和雑誌所蔵目録

よみ
雑誌名
adeikushonka アディクション看護
ngo
adeikushontok アディクションと家族
azoku
aiji
愛児
atto

あっと：ａｔ

2018/10/9

1-13(2004-2016)

所蔵

区分 受入先
--

14[4],15-33(1998-2018)+

購入

2[11],4[6],5[4](1931-1934)

備考

「助産と看護」と共に製本

0-5（2005-2006）

日本嗜癖行動
学会

---

bessatsuhatta 別冊 発達
tsu
boennyusu
防炎ニュース

2,4-33（1984-2017）+
205-207,210(2016-2017)+

3年保存

boseieisei

母性衛生

4,6-58（1963-2017）

*35(1994)～メディカルオンラインで
閲覧可

boshihokenjoh
o
bureinnashing
u
byakuinotomo

母子保健情報

1-64（1981-2011）

ブレインナーシング
＝Ｂｒａｉｎ Ｎｕｒｓｉｎｇ
白衣の友

1[5-7],2-5,6[1-5,7-12],7-34（1985-2018）+ *21(2005)～メディカルオンラインで 購入
閲覧可（最新6ヶ月は閲覧不可）
8［11］（1932）
「助産と看護」と共に製本
--

三省堂

byoin

病院

22[2-6,8-12],23,24[1-11],25[1-5,713],26[1-11,13],27[1-3,5-13],28,29[1-9,1113],41-77（1963-2018）+
35-60（1992-2017）
*メディカルオンラインで閲覧可

丸善雄松堂

byoinchiikisei 病院・地域精神医学
shinigaku
byoinkanri
病院管理
byoinsetsubi

病院設備

chairudoherus チャイルドヘルス
u
chibakangoga 千葉看護学会会誌
kkaikaishi
chiikibosai
地域防災

25-44（1988-2007）
28[5],33[2],38[4,6],39[2,6],40-43,
44[1-4,6],45[2],49-54（1986-2012）
1-21（1998-2018）+

購入

三省堂

寄贈

日本防災協会

---

45より「日本医療・病院管理学会
誌」

購入
----

丸善雄松堂

1-18（1996-2012）

*メディカルオンラインで閲覧可（最 購入
新1年は閲覧不可）
*千葉大学リポジトリで閲覧可
--

1-8,10-21(2015-2018)+

3年保存

寄贈

日本防火・防
災協会

chiikifukushik 地域福祉研究
enkyu
chiikihoken
地域保健（地域保健研究会）

21-25,28-39,41-42,45-46（1993-2018）+

寄贈

日本生命済生
会

3[7-11],4-49（1972-2018）+

購入

丸善雄松堂

chiikikearingu 地域ケアリング

1-17,18[1-13],19-20（1999-2018）+

寄贈

北隆館

chiryo

70-83（1988-2001）

*57[3](1975)～メディカルオンライン - で閲覧可（最新1年は閲覧不可）
「教育学研究」のSupplment（英文誌）
-*8(2014)～J-STAGEで閲覧可
寄贈

照林社

治療

educationalst Educational Studies in Japan
udiesinjapanin International Yearbook
ekisupatonasu エキスパートナース＝Expert Nurse

1-6（2006-2011）
1-34（1985-2018）+

emajienshikea エマージェンシー・ケア＝Emergency 18-31（2005-2018）+
Care

17まで 「Emergency Nursing」
購入
*18(2005)～メディカルオンラインで
閲覧可（最新6ヶ月は閲覧不可）
18より 「Emergency Care」
-増刊号の欠号あり
--

emajienshinas エマージェンシー・ナーシング＝
hingu
Emergency Nursing
fucho
婦長

1-17（1988-2004）

fujineiseizass 婦人衛生雑誌
hi
fujinkyoikujoh 婦人教育情報
o
fujoshimbun 婦女新聞 復刻版

156-169,171-178,180-189（1902-1905）

1-68（1900-1942）

--

fukushi

（月刊）福祉

--

geriatricmedic
ine
gerontologyne
whorizon
gakkohokenke
nkyu
gankakea

Geriatric Medicine ＝ 老年医学

80-85,86[1-4,6-14],87-88,89[1-3,514],90,91[1-3,5-14],92[1-3,5-14],9396,97[1-8,10-14]（1997-2014）
19-56（1977-2018）+

gankango

1[1-9,11],2,3[1-2]（1955-1957）

17-34（1988-1997）

Gerontology : New Horizon
＝ジェロントロジー：ニューホライズン
学校保健研究

4-20（1992-2008）

眼科ケア

1-14（1999-2012）

がん看護

1-23（1996-2018）+

gankanjatotais がん患者と対症療法
horyoho
gansapoto
がんサポート

1,2[2-9],3-15,25-48（1959-2007）

-34で廃刊 継続後誌: WINET (ウィネッ
ト) 情報 / 国立婦人教育会館 [編集]

*.40(2002)～メディカルオンラインで
閲覧可（最新3ヶ月は閲覧不可）
2008年で廃刊 *12(2000)～メディカ
ルオンラインで閲覧可
1-15は復刻版 *Vol.50(2008)～メ
ディカルオンラインで閲覧可
*7（2005）～メディカルオンラインで
閲覧可

2,5-7,12,13［1］,18[1],21-27(1990-2018)+

11巻まで「癌患者と対症療法」と表記*11（2000）～メ
ディカルオンラインで閲覧可(最新4ヶ月閲覧不可)

1,2［1-2］,4-7,8[1-7,9-15],9[1-7,9-15],1014(2003-2016)

14[7]で冊子体は発行中止
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三省堂

--

購入

有隣堂

---購入

丸善雄松堂

購入

三省堂

--

和雑誌所蔵目録

よみ
gekachiryo

雑誌名
外科治療

所蔵
54,58-85（1986-2001）

2018/10/9

備考
区分 受入先
*74（1996）～メディカルオンラインで - 閲覧可
195より 「女性情報」
--

gekkanjoseijo 月刊女性情報
ho
gendaikango 現代看護

142-194（1998-2002）
1-4（1979-1982）

--

gendainoesup 現代のエスプリ
uri

47,52,56,59,65,68,73-74,79-80,83,85-88,93- 2011年で廃刊
94,97-99,101,104-107,110111,115,117,119,128,134,147148,174,186,189,213,226-227,233,239,242243,245-277,279-291,293-306,308,310314,316-361,363-366,368-531（1971-2011）
5［5］,7［5］,10-13,23-30,31[1-13,15],32-46
（1977-2018）+
1-5,6[1-3],7,10-21(1958-2005)

--

gendaishiso

現代思想

healthscience
s
habadobijines
urebyu
hanzuon

Health Sciences
＝日本健康科学学会誌
ハーバード･ビジネス･レビュー
日本版
ハンズオン＝Hands-on

32-43(2007-2018)+

*2015年より3年保存に変更

3-4（2008-2009）

hatonashingu ハートナーシング＝Heart Nursing

14-31(2001-2018)+

hattatsu

購入

三省堂

-購入

三省堂

-三省堂

1-39（1980-2018）+

*18（2005）～メディカルオンラインで 購入
閲覧可（最新6ヶ月は閲覧不可）
購入

hattatsushinri 発達心理学研究
gakukenkyu
herusuappu21 へるすあっぷ２１

9-29（1998-2018）+

*～26(2015)J-STAGEで閲覧可

丸善雄松堂

herusushuppa へるす出版 生活教育
nseikatsukyoi
himantotonyo 肥満と糖尿病
byo
hinyokikea
泌尿器ケア

42-47,48［1-3］（1998-2004）

2004年で廃刊

--

1-10（2002-2011）

--

hokendojinsei 保健同人 生活教育
katsukyoiku
hokenfunokek 保健婦の結核展望
kakutembo
hokenfuzasshi 保健婦雑誌

39,40[1-6,8-12],41[1,3](1995-1997)

2011年で廃刊
*メディカルオンラインで閲覧可
9まで「ウロ・ナーシング」
*メディカルオンラインで閲覧可
41[4](1997)より「へする出版 生活
教育」
40(2002)より「保健師・看護師の結
核展望」
60より 「保健師ジャーナル」

hokeniryokaga
ku
hokeniryoshak
aigakuronshu
hokennokagak
u
hokenshijanar
u

保健医療科学

51［2-4］,52-61（2002-2012）
※現在は紀要として受入
1-29（1990-2018）+

51[1]まで 「公衆衛生研究」
国立医療科学院HPから閲覧可

--

hokenshikangoshi
nokekkakutembo

発達

保健医療社会学論集
保健の科学

315-326（2011）

購入

三省堂

--

10-17（2005-2012）

27-39(1989-2001)
8,14-59（1954-2003）

*J-STAGEで閲覧可

保健師ジャーナル

1[2,5],2[11],7[1],8[10],9[9],10[1,7],1115,17-51,53-60（1959-2018）+
60-74（2004-2018）+

