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aichidaigaku
ippankyoikuke
nkyushitsu

愛知大学一般教育研究室
（愛知大学教養部）

一般教育論集 09160159 27(2004）,29,31-33,36-40,43,46-47,49-54(2017)+
※責任表示の変更: 15より愛知大学一般教育研究室
※出版者の変更: 15より愛知大学一般教育論集編集
委員会

R

aichiikadaigak
ukangogakubu

愛知医科大学看護学部 愛知医科大学看護学部紀要 13479873 1(2002)-5,7-16(2017)+

aichikenritsud
aigaku

愛知県立大学 愛知県立大学看護学部紀要 18848869 15（2009）-17（2011）+
※14まで「愛知県立看護大学紀要」 R

aichikenritsuk
angodaigaku

愛知県立看護大学 愛知県立看護大学紀要 13419382 1（1995）-14（2008）
※奥付による編集者表示: 愛知県立看護大学教育研
究委員会 (1巻 (1995)-)→愛知県立看護大学看護学術
情報センター (-v. 14 (2008))
※14 (2008)にはCD-ROM版付録あり
※15より「愛知県立大学看護学部紀要」

R

aichikenritsuk
angotankidaig
aku

愛知県立看護短期大学 愛知県立看護短期大学雑誌 03898377 1(1970)-3, 5-28(1996)

ainogakuin 藍野学院 紀要 - 1（1987）-5(1991)
※6より「藍野学院紀要」

ainogakuin 藍野学院 藍野学院紀要 09186263 6（1992）-29(2016)+
※5まで「紀要 / 藍野学院」

C
MO

ainogakuin Aino Gakuin［藍野学院］ ＡＩＮＯ　ＪＯＵＲＮＡＬ 1348480X 1(2002)-15（2016）+
C

MO

aizawabyoin 相澤病院 相澤病院医学雑誌 18820565 5(2007)-6, 9, 11(2013)+
※4まで「相澤病院雑誌」
※6・8・9別冊「相澤病院看護部講演集」あり

HP
MO

aizawabyoin 相澤病院 相澤病院雑誌 13478842 1[1]（2003）,3（2005）
※5より「相澤病院医学雑誌」

akitadaigakud
aigakuinigakuk
eikenkyuka

秋田大学大学院医学系研究
科

秋田大学大学院医学系研究
科保健学専攻紀要

18840167 17［2］（2009）, 18-21,22[1]（2014）+
※17[1]まで「秋田大学医学部保健学科紀要」 R

akitadaigakuig
akubuhokenga
kka

秋田大学医学部保健学科 秋田大学医学部保健学科紀
要

13478664 11（2003）-17［1］（2009）
※10まで「秋田大学医療技術短期大学部紀要」
※17[2]より「秋田大学大学院医学系研究科保健学専
攻紀要」

R

akitadaigakuir
yogijutsutanki
daigakubu

秋田大学医療技術短期大学
部

秋田大学医療技術短期大学
部紀要

09187812 1（1993）-10（2002）
※11より「秋田大学医学部保健学科紀要」 R

akitakangofuk
ushidaigakuchi
ikisougoukenk
yujo

秋田看護福祉大学地域総合
研究所

研究所報 1881171X 1（2006）-3（2008）
※2004年度まで秋田桂城短期大学

MO

akitakeijotanki
daigaku

秋田桂城短期大学 紀要 13438514 創刊[1]号（1996）-18（2005）
※2005年度より秋田看護福祉大学

akitakeijotanki
daigakuchiiki

秋田桂城短期大学地域総合
研究所

研究所報 1344431X 1（1997）-8（2005）
※2005年度より秋田看護福祉大学

aomorikenrits
uhokendaigak
u

青森県立保健大学 青森県立保健大学年報 13462865 創刊号（1999）-8（2006）
HP

aomorikenrits
uhokendaigak
u

青森県立保健大学 青森県立保健大学紀要 13455524 1(2000)-4（2003）
※5より「青森県立保健大学雑誌」 R

aomorikenrits
uhokendaigak
u

青森県立保健大学 青森県立保健大学雑誌 13493272 5（2004）-18（2017）+
※4まで「青森県立保健大学紀要」 R

asahikawadaig
akuhokenfuku
shigakubu

旭川大学保健福祉学部 旭川大学保健福祉学部研究
紀要

18837247 1（2009）-10（2018）+
HP

asahikawaikad
aigaku

旭川医科大学 旭川医科大学研究フォーラム 13460102 2（2001）-14（2014）+
※7特別号あり HP

asaigakuenho
ppokenseikats
ufukushi

浅井学園北方圏生活福祉研
究所

北方圏生活福祉研究所年報 1342761X 1(1995)-10(2004)
※奥付に表示された編集者の変更: 浅井学園北方圏
生活福祉研究所年報編集委員会 (Vol. 1 (1995)-)→北
海道浅井学園大学人間福祉学部北方圏生活福祉研
究所
※2007年4月より北翔大学
※機関名「A」で配架

R

ashikagatanki
daigaku

足利短期大学 足利短期大学研究紀要 03893278 17（1997）-38（2018）+
C
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baikajoshidaig
akutankidaiga
kubu

梅花女子大学短期大学部 梅花女子大学短期大学部研
究紀要

13499777 53（2004）, 55-56（2007）+
R
C

beppudaigakut
ankidaigakubu

別府大学短期大学部 別府大学短期大学部紀要 02864991 1（1982）-19, 30, 32-37（2018）+
R

biwakoseikeis
upotsudaigaku

びわこ成蹊スポーツ大学 研究紀要 13489399 創刊号（2003/2004）-7（2009/2010）
R

bunkajoshidaig
akumuroranta
nkidaigaku

文化女子大学室蘭短期大学 文化女子大学室蘭短期大学
研究紀要

03877329 28（2005）-30,32（2009）
R
C

bunkyodaigak
ujoshitankidai
gakubu

文教大学女子短期大学部 研究紀要 03855309 38（1994）,42-45,47-53（2010）
※2010年度より文教大学健康栄養学部管理栄養学科 R

bunkyogakuin
daigakusogoke
nkyujo

文京学院大学総合研究所 文京学院大学研究紀要 1347166X 3（2001）-6（2004）
※2まで「文京女子大学研究紀要」
※7より「文京学院大学人間学部研究紀要」

HP

bunkyogakuin
daigakusogoke
nkyujo

文京学院大学総合研究所 文京学院大学人間学部研究
紀要

18807569 7（2005）-12,15-19(2018)+
※6まで「文京学院大学研究紀要」 HP

bunkyogakuin
daigakusogoke
nkyujo

文京学院大学総合研究所 文京学院大学総合研究所紀
要

18830242 7（2006）-13,15-16(2015)
※17（2016）以降電子資料 (Web) HP

bunkyojoshida
igakusogoken

文京女子大学総合研究所 文京女子大学研究紀要 13453947 2（2000）
※3より「文京学院大学研究紀要」 HP

chibadaigaku 千葉大学 生命・環境・科学技術倫理研
究

- 3（1998）,6-8（2003）

chibadaigakuk
angogakubu

千葉大学看護学部 千葉大学看護学部紀要 03877272 1（1979）-32（2010）
※33より「千葉大学大学院看護学研究科紀要」 R

chibadaigakuk
angogakubu

千葉大学看護学部 千葉大学大学院看護学研究
科紀要

21859698 33(2011)-40(2018)+
※32まで「千葉大学看護学部紀要」 R

chibadaigakuk
angogakubufu
zoku

千葉大学看護学部附属看護
実践研究指導センター
（千葉大学大学院看護学研究
科附属看護実践研究指導セン

看護実践研究指導センター年
報

- 1（昭和57年度）-17,19,25,29,32,34-35(平成28年度）+
※責任表示・出版者の変更: 34号（2014）より千葉大学
大学院看護学研究科附属看護実践研究指導センター
※創立10周年記念誌（1992）あり

chibakeniryogi
jutsudaigakko
u

千葉県医療技術大学校 研究集録（保健学科・助産学
科）

- 平成2年度（1990）-平成3年度（1991）

chibakeniryogi
jutsudaigakko
u

千葉県医療技術大学校 事業概要 - 平成2年度（1990）-平成3年度（1991）

chibakenritsu
eiseitankidaig
aku

千葉県立衛生短期大学 千葉県立衛生短期大学紀要 02885034 1（1982）-27（2009）
※2009年度より千葉県立保健医療大学（千葉県医療
技術大学校と統合）

R

chibakenritsu
hokeniryodaig
aku

千葉県立保健医療大学 千葉県立保健医療大学紀要 18849326 1（2010）-8[1]（2017）+
※2008年度まで千葉県立衛生短期大学・千葉県医療
技術大学校（統合）

chiikikyukyusa
igaiiryokenkyu
kaihatsukikou

地域救急災害医療研究開発
機構

地域救急災害医療研究 13475924 7（2008）,9-11（2012）
※編者の変更: 4/5巻より北陸救急災害医療機構研究
部, 地域救急災害医療研究開発機構
※出版者の変更: 6巻より北陸救急災害医療機構

MO

chukyogakuin
daigakukangog
akubu

中京学院大学看護学部 中京学院大学看護学部紀要 21854742 1（2011）-7, 8[1](2018)+
MO

daigakuhyokag
akuijuyokiko

大学評価・学位授与機構 大学評価・学位研究 18800343 17(2016)+
※関連資料「独立行政法人大学改革支援・学位授与
機構概要」最新版の所蔵あり（新版差替）

R

dohodaigakus
hakaifukushiga
kubu

同朋大学社会福祉学部 同朋福祉. 人間福祉編 13422464 4（1998）-6（2000）
※7（2001）より「同朋福祉」

dohodaigakus
hakaifukushiga
kubu

同朋大学社会福祉学部 同朋福祉. 社会福祉編 13422456 4（1998）-6（2000）
※7（2001）より「同朋福祉」

dohodaigakus
hakaifukushiga
kubu

同朋大学社会福祉学部 同朋福祉 13463322 7（2001）-10, 12-13, 15-23（2017）+
※6まで「同朋福祉（社会福祉編）」「同朋福祉（人間福
祉編）」

dokkyoikadaig
akukangogaku
bu

獨協医科大学看護学部 獨協医科大学看護学部紀要 18830005 1（2007）-3, 5（2011）-10(2016)+

ehimekenritsui
ryogijutsudaig
aku

愛媛県立医療技術大学 愛媛県立医療技術大学紀要 18805477 1（2004）-9（2012）+
※2003年度まで愛媛県立医療技術短期大学

R
R

2 ページ



所蔵紀要目録 2018/8/2　更新

*全文リンク先　HP：ホームページ　R：リポジトリ　C：CiNii　MO：メディカルオンライン（学内のみ）　閲覧可能巻号の範囲は蔵書検索（OPAC）参照のこと

よみ 機関名 誌名 ISSN/ISBN 所蔵 全文*
ehimekenritsui
ryogijutsutank
i

愛媛県立医療技術短期大学 愛媛県立医療技術短期大学
紀要

09153012 1（1988）-16（2003）
※Suppl.（1993）1冊は所蔵不明
※2004年度より愛媛県立医療技術大学

emuoekenkou
kagakusenta

財団法人 エム・オー・エー健康
科学センター

エム・オー・エー健康科学セン
ター研究報告集

18804578
21871582

8（1999）,11-15,18-21(2017)+
HP

fujitahokeneis
eidaigaku

藤田保健衛生大学衛生学部 藤田保健衛生大学衛生学部
教育研究評価報告書

- （2004）
※2001年版（2002）まで「藤田保健衛生大学衛生学部
年報」

fujitahokeneis
eidaigaku

藤田保健衛生大学衛生学部 藤田保健衛生大学衛生学部
年報
(SCHOOL OF HEALTH

- （1996）-（1998）
※2002年版（2003）より「藤田保健衛生大学衛生学部
教育研究評価報告書」

fukuidaigakuig
akubu

福井大学医学部 福井大学医学部研究雑誌 13488562 4（2003）-13（2012）+
※3まで「福井医科大学研究雑誌」

R
R

MO

fukuiikadaigak
u

福井医科大学 福井医科大学研究雑誌 13453890 1（2000）-3（2002）
※4より「福井大学医学部研究雑誌」

R
R

MO

fukuikenritsud
aigakukango

福井県立大学看護短期大学
部

福井県立大学看護短期大学
部論集

13403486 創刊号（1994）-13（2001）

fukuikenritsut
ankidaigaku

福井県立短期大学 福井県立短期大学研究紀要 03866262 1（1976）-18（1993）

fukuokakenrit
sudaigakukang
ogakubu

福岡県立大学看護学部 福岡県立大学看護学部紀要 13488104 1（2003）-3（2005-2006）
※4より「福岡県立大学看護学研究紀要」 R

fukuokakenrit
sudaigakukang
ogakubu

福岡県立大学看護学部 福岡県立大学看護学研究紀
要

13488104 4（2007）-11,13-15（2018）+
※3まで「福岡県立大学看護学部紀要」

R
R

fukuokakenrit
sukangosenm
ongakko

福岡県立看護専門学校 看護研究論文集 - 6(1983)-26(2003)

