞. 1910.11.1(東京/朝刊):p.6. 
7 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病. 朝日新聞. 1910.11.6(東京/朝刊):p.7. 
8 [広告]医学士額田豊 新陳代謝病 消化器病 臨床化学顕微鏡的検査. 朝日新聞. 1910.11.14

(東京/朝刊):p.7. 
9 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病. 朝日新聞. 1910.11.23(東京/朝刊):p.1. 
10 [広告]額田豊 臨床科学顕微鏡的検査 新陳代謝病 消化器病. 朝日新聞. 1910.11.24(東京/朝

刊):p.1. 
11 [広告]医学士 額田豊 新陳代謝病、消化器病患者診察. 朝日新聞. 1910.12.5(東京/朝刊):p.8. 
12 [広告]医学士 額田豊 新陳代謝病 消化器病. 朝日新聞. 1910.12.26(東京/朝刊):p.7. 
13 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病. 朝日新聞. 1911.1.29(東京/朝刊):p.7. 
14 額田豊(談). X 線及びラジウムの医学上の応用. 読売新聞. 1911.02.19(朝刊):5. 
15 [広告]額田豊 新陳代謝病消化器病. 朝日新聞. 1911.2.24(東京/朝刊):p.7. 
16 [広告]額田豊 新陳代謝病消化器病. 朝日新聞. 1911.2.28(東京/朝刊):p.7. 
17 [広告]額田豊 新陳代謝病消化器病患者診察. 朝日新聞. 1911.3.27(東京/朝刊):p.6. 
18 [広告]額田豊 新陳代謝病消化器病患者診察. 朝日新聞. 1911.3.31(東京/朝刊):p.7. 
19 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病. 朝日新聞. 1911.4.27(東京/朝刊):p.7. 
20 [広告]額田豊 新陳代謝病消化器病患者診察. 朝日新聞. 1911.4.30(東京/朝刊):p.6. 
21 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病. 朝日新聞. 1911.6.26(東京/朝刊):p.8. 
22 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病. 朝日新聞. 1911.6.29(東京/朝刊):p.7. 
23 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病患者診察. 朝日新聞. 1911.7.31(東京/朝刊):p.8. 
24 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病患者診察. 朝日新聞. 1911.8.29(東京/朝刊):p.7. 
25 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病患者診察. 朝日新聞. 1911.8.31(東京/朝刊):p.7. 
26 ラヂウム療法の進歩(１) 人工的研究の結果 欧州医学界の発見. 朝日新聞. 1911.9.20(東京/

朝刊):p.6, 2 段. 
27 婦人界の消息. 朝日新聞. 1911.9.25(東京/朝刊):p.3, 8 段. 
28 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病. 朝日新聞. 1911.9.29(東京/朝刊):p.6. 
29 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病. 朝日新聞. 1911.9.30(東京/朝刊):p.7. 
30 [広告]額田豊 消化器病. 朝日新聞. 1911.10.27(東京/朝刊):p.7. 
31 [広告]額田豊 消化器病. 朝日新聞. 1911.10.30(東京/朝刊):p.8. 
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32 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病患者診察. 朝日新聞. 1911.11.28(東京/朝刊):p.1. 
33 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病患者診察. 朝日新聞. 1911.11.30(東京/朝刊):p.1. 
34 [広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病. 朝日新聞. 1911.12.28(東京/朝刊):p.6. 
35 ([広告]額田豊 新陳代謝病 消化器病. 朝日新聞. 1911.12.29(東京/朝刊):p.8. 
36 医学会の新傾向 薬を用いぬ治療法 額田豊氏談. 朝日新聞. 1912.1.1(東京/朝刊):p.3, 2 段. 
37 断食と水行 成田山断食堂問題と医学的研究の結果. 朝日新聞. 1912.4.18(東京/朝刊):p.5, 2

段. 
38 糖尿病と腎臓炎 糖尿病の性質 昏睡及腎臓炎 尿毒症 御容態書拝察 医学士 額田豊氏談. 