59まで 「保健婦雑誌」

保健師・看護師の結核展望

40-44,45［1］,46-54（2002-2016）

*メディカルオンラインで閲覧可

-----

購入

丸善雄松堂

購入

丸善雄松堂

購入

有隣堂

--

homonkangot 訪問看護と介護
okaigo
hosupisukea ホスピスケア

1-23（1996-2018）+

購入

三省堂

1-29（1990-2018）+

3巻特別号あり

購入

ホスピスケア
研究会

hosupisukeato ホスピスケアと在宅ケア
zaitakukea
ICNR : intensive care nursing review
icnr

4,5［1,3］,6-13,14［1-3］（1996-2006）

*メディカルオンラインで閲覧可

--

1-3;2-3(2014-2016)

2015より巻数表示方法変更

--

18-42(1994-2018)+

*11(1987)～メディカルオンラインで 購入
閲覧可（最新6ヶ月は閲覧不可）
寄贈

インテンシブ･ケア・ナーシング・レビュー

icutoccu

ICUとCCU

ibarakikembos 茨城県母性衛生学会誌
eieiseigakkais
ibinashingu
イー・ビー・ナーシング＝EB nursing

1,20-32,35-36（1981-2018）+
1-11（2001-2011）

2011年で廃刊
*メディカルオンラインで閲覧可

--

igakukyoiku

9-43（1978-2012）

*～47(2016)J-STAGEで閲覧可、
43(2012)～メディカルオンラインで閲覧
可

--

*128(1984)～メディカルオンライン
で閲覧可（最新1年閲覧不可）
*メディカルオンラインで閲覧可

--

医学教育

igakukyoikuha 医学教育白書 （医学教育別冊）
kusho
igakunoayumi 医学のあゆみ

（1994）,（1998）

igakutoshokan 医学図書館

38-58（1991-2011）

ikigaikenkyu

生きがい研究

5-24（1999-2018）+

寄贈

ikuryo

育療

1-57（1995-2015）

--

imago

イマーゴ＝ｉｍａｇｏ

6-7（1995-1996）

150［5］,164-199（1989-2001）
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7で廃刊

文光堂
茨城県母性衛
生学会

--

--

--

長寿社会開発
センター

和雑誌所蔵目録
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よみ
infuekushonko
ntororu
intanashonaru
nashingureby
intanashonaru
nashingureby
iryo

雑誌名
インフェクションコントロール
＝Infection control
インターナショナルナーシングレ
ビュー
インターナショナルナーシングレ
ビュー : 世界の論文とニュース
医療 <メヂカルフレンド社>

所蔵
1-25,26[1-3]（1992-2017）

備考
*14(2005)～メディカルオンラインで
閲覧可（最新6か月閲覧不可）

区分 受入先
--

1-15（1978-1992）

16より 「インターナショナルナーシング
レビュー : 世界の論文とニュース」

--

16-35（1993-2012）

35(2012）で廃刊

--

1[2-4],2-9,10-14（1985-1998）

1998年で廃刊

--

iryozokango

医療 増巻号
医療安全

58回以降は「国立病院総合医学
会」として刊行
7で廃刊

--

iryoanzen

50[3],51-57(1996-2003)
※53-57はプログラムあり
1-7（2004-2010）

iryojohogaku

医療情報学

25-36（2005-2016）

*20(2000)～J-STAGEで閲覧可

--

iryokeizaikenk
yu
iryotokaigone
kusuto
japanesejourn
alofdisasterm
edicine

医療経済研究

1-4,6-29（1994-2017）+

寄贈

医療と介護Next

1,2[1](2015-2016)

*1-最新号まで医療経済研究機構
HPで公開
*メディカルオンラインで閲覧可

Japanese journal of disaster
medicine
=日本集団災害医学会誌

20-21（2015-2016）

3まで「日本集団災害医療研究会
誌」20より「Japanese Journal of
Disaster Medicine」*メディカルオン
ラインで閲覧可

--

japanesepsyc
hologicalresea
japanjournalof
nursingscienc
journalofhuma
nitalian
studies

Japanese psychological research

1-41（1954-1999）

*～37(1995)J-STAGEで閲覧可、38～
Wiley Online Library Freeで閲覧可

--

Japan journal of nursing science

1-10(2004-2013)

Journal of humanitarian studies(人
道研究ジャーナル）

1-7(2012-2018)+

journalofoccu Journal of Occupational Health
pationalhealth
jidoshinri
児童心理

38-53（1996-2011）

--

医療経済学会・
医療経済研究
機構

--

-新着雑誌架先頭の日赤コーナーに配 寄贈
架
日本赤十字国際人道研究センターHP
で閲覧可
「産業衛生学雑誌」の英文誌.2011年 - で受入中止 *J-STAGEで閲覧可

jiejienusupesh ＪＪＮスペシャル
aru
jiejiepen
ＪＪＰＥＮ

37[1-5,7-14],38-41,42[1-10,1416],43,44[1-4,6-16],45[2-4,6-12,1416],46,47[1-6,8-11,13-18],48,49[1-10,1218],50-56,57[1-16,18-19],58[1-2,4-5,78,10-11,13-14,16-17],59[1-2,4-5,7-8,1011,13-14,16-17],60[1-5,7-8,10-11,1314,16-17],61[1-2,4-5,7-8,10-11,13-14,1617],62[1-2,4-5,7-8,10-11,13-14,1617],63[1-2,4-5,7-8,10-11,13-14,1617],64[1-2,4-5,7-8,10-11,13-14,1617],65[1-2,4-5,7-8,10-11,13-14,1617],66[1-2,4-5,7-8,10-11,13-14,1617],67[1-2,4-5,7-8,10-11,13-14,1617],68[1-2,4-5,7-8,10-11,13-14,1617],69[1-2,4-5,7-8,10-11,13-14,1617],70[1-2,4-5,7-8,10-11,13-14,1617],70[1,3,5-6,8-9,11-12,14-15,1718],71[1-2,4-5,7-8,10-12,14,16-17],72[12,4-8]+（1983-2018）+
1-11,13-14,16,-22,25,27-47,49-51,54-85,
87-92（1986-2011）
1［1-2］,2-3（1979-1981）

jikkenshakaish 実験社会心理学研究
inrigakukenky
jipinetto
ジーピーネット＝GP net

17-22,23[2],24[2],26[2],27-30,31[2],32,3452（1977-2013）
47-55（2000-2009）

*11(1971)～J-STAGEで閲覧可

--

2009年3月で廃刊

--

josampu

14,15,16[1-8,10-12],17[1-2,5-12],18[110,12],19[7-11],20-21,22[1-3,6-12],2355,56[1-2](1960-2002)
14-56（1960-2002）

56[3] より「助産師」

--

57より「助産雑誌」

--

56［3-4］,57-72（2002-2018）+

56[2] まで「助産婦」
「愛児」「白衣の友」も共に製本
56まで 「助産婦雑誌」

購入

有隣堂

194まで 「月刊女性情報」
5年保存

購入

三省堂

12-17(2013-2018)+

購入

文光堂

1-17（2001-2017）+

*11(2011)～メディカルオンラインで 寄贈
閲覧可
購入

助産婦

josampuzassh 助産婦雑誌
i
josanshi
助産師
josantokango 助産と看護
josanzasshi

助産雑誌

2［9,11］,3［1,10,12］,4［1-2,8,10-11］,
11［4］（1925-1934）
57-72（2003-2018）+

joseijoho

女性情報

195-389（2002-2018）+

jushoshuchuk 重症集中ケア
ea
kagawaboseiei 香川母性衛生学会誌
seigakkaishi
kaigohoken
（月刊）介護保険

119-272（2006-2018）+
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購入

92以降は図書→WY/5/Jの書架

三省堂

---

寄贈
--

香川母性衛生
学会
丸善雄松堂

和雑誌所蔵目録

よみ
kaigojinzaiikus
eipurasu
kaigojinzaiikus
eipurasukaize
kaigojinzaiikus
eipurasuridas
kaigoshiense
mmonin
kango

雑誌名
介護人財育成＋（ぷらす）

所蔵
4-5,6［1-4,7,S］（2007-2009）

介護人財育成＋カイゼン

6［5-6］（2009-2010）

介護人財育成＋リーダーシップ

7［1-5］（2010）

介護支援専門員: 別冊総合ケア

4-6（2000）

看護

1[1,3,5-6],2-3,4[1-3,5-12],5,6[1-6,813],8[2-12],9-70（1949-2018）+

kangofu

看護婦

2[17],3[21-27,29],4[33,36-37],5[43-44,4748,50-53],6[54-57,59-61,63-64],7[66-67,69,7576],8[87-89],9[90,92-93,95,97-,99,101],10[102104,106-107,111-112],11[114,116,118-121,125],
12[126,135],13[139-142](1932-1943)

kangogakusei 看護学生
kangogakuzas 看護学雑誌
shi
kangogijutsu 看護技術
kangojinzaikyo 看護人材教育
iku
kangojissenno 看護実践の科学
kagaku
kangokanri
看護管理