fukushimakenr
itsuikadaigaku

福島県立医科大学 福島県立医科大学看護学部
紀要

13446975 1（1999）-20（2018）+
R

MO

gifudaigakuiry
ogijutsutanki

岐阜大学医療技術短期大学
部

岐阜大学医療技術短期大学
部紀要

13412728 1（1994）-7（2001）
R

gifuiryogijutsu
tankidaigaku

岐阜医療技術短期大学 岐阜医療技術短期大学紀要 09120513 6（1990）-21（2005）
※2007年より「岐阜医療科学大学紀要」

C
MO

gifuiryokagaku
daigaku

岐阜医療科学大学 岐阜医療科学大学紀要 18819168 1（2007）-12（2018）+
※2005年まで「岐阜医療技術短期大学紀要」

C
MO

gifukenritsuka
ngodaigaku

岐阜県立看護大学 岐阜県立看護大学紀要 13462520 1（2001）-11, 14-17, 18[1]（2018）+
※12-13は所蔵不明 HP

R
MO

gifukenritsuka
ngodaigakukin
o

岐阜県立看護大学機能看護
学講座

岐阜県立看護大学機能看護
学講座教育と研究

13484443 1（2003）-6（2008）

ginkyogakuent
ankidaigaku

銀杏学園短期大学 銀杏学園紀要 03856259 9（1985）-10,14-17,19-28（2003）
※2003年度より熊本保健科学大学 C

gunmadaigaku
daigakuin

群馬大学大学院保健学研究
科

群馬保健学研究 13434179 37（2016）+
※36まで「群馬保健学紀要」

gunmadaigakui
gakubuhoken

群馬大学医学部保健学科
（群馬大学大学院保健学研究
科）

群馬保健学紀要 13434179 18（1997）-36（2015）
※責任表示及び出版者の変更: 32より群馬大学大学
院保健学研究科
※37より「群馬保健学研究」

R
MO

gunmadaigakui
ryogijutsutank
idaigakubu

群馬大学医療技術短期大学
部

紀要 03897540 1（1980）-4（1983）
※5より「群馬大学医療技術短期大学部紀要」 R

gunmadaigakui
ryogijutsutank
idaigakubu

群馬大学医療技術短期大学
部

群馬大学医療技術短期大学
部紀要

03897540 5（1984）-17（1996）
※4まで「紀要 / 群馬大学医療技術短期大学部」
※18より「群馬保健学紀要」

R

gunmairyofuku
shidaigaku

昌賢学園群馬医療福祉大学
（群馬医療福祉大学大学院）

群馬医療福祉大学紀要 21877092 1（2012）-5（2016）+
※機関名「G」で配架

gunmakenritsu
iryotankidaiga
ku

群馬県立医療短期大学 群馬県立医療短期大学紀要 13403893 1（1994）-12（2005）
※2006年3月より「群馬県立県民健康科学大学紀要」 C

gunmakenritsu
kenminkenkou
kagakudaigaku

群馬県立県民健康科学大学 群馬県立県民健康科学大学
紀要

18810691 1（2006）-13（2018）+
※2005年3月まで「群馬県立医療短期大学紀要」

R
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gunmapasudai
gaku

群馬パース大学
(Gumma Paz College)

群馬パース大学紀要 18802923 1（2005）-20（2015）
※2005年3月まで「群馬パース学園短期大学紀要」 R

gunmapasugak
uentankidaiga
ku

群馬パース学園短期大学 群馬パース学園短期大学紀
要

13477269 4［2］（2002）-7［1］（2005）
※4[1]まで「群馬パース看護短期大学紀要」
※2005年9月より「群馬パース大学紀要」

C

gunmapasuka
ngotankidaiga
ku

群馬パース看護短期大学 群馬パース看護短期大学紀
要

13446568 1（1999）-4［1］（2002）
※4[2]より「群馬パース学園短期大学紀要」

gunmashakaif
ukushidaigaku

昌賢学園群馬社会福祉大学
大学院
（群馬医療福祉大学大学院）

群馬社会福祉論叢 1884023X 1（2008）-3（2010）+
※責任表示及び出版者の変更: 2より群馬医療福祉大
学大学院
※機関名「G」で配架

gunmashakaif
ukushidaigaku

昌賢学園群馬社会福祉大学,
群馬社会福祉大学短期大学
部

學校法人昌賢學園論集 13477846 9（2010）-12(2013）+
※機関名「G」で配架

gunmashakaif
ukushitanki

昌賢学園群馬社会福祉短期
大学

研究紀要 13438891 1（1998）-2（1999）
※3より「群馬社会福祉短期大学紀要」
※機関名「G」で配架

gunmashakaif
ukushitankidai

昌賢学園群馬社会福祉短期
大学

群馬社会福祉短期大学紀要 13438891 3（1999）-5（2001）
※2まで「研究紀要 / 昌賢学園群馬社会福祉短期大
学」
※2003年より「学校法人昌賢学園論集」
※機関名「G」で配架

himejidaigaku
kangogakubu

姫路大学看護学部 姫路大学看護学部紀要 24325937 8（2016）+
※7まで「近大姫路大学看護学部紀要」

himejisekijujib
yoin

姫路赤十字病院 姫路赤十字病院誌 09148019 24（2000）-41(2017)+
R

hirosakidaigak
uchiikishakaik
enkyukai

弘前大学地域社会研究会
弘前大学大学院地域社会研
究科

地域社会研究 18833691 6（2013）-11(2018)+
HP

hirosakidaigak
uigakubuhoke
n

弘前大学医学部保健学科 弘前大学医学部保健学科紀
要

13471112 1（2002）-3（2004）
※4（2005）以降電子資料 (Web) HP

hirosakidaigak
uiryogijutsu

弘前大学医療技術短期大学
部

弘前大学医療技術短期大学
部紀要

0385793X 1（1976）-25（2001）
R

hirosakigakuin
daigakukangog
akubu

弘前学院大学看護学部 弘前学院大学看護紀要 18808867 1（2006）-13（2018）+
R

hirosakiiryofuk
ushidaigaku

弘前医療福祉大学 弘前医療福祉大学紀要 21850550 2（2011）8,9[1](2018)+
R

hiroshimabunk
agakuendaigak
ukangogakubu

広島文化学園大学看護学部
※2008年度まで呉大学看護学
部

看護学統合研究 13460692 1（1999）-18,19[2]（2017）+
※編集者表示変更: 10[2]まで呉大学看護学部紀要編
集委員会→11[1]より広島文化学園大学看護学部編集
委員会

R
MO

hiroshimadaig
akuigakubu

広島大学医学部保健学科
（広島大学保健学出版会）

広島大学保健学ジャーナル 13477323 1(2001)-15（2018）+
※責任表示及び出版者の変更: 2[1]より広島大学保健
学出版会

R

hiroshimakenri
tsuhokenfuku
shi

広島県立保健福祉大学 広島県立保健福祉大学誌人
間と科学

13463217 1（2001）-5（2005）
※6より『県立広島大学保健福祉学部誌「人間と科
学」』

R

hiroshimakenri
tsuhokenfuku
shitanki

広島県立保健福祉短期大学 広島県立保健福祉短期大学
紀要

13420070 1（1995）-5（2000）
R

hiroshimakoku
saidaigaku

広島国際大学 広島国際大学看護学ジャーナ
ル

13495917 1（2004）-9（2011）+
R

hokkaidoasaig
akuendaigaku

北海道浅井学園大学 北方圏生活福祉研究所年報 1342761X →機関名「浅井学園北方圏生活福祉研究所」（よみ
「hokkaidoasaigakuendaigakuhoppoken...」）を見よ

hokkaidodaiga
kuiryogijutsut
anki

北海道大学医療技術短期大
学部

北海道大学医療技術短期大
学部紀要

09152083 1（1998）-15（2002）
R

hokkaidoiryod
aigaku

北海道医療大学 北海道医療大学看護福祉学
部紀要

13404709 1（1994）-24（2017）+
R

hokkaidoiryod
aigaku

北海道医療大学看護福祉学
部学会

北海道医療大学看護福祉学
部学会誌

13498967 1（2005）-11（2015）+
R

hokurikukyuky
usaigaiiryokiko
u

北陸救急災害医療機構 地域救急災害医療研究 13475924 →機関名「地域救急災害医療研究開発機構」（よみ
「chiikikyukyusaigaiiryokenkyu...」）を見よ

hyogokenkoko
ronokeasenta

兵庫県こころのケアセンター 心的トラウマ研究 18802109 1（2005）-10（2014）+
※タイトル関連情報の変更: 2より「兵庫県こころのケア
センター研究紀要」

4 ページ



所蔵紀要目録 2018/8/2　更新

*全文リンク先　HP：ホームページ　R：リポジトリ　C：CiNii　MO：メディカルオンライン（学内のみ）　閲覧可能巻号の範囲は蔵書検索（OPAC）参照のこと

よみ 機関名 誌名 ISSN/ISBN 所蔵 全文*
hyogokennritu
daigakuchiikik
ea

兵庫県立大学地域ケア開発研
究所

兵庫県立大学地域ケア開発
研究所研究活動報告集

13485717
21895651

5（2011)-9（2015);1(2016)-3（2018）+
※9は10周年記念誌＆研究活動報告集
※2016より新たに1巻を刊行
※3まで「兵庫県立大学看護学部附置研究所推進セン
ター3年間の研究活動報告集」

hyogokennritu
daigakuchiikik
ea

兵庫県立大学地域ケア開発研
究所

兵庫県立大学看護学部附置
研究所推進センター3年間の
研究活動報告集

13485717 3（2005）
※2まで「兵庫県立看護大学附置研究所推進センター
研究報告集」
※2006より「兵庫県立大学地域ケア開発研究所研究
活動報告集」

hyogokenritsu
daigakukangog
akubu

兵庫県立大学看護学部 兵庫県立大学看護学部紀要
(背のタイトル：University of
Hyogo College of Nursing Art
and Science Bulletin)

13498991 12（2005）-13（2006）
※11まで「兵庫県立看護大学紀要」
※14より「兵庫県立大学看護学部・地域ケア開発研究
所紀要」

R
MO

hyogokenritsu
kangodaigaku-
ke

兵庫県立大学看護学部 兵庫県立大学看護学部共同
研究報告書

- 平成15・16年度（2003-2004）
※平成13・14年度まで「兵庫県立看護大学共同研究報
告書」

hyogokenritsu
daigakukangog
akubuchiikikea
kaihatsukenky
ujo

兵庫県立大学看護学部・地域
ケア開発研究所

兵庫県立大学 看護学部・地
域ケア開発研究所 紀要

18816592 14（2007）-25（2018）+
※13まで「兵庫県立大学看護学部紀要」 HP

R
MO

hyogokenritsu
kangodaigaku-
f

兵庫県立看護大学附置研究
所推進センター

兵庫県立看護大学附置研究
所推進センター研究報告集

13485717 1(2003)-2（2004）
※3より「兵庫県立大学看護部附置研究所推進セン
ター3年間の研究活動報告集」

hyogokenritsu
kangodaigaku-
ke

兵庫県立看護大学 兵庫県立看護大学共同研究
報告書

- 平成5・6年度（1993-1994）-平成13・14年度（2001-
2002）
※平成15・16年度より「兵庫県立大学看護学部共同研
究報告書」

hyogokenritsu
kangodaigaku-
ki

兵庫県立看護大学 兵庫県立看護大学紀要
(背のタイトル：College of
Nursing Art and Science

13404814 1（1994）-11（2004）
※12より「兵庫県立大学看護学部紀要」

R
MO

hyougoiryouda
igaku

兵庫医療大学 兵庫医療大学紀要 21876231 1（2013）-3(2015)
R

ibarakijoshitan
kidaigaku

茨城女子短期大学 茨城女子短期大学紀要 02875918 25（1998）-29（2002）+
HP
C

ibarakikenrits
uiryodaigaku

茨城県立医療大学 茨城県立医療大学紀要 13420038 10（2005）-19（2014）+ HP
C

MO

ibarakikirisuto
kyodaigaku

茨城キリスト教大学 看護学部
看護学科

茨城キリスト教大学看護学部
紀要

18839525 1（2009）-9[1]（2017）+
MO

iidajoshitankid
aigaku

飯田女子短期大学 飯田女子短期大学紀要 09128573 14（1997）-29（2012）+
R

iidajoshitankid
aigakukangoga
kka

飯田女子短期大学看護学科 飯田女子短期大学看護学科
年報

13442341 1（1997）-8（2005）

ishikawakenrit
sukangodaigak
u

石川県立看護大学 石川看護雑誌 13490664 1（2004）-2,3［2］,4-15（2018）+
HP
R

ishikawakenrit
sukangodaigak
u

石川県立看護大学附属地域ケ
ア総合センター

石川県立看護大学附属地域
ケア総合センター事業報告書

- 11（2013）-13（2015）+
※9（2012）は所蔵不明 HP

iwatejoshikang
otankidaigaku

岩手女子看護短期大学 岩手女子看護短期大学紀要 13407058 1（1993）-6（1998）
※7より「岩手看護短期大学紀要」 C

iwatekangotan
kidaigaku

岩手看護短期大学 岩手看護短期大学紀要 13407058 7（2007）-9（2009）+
※6まで「岩手女子看護短期大学紀要」

iwatekenritsu
daigakukango

岩手県立大学看護学部 岩手県立大学看護学部紀要 13449745 1（1999）-17（2015）+
R

jichiikadaigaku
kangogakubu

自治医科大学看護学部 自治医科大学看護学部紀要 13481177 1（2003）-4（2006）
※2001まで「自治医科大学看護短期大学紀要」
※5より「自治医科大学看護学ジャーナル」