朝日新聞. 1912.7.23(東京/朝刊):p.4, 7 段. 
39 [広告]東京堂 金原書店 糖尿病と其養生法 額田豊. 朝日新聞. 1912.9.23(東京/朝刊):p.1. 
40 出版界. 朝日新聞. 1912.10.7(東京/朝刊):p.6, 2 段. 
41 [広告]大売捌 東京堂 博書堂 金原書店 南江堂支店 医学士 腎臓炎と其養生法 糖尿病と其

養生法 額田豊 近藤金弥. 朝日新聞. 1912.11.30(東京/朝刊):p.1. 
42 学位記. 官報. 1913(165):375-377. 
43 [広告]額田豊 内科医院 開業. 朝日新聞. 1913.2.1(東京/朝刊):p.6. 
44 [広告]東京堂 金原書店 糖尿病と其養生法 腎臓炎と其養生法 額田豊述. 朝日新聞. 1913.2.

16(東京/朝刊):p.1. 
45 [広告]東京堂 糖尿病と其養生法 腎臓炎と其養生法 額田豊述. 朝日新聞. 1913.2.20(東京/

朝刊):p.1. 
46 [広告]額田豊 内科病院. 朝日新聞. 1913.3.30(東京/朝刊):p.1. 
47 [広告]額田豊 内科病院. 朝日新聞. 1913.5.09(東京/朝刊):p.7. 
48 [広告]額田豊 内科病院. 朝日新聞. 1913.5.14(東京/朝刊):p.6. 
49 [広告]額田豊 内科病院. 朝日新聞. 1913.5.18(東京/朝刊):p.1. 
50 [広告]額田豊 内科病院. 朝日新聞. 1913.6.16(東京/朝刊):p.7. 
51 [広告]内科病院 院長 医学博士 額田豊. 朝日新聞. 1913.6.25(東京/朝刊):p.1. 
52 [広告]額田豊 内科. 朝日新聞. 1913.7.15(東京/朝刊):p.6. 
53 [広告]額田豊 内科病院. 朝日新聞. 1913.7.20(東京/朝刊):p.1. 
54 [広告]内科病院 額田豊. 朝日新聞. 1913.8.13(東京/朝刊):p.7. 
55 [広告]内科病院 額田豊. 朝日新聞. 1913.8.21(東京/朝刊):p.7. 
56 [広告]医学博士額田豊 内科病院. 朝日新聞. 1913.9.21(東京/朝刊):p.7. 
57 食て飲で遊べ お正月の衛生 医学博士 額田豊氏談. 朝日新聞. 1914.1.1(東京/朝刊):p.9, 2

段. 
58 寒中の摂生 医学博士 額田豊氏談. 朝日新聞. 1914.1.20(東京/朝刊):p.7, 3 段. 
59 青山胤通, 額田豊. [婦人付録][小学生の掃除]=3. 読売新聞. 1915.06.19(朝刊):p.4. 
60 [広告]政教社出版部 安価生活法 額田豊. 朝日新聞. 1915.7.11(東京/朝刊):p.1. 
61 [広告]政教社出版部 安価生活法 額田豊. 朝日新聞. 1915.7.26(東京/朝刊):p.1. 
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62 [広告]政教社 安価生活法 額田豊. 朝日新聞. 1916.2.18(東京/朝刊):p.1. 
63 専門競べ(十一)大病院と小病院 : 實用の蠻カラ 額田博士の理想. 読売新聞. 1916.3.24(朝

刊):p.5. 
64 [広告]政教社 安価生活法 額田豊. 朝日新聞. 1916.6.16(東京/朝刊):p.1. 
65 [広告]政教社発行 安価生活法 額田豊. 朝日新聞. 1916.9.5(東京/朝刊):p.1. 
66 青鉛筆. 朝日新聞. 1916.11.14(東京/朝刊):p.5, 9 段. 
67 冬の食卓へ 額田博士談 自然に要求するもの 病の前提となる食欲に注意. 読売新聞. 1916.