18[1-7,9-13],19[1-8,10-13],23-57
(1970-2010)
9-11,12[1-5,7],13-14,15[1-5],16-19,20[26],21[2,4-8,10-12],22-74（1951-2010）
3[6,10-11],4[1-4,9-12],5[1-6],6-64
（1957-2018）+
3-7（2006-2011）

2018/10/9

備考
区分 受入先
6[5-6]は「～＋カイゼン」
-2010年より「～＋リーダーシップ」
2009年まで「介護人財育成＋（ぷら - す）」
2009年まで「介護人財育成＋（ぷら - す）」
-*55(2003)～メディカルオンラインで 購入
閲覧可(最新3ヶ月閲覧不可)
--

有隣堂

-2010年（74）で廃刊

-購入

丸善雄松堂

--

1-43（1976-2018）+

購入

丸善雄松堂

1-28(1991-2018)+

購入

生協

kangokenkyu 看護研究

1-51（1968-2018）+

購入

有隣堂

kangokenkyug 看護研究学会集録
akkaishuroku
kangokyoiku 看護教育

12,14-21（1963-1972）

kangokyoikug
akukenkyu
kangokyoikuk
enkyugakkais
kangokyoikun
okenkyu
kangoningenk
ogakukenkyus
kangonokagak
u
kangonokenky
u
kangonotame
nobunkensoku
kangorekishik
enkyu
kangoshindan

看護教育学研究

1-21（1992-2012）

看護教育研究学会誌

1-3（2009-2011）

--

看護教育の研究

3-19（1985-2003）

--

看護人間工学研究誌

1-18（1998-2017）+

購入

看護の科学

1［1-9］,2-3,4［1-7］（1973-1976）

看護の研究

17-34（1984-2003）

看護のための文献速報誌

1［9,12］,2［1-8,12］（1985-1986）

看護歴史研究

1,3-9（2002-2018）+

寄贈

看護歴史研究
会

看護診断

創刊準備号,1-23（1995-2018）+

購入

丸善雄松堂・
学会

--

1-59(1960-2018)+

購入
*J-STAGEで閲覧可

--

25（1993）落丁あり

---

0-8（2007-2009）

2009年で廃刊

--

1-8（1998-2005）

*北海道大学リポジトリで一部閲覧可
7(2004)～メディカルオンラインで閲覧可

--

1-43（1976-2018）+

購入

kangotojoho

1-25（1994-2018）+

*9-22(2002-2015)J-STAGEで閲覧 会費
可
--

kangotokyoiku 看護と教育

2（1985）

kanjamanzoku 患者満足

3-5(1999-2001)

--

kankeigakuke 関係學研究
nkyu
kankyokansen 環境感染

1-19（1973-1991）

--

22（2007）

23より「日本環境感染学会誌」
*J-STAGEで閲覧可

--

kankyotokenk 環境と健康
o

20-29（2007-2016）

29[4]で冊子体は発行中止
30以降は電子ジャーナルのみで発行
*13(2000)～メディカルオンラインで閲覧可

--

kansenseigyo 感染制御

1-7(2004-2011)

--

kansentaisaku 感染対策ICTジャーナル
aishiteijanaru
kanwairyouga 緩和医療学
ku
kanwakea
緩和ケア

2-7(2007-2012)

--

3［1-3］,5［1,3,4］,6［3-4］,8［1,3］,9［1,2,4］,
11［2-4］（2001-2009）
15-28（2005-2018）+

2[1]までは「緩和医療」
*メディカルオンラインで閲覧可
14まで「ターミナルケア」

karadanokaga からだの科学
ku

1-278（1965-2013）

278（2013）で廃刊

4 ページ

日本人間工学会看
護人間工学部会

--

kangoshinoko 看護師の口腔ケア
kokea
kangosogokag 看護総合科学研究会誌
akukenkyukai
kangotembo 看護展望
看護と情報

有隣堂

丸善雄松堂
日本看護図書
館協会

-購入
--

丸善雄松堂

和雑誌所蔵目録

よみ
karadanokaga
ku bekkan
karadanokaga
ku rinjizokan
karadanokaga
ku zokan
karadanokaga
ku zokan
karadanokaga
ku zokan
kaunseringuke
nkyu
kazokukango

雑誌名
からだの科学 別巻
精神医学入門シリーズ
からだの科学 臨時増刊

所蔵

備考

1-3（1984）

からだの科学 増刊

（1975）,（1977）-（1987）,（1989）-（1991）,
（1996）,（2000）-（2002）
1-3,5-21（1970-1989）

からだの科学 増刊

（1992）-（1995）,（1998）,（2001）-（2012）

からだの科学 増刊 新シリーズ

1-3,5-7,10,12（1983-1991）

カウンセリング研究

20-44（1987-2011）

家族看護

3-12（2004-2014）

kazokukangog 家族看護学研究
akukenkyu
kazokuryohok 家族療法研究
enkyu
keamaneja
ケアマネジャー

1-23（1995-2018）+

kenkokanri

535-553,555,557-750（1999-2016）

健康管理

2018/10/9

25-35（2008-2018）+
2［5-12］,3-17,18[1-5,7-12]（2000-2016）

区分 受入先
----

2012年で廃刊

---

19まで 「相談学研究」
-*J-STAGEで閲覧可
1,2は図書として所蔵（WY/110/K）
-12（2）2014年で廃刊
*21[2](2016)～メディカルオンライン 購入
で閲覧可
購入
*4[6](2002)～メディカルオンライン
で閲覧可（最新3ヶ月閲覧不可）

--

21[2],22-26(2008-2013)

*J-STAGEで閲覧可

--

37-50,51[1-12],52-54（1999-2016)

欠号 No.636臨時増刊号(2013.12)

--

kirinukisokuho
kenkokyoikub
kitanihonkang
ogakkaishi
kochijoshidaig
akukangogakk
kodomogaku

切抜き速報 健康教育版

131-175,284-379（1983-2003）

北日本看護学会誌

4［1］,5［1-2］,6［1-2］（2002-2004）

高知女子大学看護学会誌

23-25,26［2］,27-43（1998-2018）+

子ども学

7-18（1995-1998）

-*メディカルオンラインで閲覧可

-購入

18で休刊

1-16（1960-2000）

--

3(2008-2009)

--

kokoronorinsh
oarakaruto
kokoronorinsh
oarakaruto
kokorotoshak
ai
kokuritsubyoi
nsogoigakkai
kokusaihokeni
ryo
kokusaikaihat
sujanaru
kokusairihabiri
teshonkangok
kokyujunkank
ea

こころのりんしょう ア・ラ・カルト

25-30（2006-2011）

こころの臨床ア・ラ・カルト

13-24（1994-2005）

心と社会

63,65,69,71；24［2］,25［3-4］,
26-47（1991-2016）
59-60(2005-2006)

国立病院総合医学会

2[2],3［1］,10-20（2000-2018）+

購入

1［1-5］,2［1-2］（1985-1986）
*メディカルオンラインで閲覧可

-購入

1-3（1997-1999）

*1-23(1986-2008)J-STAGEで閲覧 - 可,10(1995)～メディカルオンライン
で閲覧可
24まで 「こころの臨床ア・ラ・カルト」 - 2011年で廃刊
25より 「こころのりんしょうア・ラ・カ - ルト」
-58回以前の抄録集、プログラムは
「医療」の増刊号として刊行
*18(2004)～J-STAGEで閲覧可

--

5-11,13-15,16[1],17[増刊]（1991-2002）
518-742（2000-2018）+

購入

国際リハビリテーション看護研究会
誌
呼吸・循環ケア

創刊号-15(2002-2016)

--

5,6［1,3-6］,7-10（2005-2011）

kokyukijunkan 呼吸器・循環器達人ナース
kitatsujinnasu

34[5-6],35-36,37[1-4](2013-2016)

kokyukikea

1-16（2003-2018）+

呼吸器ケア

11-12,13[1-2](2011-2013）

三省堂

--

国際保健医療
（日本国際保健医療学会誌）
国際開発ジャーナル

kokyukiandoju 呼吸器＆循環器ケア
nkankikea
kokyukijunkan 呼吸器・循環器 急性期ケア
kikyuseikikea

丸善雄松堂

--

2-201（1985-2018）+

37[5-6],38[1-2](2016-2017)

高知女子大学
看護

--

kodomokateif 子ども家庭福祉情報
ukushijoho
kodomokea
こどもケア : 新生児・小児看護の継
続学習誌
kodomonogya 子どもの虐待とネグレクト
kutaitonegure
kodomonokan 子どもの看護
go
kodoryohoken 行動療法研究
kyu
kokoronokaga こころの科学
ku
kokoronokang こころの看護学
ogaku
kokoronokenk こころの健康
o