HP

jichiikadaigaku
kangogakubu

自治医科大学看護学部 自治医科大学看護学ジャーナ
ル

18829880
21854475

5（2007）-6,11-15（2017）+
※4まで「自治医科大学看護学部紀要」
※7から10までCD-ROM版→11から冊子体へ変更

HP
MO

jichiikadaigaku
kangogakubu

自治医科大学看護学部 自治医科大学看護学ジャーナ
ル. [CD-ROM版]

18829880 9（2011）
※4まで「自治医科大学看護学部紀要」
※6までは冊子体→7から10までCD-ROM版→11から
冊子体へ変更

HP
MO

jichiikadaigaku
kangotankidai
gaku

自治医科大学看護短期大学 自治医科大学看護短期大学
紀要

0916-703X 1（1991）-9（2001）
※2003より「自治医科大学看護学部紀要」
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jobudaigakuka
ngogakubu

上武大学看護学部 上武大学看護学部紀要 1880747X 1（2006）-4（2008）
※5より電子資料 (Web) R

jobudaigakuka
ngogakukenky
ujo

上武大学看護学研究所 上武大学看護学研究所紀要 13486624 1（2003）-2（2004-2005）
R

jochidaigakuso
goningenkagak
ubu

上智大学総合人間科学部看
護学科

上智大学総合人間科学部看
護学科紀要

24239526 1（2015）-3（2017）+
R

josaikokusaida
igaku

城西国際大学 城西国際大学紀要. 看護学部 09194967 21[1]（2012）+
HP

junseitankidai
gaku

順正短期大学 順正短期大学研究紀要 03896188 10（1980）-38（2009）
※9まで「研究紀要 / 順正短期大学」
※2010年度より吉備国際大学短期大学部に改称

C

junseitankidai
gaku

順正短期大学 研究紀要 03896188 1（1971）-9（1979）
※10より「順正短期大学研究紀要」

juntendodaiga
kuiryokangoga
kubu

順天堂大学医療看護学部 医療看護研究 13498630 1（2005）-12,13[2],14[2]（2018）+
HP
C

juntendoiryota
nkidaigaku

順天堂医療短期大学 順天堂医療短期大学紀要 09156933 1（1990）-15（2004）
C

kagawadaigak
u

香川大学医学部看護学科 香川大学看護学雑誌 13498673 9（2005）-16,18（2014）
※8まで「香川医科大学看護学雑誌」
※19より電子資料 (Web)
※17は所蔵不明

R
C

kagawaikadaig
aku

香川医科大学医学部看護学
科

香川医科大学看護学雑誌 13428926 1（1997）-8（2004）
※9より「香川大学看護学雑誌」

kagawakenrits
uhokeniryodai
gaku

香川県立保健医療大学 香川県立保健医療大学紀要 13495720 1（2004）-5（2008）
※2003まで「香川県立医療短期大学紀要」
※2009より「香川県立保健医療大学雑誌」

R

kagawakenrits
uhokeniryodai
gaku

香川県立保健医療大学 香川県立保健医療大学雑誌 18841872 1（2009）-9（2018）+
※2008まで「香川県立保健医療大学紀要」 R

kagawakenrits
uiryotankidaig
aku

香川県立医療短期大学 香川県立医療短期大学紀要 13455257 1（1999）-5（2003）
※2004より「香川県立保健医療大学紀要」 R

kagoshimadaig
akuigakubu

鹿児島大学医学部保健学科 鹿児島大学医学部保健学科
紀要

13462180 11（2000-2001）-22, 24-25（2015）+
R

kagoshimajosh
itankidaigaku

鹿児島女子短期大学 鹿児島女子短期大学紀要 02868970 26（1991）-49,51-54（2018）+
※25まで「紀要 / 鹿児島女子短期大学」 R

kagoshimajosh
itankidaigaku

鹿児島女子短期大学 鹿児島女子短期大学紀要 02868970 9（1974）,11-18（1983）
※21より「紀要 / 鹿児島女子短期大学」 R

kagoshimajosh
itankidaigaku

鹿児島女子短期大学 紀要 02868970 22（1987）-25（1990）
※20まで「鹿児島女子短期大学紀要」
※26より「鹿児島女子短期大学紀要 / 鹿児島女子短
期大学 [編]」

R

kagoshimajuns
hinjoshidaigak
u

鹿児島純心女子大学 鹿児島純心女子大学看護栄
養学部紀要

13484303 7（2003）-22（2018）+
※.6まで「鹿児島純心女子大学看護学部紀要」 R

kagoshimajuns
hinjoshidaigak
u

鹿児島純心女子大学 鹿児島純心女子大学看護学
部紀要

13421468 1（1996）-6（2002）
※責任者および出版者表示の変更: 鹿児島純心女子
大学→鹿児島純心女子大学看護学部
※7より「鹿児島純心女子大学看護栄養学部紀要」

kanagawakenri
tsueiseitankid
aigaku

神奈川県立衛生短期大学 神奈川県立衛生短期大学紀
要

03886042 1（1968）,3,5-36（2003）
※2003年度より神奈川県立保健福祉大学

kanagawakenri
tsuhiratsukak
angosenmong

神奈川県立平塚看護専門学
校

神奈川県立平塚看護専門学
校紀要

18806392 18(2016)+

kanagawakenri
tsuhokenfuku
shidaigaku

神奈川県立保健福祉大学 神奈川県立保健福祉大学誌 13494775 1（2004）-14, 15[1]（2018）+
※2002年度まで神奈川県立衛生短期大学 R

kanagawakenri
tsuhokenfuku
shidaigakujiss
enkyoikusenta

神奈川県立保健福祉大学実
践教育センター

看護教育研究集録. 教員養成
課程. 看護教員養成コース

13495259 29（2003）-35（2009）
※28まで「看護教育研究集録. 看護教育学科. 看護教
員養成課程 / 神奈川県立看護教育大学校」
※36より「看護教育研究集録. 教員・教育担当者養成
課程. 看護コース」

kanagawakenri
tsuhokenfuku
shidaigakujiss
enkyoikusenta

神奈川県立保健福祉大学実
践教育センター

看護教育研究集録. 教員・教
育担当者養成課程. 看護コー
ス

21872465 36（2010）-37（2011）
※35まで「看護教育研究集録. 教員養成課程. 看護教
員養成コース」
※38より「看護教育研究集録. 教員・教育担当者養成
課程. 看護コース. [DVD-ROM版] 」
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kanagawakenri
tsuhokenfuku
shidaigakujiss
enkyoikusenta

神奈川県立保健福祉大学実
践教育センター

看護教育研究集録. 教員・教
育担当者養成課程. 看護コー
ス. [DVD-ROM版]

21872368 38（2012）-40（2015）+
※37まで「看護教育研究集録. 教員・教育担当者養成
課程. 看護コース[冊子体]」

kanagawakenri
tsukangokyoik
u

神奈川県立看護教育大学校
専門看護科

事例研究集録（専門看護学
科）

- 8（1984）-23（1999）

kanagawakenri
tsukangokyoik
udai

神奈川県立看護教育大学校 紀要 09104453 1（1978）-2,4-26（2003）

kanagawakenri
tsukangokyoik
udaigakkou

神奈川県立看護教育大学校 看護研究集録. 看護教育学科 - 昭和50年度(1975),　昭和53年度-昭和62年度；14-18
号（1993）
※19より「看護教育研究集録. 看護教育学科. 看護教
員養成課程」

kanagawakenri
tsukangokyoik
udaigakkou

神奈川県立看護教育大学校 看護教育研究集録. 看護教育
学科. 看護教員養成課程

13418661 19(1994)-28(2003)
※18まで「看護研究集録. 看護教育学科」
※19-20の背表紙は「看護研究集録」とあり
※29より「看護教育研究集録. 教員養成課程. 看護教
員養成コース / 神奈川県立保健福祉大学実践教育セ
ンター」

kanagawakenri
tsukangokyoik
udaikangokanr
i

神奈川県立看護教育大学校
看護管理学科

看護管理論集録 - 平成4年度（1992）-平成11年度（1999）
※平成12年度より「看護管理学科集録」

kanagawakenri
tsukangokyoik
udaikangokanr
igkka

神奈川県立看護教育大学校
看護管理学科

看護管理学科集録 - 平成12年度（2000）-平成14年度（2002）
※平成11年度まで「看護管理論集録」

kanagawakenri
tsukodomoiry
osenta

神奈川県立こども医療セン
ター

こども医療センター医学誌 03012654 16（1987）-24,25［1-2］（1996）

kanagawakenri
tsukodomoiry
osentakangok
enkyukai

神奈川県立こども医療セン
ター　看護研究会

看護研究集録 09136657 3（1972）-5,10,12（1986）

kanagawakens
ogorihabirites
honsenta

神奈川県総合リハビリテーショ
ンセンターリハビリテーション工
学研究室

リハビリテーション工学研究 - 12（1991）-22（2001）
※22の責任表示: 神奈川県総合リハビリテーションセ
ンター,リハビリテーション工学科リハビリテーション工
学研究室

kanagawakens
ogorihabirites
honsenta

神奈川県総合リハビリテーショ
ンセンター

神奈川県総合リハビリテーショ
ンセンター紀要

02853477 9（1982）-41（2015）+

kanazawadaig
akuigakubuho
ken

金沢大学医学部保健学科 金沢大学つるま保健学会誌 13468502 25（2001）-40[2]（2016）
※24まで「金沢大学医学部保健学科紀要」
※41より「Journal of wellness and health care / ウェル
ネス・ヘルスケア学会」

R

kanazawadaig
akuigakubuho
ken

金沢大学医学部保健学科 金沢大学医学部保健学科紀
要

13427318 20（1996）-24（2000）
※19まで「金沢大学医療技術短期大学部紀要」
※25より「金沢大学つるま保健学会誌」 R

kanazawadaig
akuiryogijutsu
tanki

金沢大学医療技術短期大学
部

金沢大学医療技術短期大学
部紀要

03867072 1（1977）-3,6-10,13-19（1995）
※11-12は所蔵不明 R

kansaiiryodaig
aku

関西医療大学 関西医療大学紀要 18819184 2（2008）-11[1]（2017）+
※2006まで「関西鍼灸大学紀要」

HP
C

kansaikanngoi
ryoudaigaku

関西看護医療大学 関西看護医療大学紀要 18835686 1（2009）-9,10[1]（2018）+
C

kansaishinkyu
daigaku

関西鍼灸大学 関西鍼灸大学紀要 13495739 1（2004）-3（2006）
※2007年より「関西医療大学紀要」 C

kateikyoikuke
nkyujo

[小平記念会]家庭教育研究所 家庭教育研究所紀要 - →機関名「小平記念会家庭．．．」（よみ
「odairakinenkai...」）を見よ

kawasakiiryofu
kushigakkai

川崎医療福祉学会 川崎医療福祉学会誌 09174605 1（1991）-16,17［1］（2007）
※17はSuppl.あり

HP
C

kawasakiiryot
ankidaigaku

川崎医療短期大学 川崎医療短期大学紀要 02873028 8（1988）,18-32（2012）+
R

kawasakimedi
cal

Ｔｈｅ　Ｋａｗａｓａｋｉ　Ｍｅｄｉｃａｌ
Ｗｅｌｆａｒｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
[川崎医療福祉学会］

Ｋａｗａｓａｋｉ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍｅ
ｄｉｃａｌ Ｗｅｌｆａｒｅ

13415077 1（1995）-12,13［1］（2007）+
R
C

kawasakishirit
sukangotankid
aigaku

川崎市立看護短期大学 川崎市立看護短期大学紀要 13421921 1（1996）-21（2016）
※22以降電子資料 (Web) R
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keiogijukukang
otankidaigaku