11.18(朝刊):p.5. 
68 [広告]院長額田豊 内科額田病院. 朝日新聞. 1917.2.19(東京/朝刊):p.7. 
69 [広告]政教社 安価生活法 額田豊. 朝日新聞. 1917.6.13(東京/朝刊):p.1. 
70 [広告]大阪屋号 最新刊天然生活法 アドルスユスト 寒川鼠骨訳 安価生活法 額田豊. 朝日

新聞. 1917.7.26(東京/朝刊):p.1. 
71 出版界. 朝日新聞. 1917.8.4(東京/朝刊):p.6, 3 段. 
72 [広告]大阪屋号 安価生活法 額田豊. 朝日新聞. 1917.11.27(東京/朝刊):p.1. 
73 生活組織を単純に 衣食住の独創的計画 医学博士・額田豊氏語る. 読売新聞. 1918.02.14(朝

刊):p.5. 
74 [広告]政教社 安価生活法 額田豊 三百六十五日毎日のお惣菜 桜井ちか子. 朝日新聞. 1918.

5.16(東京/朝刊):p.1. 
75 [広告]政教社 世界大戦争の教へたる安価自給生活法 額田豊述. 朝日新聞. 1918.6.14(東京/

朝刊):p.1. 
76 [広告]実業之日本社 安価節約新生活法 額田豊 薬になる食物と病人の食物 伊藤尚賢. 朝日

新聞. 1919.6.22(東京/朝刊):p.1. 
77 出版界. 朝日新聞. 1919.8.18(東京/朝刊):p.6. 
78 [広告]艸文堂 病弱を転じて健康へ結核の予防と最新療養法 額田豊. 朝日新聞. 1919.12.4

(東京/朝刊):p.1. 
79 [広告]艸文堂 病弱を転じて健康へ・結核の予防と最新療養法 額田豊. 朝日新聞. 1920.1.31

(東京/朝刊):p.1. 
80 [広告]艸文堂 病弱を転じて健康へ 結核の予防と最新療養法 額田豊. 朝日新聞. 1920.4.8

(東京/朝刊):p.1. 
81 [広告]大阪屋号 間違だらけの衛生 田中香涯 天然生活法 アドルフ・ユスト 額田豊講評. 

朝日新聞. 1920.6.25(東京/朝刊):p.4. 
82 [よみうり抄]松本文三郎 鹿子木員信 額田豊 ほか. 読売新聞. 1920.7.3(朝刊):p.7. 
83 [広告]政教社 改訂新版安価生活法 額田豊. 朝日新聞. 1920.10.11(東京/朝刊):p.1. 
84 鎌倉の保養院. 朝日新聞. 1920.10.27(東京/朝刊):p.5, 12 段. 
85 [広告]大阪屋号 間違たらけの衛生 人体に関する面白き話 田中香涯 病弱を転じて健康へ 

額田豊ほか. 朝日新聞. 1921.8.16(東京/朝刊):p.3. 
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86 [広告]大阪屋号 間違いだらけの治療 田中香涯 乳のみ子の育て方とかんごの仕方 長尾美

和 病弱を転じて健康へ 額田豊. 朝日新聞. 1923.1.20(東京/朝刊):p.1. 
87 北京から医家を招待. 朝日新聞. 1923.10.25(東京/夕刊):p.2, 3 段. 
88 新年の劈頭から改めたい事ども 医学博士 額田豊. 朝日新聞. 1924.1.3(東京/朝刊):p.5. 
89 額田博士兄弟がニ医学校を新設する為敷地物色中. 読売新聞. 1924.07.24(朝刊):p.3. 
90 額田博士母堂逝く. 朝日新聞. 1925.9.12(東京/朝刊):p.6. 
91 [広告]額田病院 内科 呼吸器病 額田豊院長. 朝日新聞. 1925.11.27(東京/朝刊):p.8. 
92 [広告]甲子社書房 新時代の仏教 友松円諦 新安価生活法 額田豊. 朝日新聞. 1926.5.31(東