1-29（1986-2014）

丸善雄松堂

--

kenkoshinriga 健康心理学研究
kukenkyu
kindaishobo 近代消防

1-43（1976-2017）

国際文献社

-有隣堂

37[4]まで「呼吸器・循環器達人ナー - ス」、38[3]より「急変ABCD+呼吸・
循環ケア」
11より 「呼吸器・循環器 急性期ケ - ア」
10まで 「呼吸器＆循環器ケア」
-⇒13[3]から「呼吸器・循環器達人
ナース」
13[2]まで「呼吸器・循環器 急性期ケ
-ア」 「達人ナース」の34[4]までと合併し
て誌名・巻号表記変更された
37[5]より「呼吸・循環ケア」
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*3(2005)～メディカルオンラインで
閲覧可（最新6ヶ月閲覧不可）

購入

三省堂

和雑誌所蔵目録

よみ
雑誌名
komyuniteikea コミュニティケア

1-20（1999-2018）+

koreishakea

1-11(1996-2007)

高齢者けあ

所蔵

2018/10/9

備考
*5(2003)～メディカルオンラインで
閲覧可（最新3ヶ月閲覧不可）

区分 受入先
購入 有隣堂
--

koreishanokea 高齢者のケアと行動科学
tokodokagaku
koseinoshihyo 厚生の指標

12-22（2006-2017）+

購入

日本老年行動
科学会

7[3-15],8[2-15],9[1,5,6,8-13,15],
16[10,12,14],17[10,12,14],18[10,12,14],19[9,11,
13],20[9,13,15],21[9,12,14],22[9,11,14],23[9,11,
14],24[9,11,13],25[9,11,13],26[9,11,13],27[9,11,
13],28[9,11,13],29[9,11,13],30[9,11,13],3136,37[1-11,13-16],38-39,40[1-8,1011,13,15],41-65（1960-2018）+

購入

三省堂

koseirodo

厚生労働

2012年4月から年月表示

購入

三省堂

koshueisei

公衆衛生

58［7-12］,59-62,63［4-12］,
64-67;2012-2018(2003-2018)+
8［1-4］,9［1-2,4-6］,11-82（1950-2018）+

7まで 「公衆衛生學雑誌」

購入

有隣堂

koshueisei

公衆衛生［日本衛生会・大日本私立 45[3-4,6-12],46[1-5,8-10,12],47-48,49[1衛生会］
3,5-7],51[3-12],52[1,7,9,11],53[1-6,1012],54[1-6,8,10-11],55[3,6-8,11],56[2,4,612],57,58[1-7,11-12],59[2-6,8,11-12],60[212]（1927-1942）
koshueiseigak 公衆衛生學雑誌
3［3-6］,4-7（1948-1950）
8より 「公衆衛生」
uzasshi
koshueiseijoh 公衆衛生情報
1-17,18［1-4,6-12］,19-48（1971-2018）+
18[5]は未刊
o
koshueiseiken 公衆衛生研究
40-50,51［1］（1991-2002）
51[2]より 「保健医療科学」
kyu
*国立保健医療科学院HPで閲覧可
koteichimunas 固定チームナーシング 全国研究集 (1996-1997,1999-2000,2002-2005)
hinguzenkoku 会 資料集
kuoriteimaneji クオリティマネジメント
58-62（2007-2011）
2011年で廃刊
mento
kurinikarusuta クリニカルスタディ
1-10,11[1-8,10-14],12-22,23[1-8,10dei
14],24-27,28[1-12,14],29-39（1980-2018）+
kyoikugakuke 教育学研究
26-40,59［3］,61-79（1959-2012）
26-40は復刻版
nkyu
*J-STAGEで閲覧可
kyoikuhohoga 教育方法学研究
24-30（1998-2004）
*J-STAGEで閲覧可
kukenkyu
kyoikushinriga 教育心理学研究
1-8,18-24,31-60（1953-2012）
*J-STAGEで閲覧可
kukenkyu
kyoikushinriga 教育心理学年報
10-12,16-51（1970-2011）
*J-STAGEで閲覧可
kunempo
kyoikutoigaku 教育と医学
28-33,34[1-6,8-12],35-39,40[7-12],41-66
（1980-2018）+
kyuhenebishid 急変ABCD+呼吸・循環ケア
38[3-6],39(2017-2018)+
38[2]まで「呼吸器・循環器ケア」
ei+kokyujunka
nkea
kyukyuigaku 救急医学
1-14,20-42（1977-2018）+
欠号あり(13,21,22,24,25,26,27,28巻
の各10号）
kyukyuiryojan 救急医療ジャーナル
16-19,20［1］（2008-2012）
2012年で廃刊
aru
mainichishimb 毎日新聞 縮刷版
29［4-12］,30-54（1978-2003）
unshukusatsu
medeikaruhyu メディカル・ヒューマニティ
1-22（1985-1993）
manitei
nicu
ＮＩＣＵ
1-6,7[1-4](1987-1994)
7 [5]より 「ネオネイタルケア」

--

-購入
---購入

---購入

有隣堂

購入

丸善雄松堂

購入

丸善雄松堂

-----

ナイチンゲール研究

1-11（1990-2008）

--

難病看護研究会報告集

1-17（1979-1995）

--

難病と在宅ケア

7-24（2001-2018）+

ナーシング

1-38（1981-2018）+

nashingubijine
su
nashingukarejj
i
nashingukeak
yuandoe
nashingukyam
basu
nashingutodei

ナーシングビジネス
2-12（2008-2018）+
＝Nursing Business
ナーシングカレッジ＝Nursing college 1-14,15［1-3］（1997-2011）
3,7,9-10,12-14,17-18,21,23-27,30,32

*5[10](2000)～メディカルオンライン 購入
で閲覧可（最新3ヶ月閲覧不可）
寄贈

丸善雄松堂

*メディカルオンラインで閲覧可（最 購入
新6ヶ月閲覧不可）
2011年で廃刊
-*メディカルオンラインで閲覧可
図書として所蔵（巻によって請求記 - 号は異なります）
10年保存
寄贈

丸善雄松堂

ナーシングキャンバス
1-6(2013-2018)+
＝Nursing canvas
ナーシング・トゥデイ＝Nursing Today 1-3,4[1-3,5-12],5,6[1-4,7-12],7-9,10[3,5- 2014年29(6)で廃刊
11,13],11[1-5,7-13],12[1-4,6-10,12*18(2003)～メディカルオンラインで
14],13[1-10,12-14],14,15[1-8,10-12],16[1- 閲覧可
8,10-14],17[1-3,5-9,11-14],1819,20[1,3,5,7,8,10,12,14],21-22,23[1-11,1314],24-28,29[1-6]（1986-2014）
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丸善雄松堂

--

naichingeruke
nkyu
nambyokango
kenkyukaihok
nambyotozait
akukea
nashingu

ナーシングケアＱ＆Ａ

有隣堂

--

学研メディカ
ル秀潤社

学研メディカ
ル秀潤社

和雑誌所蔵目録

よみ
雑誌名
所蔵
nashonarujiog ナショナル ジオグラフィック 日本版 4-11,23-24（1998-2018）+
urafuikku
＝National Geographic
nasuai
ナースアイ＝Nurse Eye
1-26 ； 4-23,24［1］（1988-2011）
nasudeta

ナースデータ ＝ Ｎｕｒｓｅ ｄａｔa

nasumaneja

2018/10/9

備考
2011年で休刊

区分 受入先
購入 有隣堂
---

ナースマネジャー

78,80-83,85,87;9〔89-100〕;101-119,124
（1987-1990）
1-4,5（1-8,10-12),6-16（1999-2015）

nasupurasu1

ナースプラスワン＝Nurse＋1

1［0-9］,2［1-12］,3-4（1990-1994）

--

nasusenka

ナース専科

1-20（1981-2000）

--

nasusuteshon ナースステーション

1［1］,2-3,4［1,3-4］,5-20（1971-1990）

--

neoneitarukea ネオネイタルケア＝Neonatal Care

7［5-12］,8-31（1994-2018）+

7[4]まで 「ＮＩＣＵ」 *18(2005)～メディカルオ
ンラインで閲覧可（最新6ヶ月閲覧不可）

nihombonyuh
oikugakkaizas
nihomboseika
ngogakkaishi
nihomboshika
ngogakkaishi
nihomboshike
akenkyukaishi
nihommanseik
angogakkaishi
nihonchiikikan
gogakkaishi
nihongankang
ogakkasishi

日本母乳哺育学会雑誌

1-11（2007-2017）

*メディカルオンラインで閲覧可

日本母性看護学会誌

抄録集,1-18（1999-2018）+

寄贈

日本母子看護学会誌

2-12（2008-2018）+

寄贈

日本母子ケア研究会誌

1-5（2001-2005）

日本慢性看護学会誌

1-12（2007-2018）+

日本地域看護学会誌

1-21（1999-2018）+

*J-STAGEで閲覧可

日本がん看護学会誌

1-30（1987-2016）

30[3]までで冊子体は発行中止
31以降は電子ジャーナルのみで発行
*6(1992)～J-STAGEで閲覧可

nihonhokeniry
okodokagakuk
ai
nihonhokenka
gakugakkaishi
nihonhoshase
nkangogakkais
nihoniryobyou
inkanrigakkais
nihoniteikyoka
igakujutsuzas
nihonjinfuzenk
angogakkaishi
nihonjokusoga
kkaishi