慶應義塾看護短期大学 慶應義塾看護短期大学紀要 09170979 1（1991）-13（2003）
※5, 8-12は特別増刊号あり

kenkokagakud
aigaku

健康科学大学 健康科学大学紀要 18825540 1（2005）-8（2012）
HP
C

kenritsuhirosh
imadaigaku

県立広島大学 人間と科学 : 県立広島大学保
健福祉学部誌

13463217 6（2006）-14（2014）+
※5まで『広島県立保健福祉大学誌人間と科学』

R

kenritsuhirosh
imadaigakusei
meikankyogak
ubu

県立広島大学生命環境学部 生命環境学術誌 1883650X 1（2009）-4,6-7（2015）+

R

kenritsunagas
akishiborutod
aigaku

県立長崎シーボルト大学　看
護栄養学部

県立長崎シーボルト大学看護
栄養学部紀要

13466380 創刊号(2000年度）-8(2007年度）
※9より「長崎県立大学看護栄養学部紀要」 R

kibikokusaidai
gaku

吉備国際大学 吉備国際大学保健科学部研
究紀要

13418904 2（1997）-13（2008）
R

kimurakangok
enkyujoseishi
nkzaidan

木村看護研究助成振興財団 看護研究集録 - 4(1997)-16, 22, 24（2017）+
※3まで「研究報告 / 木村看護教育振興財団」

kimurakangok
yoikusinkozaid
an

木村看護教育振興財団 研究報告 - 1(1995)-3(1996)
※4より「看護研究集録 / 木村看護研究助成振興財
団」

kindaihimejidai
gaku
kangogakubu

近大姫路大学看護学部 近大姫路大学看護学部紀要 18834507 1（2008）-7（2014）
※8より「姫路大学看護学部紀要」

kiryudaigaku 桐生大学 桐生大学紀要 21864748
13424076

21（2010）-27（2016）
※18まで「桐生短期大学紀要」
※28（2017）以降電子資料 (Web)

R

kiryutankidaig
aku

桐生短期大学 桐生短期大学紀要 13424076 13（2002）,16-18（2007）
※19より「桐生大学紀要」 R

kitasatodaigak
ukangogakubu

北里大学看護学部 北里看護学誌 09188398 1（1992）-18,19[1]（2017）+

kitasatodaigak
ukangokyariak
aihatsukenkyu
senta

北里大学看護キャリア開発・研
究センター

北里大学看護キャリア開発・
研究センター紀要

- 1（2007）-11(2017)+
※8を除き「北里看護研究会集録」と合綴

kitasatodaigak
ukangokyariak
aihatsu

北里大学看護キャリア開発・研
究センター

北里看護研究会集録 - 14(2014)+
※7から13と15から16は「北里大学看護キャリア開発・
研究センター紀要」と合冊

kobeshikango
daigaku

神戸市看護大学 神戸市看護大学紀要 13429027 1（1997）-10,12-20（2016）+
R

kobeshikango
daigakutankid
aigakubu

神戸市看護大学短期大学部 紀要 13428209 16（1997）-24（2005）
※15まで「紀要 / 神戸市立看護短期大学」 C

kobeshiritsuka
ngotankidaiga
ku

神戸市立看護短期大学 紀要 02896524 1（1982）-15（1996）
※16より「紀要 / 神戸市看護大学短期大学部」 C

kobetokiwadai
gakukobetoki
watankidaigak
ubu

神戸常盤大学・神戸常盤大学
短期大学部

神戸常盤大学紀要 18845487 創刊号(2009)
※2007年度まで神戸常盤短期大学 HP

R

kobetokiwatan
kidaigaku

神戸常盤短期大学 神戸常盤短期大学紀要 03899578 23(2001)-29（2007）
※2008年度より神戸常盤大学

HP
R

kochiikadaigak
u

高知医科大学 高知医科大学紀要 13430793 14（1998）-19（2003）
R

kochijoshidaig
aku
kangogakkai

高知女子大学看護学会 高知女子大学看護学会集録 - 10(1984),13-16,18-22(1996)
R

kochijoshidaig
aku
kangogakubu

高知女子大学 高知女子大学紀要. 看護学部
編

13448269 48（1999）-60（2011）
※47まで「高知女子大学紀要. 自然科学編」
※61より「高知県立大学紀要. 看護学部編」

kochijoshidaig
aku
seikatsukagak
ubu

高知女子大学 高知女子大学紀要. 生活科学
部編

13448250 48（1999）,50-53（2004）
※47まで「高知女子大学紀要. 自然科学編」
※49は刊行されず
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kochijoshidaig
aku
shizenkagaku

高知女子大学 高知女子大学紀要. 自然科学
編

04522486 34（1986）-47（1998）
※48より「高知女子大学紀要. 看護学部編」「高知女子
大学紀要. 生活科学部編」「高知女子大学紀要. 社会
福祉学部編」

kochijoshidaig
aku
syakaifukushig
akubu

高知女子大学 高知女子大学紀要. 社会福祉
学部編

13448277 48（1999）-60（2011）
※47まで「高知女子大学紀要. 自然科学編」
※61より「高知県立大学紀要. 社会福祉学部編」

kochikennritu
daigaku

高知県立大学 高知県立大学紀要. 看護学部
編

13448269 61（2012）-65（2016）
※60まで「高知女子大学紀要. 看護学部編」 R

kochikennritu
daigaku

高知県立大学 高知県立大学紀要. 社会福祉
学部編

13448277 61（2012）-65（2016）
※60まで「高知女子大学紀要. 社会福祉学部編」 R

kochisekijujiby
oin

高知赤十字病院 高知赤十字病院医学雑誌 09197427 1(1993)-21,22[1](2017)+
R

kodomononijij
ohokenshusen
ta

横浜博萌会子どもの虹情報研
修センター（日本虐待・思春期
問題情報研修センター）

子どもの虹情報研修センター
紀要

- 2（2004）-9（2011）
※機関名「K」で配架 HP

kogakkandaiga
kusyakaifukus
higakkai

皇學館大學　社会福祉学会 皇學館大學社会福祉論集 13449907 1（1998）-10（2007）

kogakkandaiga
kusyakaifukus
higakubu

皇學館大學　社会福祉学部 皇學館大學社会福祉学部紀
要

13444581 1（1998）-10（2007）

kokuritsuhoke
nniryoukagaku
in

国立保健医療科学院 保健医療科学 13476459 62[1](2013), 63[1],64[4],67[2](2018)+
※61まで雑誌扱い

HP

kokuritsukang
odaigakko

国立看護大学校 国立看護大学校研究紀要 13473611 1（2002）-12（2013）
※13は刊行後、発行所の要請により廃棄。電子資料
（Web)は利用可能
※14より電子資料（Web)

HP

kokuritsuryoy
ojochububyoin

国立療養所中部病院　長寿医
療研究センター

国立療養所中部病院長寿医
療研究センター年報

13423835 3（1997）-8（2002）

kokuritsuryoy
ojochububyoin

国立療養所中部病院・長寿医
療研究センター

財団法人長寿科学振興財団
長寿科学国際共同研究事業
日米共同研究報告書

- 平成9年度（1997）-平成12年度（2000）

kokuritsuryoy
ojochububyoin

国立療養所中部病院・長寿医
療研究センター

財団法人長寿科学振興財団
長寿科学国際共同研究事業
日欧共同研究報告書

- 平成9年度（1997）,平成11年度-平成12年度（2000）

kokuritsuseish
inshinkeisenta

国立精神・神経センター精神
保健研究所
（国立精神・神経医療研究セン
ター精神保健研究所）

精神保健研究所年報 09150056 16《通巻49》（2002）-22,24,26,28-30《通巻63》(2016)+
※著者及び出版者の変更：24号より国立精神・神経医
療研究センター精神保健研究所
※25《通巻58》と27《通巻60》は所蔵不明

HP

kokuritsuseish
inshinkeisenta

国立精神・神経センター精神
保健研究所

精神保健研究 0915065X 16《通巻49》（2003）-31《通巻64》（2018）+
※16《通巻49》はSuppl.のみあり HP

kokusaiiryofuk
ushidaigaku

国際医療福祉大学 国際医療福祉大学学会誌 21863652 17（2012）+
※16まで「国際医療福祉大学紀要」
※17特別号（2011）は所蔵なし

R

kokusaiiryofuk
ushidaigaku

国際医療福祉大学 国際医療福祉大学紀要 13424661 1（1996）-16（2011）
※7は別冊あり
※17より「国際医療福祉大学学会誌」

R

kokusaikirisut
okyodaigaku

国際基督教大学ジェンダー研
究センター（CGS）

Gender and Sexuality 18804764 1（2005）-12（2017）
※13より電子資料（Web)

HP
R

konanjosidaiga
ku

甲南女子大学 甲南女子大学研究紀要 看護
学・リハビリテーション学編

18825788 創刊号（2007）-12（2017）+
R

koseidan 厚生団 厚生年金病院看護集談会集
録

- 5（1979）,9-11,14,16-21（1995）

koseishokang
okenshukenky
usenta

厚生省看護研修研究センター 研究集録 - 昭和52-61年（1977-1986）

koshinicusemi
na

甲信ＩＣＵセミナー事務局 甲信救急集中治療研究 13475118 20［1-2］（2004）
※20[2]は「甲信ICUセミナープログラム・抄録集」 MO

kumamotodaig
akuigakubuho
kengakkai

熊本大学医学部保健学科 熊本大学医学部保健学科紀
要

18807151 1（2005）-6（2010）
※2004年度より熊本大学医療技術短期大学部を吸収 R

kumamotodaig
akuiryogijutsu
tanki

熊本大学医療技術短期大学
部

熊本大学医療技術短期大学
部紀要

09181512 1（1991）-13（2004）
※2004年度より熊本大学医学部保健学科に統合 R

9 ページ



所蔵紀要目録 2018/8/2　更新

*全文リンク先　HP：ホームページ　R：リポジトリ　C：CiNii　MO：メディカルオンライン（学内のみ）　閲覧可能巻号の範囲は蔵書検索（OPAC）参照のこと

よみ 機関名 誌名 ISSN/ISBN 所蔵 全文*
kumamotogak
uendaigakush
akaikankeigak
kai

熊本学園大学社会関係学会 社会関係研究 13410237 1［2］（1995）,3[1],4-22,23[1-2](2018)+
※7は特別号あり

HP
R

kumamotohok
enkagakudaiga
ku

熊本保健科学大学 保健科学研究誌 13487043 1（2004）-13（2016）
※2002年度まで銀杏学園短期大学

R
MO

kuredaigakuka
ngogakubu

呉大学看護学部
※2009年度より広島文化学園
大学看護学部に改称

看護学統合研究 13460692 →機関名「広島文化学園大学．．．」（よみ
「hiroshimabunkagakuendaigaku...」）を見よ

kyoeigakuen 共栄学園 共栄社会福祉研究 - 1（1985）-2（1996）
※3（1987）は図書扱い

kyoeigakuenta
nkidaigaku

共栄学園短期大学 共栄学園短期大学研究紀要 09115358 12（1996）,14-18（2002）
※19はCD-ROM版を所蔵 R

kyoeigakuenta
nkidaigaku

共栄学園短期大学 共栄学園短期大学研究紀要.
[CD-ROM版]

1348060X 19（2003）
※18まで冊子体を所蔵 R

kyoritsujosidai
gakukangogak
ubu

共立女子大学看護学部 共立女子大学看護学雑誌 21881405 1（2014）+
R

kyoritsujosita
nkidaigaku

共立女子短期大学 共立女子短期大学看護学科
紀要

18808557 5（2010）-8（2013）
R

kyotobunkyod
aigaku

京都文教大学 人間学部研究報告 - 7(2004)-14(2011)
※6まで『人間・文化・心 : 京都文教大学人間学部研究
報告』
※15より「総合社会学部研究報告」

R

kyotobunkyod
aigaku

京都文教大学 人間・文化・心 : 京都文教大
学人間学部研究報告

- 1（1998）-6（2003）
※7より「人間学部研究報告 / 京都文教大学」 R

kyotobunkyod
aigaku

京都文教大学 臨床心理学部研究報告 18843751 1（2008）-2,4-8(2015)+
R

kyotobunkyod
aigaku

京都文教大学 総合社会学部研究報告 21888981 15（2012）-17(2015)+
※14まで「人間学部研究報告」

R

kyotodaigakud
aigakuinigakuk
enkyuka

京都大学大学院医学研究科
人間健康科学系専攻

京都大学大学院医学研究科
人間健康科学系専攻紀要：健
康科学

- 5（2008）
※4まで「京都大学医学部保健学科紀要 : 健康科学」
※7より電子資料 (Web)

R

kyotodaigakui
gakubu

京都大学医学部保健学科 京都大学医学部保健学科紀
要 : 健康科学

18802826 1（2004）-4（2007）
※2003年まで「京都大学医療技術短期大学部紀要」
※2004年まで「京都大学医療技術短期大学部紀要別
冊　健康人間学」
※5より『京都大学大学院医学研究科人間健康科学系
専攻紀要 : 健康科学』

