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1 額田晉. 故島津八木沢二君の霊を慰め、併せて山川健次郎氏の所論に反対す. 社会及国

家. 1914;2(6):14-18. 
2 額田晉. 文部省の責任を問ひ且相談す. 社会及国家. 1914;3(2):40-55. 
3 額田晉. 伝染病研究所問題. 社会及国家. 1914;3(5):8-17. 
4 額田晉. 前號「傳染病研究所云々」なる論文に關する額田博士よりの書信. 社会及国家.
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7 額田晉. 軍縮論. 社会及国家. 1922(99):39. 
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17 額田晉. 教授の方針. 高峯. 1925(1):3-4. 
18 額田晉. 善良なる人. 高峯. 1926(2):1-1. 
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20 額田晉. 肺結核の治療法研究. 體性. 1928;11(3):32-33. 
21 額田晉. 親がはりの兄. 現代. 1930;11(12):142-144. 
22 額田晉. 私の人生観. 社会及国家. 1931(200):61(1133). 
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35 額田晉. 我観心相、私の人生観. 医事公論. 1935(1198):3. 
36 額田晉. 科學的人生觀. 帝国鐡道協會會報. 1935;36(4):339-371. 
37 額田晉. かくありたきこと. 高峯. 1936(25):1-1. 
38 額田晉. 根本的教育改革案. 社会及国家. 1936(248):24-25. 
39 額田晉. 新しき陣容. 高峯. 1937;5(1):1-1. 
40 額田晉. 欧州の旅を終へて（三）. 高峯. 1937;5(1):2-4. 
41 額田晉. 慢性腎臓炎（臨床講義）. 高峯. 1937;5(1):5-7. 
42 額田晉. 誤を見て正す 心の糧（七）. 高峯. 1937;5(3):1-1. 
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46 額田晉. 自然科学発達史（一）. 高峯. 1937;5(6):2-3. 
47 額田晉. 心の糧十一. 高峯. 1937;5(7):1-1. 
48 額田晉. 自然科学発達史（二）. 高峯. 1937;5(7):2-7. 
49 額田晉. カスカーデン・マーゲン（臨床講義）. 高峯. 1937;5(7):8-11. 
50 額田晉. 心の糧十三. 高峯. 1937;5(9):1-1. 
51 額田晉. 厳粛にそして朗らかに生きよ‐ラジオ放送（八月十二日、朝の修養‐）. 高峯.