日本保健医療行動科学会

1,7,9-32（1986-2017）

日本保健科学学会誌

7-15(2004-2013)

日本放射線看護学会誌

1-4(2013-2016)

タイトル表記～27「年報」、
-28～「雑誌」 *メディカルオンライン
で閲覧可
7 [2]まで 「東京保健科学学会誌」
-*メディカルオンラインで閲覧可
*メディカルオンラインで閲覧可
--

日本医療・病院管理学会誌

45-49（2008-2012）

日本ET協会学術雑誌

1［1］（1997）

日本腎不全看護学会誌

1-6,8,9［1］,14-19(1999-2017)

日本褥瘡学会誌

2［2-3］,3［1,3］,4［3］,5［1-2,5］,6［1-2］,
8［2-3］,9［2-3］,10［2-4］,11-12,13[1-3],14[2-4],
15-18（2000-2016）

*メディカルオンラインで閲覧可

--

nihonjosangak
kaishi
nihonjoseiigak
ugakkaizasshi
nihonjunkanki
kangogakkaish
nihonjushoshi
nshinshogaiga
nihonkangoga
kkaibunkakais
nihonkangoga
kkairombunsh
nihonkangoga
kkairombunsh
nihonkangoga
kkairombunsh
nihonkangoga
kkairombunsh
nihonkangoga
kkairombunsh
nihonkangoga
kkairombunsh
nihonkangoga
kkairombunsh
nihonkangoga
kkairombunsh
nihonkangoga
kkairombunsh
nihonkangoga
kkairombunsh
nihonkangoga
kkairombunsh

日本助産学会誌

1[1],2-4,5[1],6-30（1987-2016）

*J-STAGEで閲覧可

--

日本女性医学学会雑誌

19-22（2011-2015）

18まで「日本更年期医学会雑誌」

--

日本循環器看護学会誌

1-3(2005-2007)

日本重症心身障害学会誌

36-43（2011-2018）+

日本看護学会分科会集録
成人内科・成人外科・母性小児
日本看護学会論文集 母性看護

4（1973）

日本看護学会論文集 地域看護

29-42（1998-2012）

日本看護学会論文集 看護管理

29-42（1998-2012）

日本看護学会論文集 看護教育

29-42（1998-2012）

日本看護学会論文集 看護総合

29-42（1998-2012）

日本看護学会論文集 老人看護

29-32（1998-2001）

日本看護学会論文集 老年看護

33-42（2002-2012）

日本看護学会論文集 成人看護Ⅰ

29-42（1998-2012）

日本看護学会論文集 成人看護Ⅱ

29-42（1998-2012）

日本看護学会論文集 精神看護

35-42（2004-2012）

日本看護学会論文集 小児看護

29-42（1998-2012）

--

購入
--

-購入

日本慢性看護
学会

購入

有隣堂

--

44まで「病院管理」
-*47(2010)～J-STAGEで閲覧可
2より「日本創傷・オストミー・失禁ケ - ア研究会誌」

-購入
--

29-42（1998-2012）

7 ページ

三省堂

43から「最新看護索引Web」で閲覧
可
43から「最新看護索引Web」で閲覧
可
43から「最新看護索引Web」で閲覧
可
43から「最新看護索引Web」で閲覧
可
43から「最新看護索引Web」で閲覧
可
33（2002）より 「老年看護」
43
から「最新看護索引Web」で閲覧可
32（2001）まで 「老人看護」
43
から「最新看護索引Web」で閲覧可
43から「最新看護索引Web」で閲覧
可
43から「最新看護索引Web」で閲覧
可
43から「最新看護索引Web」で閲覧
可
43から「最新看護索引Web」で閲覧
可

------------

日本重症心身
障害学会

和雑誌所蔵目録

よみ
nihonkangoga
kkaishi
nihonkangoga
kkaishuroku
nihonkangoga
kkaishurokubo
nihonkangoga
kkaishurokubo
nihonkangoga
kkaishurokubo
nihonkangoga
kkaishurokubo
nihonkangoga
kkaishurokuch
nihonkangoga
kkaishurokuch
nihonkangoga
kkaishurokuka
nihonkangoga
kkaishurokuka
nihonkangoga
kkaishurokuka
nihonkangoga
kkaishurokuka
nihonkangoga
kkaishurokuka
nihonkangoga
kkaishurokuka
nihonkangoga
kkaishurokuky
nihonkangoga
kkaishurokuro
nihonkangoga
kkaishurokuse
nihonkangoga
kkaishurokuse
nihonkangoga
kkaishurokuse
nihonkangoga
kkaishurokuse
nihonkangoga
kkaishurokush
nihonkangoga
kkaishurokush
nihonkangoga
kukyoikugakka
nihonkangogij
utsugakkaishi
nihonkangohy
oukagakkaishi
nihonkangoiry
ogakkaishi
nihonkangoka
gakugakkaigak
nihonkangoka
gakukaishi
nihonkangoka
nrigakkaishi
nihonkangoke
nkyugakkaizas
nihonkangoky
okaichosaken
nihonkangoky
okainihonhom
nihonkangore
kishigakkaishi
nihonkangorin
rigakkaishi
nihonkankyok
ansengakkais
nihonkansenk
angogakkaigak
nihonkansenk
angogakkaishi
nihonkanwairy
ogakkaisokaip
nihonkazokuk
angogakkaigak
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雑誌名
日本看護学会誌

1-16（1991-2006）

所蔵

日本看護学会集録

2-3（1969-1971）

日本看護学会集録 母性看護

12-20,22-28（1981-1997）

日本看護学会集録
会
日本看護学会集録
会
日本看護学会集録
分科会
日本看護学会集録

母性看護分科

11（1980）

--

母性小児分科

5-7（1974-1976）

--

母性・小児看護 8-10（1977-1979）
地域看護

12-28（1981-1997）

日本看護学会集録 地域看護分科
会
日本看護学会集録 看護管理

9-11（1978-1980）

日本看護学会集録 看護管理分科
会
日本看護学会集録 看護教育

11（1980）

日本看護学会集録 看護教育分科
会
日本看護学会集録 看護総合

11（1980）

12-28（1981-1997）

備考
2006年で終刊

区分 受入先
---

29より 「日本看護学会論文集－」

11より「－母性看護分科会」「－小
児看護分科会」
29より 「日本看護学会論文集－」

--

----

29より 「日本看護学会論文集－」

---

12-28（1981-1997）

29より 「日本看護学会論文集－」

---

12-28（1982-1997）

日本看護学会集録 看護総合分科 11（1981）
会
日本看護学会集録 教育・管理分科 5-7,9-10（1974-1979）
会
日本看護学会集録 老人看護
20-28（1989-1997）

29より 「日本看護学会論文集－」

---

11より「－看護管理分科会」「－看
護教育分科会」
29より 「日本看護学会論文集－」

--

--

--

--

日本看護学会集録 成人看護

12-19（1981-1988）

日本看護学会集録 成人看護Ⅰ

20-28（1989-1997）

20より「－成人看護Ⅰ」「－成人看
護Ⅱ」
29より 「日本看護学会論文集－」

日本看護学会集録 成人看護Ⅱ

20-28（1989-1997）

29より 「日本看護学会論文集－」

日本看護学会集録 成人看護分科
会
日本看護学会集録 小児看護

5-11（1974-1980）

日本看護学会集録 小児看護分科
会
日本看護学教育学会誌

11（1980）

日本看護技術学会誌

*J-STAGEで閲覧可

--

日本看護評価学会誌

1-4,5[2],6-9,
第10回学術集会抄録集（2002-2011)
1（2011）

*J-STAGEで閲覧可

--

日本看護医療学会雑誌

1-9,10[2],11-15(1999-2013)

*メディカルオンラインで閲覧可

--

*20(2000)～メディカルオンラインで
閲覧可
*J-STAGEで閲覧可

--

12-28（1981-1997）

--

-29より 「日本看護学会論文集－」

---

1-27（1991-2018）+

日本看護科学学会学術集会講演集 18-32（1998-2012）
日本看護科学会誌

1-34,36（1981-2016）

日本看護管理学会誌

1［1］,2［1］,3-21（1997-2017）+

日本看護研究学会雑誌

4［2-3］,5［1-3］,6［1-3］,7-35（1981-2012）

日本看護協会調査研究報告

購入

日本看護学教
育学会

-購入

日本看護管理
学会

1,5,7-16,18-19,21-26,30-84,86-88,90-93
（1974-2017）+
1,5-6,10（1996-2000）

4[1]まで「四大学看護研究会雑誌」 - *J-STAGEで閲覧可
70,72はセット小冊
寄贈
2000-2003年HPで閲覧可能
--

日本看護協会

1-30（1988-2017）+

*メディカルオンラインで閲覧可

日本看護歴史
学会

日本看護倫理学会誌

1-5（2008-2013）

*学会HPで閲覧可

--

日本環境感染学会誌

23-28（2008-2013）

22まで「環境感染」
*J-STAGEで閲覧可

--

日本看護協会・日本訪問看護振興
財団調査研究報告
日本看護歴史学会誌

寄贈

日本感染看護学会 学術集会講演集 1-5（2001-2005）

--

日本感染看護学会誌

--

1-3（2002-2005）

日本緩和医療学会 総会プログラム 6-11（2001-2006）
講演抄録集
日本家族看護学会学術集会
第18回（2011)