R

kyotodaigakuir
yogijutsu

京都大学医療技術短期大学
部

京都大学医療技術短期大学
部紀要

02867850 1（1981）-23（2003）
※2004年より「京都大学医学部保健学科紀要 : 健康
科学」

R

kyotodaigakuir
yogijutsutanki
daigakubu

京都大学医療技術短期大学
部

京都大学医療技術短期大学
部紀要別冊　健康人間学

09163352 2（1990）-16（2004）
※2004年より「京都大学医学部保健学科紀要 : 健康
科学」

R

kyotofuritsuik
adaigakuigaku
bukangogakka

京都府立医科大学医学部看
護学科

京都府立医科大学看護学科
紀要

13485962 12（2002）-27（2017）+
※11まで「京都府立医科大学医療技術短期大学部紀
要」

R

kyotofuritsuik
adaigakuiryogij
utsutankidaiga
kubu

京都府立医科大学医療技術
短期大学部

京都府立医科大学医療技術
短期大学部紀要

13426710 3（1993）-11（2002）
※12より「京都府立医科大学看護学科紀要」

kyotokangodai
gaku

京都看護大学看護学部 京都看護 - 1（2015）+

kyotoseikadai
gaku

京都精華大学 京都精華大学紀要 09173986 28（2005）-35,37-40,46-47（2015）
HP

kyotoshiritsub
yoin

京都市立病院 京都市立病院紀要 02861356 14（1994）-18,20-26,27［1］,28-30,31［1］,32-37,38[1-
2](2018)+
※31[2]は所蔵不明

kyotoshiritsuk
angotankidaig
aku

京都市立看護短期大学 紀要 02861097 1（1976）-37（2012）
C

kyototachiban
adaigaku

京都橘大学 看護実践異文化国際研究セ
ンター年報

- 2005-2006,2009
HP
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kyushudaigaku
igakubuhoken
gakka

九州大学医学部保健学科 九州大学医学部保健学科紀
要

13482319 1（2003）-8（2007）
※2002まで「九州大学医療技術短期大学部紀要」 R

kyushudaigaku
iryogijutsutan
kidaigakubu

九州大学医療技術短期大学
部

九州大学医療技術短期大学
部紀要

02862484 9（1982）-18, 20-29（2002）
※2003年より「九州大学医学部保健学科紀要」 R

kyushuhokenf
ukushidaigaku

九州保健福祉大学 九州保健福祉大学研究紀要 13455451 1(2000)-19（2018）+
※出版者名変更: 12号より順正学園九州保健福祉大
学

R

kyushukangof
ukushidaigaku

九州看護福祉大学 九州看護福祉大学紀要 13447505 1（1999）-13（2012）+
R

kyushutikukok
uritsukangoky
oikukyougikai

九州地区国立看護教育協議
会

九州国立看護教育紀要 13441396 1(1998)-10（2007）

masudasekijuji
byoin

益田赤十字病院 益田赤十字病院誌 13491067 1（2003）-5,7-10,12-15（2017）+

matsuesekijuji
byoin

松江赤十字病院 松江赤十字病院誌 - 2000年版-2007年版,2009年版,2011年版-2012年
版,2014年版-2016年版+

mejirodaigaku 目白大学 目白大学健康科学研究 18827047 1（2008）-7（2014）+
C

mejirodaigaku 目白大学 目白大学心理学研究 13497103 1（2005）-10（2014）+
※2004年まで「目白大学人間社会学部紀要」 C

mejirodaigaku 目白大学 目白大学総合科学研究 1349709X 3（2007）-10（2014）+
※2004年まで「目白大学人間社会学部紀要」 C

mejirodaigaku
kyoikukenkyuj
o

目白大学教育研究所 人と教育 : 目白大学教育研究
所所報

18816827 創刊号（2007）-7, 10-12（2018）+
※2006年まで「目白大学短期大学部女子教育研究所
研究レポート」

mejirodaigaku
ningenshakaig
akubu

目白大学人間社会学部 目白大学人間社会学部紀要 13462202 創刊号（2001）-4（2004）
※2005年より「目白大学心理学研究」「目白大学総合
科学研究」

mejirodaigakut
ankidaigakubuj
oshikyoikuken
kyujo

目白大学短期大学部女子教
育研究所

目白大学短期大学部女子教
育研究所研究レポート

09199012 16（2004）-18（2006）
※2007年より『人と教育 : 目白大学教育研究所所報』

miedaigakuiga
kubukangogak
kiryogijutsuta
nkidaigakubu

三重大学医学部看護学科医
療技術短期大学部
（三重大学医学部看護学科）

三重看護学誌 13446983 1（1999）-6（2004）
※出版者の変更: 3巻より三重大学医学部看護学科
※1997年まで「三重大学医療技術短期大学部紀要」

R

miedaigakuiry
ogijutsutankid
aigakubu

三重大学医療技術短期大学
部

三重大学医療技術短期大学
部紀要

- 1（1992）-6（1997）
※1999年より「三重看護学誌」

miedaigakuiry
ogijutsutankid
aigakubupuroj
ekutoken

三重大学医療技術短期大学
部　プロジェクト研究グループ

教育研究学内特別経費研究
報告書
「ｽﾄﾚｽ（病）に対する看護につ
いて」

- 平成7年度（1995）-平成9年度（1997）

miekenritsuka
ngodaigaku

三重県立看護大学 三重県立看護大学紀要 13438905 1(1997)-11（2007）
HP
R

miekenritsuka
ngotankidaiga
ku

三重県立看護短期大学 三重県立看護短期大学紀要 03896730 1（1980）-2,4-6,10-17（1996）

miyagidaigakuj
igyokosogakub
u

宮城大学事業構想学部 宮城大学事業構想学部紀要 1344607X 3（2000）-4,8-13（2010）
R

miyagidaigaku
kangogakubu

宮城大学看護学部 宮城大学看護学部紀要 13440233 1（1998）-8,10-14（2011）
R

miyazakiikadai
gakuigakubuka
ngogakka

宮崎医科大学医学部看護学
科
（宮崎大学医学部看護学科）

南九州看護研究誌 13481894 1（2003）-15[1]（2017）+
※責任表示及び出版者変更: 2[1]より宮崎大学医学部
看護学科

HP
R

miyazakikenrit
sukangodaigak
u

宮崎県立看護大学 宮崎県立看護大学研究紀要 1345692X 1（2000）-16,17[1]（2017）+
R

miyazakikenrit
sukangodaigak
u

宮崎県立看護大学看護研究
研修センター

宮崎県立看護大学看護研究・
研修センター事業年報

21899886 1（2011）-6（2016）+
R

mukogawajosh
idaigaku

武庫川女子大学看護学部
武庫川女子大学大学院看護
学研究科

武庫川女子大学看護学ジャー
ナル

24240303 1（2016）-3（2018）+
R
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musashinodaig
akukangogaku
bu

武蔵野大学看護学部 武蔵野大学看護学部紀要 18818498 1（2007）-6,8（2014）

naganokenkan
godaigaku

長野県看護大学 長野県看護大学紀要 13451782 1（1999）-20（2018）+
R

MO

naganosekijuji
byoin

長野赤十字病院 長野赤十字病院医誌 09149147 2（1998）-3,7-24,26-30(2016)+
MO

nagaokasekijuj
ibyoin

長岡赤十字病院 長岡赤十字病院医学雑誌 09145788 17（2004）-22,24,27-29,30（1）(2017)+

nagasakidaiga
kudaigakuinish
iyakugaku

長崎大学大学院医歯薬学総
合研究科保健学専攻

保健学研究 18814441 19（2006）-30（2017）+
※18まで「長崎大学医学部保健学科紀要」 R

nagasakidaiga
kuigakubuhok
engakka

長崎大学医学部保健学科 長崎大学医学部保健学科紀
要

09160841 14［2］（2001）-18[1]（2005）
※14［1］まで「長崎大学医療技術短期大学部紀要」
※19より「保健学研究 / 長崎大学大学院医歯薬学総
合研究科」

R

nagasakidaiga
kuiryogijutsut
ankidaigakubu

長崎大学医療技術短期大学
部

長崎大学医療技術短期大学
部紀要

09160841 1（1987）-14［1］（2001）
※14［2］より「長崎大学医学部保健学科紀要」 R

nagasakikenrit
sudaigakukang
oeiyougakubu

長崎県立大学看護栄養学部 長崎県立大学看護栄養学部
紀要

18841759 10(2009）-15（2016）
※8まで「県立長崎シーボルト大学看護栄養学部紀要」
※16以降電子資料 (Web)

R

nagoyadaigaku
iryogijutsutan
kidaigakubu

名古屋大学医療技術短期大
学部

名古屋大学医療技術短期大
学部紀要

09162003 1（1989）-10（1998）

nagoyaryujota
nkidaigaku

名古屋柳城短期大学 研究紀要 13427997 20（1998）-37（2015）+
C

nagoyashiritsu
daigakukangog
akubu

名古屋市立大学看護学部 名古屋市立大学看護学部紀
要

13464132 1（2001）-9（2010）+
※1999年まで「名古屋市立大学看護短期大学部紀要」

HP
R

nagoyashiritsu
daigakukangot
ankidaigakubu

名古屋市立大学看護短期大
学部

名古屋市立大学看護短期大
学部紀要

09154582 1（1989）-11（1999）
※2001年より「名古屋市立大学看護学部紀要」

narakenritsuik
adaigaku

奈良県立医科大学 奈良県立医科大学看護短期
大学部紀要

13440810 1（1997）-8（2004）
※2005年より「奈良県立医科大学医学部看護学科紀
要」

R

narakenritsuik
adaigaku

奈良県立医科大学 奈良県立医科大学医学部看
護学科紀要

13493884 10（2014）-13（2017）+
※2004まで「奈良県立医科大学看護短期大学部紀要」 R

nayoroshiritsu
daigaku

名寄市立大学 紀要 18817440 1（2007）-12（2018）+
※1-2は「市立名寄短期大学紀要（40-41）」と合冊刊行 R

nayoroshiritsu
daigakudohok
uchiikikenkyuj
o

名寄市立大学道北地域研究
所
（名寄市立大学コミュニティケ
ア教育研究センター）

地域と住民 02884917 13（1995）-36(2018)+
※8より24まで市立名寄短期大学道北地域研究所
※25より26まで名寄市立大学・市立名寄短期大学道
北地域研究所
※27より34まで名寄市立大学道北地域研究所
※35より名寄市立大学コミュニティケア教育研究セン
ター
※通巻35号 (2017.5)に1号の表示あり

HP
R

nigatadaigakui
gakubuhokeng
akkai

新潟大学医学部保健学科 新潟大学保健学雑誌 21884617 11（2014）-14,15[1]（2018）+
※10まで「新潟大学医学部保健学科紀要」 R

nihonbashigak
kandaigaku

日本橋学館大学 紀要 13480154 1（2002）-4（2005）
HP

nihonhokeniry
oudaigaku

日本保健医療大学 日本保健医療大学紀要 - 1（2011）-2（2015）+

nihoniryodaiga
ku

日本医療大学 日本医療大学紀要 21892830 1（2015）-4(2018)+

nihonkangoky
okai

日本看護協会 関東甲信越地区看護研究学
会
（関東甲信越地区看護研究学
会集録）

- 8回(1988), 10回-21回(2001)
※タイトル別名：関東甲信越地区看護研究学会集録，
関東甲信越地区看護研究学会講演集
※平成5年度（1993年度）は回の表記なし

nihonkodomok
ateisogokenky
ujo

日本子ども家庭総合研究所 日本子ども家庭総合研究所紀
要

13442716 34（1997）-50（2013）+
※33まで「日本総合愛育研究所紀要」 DB

nihonsekijujiai
chijoshitankid
aigaku

日本赤十字愛知女子短期大
学

日本赤十字愛知女子短期大
学紀要

09159932 1[1]《通巻1号》（1990）-5[2]《通巻8号》（1997）
※5[3]《通巻9号》（1998）より「日本赤十字愛知短期大
学紀要」

12 ページ



所蔵紀要目録 2018/8/2　更新

*全文リンク先　HP：ホームページ　R：リポジトリ　C：CiNii　MO：メディカルオンライン（学内のみ）　閲覧可能巻号の範囲は蔵書検索（OPAC）参照のこと

よみ 機関名 誌名 ISSN/ISBN 所蔵 全文*
nihonsekijujiai
chitankidaigak
u

［日本赤十字愛知短期大学］ 日本赤十字愛知短期大学紀
要

13448633 5[3]《通巻9号》（1998）;通巻10号-通巻15号（2004）
※5[2]《通巻8号》（1997）まで「日本赤十字愛知女子短
期大学紀要」
※2005年より「日本赤十字豊田看護大学紀要」