 1937;5(9):2-8. 
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54 額田晉. 自然科学発達史（第七講）. 高峯. 1938;6(1):2-8. 
55 額田晉. 心の糧十八. 高峯. 1938;6(2):1-1. 
56 額田晉. 自然科学発達史（第八講）. 高峯. 1938;6(2):4-12. 
57 額田晉. 心の糧十九. 高峯. 1938;6(3):1-1. 
58 額田晉. 自然科学発達史（第九講）. 高峯. 1938;6(3):6-9. 
59 額田晉. 心の糧二十. 高峯. 1938;6(4):1-1. 
60 額田晉. 自然科学発達史（第十講）. 高峯. 1938;6(4):2-8. 
61 額田晉. 心の糧二十一. 高峯. 1938;6(5):1-1. 
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63 額田晉. 心の糧二十二. 高峯. 1938;6(6):1-1. 
64 額田晉. 心の糧二十三. 高峯. 1938;6(7):1-1. 
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66 額田晉. 心の糧二十四. 高峯. 1938;6(8):1-1. 
67 額田晉. 自然科学発達史（第十二講）. 高峯. 1938;6(8):1-3. 
68 額田晉. 心の糧二十五. 高峯. 1938;6(9):1-1. 
69 額田晉. 自然科学発達史（第十三講）. 高峯. 1938;6(9):1-3. 
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70 額田晉. 心の糧二十七. 高峯. 1938;6(11):1-1. 
71 額田晉. 自然科学発達史（第十五講）. 高峯. 1938;6(11):2-3. 
72 額田晉. 心の糧二十八. 高峯. 1938;6(12):1-1. 
73 額田晉. 医学生物研究所の設立について. 社会及国家. 1939(277):1-3. 
74 額田晉. 忘れ難き年. 日本医事新報. 1939(881):3. 
75 額田晉. （或る日の放談）. 医事公論. 1939(1417):40. 
76 額田晉. 心の糧二十九. 高峯. 1939;7(1):3-3. 
77 額田晉. 自然科学発達史（第十六講）. 高峯. 1939;7(1):4-10. 
78 額田晉. 心の糧三十. 高峯. 1939;7(2):3-3. 
79 額田晉. 朝の糧一. 高峯. 1939;7(7):4-4. 
80 額田晉. 朝の糧二. 高峯. 1939;7(8):5-5. 
81 額田晉. 朝の糧三. 高峯. 1939;7(9):5-5. 
82 額田晉. 自然科学発達史（第十七講）. 高峯. 1939;7(9):6-11. 
83 額田晉. 朝の糧四. 高峯. 1939;7(10):5-5. 
84 額田晉. 自然科学発達史(第十八講). 高峯. 1939;7(10):6-12. 
85 額田晉. 朝の糧五. 高峯. 1939;7(11):5-5. 
86 額田晉. 現代の自然科学（第十九講）. 高峯. 1939;7(11):6-11. 
87 額田晉. 朝の糧六. 高峯. 1939;7(12):5-5. 
88 額田晉. 現代の自然科学（第二講）. 高峯. 1939;7(12):6-12. 
89 額田晉. 今年の初夢. 科学知識. 1939;19(1):202. 
90 額田晉. 歓喜の歳、感謝の歳. 日本医事新報. 1940(903):19. 
91 額田晉. クレール教授とブラウアー教授. 医事公論. 1940(1433):59. 
92 額田晉. 朝の糧八. 高峯. 1940;8(2):3-3. 
93 額田晉. 現代の自然科学（第四講）. 高峯. 1940;8(2):4-10. 
94 額田晉. （医学生物学研究所の創設御礼状）. 高峯. 1940;8(2):15-15. 
95 額田晉. 朝の糧九. 高峯. 1940;8(3):5-5. 
96 額田晉. 現代の自然科学（第五講）. 高峯. 1940;8(3):6-13. 
97 額田晉. (額田研究所附属病院焼失見舞いの御礼). 高峯. 1940;8(3):37-37. 
98 額田晉. 現代の自然科学（第六講）. 高峯. 1940;8(4):5-13. 
99 額田晉. 現代の自然科学（第八講）. 高峯. 1940;8(6):5-14. 
100 額田晉. 現代の自然科学（第十講）. 高峯. 1940;8(8):4-14. 
101 額田晉, 中尾初枝, 木村哲二, 他. 実験的家兎結核の特殊異種細菌「アウトリザート」

による治療成績. 高峯. 1941;9(5):13-13. 
102 額田晉. 卒業後の皆さんへ. 高峯. 1941;9(9):4-5. 
103 額田晉. 朝礼の辞. 禅の生活. 1941;20(8):13. 
104 額田晉. 近況. 鉄門. 1941;20(記念號):67. 
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105 額田晉. [好日随想]青年の保健. 読売新聞. 1941.06.28;23146(夕刊):p.3. 
106 額田晉. 課外良書紹介 高峯. 1942;10(3):8-8. 
107 額田晉. 鶴風会の皆様へ. 高峯. 1942;10(4):23-23. 
108 額田晉, 木村哲二, 大場勝利, 他. 実験的家兎結核に及ぼす特殊異種細菌アウトリザー

トによる前処置の影響. 高峯. 1942;10(5):11-12. 
109 額田晉. 結核対策の偉力、特殊変調療法. 帝国大学新聞. 1942.12.14(927):3. 
110 額田晉. 年頭の辞. 高峯. 1943;11(1):4-4. 
111 額田晉. 研究を楽しむ-肺結核の治療法研究の経過について-. 高峯. 1943;11(2):3-5. 
112 額田晉. 厚生省防疫課長医学博士南崎雄七著 一日の保健生活の営み方. 高峯.  