8 ページ

---

和雑誌所蔵目録

よみ
nihonkodoryo
hogakkai
nihonkokyuka
nrigakkaishi
nihonkokyuke
arihabiritesho
nihonkonenkii
gakkaizasshi
nihonkoshueis
eigakkaisokais
nihonkoshueis
eikangokyoiku
nihonkoshueis
eikangogakkai
nihonkoshueis
eizasshi
nihonkuriteika
rukeakangoga
nihonkyoikush
inrigakkaisoka
nihonkyoshiky
oikugakkaine
nihonkyukyuk
angogakkaizas
nihonnambyok
angogakkaishi
nihonninchish
okeagakkaishi
nihonrihabirite
shonkangogak
nihonrodoken
kyuzasshi
nihonroneniga
kkaizasshi
nihonruraruna
shingugakkais
nihonsaigaika
ngogakkaishi
nihonseikagak
ukaizasshi
nihonseikeige
kakangokenky
nihonseishimb
yoinkyokaizas
nihonseishinh
okenkangogak
nihonseishink
abyoinkyokaiz
nihonseishink
akangogakujut
nihonseishink
angogakkaishi
nihonsekijujik
angogakkaigak
uijutsusyukai
nihonsekijujik
angogakkaigak
nihonsekijujik
angogakkaishi

雑誌名
日本行動療法学会 大会発表論文
集
日本呼吸管理学会誌

所蔵

nihonshakaise
ishinigakkaiza
nihonshinrigak
kaitaikaihappy
nihonshinrigak
utaikaiyokosh
nihonshinseiji
kanngogakkaik
nihonshinseiji
kanngogakkais
nihonshinseiji
kanngokenkyu
nihonshokugy
osaigaiigakkai
nihonshonikan
gogakkaishi
nihonshonikan
gokenkyugakk
nihonshuchuc
hiryoigakukaiz

日本社会精神医学会雑誌

1-26（1993-2017）

日本心理学会大会発表論文集
日本心理学会大会予稿集

22,24-34,37-40,42-45,47-54,59-68
（1958-2004）
46（1982）

日本新生児看護学会講演集

10-13,15,18（2000-2008）

日本新生児看護学会誌

5-11,13［3］,14-24（1998-2018）+

10(1984)
13［1,3］,14-15（2003-2006）

日本呼吸ケア・リハビリテーション学 17-27（2007-2018）+
会誌
日本更年期医学会雑誌
1-18（1993-2010）

2018/10/9

備考
*メディカルオンラインで閲覧可

区分 受入先
--

16[2]より 「日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会誌」
16[1]まで 「日本呼吸管理学会誌」
*J-STAGEで閲覧可
19より「日本女性医学学会雑誌」

-寄贈
--

日本公衆衛生学会総会抄録集

58-61,63-64（1999-2005）

--

日本公衆衛生看護教育研究会誌

1-8（1993-1998）

--

日本公衆衛生看護学会誌

1-4(2013-2015)

*J-STAGEで閲覧可

--

日本公衆衛生雑誌

1-59,60[1-3](1954-2013)

*J-STAGEで閲覧可

--

日本クリティカルケア看護学会誌

1-9,10[1-2]（2005-2015）

10(2)までで冊子体発行中止
*J-STAGEで一部閲覧可
*J-STAGEで閲覧可

--

日本教育心理学会総会発表論文集 12,14,16,18,20-22,24,26-27,
29-30,32,37-40（1970-1998）
日本教師教育学会年報
1-9（1992-2000）

---

日本救急看護学会雑誌

1［2］,2-19（2000-2017）

*15(2003)～J-STAGEで閲覧可

--

日本難病看護学会誌

1-22（1997-2017）

*メディカルオンラインで閲覧可

--

日本認知症ケア学会誌

8-16（2009-2017）

*4（2005)～メディカルオンラインで
閲覧可

--

日本リハビリテーション看護学会集
録
日本労働研究雑誌

2-14(1990-2002)

日本老年医学会雑誌

24［2-4,6］,25［1-2,6］,45-49（1987-2012）

日本ルーラルナーシング学会誌

1-11（2006-2016）

--

日本災害看護学会誌

1-20（1999-2018）+

購入

日本性科学会雑誌

16［2］,17,18［2］,19-25（1998-2007）

日本整形外科看護研究会誌

1-2,4-5（2006-2010）

日本精神病院協会雑誌

16-19,20［1-11］（1997-2001）

日本精神保健看護学会誌

1-27（1992-2018）+

日本精神科病院協会雑誌

20［12］,21-37（2001-2018）+

日本精神科看護学術集会誌

55-57,58[1],59[1](2012-2016)

日本精神科看護学会誌

33[17],37[19],38[20],40-54（1992-2011）

36-48（1994-2006）

-*1995～労働政策研究・研修機構
HPで閲覧可
*J-STAGEで閲覧可

---

*13(1995)～メディカルオンラインで - 閲覧可
7より「日本運動器看護学会誌」
-*メディカルオンラインで閲覧可
20 [12]より 「日本精神科病院協会 - 雑誌」
*J-STAGEで閲覧可
購入
20 [11]まで 「日本精神病院協会雑 購入
誌」
54まで「日本精神科看護学会誌」
-*メディカルオンラインで閲覧可
55より「日本精神科学術集会誌」
--

日本赤十字看護学会学術集会抄録 1-7(2000-2006)
集

第1回日本赤十字看護学会学術集会プログ
ラム集は新着雑誌架先頭の日赤コーナーに
配架

日本赤十字看護学会学術集会講演 8-18(2007-2017)+
集
日本赤十字看護学会誌
1-17（2001-2017）

新着雑誌架先頭の日赤コーナーに 寄贈
配架
新着雑誌架先頭の日赤コーナーに 寄贈
配架 *17で冊子体終了、18よりオ
ンラインのみ。学会HPで閲覧可
*メディカルオンラインで閲覧可
-第46回は「日本心理学会大会予稿
集」

有隣堂

国際文献社
日本精神科病
院協会

--

----

4まで「日本新生児看護研究会誌」

寄贈

*10(2004)～メディカルオンラインで閲覧可

日本新生児看護研究会誌

1-4（1994-1997）

5より「日本新生児看護学会誌」

--

日本職業・災害医学会会誌

48-60（2000-2012）

--

日本小児看護学会誌

8［2］,9-26（1999-2017）

日本小児看護研究学会誌

1-7（1992-1998）

*48(2000)～メディカルオンラインで
閲覧可
7[2]まで「日本小児看護研究学会
誌」8
8 [2]より「日本小児看護学会誌」

日本集中治療医学会雑誌

16［2-4］,17-19,20[1,S]（2009-2013）

*J-STAGEで閲覧可

--

9 ページ

日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション
学会

---

日本新生児看
護学会

和雑誌所蔵目録

よみ
nihonshudans
aigaiigakukais
hi
nihonshudans
aigaiiryokenky
nihonsoshoos
utomishikkink
nihonsoshoos
utomishikkink
eakenkyukais
nihonsutomah
aisetsurihabiri
teshongakkais
nihonsutomari
habiriteshong
akkaishi
nihonsutomari
habiriteshonk
nihontekiokan
gorironkenkyu
nihontogoiryo
gakkaishi
nihontonyoby
okyoikukango
gakkaishi
nihontonyoby
okyoikukango
nihonundokika
ngogakkaishi
nihonzaitakuk
eagakkaishi
ninchikagaku

雑誌名
日本集団災害医学会誌

所蔵
4-7,8［1,3］,9［1］,10-19(1999-2014)

日本集団災害医療研究会誌

1-3（1996-1998）

日本創傷・オストミー・失禁管理学会 13[2],14[1],15[2],16[2](2010-2012)
誌
日本創傷・オストミー・失禁ケア研究 2-12,13［1］（1998-2009）
会誌
日本ストーマ・排泄リハビリテーショ
ン学会誌

23-30,31[2-3],32-34(2007-2018)+

日本ストーマ・リハビリテーション学
会誌

7-,21,22［1-2］（1991-2006）

2018/10/9

備考
3まで「日本集団災害医療研究会誌」
20より「Japanese Journal of Disaster
Medicine」 *メディカルオンラインで閲覧可

4より「日本集団災害医学会誌」

--

*メディカルオンラインで閲覧可

--

1まで「日本ET協会学術雑誌」,13[2]よ - り「日本・・失禁管理学会誌」
*メディカルオンラインで閲覧可
「日本ｽﾄｰﾏﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会誌」22巻 寄贈
は23巻と合冊製本 *23(2007)～メディ
カルオンラインで閲覧可
4まで「日本ストーマ・リハビリテーション - 研究会誌」／23より「日本ｽﾄｰﾏ・排泄ﾘ
ﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会誌」