nihonsekijujiak
itakangodaiga
ku

日本赤十字秋田看護大学
日本赤十字秋田短期大学

日本赤十字秋田看護大学日
本赤十字秋田短期大学紀要

21868263 14（2009）-22（2017）+
※13まで「日本赤十字秋田短期大学紀要」 R

nihonsekijujiak
itatankidaigak
u

日本赤十字秋田短期大学 日本赤十字秋田短期大学紀
要

13430033 1（1996）-13（2008）
※14より「日本赤十字秋田看護大学日本赤十字秋田
短期大学紀要」

R

nihonsekijujiak
itatankidaigak
ukangogakka

日本赤十字秋田短期大学看
護学科

卒業研究集録 - 1999年度,平成12年度（2000年度）-平成14年度（2002
年度）+

nihonsekijujic
huojoshitankid
aigaku

日本赤十字中央女子短期大
学

研究紀要 09113711 1（1980）-7（1987）
※1987年より「日本赤十字看護大学紀要」

nihonsekijujic
huojoshitankid
aigaku

日本赤十字中央女子短期大
学

看護研究論文集 - 50年度入学生（1977）,52年度入学生-60年度入学生
（1988）

nihonsekijujihi
roshimakango
daigaku

日本赤十字広島看護大学 日本赤十字広島看護大学紀
要

13465945 1（2001）-18（2018）+
R

nihonsekijujihi
roshimakango
daigaku

日本赤十字広島看護大学 卒業研究レポート抄録集 - 3（2003）-7（2007）
※8より「卒業研究抄録集」

nihonsekijujihi
roshimakango
daigaku

日本赤十字広島看護大学 卒業研究抄録集 - 8（2008）-12（2012）+
※7まで「卒業研究レポート抄録集」

nihonsekijujih
okkaidokango
daigaku

日本赤十字北海道看護大学 日本赤十字北海道看護大学
紀要

13461745 1（2001）-6（2006）+

nihonsekijujih
okkaidokango
daigakukangog
akubukangoga

日本赤十字北海道看護大学
看護学部看護学科

看護研究演習抄録集 - 平成14年度（2000）-平成16年度（2002）+

nihonsekijujika
ngodaigaku-
gakusei

日本赤十字看護大学 学生生活実態調査 - 第2回（1996），第3回（2000），第4回（2006），第5回
（2011）+
※第1回（1990年度）は図書扱い

nihonsekijujika
ngodaigaku-
jishu

日本赤十字看護大学 自主研修発表会 - 1回生（1986）

nihonsekijujika
ngodaigaku-
kango

日本赤十字看護大学 看護研究抄録集 - 1（平成5年度）（1994）-6（平成10年度）（1998）
※第4回生（平成4年度）（1993）まで抄録集なし
※7より「卒業研究抄録集」

nihonsekijujika
ngodaigaku-
kiyo

日本赤十字看護大学 日本赤十字看護大学紀要 09142444 1（1987）-27（2013）
※1987年まで「研究紀要 / 日本赤十字中央女子短期
大学」

C
MO

nihonsekijujika
ngodaigaku-
nihon

日本赤十字看護大学 日本赤十字看護大学米国研
修旅行発表資料「国際看護
学」

- 第2回（1995年度），第4回（1999年度）-第5回（2001年
度）
※配架場所をカウンターから学内刊行物コーナーへ変
更

nihonsekijujika
ngodaigaku-
shushironbun

日本赤十字看護大学 修士論文抄録集 - 2005年度-2011年度,2013年度-2014年度

nihonsekijujika
ngodaigaku-
sotsugyokenk
yu

日本赤十字看護大学 卒業研究抄録集 - 7（平成11年度）（1999）-21（平成25年度）（2013）
※6まで「看護研究抄録集」

nihonsekijujiky
usyukokusaika
ngodaigaku

日本赤十字九州国際看護大
学

日本赤十字九州国際看護大
学
Ｉｎｔｒａｍｕｒａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｒｅ

13478877 1（2002）-9（2010）
※10より「日本赤十字九州国際看護大学紀要」 R

nihonsekijujiky
usyukokusaika
ngodaigaku

日本赤十字九州国際看護大
学

日本赤十字九州国際看護大
学紀要

21868042 １0（2011）-16(2017)+
※9まで「日本赤十字九州国際看護大学Intramural
Research Report」

R

nihonsekijujiky
usyukokusaika
ngodaigaku

日本赤十字九州国際看護大
学

卒業研究抄録集 - 平成18年度（2006）,平成20年度-平成25年度,平成27-
29年度（2017）+

nihonsekijujim
usashinojoshit
ankidaigaku

日本赤十字武蔵野女子短期
大学

紀要 09159002 1（1987）-2（1989）
※3より日本赤十字武蔵野女子短期大学紀要」

nihonsekijujim
usashinojoshit
ankidaigaku

日本赤十字武蔵野女子短期
大学

日本赤十字武蔵野女子短期
大学紀要

09159002 3（1990）-9（1996）
※2まで「紀要 / 日本赤十字武蔵野女子短期大学」
※10より「日本赤十字武蔵野短期大学紀要」

nihonsekijujim
usashinotanki
daigaku

日本赤十字武蔵野短期大学 日本赤十字武蔵野短期大学
紀要

13461907 10（1997）-20（2007）
※9まで「日本赤十字武蔵野女子短期大学紀要」 C

nihonsekijujish
a

日本赤十字社 看護研究誌 - 8(1971), 10, 17-25（1993）
※9, 11-16は所蔵不明
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nihonsekijujish
aigakukai

日本赤十字社医学会 日赤醫學
（日本赤十字社医学会総会抄
録集）

03871215 26[3](1974),31[1-2],37[1-2],41[1-2],42[1-2],47-
48,49[2-3],53[1],54[1],55[1],56-
64,65[1],66[1],67[1],68[1],69[1](2017)+
※配架場所を書庫から変更（新着雑誌架左端の列）
※別タイトル：日本赤十字社医学会総会抄録集《38回-
44回》

R

nihonsekijujish
airyosenta

日本赤十字社医療センター 日本赤十字社医療センター年
報

- 平成7年度（1995）-平成8年度, 平成10年度-平成15年
度, 平成17年度, 平成22年度-平成23年度（2011）

nihonsekijujish
airyosenta

日本赤十字社医療センター 看護研究誌「道」 - 10（1977）-13,15-26,28（1995-1996）
※29より「看護研究誌 / 日本赤十字社医療センター看
護部」
※1-9は所蔵不明

nihonsekijujish
airyosentakan
gobu

日本赤十字社医療センター看
護部

看護研究誌 - 29（1997）-36(2006)+
※28まで『看護研究誌「道」』

nihonsekijujish
akanbukangof
ukenshujo

日本赤十字社幹部看護婦研
修所

日本赤十字社幹部看護婦研
修所紀要
（日本赤十字社幹部看護師研
修所紀要）

02893851 1（1983）-16（2003）
※16号のタイトル「日本赤十字社幹部看護師研修所紀
要」

nihonsekijujito
yotakangodaig
aku

［日本赤十字豊田看護大学］ 日本赤十字豊田看護大学紀
要

13499556 1（2005）-11,13[1]（2018）+
※特別号(2008)あり
※2004年まで「日本赤十字愛知短期大学紀要」

R
MO

nihonsekijujito
yotakangodaig
aku

日本赤十字豊田看護大学 卒業研究抄録集 - 平成19年度（2007）

nihonsogoaiik
ukenkyujo

日本総合愛育研究所 日本総合愛育研究所紀要 02864908 1（1965）-33（1996）
※34より「日本子ども家庭総合研究所紀要」 DB

niigatadaigakui
gakubuhokeng
akka

新潟大学医学部保健学科 新潟大学医学部保健学科紀
要

13452576 7（1999）-10（2013）
※6まで「新潟大学医療技術短期大学部紀要」
※11より「新潟大学保健学雑誌」

niigatadaigakui
ryogijutsutank
idaigakubu

新潟大学医療技術短期大学
部

新潟大学医療技術短期大学
部紀要

02887851 1［1］（1983）,2［1-2］,3［3］,4,5［1,3］,6（1998）
※7より「新潟大学医学部保健学科紀要」

niigatakenrits
ukangotankida
igaku

新潟県立看護短期大学 新潟県立看護短期大学紀要 13428454 1（1995）-10（2004）
R

niigataseiryod
aigaku

新潟青陵大学 新潟青陵大学紀要 13461737 1（2001）-8（2008）
※2009より「新潟青陵学会誌」 R

niigataseiryog
akkai

新潟青陵学会 新潟青陵学会誌 1883759X 1（2009）-10,11[1]（2018）+
※2008まで「新潟青陵大学紀要」

HP
R

niimijoshitanki
daigaku

新見女子短期大学 新見女子短期大学紀要 02850443 3（1982）-19（1998）
※20より「新見公立短期大学紀要」

niimikoritsuta
nkidaigaku

新見公立大学
新見公立短期大学

新見公立大学紀要 21858489 31（2010）-38[2]（2018）+
※30まで「新見公立短期大学紀要」 R

niimikoritsuta
nkidaigaku

新見公立短期大学 新見公立短期大学紀要 13453599 20（1999）-30（2009）
※19まで「新見女子短期大学紀要」
※31より「新見公立大学紀要」

C

ningensogoka
gakudaigaku

人間総合科学大学 人間総合科学 13462598 創刊号（2001）-9（2005）
※2005《通巻10号》より「人間総合科学会誌」 C

ningensogoka
gakudaigaku

人間総合科学大学 人間総合科学会誌 18803768 1《通巻10》(2005)-3《通巻13》（2007）
※《通巻］9まで「人間総合科学」
※《通巻］16より「心身健康科学」（雑誌）および「人間
総合科学 : 人間総合科学大学紀要」

J-Stage
MO

ningensogoka
gakudaigaku

人間総合科学大学 人間総合科学 : 人間総合科
学大学紀要

18831907 16（2008）-22,24,26,29-32（2017）+
※2007年《通巻15号》まで「人間総合科学会誌」
※23，25は所蔵不明

ochanomizujo
shidaigaku

お茶の水女子大学 お茶の水女子大学女性文化
研究センター年報

- 1（1987）-10（1996）
※1988より「ジェンダー研究　お茶の水女子大学ジェン
ダー研究センター年報」

ochanomizujo
shidaigakujend
a

お茶の水女子大学ジェンダー
研究センター

ジェンダー研究 13450638 1《通巻18》（1998）-14, 16-21《通巻38》（2018）+
※15《通巻32》は所蔵不明

HP
R

odairakinenkai [小平記念会]家庭教育研究所
（小平記念会日立家庭教育研
究所）

家庭教育研究所紀要 - 3（1982）-33,36-37（2015）
※責任表示の変更: 7より21まで小平記念会家庭教育
研究所, 22より小平記念会日立家庭教育研究所
※出版者の変更: 7より21まで小平記念会(家庭教育研
究所), 22より36まで小平記念会(日立家庭教育研究
所),37より日立財団
※機関名「O」で配架
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oitakenritsuka
ngokagakudaig
aku

大分県立看護科学大学 大分看護科学研究 13456644 3（2001）-5（2004）
HP
MO

okayamadaiga
kuigakubuhok
engakka

岡山大学医学部保健学科 岡山大学医学部保健学科紀
要

13450948 10（1999）-17（2007）
※9まで「岡山大学医療技術短期大学部紀要」

HP
R

okayamadaiga
kuiryogijutsut
ankidaigakubu

岡山大学医療技術短期大学
部

岡山大学医療技術短期大学
部紀要

09174494 1（1990）-9（1998）
※10より「岡山大学医学部保健学科紀要」

HP
R

okayamagakui
ndaigaku
okayamatanki

岡山学院大学・岡山短期大学 紀要 13488112 27（2004）-32（2009）
HP

okayamakenrit
sudaigakuhok
enfukushigaku

岡山県立大学保健福祉学部 岡山県立大学保健福祉学部
紀要

13412531 1（1994）-18（2011）+
R

okayamakenrit
sutankidaigak
u

岡山県立短期大学 研究紀要 02871130 27（1983）-31（1987）
※32より「岡山県立短期大学研究紀要」 R

okayamakenrit
sutankidaigak
u

岡山県立短期大学 岡山県立短期大学研究紀要 02871130 32（1988）,37（1992）
※31まで「研究紀要 / 岡山県立短期大学」 R

okayamasekiju
jibyoin

岡山赤十字病院 岡山赤十字病院医学雑誌 09158073 1（1990）,3-17,19-27（2016）+

okinawakenrit
sukangodaigak
u

沖縄県立看護大学 沖縄県立看護大学紀要 13455133 1（2000）-17（2016）+
HP
R

osakadaigakui
gakubuhokeng
akkakangogak
usenko

大阪大学医学部保健学科看
護学専攻, 大阪大学医学部附
属病院看護部
（大阪大学大学院医学系研究
科保健学専攻）

大阪大学看護学雑誌 13413112 1（1995）-21（2015）+
※出版者変更: 10より大阪大学大学院医学系研究科
保健学専攻 R

osakadaigakui
ryogijutsutank
idaigakubu

大阪大学医療技術短期大学
部

研究紀要. 自然科学・医療科
学篇

0387446X 1（1973）-3,5-21（1993）

osakafuritsud
aigakukangoga
kubu

大阪府立大学看護学部 大阪府立大学看護学部紀要 18807844 12（2006）-20（2014）
※11まで大阪府立看護大学（統合による）
※21以降電子資料 (Web)