1943;11(2):12-12. 
113 額田晉. ―課外読物―. 高峯. 1943;11(3):16-16. 
114 額田晉. 課外読物紹介. 高峯. 1943;11(8):5-5. 
115 額田晉. 決戦下国民の指導者たるの実をあぐべし. 高峯. 1944;12(1):1-1. 
116 額田晉. 高峰の復刊にあたりて. 高峯. 1948;復 1(1):1-1. 
117 額田晉. 最近の研究生活. 高峯. 1948;復 1(2):1-1. 
118 額田晉. ヘテロザートによる特殊変調療法. 日本臨牀. 1948.1.25;6(1):24-31. 
119 額田晉. 「自然科学の発展」. 科学圏. 1948.5.1;3(5):51. 
120 額田晉. アメリカからの手紙. 週刊医学通信＝Weekly Medical Time. 1949.1.5:7-7. 
121 額田晉. 転調. 日本医事新報. 1951(1394):37. 
122 額田晉. しばし地球を離れて. 日本医事新報. 1951(1422):5-6. 
123 額田晉. 林春雄先生追悼. 日本医事新報. 1952(1447(追悼特輯 : 林・木下兩博士を偲ぶ

（其の二）)):60. 
124 額田晉. 科学と宗教. 日本医事新報. 1953(1498):31. 
125 額田晉. 月寒. 日本医事新報. 1953(1528):10. 
126 額田晉. 田村憲造君のことども. 日本医事新報. 1953(1531):50. 
127 額田晉. 私の病気とその対策. PHP. 1954(83):18-19. 
128 額田晉. 鴎外博士の胸像. 日本医事新報. 1954(1580):6-7. 
129 額田晉. 医学. 毎日新聞. 1954.10.6. 
130 額田晉. 舊友. 日本医事新報. 1955(1632):13. 
131 額田晉. 近況. 鉄門だより. 1956(70):4. 
132 額田晉. うれしいこと. 日本医事新報. 1956(1655):14. 
133 額田晉. ひとりごと. 日本医事新報. 1956(1684):14. 
134 額田晉. わが死際はかくあるべし. 大世界. 1956;11(5):48. 
135 額田晉. 私の安眠法. PHP. 1957(109):55. 
136 額田晉. アジアの文芸復興なるか. 日本医事新報. 1957(1707):16-17. 
137 額田晉. 世界観. 日本医事新報. 1957(1736):14. 
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138 額田晉. いつも楽しく朗らかに. 日本医事新報. 1958(1758):18-19. 
139 額田晉. これからだ. 日本医事新報. 1958(1788):8-9. 
140 額田晉. 月を射るもの. 日本医事新報. 1959(1810):14. 
141 額田晉. ただ一すじに. 日本医事新報. 1959(1840):6. 
142 額田晉. 生きる目標. 医人. 1959;8(5):巻頭の辞. 
143 額田晉. 私の健康法. 夕刊東京タイムズ. 1960(384):1. 
144 額田晉. 思いは遠く. 日本医事新報. 1960(1862):20. 
145 額田晉. パパイヤ. 日本医事新報. 1960(1892):4-5. 
146 額田晉. 死というものを超越して. 長生きのコツ. 1960;1:3-13. 
147 額田晉. 偶感. 日本医事新報. 1961(1915):33. 
148 額田晉. コジュケイの鳴く声から. 日本医事新報. 1961(1944):5. 
149 額田晉. 新しく世界観の提唱. 私学新報. 1962(53):4. 
150 額田晉. 人間教育. 日本医事新報. 1962(1967):5-6. 
151 額田晉. 主治医として：森林太郎先生誕生百年を記念して、座談会. 日本医事新報.  

1962(1970):27-46. 
152 額田晉. 生きる目標. 日本医事新報ジュニア版. 1963(17):15. 
153 額田晉. 新しい世界観を. 私学新報. 1963(77):4. 
154 額田晉. 新しい世界観を. 青淵. 1963(172):28-30. 
155 額田晉. 新しい世界観を. 教育学術新聞. 1963(352):6. 
156 額田晉. 土佐の高知ゆき. 日本医事新報. 1963(2019):10. 
157 額田晉. も一つの夢. 日本医事新報. 1963(2048):8-9. 
158 額田晉. ここに友あり. 日本医事新報. 1964(2071):10. 
159 額田晉. 私の夢. 日本医師会雑誌. 1964;51(1):42. 
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