日本ストーマ・リハビリテーション研 2-4(1986-1988)
究会誌
日本適応看護理論研究会学術論文 1-3（2002-2004）
集
日本統合医療学会誌
1-6(2008-2013)

5[1]から「日本ストーマ・リハビリ
テーション学会誌」

日本糖尿病教育・看護学会誌

20までで冊子体は発行中止
21以降は電子ジャーナルのみで発行
*メディカルオンラインで閲覧可

1-20（1997-2016）

日本糖尿病教育・看護学会誌 特別 1-14（1997-2010）
号
日本運動器看護学会誌
7-13(2012-2018)+
日本在宅ケア学会誌

1,2[1],3,4[1,3],5-21（1998-2018）+

認知科学

1［2］,4［2-4］,5-19（1994-2012）

ninchishokaig 認知症介護
o
ninchishokea 認知症ケア

6[2-4],17-18,19[1]（2005-2018）

nyuton

区分 受入先
--

日本ストーマ・
排泄リハビリ
テーション学会

------

6まで「日本整形外科看護研究会
購入
誌」
*メディカルオンラインで閲覧可（最 購入
新1年閲覧不可）
*J-STAGEで閲覧可
--

日本運動器看
護学会
有隣堂

19[2-3](2018)+

6[1]まで「痴呆介護」、19[2]より「認 - 知症ケア」
19[1]まで「認知症介護」
購入

日総研出版

37-38（2017-2018）+

1年保存

有隣堂

nyutorishonke ニュートリションケア＝Nutrition Car
a
ohayo21
おはよう２１

1［1,3］（2008）

openashingu

1-33（1986-2018）+

*メディカルオンラインで閲覧可（最
新6ヶ月閲覧不可）
*13[2](2002)～メディカルオンライン
で閲覧可（最新3ヶ月閲覧不可）
*20(2005)～メディカルオンラインで
閲覧可（最新6ヶ月閲覧不可）
*J-STAGEで閲覧可

ニュートン＝Ｎｅｗｔｏｎ

オペナーシング＝Ope Nursing

21[8-14],22-25（2011-2014）

palliativecarer Palliative Care Research ： 日本緩
esearch
和医療学会雑誌
perineitarukea ペリネイタルケア＝Perinatal care

1-6（2006-2011）

puchinasu

プチナース

puraimarikea

プライマリ・ケア

8[4-15],10[1-7,9-15],11[1-13,15],1213,14[1-12,14-15],15,16[1-4,7-15],1726,27（1999-2018）+
16-29（1993-2006）

purakuteisu

プラクティス＝Practice

17-33（2000-2016）

1-3,4[1-7,9-14],15-37（1982-2018）+

-購入

1-10（1995-2004）

rinshoeiyo

臨床栄養

rinshokango

臨床看護

46,47[1-5,7],48,49[1-2,4-7],50-64,
65[1-4,6-7],66-133（1975-2018）+
1-13,14[1-3,5-14],15-39（1975-2013）

rinshokangoke
nkyunoshimpo
rinshoronenka
ngo
rinshoseishini
gaku
rinshoshinri

臨床看護研究の進歩

1-12（1989-2001）

12で廃刊

臨床老年看護

5-25（1997-2018）+

臨床精神医学

9-10,17-47（1980-2018）+

臨床心理

2［2-4］,3-5（1963-1966）

rinshoshinriga
kukenkyu
rinshoshiseiga
ku
rinshosupotsu
igaku
rodoeisei

臨床心理学研究

6-9（1967-1971）

臨床死生学

1-11（1996-2006）

臨床スポーツ医学

5［1-2,4-12］,6-27（1988-2010）

労働衛生

33,34［2-12］,35-40（1992-1999）

丸善雄松堂

--購入

有隣堂

---

*24(1995)～メディカルオンラインで 購入
閲覧可（最新1年閲覧不可）
6より 「臨床心理学研究」
---*13(1996)～メディカルオンラインで
閲覧可（最新2年閲覧不可）
2000年より 「働く人の安全と健康」
に統合

三省堂

--

購入

5まで 「臨床心理」 *29(1991)～メディカルオ
ンラインで閲覧可（最新1年閲覧不可）

三省堂

--

購入

qualitynursing Quality Nursing
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--

増刊号欠号あり *24(2005)～メディカ 購入
ルオンラインで閲覧可（最新6ヶ月閲覧
不可）

33[2]より「日本プライマリ・ケア連合
学会誌」
*8[2](1991)～メディカルオンライン
で閲覧可（最新1年閲覧不可）
2014年で廃刊 *1[3](1995)～メ
ディカルオンラインで閲覧可
*84(1994)～メディカルオンラインで
閲覧可（最新1年閲覧不可）
2013年で廃刊

糖尿病医療スタッフのプラクティス

購入

---

丸善雄松堂
三省堂

和雑誌所蔵目録

よみ
rodokagaku

雑誌名
労働科学

所蔵
64-71（1988-1995）

2018/10/9

備考
*87(2011)～J-STAGEで閲覧可

区分 受入先
--

rodonokagaku 労働の科学

46-73（1991-2018）+

ronenkangoga
ku
ronenseishinig
aku
ronenseishinig
akuzasshi
ronenshakaika
gaku
sanfujinkachir
yo
sangakukanre
nkeijanaru
sangyoeiseiga
kuzasshi
sangyoigaku

老年看護学

1-23（1996-2018）+

老年精神医学

4［1-6］,5［1-4］（1987-1988）

老年精神医学雑誌

17-28（2006-2017）

*メディカルオンラインで閲覧可

--

老年社会科学

1-13,15-39（1979-2018）

--

産婦人科治療

30-103（1975-2011）

産学官連携ジャーナル

11-14（2015-2018）+

産業衛生学雑誌

37-53（1995-2011）

産業医学

30-36（1988-1994）

*18(1996)～メディカルオンラインで
閲覧可
2011年で廃刊 *68(1994)～メディ
カルオンラインで閲覧可
*HPで閲覧可
3年保存
36まで 「産業医学」 *J-STAGE, メ
ディカルオンラインで閲覧可
37より 「産業衛生学雑誌」
*J-STAGEで閲覧可
*39(1972)～メディカルオンラインで
閲覧可（最新1年閲覧不可）

*J-STAGEで閲覧可

購入

丸善雄松堂

購入

有隣堂

--

-寄贈

科学技術振興
機構

---

sankatofujinka 産科と婦人科

60-85（1993-2018）+

seikatsukyoik 生活教育 <日本生活教育連盟>
u
seikeigekakan 整形外科看護
go
seimeirinri
生命倫理

40-44（1988-1992）

seirokakangog 聖路加看護学会誌
akkaishi
seisatoiryo
性差と医療

1-20（1997-2017）

seishineisei

精神衛生

1-9（1931-1969）

seishinigaku

精神医学

30-60（1988-2018）+

購入

有隣堂

seishiniryo

精神医療

25-91（2002-2018）+

購入

三省堂

seishinkachiry 精神科治療学
ogaku
seishinkakang 精神科看護
o

27-33(2012-2018)+

購入

星和書店

購入

丸善雄松堂

seishinkango

1-21（1998-2018）+

購入

有隣堂

seishinkarinsh 精神科臨床サービス
osabisu
seishinryoho 精神療法（季刊）

8-18（2008-2018）+

購入

三省堂

7,14-17（1981-1991）

18より 「精神療法」

seishinryoho

精神療法

18-44（1992-2018）+

17まで 「季刊精神療法」

seishinshinkei
gakuzasshi
seishinshintaii
gaku
seishinshogait
orihabiritesho
shakaifukushi
gaku
shakaifukushi
kenkyu
shakaigakuhy
oron
shakaihokenju
npo
shakaihoshok
enkyu
shakaironenga
ku
shakaiseishini
gaku
shakaishinriga
ku
shakaishinriga
kukenkyu
shinorinsho

精神神経学雑誌

99-120（1997-2018）+

精神身体医学

1-15（1961-1975）

16より 「心身医学」

--

精神障害とリハビリテーション

12-21（2008-2017）

*メディカルオンラインで閲覧可

--

社会福祉学

41-53（2000-2013）

--

社会福祉研究

［77］-［115](2000-2012)