R
MO

osakafuritsuka
ngodaigaku

大阪府立看護大学 大阪府立看護大学看護学部
紀要

13410989 10(2004)-11（2005）
※9まで「大阪府立看護大学紀要」
※12より「大阪府立大学看護学部紀要」

R
MO

osakafuritsuka
ngodaigaku

大阪府立看護大学 大阪府立看護大学紀要 13410989 1(1995)-9（2003）
※10より「大阪府立看護大学看護学部紀要」

R
MO

osakafuritsuka
ngodaigakuiry
ogijutsutanki

大阪府立看護大学医療技術
短期大学部

大阪府立看護大学医療技術
短期大学部紀要

13416421 1(1995)-9（2003）
※1994まで「紀要 / 大阪府立看護短期大学紀要編集
委員会」

R

osakafuritsuka
ngotankidaiga
ku

大阪府立看護短期大学 大阪府立看護短期大学紀要 02853574 1（1994）
※2より「紀要 / 大阪府立看護短期大学紀要編集委員
会」

osakafuritsuka
ngotankidaiga
ku

大阪府立看護短期大学 紀要 02853574 2（1980）-16（1994）
※1まで「大阪府立看護短期大学紀要」
※1995より「大阪府立看護大学医療技術短期大学部
紀要」

R

osakakawasak
irihabiriteshon
daigaku

大阪河﨑リハビリテーション大
学

大阪河﨑リハビリテーション大
学紀要

1881509X 創刊号（2007）-12（2018）+
C

osakashiritsud
aigakuigakubu
kangogakka

大阪市立大学医学部看護学
科

大阪市立大学看護学雑誌 1349953X 1（2005）-4（2008）+
※2004まで「大阪市立大学看護短期大学部紀要」 R

osakashiritsud
aigakukangota
nkidaigakubu

大阪市立大学看護短期大学
部

大阪市立大学看護短期大学
部紀要

13447688 1（1999）-6（2004）
※2005より「大阪市立大学看護学雑誌」 R

otawarasekijuj
ibyoinkangobu

大田原赤十字病院看護部 看護研究集録 - 1（1965）-3（1986）

ryotokujidaiga
ku

了徳寺大学 了徳寺大学研究紀要 18819796 1（2007）-2,5-10(2016)
※11より電子資料 (Web)

R
MO

sagawaganken
kyujoseishinko
zaidan

財団法人 佐川がん研究助成
振興財団

研究報告 - 16（2004）-17(2005）
※18より「佐川がん研究報告」
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sagawaganken
kyujoseishinko
zaidan

財団法人 佐川がん研究助成
振興財団

佐川がん研究報告 - 19（2008）-20,22-23(2012)+
※17まで「研究報告 / 佐川がん研究助成振興財団」

saiseikaiyokoh
amashinanbub
yoinkangobu

済生会横浜市南部病院看護
部

看護研究集録 - 5（平成8-10年度）-7（平成14-16年度）+

saitamaikadaig
akuhokeniryog
akubu

埼玉医科大学保健医療学部
看護学科

埼玉医科大学看護学科紀要 18828167 =I359:M35910,11[1]（2017）+
HP
R

saitamaikadaig
akutankidaiga
ku

埼玉医科大学短期大学 埼玉医科大学短期大学紀要 0915714X 1（1990）-29（2018）+

saitamakenrit
sudaigaku

埼玉県立大学 埼玉県立大学紀要 13458582 1（1999）-18（2016）
R
C

saitamakenrit
sudaigakutank
idaigakubu

埼玉県立大学短期大学部 紀要 13455036 1（1999）-6（2004）
※1998まで「紀要 / 埼玉県立衛生短期大学」

saitamakenrit
sueiseitankida
igaku

埼玉県立衛生短期大学 紀要 02896745 1（1976）-11,14-19,22-23（1998）
※1999より「紀要 / 埼玉県立大学短期大学部」

saitamakenrit
sueiseitankida
igakusenkouka

埼玉県立衛生短期大学　専攻
科地域看護学専攻

公衆衛生看護研究集録 - 第11回生（平成3年度）, 第17-第18回生（平成10年度）

saitamakenrit
sugansenta

埼玉県立がんセンター看護研
究会
（埼玉県立がんセンター看護
研究部）

看護研究集録 - 6（1981）,8-10,13-23（1998）
※責任表示変更: 埼玉県立がんセンター看護研究会(1
(昭51)-3 (昭53))→埼玉県立がんセンター看護部(4 (昭
54)-)

saitamakenrit
sushoniiryose
nta

埼玉県立小児医療センター 埼玉小児医療センター医学誌 09114866 8[2](1991),9-26,30-31,32[1](2015)+

saitamakenrit
sushoniiryose
nta

埼玉県立小児医療センター看
護部看護研究会

看護研究集録 - 16（2004）+

sakudaigakuka
ngogakubu

佐久大学看護学部 佐久大学看護研究雑誌 18836593 1（2009）-9,10[1]（2018）+
R

sanikugakuinn
daigaku

三育学院大学 三育学院大学紀要 18833039 1（2009）-9,10[1]（2018）+
※2007まで「三育学院短期大学紀要」

sanikugakuint
ankidaigaku

三育学院短期大学 三育学院短期大学紀要 02878704 12（1983）-37（2007）
※2009年より「三育学院大学紀要」

saporohokenir
yodaigaku

札幌保健医療大学 札幌保健医療大学紀要 21887624 1（2014）-4（2018）+

sapporoikadai
gaku

札幌医科大学 札幌保健科学雑誌 2186621X 1（2012）-2,4-7(2018)+
※2011まで「札幌医科大学保健医療学部紀要」 R

sapporoikadai
gakuhokeniryo
gakubu

札幌医科大学保健医療学部 札幌医科大学保健医療学部
紀要

13449192 1（1997）-12（2010）
※2012より「札幌保健科学雑誌」 R

sapporoshirits
udaigaku

札幌市立大学 SCU Journal of Design &
Nursing :
札幌市立大学研究論文集

18819427 1（2006）-10,11[1]（2017）+
R

sasakawaigak
uiryokenkyuza
idan

財団法人　笹川医学医療研究
財団

看護職員等研究報告 - 1（1993）-7（1999）

sasakawaigak
uiryokenkyuza
idan

財団法人　笹川医学医療研究
財団

研究業績年報 : 高齢者痴呆
の医学医療に関する研究

- 4（1988）,7-15（1999）
※4以降のタイトル関連情報: 高齢者の医学医療に関
する研究

sasakawaigak
uiryokenkyuza
idan

財団法人　笹川医学医療研究
財団

在日外国人留学生研究報告 - 1（1993）,3-7（1999）

seibodaigaku 聖母大学 聖母大学紀要 18801463 1（2004）-10（2013）
※2003まで「聖母女子短期大学紀要」

seibojoshitank
idaigaku

聖母女子短期大学 聖母女子短期大学紀要 09179119 1（1987）-16（2003）
※2004より「聖母大学紀要」

seiengakuento
toiryodaigaku

青淵学園東都医療大学ヒュー
マンケア学部

東都医療大学紀要 21861919 →機関名「東都医療大学」（よみ「totoiryodaigaku」）を
見よ

seikatarinajos
hidaigaku

聖カタリナ大学
聖カタリナ大学短期大学部

聖カタリナ大学聖カタリナ大学
短期大学部研究紀要

13499270 17（2005）-29（2017）
※16まで「聖カタリナ女子大学研究紀要」
※30より電子資料（Web）

seikatarinajos
hidaigaku

聖カタリナ女子大学 聖カタリナ女子大学研究紀要 0915356X 1（1989）-2,4-16（2004）
※17より「聖カタリナ大学聖カタリナ大学短期大学部研
究紀要」
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seimariabyoin 聖マリア病院 聖マリア医学 02850699 14（1987）-15,18-33,35-43(2018)+

seimariagakui
n

聖マリア学院 聖マリア学院紀要 13424939 10（1995）-23（2009）
※9まで「聖マリア学院短期大学紀要」
※2010より「聖マリア学院大学紀要」

seimariagakui
ndaigaku

聖マリア学院大学 聖マリア学院大学紀要 21850054 1（2010）-9(2018)+
※2009まで「聖マリア学院紀要」 HP

seimariagakui
ntankidaigaku

聖マリア学院短期大学 聖マリア学院短期大学紀要 09145257 1（1986）-9（1994）
※10より「聖マリア学院紀要」

seimariannaik
adaigaku

聖マリアンナ医科大学 聖マリアンナ医科大学紀要 1341674X 21（1992）-31（2002）

seinanjogakuin
daigakuhokenf
ukushigakubu

西南女学院大学保健福祉学
部

西南女学院大学紀要 13426354 1（1997）-22（2018）+
※責任表示の変更: 西南女学院大学保健福祉学部 (-
Vol. 6 (2002))→西南女学院大学保健福祉学部, 人文
学部 (Vol. 7 (2003)-Vol. 8 (2004))→西南女学院大学
保健福祉学部, 人文学部, 短期大学部 (Vol. 9 (2005)-
Vol. 13 (2009))→西南女学院大学保健福祉学部, 人文
学部, 助産別科, 短期大学部 (Vol. 14 (2010)-)

R

seireigakuenh
amamatsueise
itankidaigaku

聖隷学園浜松衛生短期大学 聖隷学園浜松衛生短期大学
紀要

03885666 2（1979）,4-6（1983）
※7より「紀要 / 聖隷学園浜松衛生短期大学」

seireigakuenh
amamatsueise
itankidaigaku

聖隷学園浜松衛生短期大学 紀要 03885666 7（1984）-24（2001）
※6まで「聖隷学園浜松衛生短期大学紀要」
※25より「紀要 / 聖隷クリストファー大学看護短期大学
部」

seireikurisutof
adaigaku

聖隷クリストファー大学看護短
期大学部

紀要 13483900 25（2002）-27（2004）
※24まで「紀要 / 聖隷学園浜松衛生短期大学」 R

seireikurisutof
adaigakukango
gakubu

聖隷クリストファー大学看護学
部

聖隷クリストファー大学看護学
部紀要

13482017 11（2003）-20（2012）
※10まで「聖隷クリストファー看護大学紀要」
※21以降電子資料 (Web)

R
MO

seireikurisutof
akangodaigaku

聖隷クリストファー看護大学 聖隷クリストファー看護大学紀
要

09191658 1（1993）-10（2002）
※11より「聖隷クリストファー大学看護学部紀要」

seirokakangod
aigaku

聖路加看護大学 聖路加看護大学紀要 02892863 1（1973）-40（2014）
※2015より「聖路加国際大学紀要」 R

seirokakokusa
idaigaku

［聖路加看護大学WHOプライ
マリーへルスケア看護開発協
力センター］

Annual report 13487221 →機関名「St. Luke's College of Nursing World Health
Organization Collaborating Center for Nursing
Development in Primary Health Care」を見よ

seirokakokusa
ibyoin

財団法人　聖路加国際病院 聖路加健康科学誌 13410415 4-5(1994-1995),10-11（2002-2003）

seirokakokusa
idaigaku

聖路加国際大学 聖路加国際大学紀要 21891591 1（2015）-4(2018)+
※2014まで「聖路加看護大学紀要」 R

seisendaigaku
kanngogakubu

聖泉大学看護学部 聖泉看護学研究 21871981 1（2012）-4（2015）+
R

seishinigakuke
nkyujo

財団法人　精神医学研究所 精神医学研究所業績集 00808547 35（1998）,37-40,42-45,47(2010)+

sendaisekijujib
yoin

仙台赤十字病院 仙台赤十字病院医学雑誌 09178724 1（1992）-20,22-27[1](2018)+

R

sendaishirayur
ijoshidaigaku

仙台白百合女子大学 （短期大
学）

仙台白百合女子大学紀要 13427350 5（2000）-17（2012）+
※2002年に仙台白百合短期大学は仙台白百合女子
大学に統合された為、8号 (2002)より出版者「[仙台白
百合]短期大学」の表示なし

C

senrikinrandai
gaku

千里金蘭大学 千里金蘭大学紀要 13496859 12,14(2017)+
R

setunandaigak
u

摂南大学 摂南大学看護学研究 2187624X 1(2013)-2(2014)+
R

shigaikadaigak
uigakubukang
ogakka

滋賀医科大学医学部看護学
科

滋賀医科大学看護学ジャーナ
ル

13487558 1（2003）-9（2011）
※10以降電子資料 (Web) HP

R

shigakangogak
ujutsukenkyuk
ai

滋賀看護学術研究会 滋賀看護学術研究会誌 - 1（1996）-6（2002）
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shigakenritsud
aigakukangota
nkidaigakubu

滋賀県立大学看護短期大学
部

滋賀県立大学看護短期大学
部学術雑誌 ： Journal of the
College of Nursing the
University of Shiga Prefecture