京/朝刊):p.3. 
93 [広告]株式会社金原商店 新刊結核病の根本的養生法 額田豊 糖尿病と其養生法 額田豊 温

泉と疾病 真鍋嘉一郎 酒井谷牛. 朝日新聞. 1926.10.29(東京/朝刊):p.7. 
94 高田義一郎. 醫學博士物語(承前). 婦人画報. 1928.10.1(278):60-65. 
95 [広告]額田豊先生著 結核病の根本的療養法. 療養生活. 1930;15(3):99. 
96 田辺生. 小田原より. 療養生活. 1930;15(3):99. 
97 田辺生. 小田原より. 療養生活. 1930;15(4):99. 
98 創立十周年記念事業第二次計量. 療養生活. 1932;10(9):84. 
99 田辺生. 小田原より. 療養生活. 1932;10(9):85. 
100 関東方面の方に. 療養生活. 1932;10(9):101. 
101 自然療養社 鎌倉ホーム開始. 療養生活. 1932;10(9):104-105. 
102 Y 生, 慶風生. 鎌倉より. 療養生活. 1932;10(12):106. 
103 日大医科の暗闘？ 額田科長解職 突如、学校側から通告. 朝日新聞. 1932.10.7(東京/朝刊):

p.2, 4 段. 
104 財政問題からか「不徳」と科長は語る. 朝日新聞. 1932.10.7(東京/朝刊):p.2, 4 段. 
105 科長擁護を誓う 学生委員会で態度決定. 朝日新聞. 1932.10.7(東京/朝刊):p.2, 7 段. 
106 謹賀新年. 療養生活. 1933;11(1):グラビア. 
107 夢坊. 鎌倉ホーム. 療養生活. 1933;11(5):121. 
108 小田原より. 療養生活. 1933;11(5):123. 
109 遠藤柳太郎. 東京支部總會の記. 療養生活. 1933;11(6):110-111. 
110 スナップ・ショット. 療養生活. 1933;11(7):グラビア. 
111 ホーム畫法. 療養生活. 1933;11(9):グラビア. 
112 ホーム事務. 鎌倉より. 療養生活. 1933;11(12):119. 
113 鎌倉より. 療養生活. 1934;12(1):122. 
114 療舎日記. 療養生活. 1934;12(4):グラビア. 
115 健康人もご注意 薬は服み方が大事 このような心得を知らぬと副作用を起し危険 額田博士

の談 / 解熱剤の服み方 胃を害さぬように / 下剤 / 催眠薬 素人によくある失敗. 朝日新

聞. 1935.1.29(東京/朝刊):p.7, 1 段. 
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116 虚弱児の収容所、鎌倉学荘新設. 朝日新聞. 1938.3.5(東京/朝刊):p.6, 9 段. 
117 ３杯の御飯は２杯に 「噛みしめ運動」座談会. 朝日新聞. 1939.12.9(東京/朝刊):p.6, 6 段. 
118 山下愛子[編]. 帝国女子医専設立と村松清江. 近代日本女性史. 1970.9;4:科学 142-154. 
119 額田豊氏（元東邦大理事長）死去. 読売新聞. 1972.7.30(朝刊):p.15. 
120 額田豊氏 : 訃報. 朝日新聞. 1972.7.30(東京/朝刊):p.3, 10 段. 
121 中山沃. 帝国女子医専創設者額田豊・晋兄弟の医家系譜(日本歯科医史学会第 20 回(平成 4

年度)学術大会講演抄録). 日本歯科医史学会会誌. 1992;18(3):215-216. 
122 谷沢永一. 本好き人好き(120) : 人間世間 - 松崎天民『人間世間』額田豊『安価生活法』. 

國文學 : 解釈と教材の研究. 1999;44(11):160-163. 
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