--

社会学評論

45[4],46-69（1994-2018）+

*J-STAGEで閲覧可

購入

三省堂

社会保険旬報

(2017)-（2018）+

1年保存

購入

三省堂

社会保障研究
社会老年学

21［4］,29［3-4］,30-42,43［1-3］,
46-47（1986-2012）
1-39（1975-1994）

*国立社会保障・人口問題研究所
HPで閲覧可
39で廃刊

社会精神医学

11-15（1988-1992）

以後、「日本社会精神医学会雑誌」 - -

社会心理学

創刊号-23（1960-1982）

社会心理学研究

18-28（2002-2013）

*J-STAGEで閲覧可

--

死の臨床

12,13[2],14-40（1989-2017）

*18(1995)～メディカルオンラインで
閲覧可

--

精神看護

shinrigakuhyo 心理学評論
ron

1-23（1996-2018）+
1-27（1991-2017）

1［1-5］（2004）

1-9,18-68; 25［4-10］,26-45（1974-2018）+

44-61（2001-2018）+
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購入

丸善雄松堂

-*10(2005)～メディカルオンラインで 購入
閲覧可（最新6ヶ月閲覧不可）
*2(1992)～26(2016)J-STAGEで閲 - 覧可
*聖路加国際大学リポジトリで閲覧 - 可
-日本精神衛生協会ほか刊の合本
複製

69：25［4］（月刊化に伴い巻数表示方法変
更） *30(2003)～メディカルオンラインで閲
覧可（最新3ヶ月閲覧不可）

三省堂

--

-購入

有隣堂

購入

丸善雄松堂

---

--

購入

丸善雄松堂

和雑誌所蔵目録

よみ
shinrigakuken
kyu
shinririnshoga
kukenkyu
shinririnshono
hiroba
shinshinigaku

雑誌名

備考
*J-STAGEで閲覧可

区分 受入先
--

心理学研究

24-83（1953-2013）

心理臨床学研究

1-36（1983-2018）+

購入

有隣堂

心理臨床の広場

1-11（2008-2018）+

寄贈

日本心理臨床
学会

心身医学

16-52（1976-2012）

shinshinkenko 心身健康科学
kagaku
shishunkigaku 思春期学
shishunkisein 思春期青年期精神医学
enkiseishiniga
shiso
思想
shitsutekishin
rigakukenkyu
shokakigannai
shikyokea
shokakigekan
ashingu
shokakikantan
suikea
shokakisaishin
kango
shonigan

所蔵

2018/10/9

4-14（2008-2018）+

15まで 「精神身体医学」
*16(1976)～J-STAGEで閲覧可
*J-STAGEで閲覧可

-寄贈

日本心身健康
科学学会

1［2-3］,2-4,5［1-3］,6,7［1-3］,8［1］,9-13,
14[1,3-4],15-36（1983-2018）+
3-28（1993-2018）+

*26[2](2008)～メディカルオンライン 購入
で閲覧可
購入

日本思春期学
会

質的心理学研究

764-766,768-799,801-806,808-846,8591134（1988-2018）+
1-17（2002-2018）+

消化器・がん・内視鏡ケア

11-12(2006-2008)

消化器外科ナーシング

1-19（1996-2014）

消化器肝胆膵ケア

13-15（2008-2011）

--

消化器最新看護

17-18(2012-2014)

--

小児がん

10-15,17-23,26,28[2,3],29[3],30,31[1-3],
32-48（1977-2011）
1-12（2006-2017）+

三省堂

購入

三省堂

購入

三省堂

-*10(2005)～メディカルオンラインで
閲覧可（最新6ヶ月閲覧不可）

48で廃刊

--

-購入

日本小児がん
看護研究会

32-50（2000-2018）+

購入

三省堂

shonihokenish 小児保健いしかわ
ikawa
shonihokenke 小児保健研究
nkyu

12-16（2000-2004）

--

shonikango

1-41（1978-2018）+

shonigankang 小児がん看護
o
shonigeka
小児外科

小児看護

13［4］,18［5］,27-74,75[1-5]（1954-2016）

shonikarinsho 小児科臨床

28-71（1975-2018）+

shonikashinry 小児科診療
o
shoninaika
小児内科

48[1-3,5-9,11-12],49,63-81（1985-2018）+

shoninoseishi 小児の精神と神経
ntoshinkei
shudanseishin 集団精神療法
ryoho
shusankiigaku 周産期医学
sodachinokag そだちの科学：こころの科学増刊
aku
sodangakuken 相談学研究
kyu
sogokango
綜合看護
sogokea

総合ケア

70巻記念号,71,74の講演集の所蔵あり
75[5]で冊子体終了、オンラインのみ。
*27(1969)～メディカルオンラインで閲覧可

-購入

丸善雄松堂

*17(1964)～メディカルオンラインで 購入
閲覧可（最新3ヶ月閲覧不可）
*58(1995)～メディカルオンラインで 購入
閲覧可（最新1年閲覧不可）
購入

三省堂

33-58（1993-2018）+

購入

三省堂

19-34（2003-2018）+

購入

日本集団精神
療法学会

5[4-12],6[1-10,12],7-10,11[1-5,別冊],15[2], 増刊欠号あり。
12-17の臨時増刊を所蔵。
18-48(1975-2018)+
1-30（2003-2018）+
「こころの科学」の増刊号

購入

三省堂

購入

三省堂

31[増刊],32-50（1999-2018）+

三省堂
三省堂

1-19（1968-1987）

20より 「カウンセリング研究」

--

1-48（1966-2013）

2013年で廃刊

--

1-17（1993-2007）

2007年で廃刊 *5[3](1995)～メディ - カルオンラインで閲覧可
購入

有隣堂

2011年で廃刊 *44(1995)～メディカ - ルオンラインで閲覧可
購入

有隣堂

sogorihabirite 総合リハビリテーション
shon
sogorinsho
綜合臨床

16-46（1988-2018）+

sosharuwakuk ソーシャルワーク研究
enkyu
soshikikagaku 組織科学

20-44（2000-2018）+

sutoresukaga ストレス科学
ku
taminarukea ターミナルケア

7[2-3],8[1-3],9[1-4],10[1,2,4]
11[1,2,4],12[1,3,4],13[1-2]（1992-1998）
1-14（1991-2004）

togoshitchosh
onohiroba
tokyoboseieis
eigakkaishi
tokyohokenka
gakugakkaishi

統合失調症のひろば：こころの科学
増刊
東京母性衛生学会誌

1-11（2013-2018）+

東京保健科学学会誌

1-6,7［1-2］（1998-2004）

27-50（1978-2001）

27-39（1993-2006）

2-29,30[S1-2],31-35（1986-2018）+
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*46-48(2012-2014)J-STAGEで閲
覧可
*25(2010)～J-STAGEで閲覧可

--

15より 「緩和ケア」

--

「こころの科学」の増刊号

--

購入

三省堂

寄贈

東京母性衛生
学会

7 [3]より「日本保健科学学会誌」7[1-2] - は「日本保健科学学会誌」で製本
*J-STAGEで閲覧可

和雑誌所蔵目録

2018/10/9

よみ
tokyotoeiseik
yokugakkaishi
tokyotofukush
ihokeniryogak
tokyotohokeni
ryogakkaishi
tonyobyo

雑誌名
東京都衛生局学会誌

所蔵
87-105（1991-2001）

備考
106より 「東京都保健医療学会誌」

東京都福祉保健医療学会誌

--

東京都保健医療学会誌

［平成17年度］,
2004年まで 「東京都保健医療学会
［平成19年度］-［平成22年度］（2005-2010） 誌」
105まで 「東京都衛生局学会誌」
106-108（2002-2004）

糖尿病

29[12],30-41(1986-1998)

*J-STAGEで閲覧可

--

tonyobyokea

糖尿病ケア

1-15（2004-2018）+

*2(2005)～メディカルオンラインで 購入
閲覧可（最新6ヶ月閲覧不可）
*15(2015)～メディカルオンラインで 寄贈
閲覧可
*メディカルオンラインで閲覧可
--

三省堂

三省堂

2005年より「東京都福祉保健医療学会誌」

区分 受入先
--

--

tonyobyotonin 糖尿病と妊娠
shin
toraumateikku トラウマティック・ストレス
sutoresu
tosekikea
透析ケア

1[3],2[2],3,4[1],5-18（2001-2018）+

uronashingu

1-9(1996-2004)

*11(2005)～メディカルオンラインで 購入
閲覧可（最新6ヶ月閲覧不可）
10[1]より「泌尿器ケア」
--

yondaigakuka 四大学看護学研究会雑誌
ngogakukenky
yuyu
ゆうゆう

1-3,4［1］（1978-1981）

4[2]より 「日本看護研究学会雑誌」 - -

22-68(1994-2014)

--

zenkokujichita 全国自治体病院協議会雑誌
ibyoinkyogikai
zenkokukango 全国看護教育学会誌
kyoikugakkais
zenkokukango 全国看護教育研究会誌
kyoikukenkyu

39-45（2000-2006）

--

ウロ・ナーシング

1-15（2003-2017）
1-24（1995-2018）+

1-10（1970-1978）

11より「全国看護教育研究会誌」

--

11-18（1980-1986）

10まで「全国看護教育学会誌」

--
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日本糖尿病・
妊娠学会