13428799 1（1997）-7（2003）

shigakenritsud
aigakuningenk
angogakubu

滋賀県立大学人間看護学部 人間看護学研究 13492721 1（2004）-13（2015）
※14以降電子資料 (Web)

HP
R

shigakenritsut
ankidaigaku

滋賀県立短期大学 滋賀県立短期大学学術雑誌 03713385 1（1960）,9,12-19,42-49（1996）

shikokudaigak
u-a

四国大学 四国大学紀要. Ser. A, [人文・
社会科学編]

09191798 5（1996）-9,11-13,16-33（2010）
※28より「四国大学紀要. Ser. B, [自然科学編]」25と合
冊
※34よりCD-ROM版

shikokudaigak
u-b

四国大学 四国大学紀要. Ser. B, [自然
科学編]

09191801 1（1993）-13,16-30（2010）
※25より「四国大学紀要. Ser. A, [人文・社会科学編]」
28と合冊
※31よりCD-ROM版

shikokudaigak
u-b

四国大学 四国大学紀要. Ser. A, 人文・
社会科学編. [CD-ROM版]

09191798 34（2010）-37（2012）
「四国大学紀要. Ser. B, 自然科学編. [CD-ROM版]」
(31号-) と合冊刊行

R

shikokudaigak
u-b

四国大学 四国大学紀要. Ser. B, 自然科
学編. [CD-ROM版]

09191801 31（2010）-34（2012）
「四国大学紀要. Ser. A, 人文・社会科学編. [CD-ROM
版]」と合冊

R

shimanekenrit
sudaigakutank
idaigakubu

島根県立大学短期大学部
出雲キャンパス

島根県立大学短期大学部出
雲キャンパス研究紀要

18824382 1（2007）-3（2009）
※2006まで「島根県立看護短期大学紀要」

HP
R

shimanekenrit
sukangotankid
ai

島根県立看護短期大学 島根県立看護短期大学紀要 13419420 1（1996）-12（2006）
※2007年より「島根県立看護大学短期大学部出雲
キャンパス紀要」

R

shinshudaigak
uiryogijutsuta
nkidaigakubu

信州大学医療技術短期大学
部

紀要 03851982 1（1975）-13（1987）
※14より「紀要. 2, 自然・医療技術系 / 信州大学医療
技術短期大学部」

R

shinshudaigak
uiryogijutsuta
nkidaigakubu

信州大学医療技術短期大学
部

紀要. 1, 人文・社会系 03851982 14（1988）-16（1990）
※13まで「紀要 / 信州大学医療技術短期大学部」
※17より「紀要 / 信州大学医療技術短期大学部」

R

shinshudaigak
uiryogijutsuta
nkidaigakubu

信州大学医療技術短期大学
部

紀要. 2, 自然・医療技術系 03851982 14（1988）-16（1990）
※13まで「紀要 / 信州大学医療技術短期大学部」
※17より「紀要 / 信州大学医療技術短期大学部」

R

shinshudaigak
uiryogijutsuta
nkidaigakubu

信州大学医療技術短期大学
部

信州大学医療技術短期大学
部紀要

03851982 17（1991）-27（2001）
※16まで「紀要. 2, 自然・医療技術系 / 信州大学医療
技術短期大学部」

R

shiritsudaigak
ujohokyoiku

私立大学情報教育協会 大学教育と情報 13463772 10［2］《通巻95》（2001）-10［4］《通巻97》（2002）
HP

shiritsunayoro
tankidai

市立名寄短期大学 市立名寄短期大学紀要 09165975 27（1995）-41（2008）
※40-41は「名寄市立大学紀要」1-2と合冊刊行のた
め、機関名「N」（名寄市立大学）で配架

R

shiritsunayoro
tankidaigakud
ohokuchiikike
nkyujo

市立名寄短期大学道北地域
研究所
※2009年度より名寄市立大学
道北地域研究所に改称

道北地域研究所年報「地域と
住民」

02884917 →機関名「名寄市立大学道北地域研究所」（よみ
「nayoroshiritsudaigakudohoku...」）を見よ

shizuokakenrit
sudaigakukang
ogakubu

静岡県立大学看護学部 静岡県立大学看護学部学部
報
静岡県立大学看護学部研究
科・学部報
静岡県立大学看護学部学部・

- （2005）-（2006）
※2004年-2005年のタイトル: 静岡県立大学看護学部
研究科・学部報
※2006年のタイトル: 静岡県立大学看護学部学部・研
究科報

HP

shizuokakenrit
sudaigakutank
idaigakubu

静岡県立大学短期大学部
（静岡女子短期大学）

研究紀要 09147810 2（1998）-30（2016）
※2の表紙に"静岡女子短期大学紀要最終号"と表示
あり
※31よりWeb号のみ継続刊行（冊子は30で刊行中止）

HP

shoindaigaku 松蔭大学 松蔭大学紀要. 看護学部 24323330 1(2016)-3(2018)+

shokengakuen
gunmairyofuku
shidaigaku

昌賢学園群馬医療福祉大学 →機関名「群馬医療福祉大学．．．」（よみ
「gunmairyofukushi...」）を見よ

shokengakuen
gunmashakaif
ukushidaigaku

昌賢学園群馬社会福祉大学 →機関名「群馬社会福祉大学．．．」（よみ
「gunmashakaifukushidaigaku...」）を見よ

shokengakuen
gunmashakaif
ukushidaigaku

昌賢学園群馬社会福祉短期
大学

→機関名「群馬社会福祉短期大学．．．」（よみ
「gunmashakaifukushitanki...」）を見よ

showadaigaku 昭和大学学士会 昭和学士会雑誌 2187719X 75（2015）-76,77[1-5]（2017）+
※73より「昭和大学保健医療学雑誌」を吸収
※保存期間3年

R
J-Stage
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showadaigaku
hokeniryogaku
bu

昭和大学保健医療学部 昭和大学保健医療学雑誌 1349029X 2（2004）-10（2012）
※11-12は電子資料（Web)
※2013年より「昭和学士会雑誌」「The Showa
University journal of medical sciences」へ吸収

R

Showa
Medical
Association
and Showa
University

Showa Medical Association
and Showa University
 [昭和医学会・昭和大学］

The Showa University journal
of medical sciences

09156380 27(2015),(1-4),28(1-4),29（1-4),30(1)+
※25[1]- published : The Showa University Society［昭
和大学学士会］
※保存期間3年

J-Stage

shukutokudaig
aku

淑徳大学 淑徳大学看護栄養学部紀要 21876789 5（2013）-10(2018)+
※2015別冊あり
※8は淑徳大学創立50周年記念特集号
※4まで「淑徳大学看護学部紀要」

shukutokudaig
aku

淑徳大学 淑徳大学看護学部紀要 18838294 1（2009）-4（2012）
※5より「淑徳大学看護栄養学部紀要」

St. Luke's
College of
Nursing World
Health
Organization
Collaborating
Center

St. Luke's College of Nursing
World Health Organization
Collaborating Center for
Nursing Development in
Primary Health Care［聖路加
看護大学WHOプライマリーへ
ルスケア看護開発協力セン

Annual report 13487221 （1990-1991）-（2001）,（2003）
※機関名「S（聖路加看護大学）」で配架

R

taisyodaigaku
kaunseringu

大正大学カウンセリング研究
所

大正大学カウンセリング研究
所紀要

02868261 23（2000）-39（2017）+

takasakikenko
fukushidaigak
u

高崎健康福祉大学 高崎健康福祉大学紀要 13472259 1（2002）-15（2016）+
R
C

teikyodagaikui
ryogijutsugaku
bu

帝京大学医療技術学部 帝京大学医療技術学部紀要 21873925 2（2013）+

teikyodaigakui
ryogijutsugaku
bukangogakka

帝京大学医療技術学部看護
学科

帝京大学医療技術学部看護
学科紀要

21852472 1（2010）-3（2012）

teikyoheiseika
ngotankidaiga
ku

帝京平成看護短期大学 帝京平成看護短期大学紀要 - 16（2006）-21（2011）
※15まで「帝京平成短期大学紀要」 OPAC

teikyoheiseita
nkidaigaku

帝京平成短期大学 帝京平成短期大学紀要 09177442 1（1991）-15（2005）
※16より「帝京平成看護短期大学紀要」 OPAC

tenriiryodaiga
ku

天理医療大学 天理医療大学紀要 21876126 1(2013)-4, 5[1](2017)+
HP

tenshidaigaku 天使大学 天使大学紀要 13464388 創刊号（2001）-11（2011）
※冊子体による刊行は11をもって終了
※1999年度まで天使女子短期大学

R

tenshijoshitan
kidaigaku

天使女子短期大学 天使女子短期大学紀要 09113096 6（1985）-21（2000）
※5まで「天使女子短期大学研究業績集」
※2000年度より天使大学

tenshijoshitan
kidaigaku

天使女子短期大学 天使女子短期大学研究業績
集

- 4（1983）-5（1984）
※6より「天使女子短期大学紀要」

tohodaigakuig
akubukangoga
kka

東邦大学医学部看護学科 東邦大学医学部看護学科紀
要

1880666X 19（2005）-23（2009）
※18まで「東邦大学医学部看護学科東邦大学医療短
期大学紀要」
※2011より「東邦看護学会誌」

C

tohodaigakuig
akubukangoga
kkatohodaigak
uiryotankidaig
aku

東邦大学医学部看護学科
東邦大学医療短期大学

東邦大学医学部看護学科東
邦大学医療短期大学紀要

13485733
09132511

16（2002）-18（2004）
※15まで「東邦大学医療短期大学紀要」
※19より「東邦大学医学部看護学科紀要」

tohodaigakuiry
otankidaigaku

東邦大学医療短期大学 東邦大学医療短期大学紀要 09132511 1（1986）-15（2001）
※16より「東邦大学医学部看護学科東邦大学医療短
期大学紀要」

tohodaigakuka
ngokenkyukai

東邦大学看護研究会 東邦大学看護研究会誌 13489224 1（2003）-7（2010）
※8より「東邦看護学会誌」

tohodaigakuka
ngokenkyukai

東邦看護学会 東邦看護学会誌 21855757 8（2011）-14,15[1]（2018）+
※7まで「東邦大学看護研究会誌」
※2010まで「東邦大学医学部看護学科紀要」

R
MO

tohokubunkag
akuendaigaku
daigakuin

東北文化学園大学大学院　健
康社会システム研究科

修士学位論文 : 内容の要旨
及び審査の結果の要旨
（修士学位論文梗概集）

- 平成19年度（2008）-平成21年度（2010）
※本タイトルの軽微な変化: 修士学位論文 : 内容の要
旨及び審査の結果の要旨 (-平成16年度 (平
16)(2004))→修士学位論文梗概集 (平成17年度 (平
17)(2005)-)
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tohokudaigaku
igakubuhoken
gakka

東北大学医学部保健学科 東北大学医学部保健学科紀
要

13488899 13（2004)-26,27[1]（2018）+
※12まで「東北大学医療技術短期大学部紀要」 R

MO

tohokudaigaku
iryogijutsutan
kidaigakubu

東北大学医療技術短期大学
部

東北大学医療技術短期大学
部紀要

09174435 1（1992）-12（2003）
※13より「東北大学医学部保健学科紀要」

R
MO

tohokufukushi
daigaku

東北福祉大学 東北福祉大学研究紀要 13405012 31（2007）-36（2012）+
HP
R

tohokufukushi
daigakudaigak
uin

東北福祉大学大学院　総合福
祉学研究科

東北福祉大学大学院研究論
文集総合福祉学研究

13485601 10（2013）-12(2015)+

tohokugakuind
aigakudaigakui
n

東北学院大学大学院　人間情
報学研究科

人間情報学研究科年誌 18814522 3（1997）,10-11（2006）+

tohokugakuind
aigakuningenjo
hogakukenkyu
jo

東北学院大学人間情報学研
究所

人間情報学研究 13419811 4（1999）,6-12,14-23（2018）+
HP
R

tokaidaigakuig
akubu

東海大学医学部 東海大学医学部在宅医療科
学講座報告書

- 2000年度-2004年度+

tokaidaigakuir
yogijutsutanki
dai

東海大学医療技術短期大学 東海大学医療技術短期大学
教育研究年報

- 2004年度-2006年度
※2004年度は30周年記念号
※2008年度より電子資料 (Web)

HP

tokaidaigakuir
yogijutsutanki
dai

東海大学医療技術短期大学 東海大学医療技術短期大学
総合看護研究施設年報

- 1（1991）-7,9-11（2001）
※13より「東海大学医療技術短期大学総合看護研究
施設論文集」

C

tokaidaigakuir
yogijutsutanki
dai

東海大学医療技術短期大学 東海大学医療技術短期大学
総合看護研究施設論文集

13498924 14（2004）-16,19-26（2016）+
※12まで「東海大学医療技術短期大学総合看護研究
施設年報」

C

tokaidaigakuk
enkokagakubu

東海大学健康科学部 東海大学健康科学部紀要 13474162 1（1995）-23（2017）+
C

tokaidaigakuta
nkidai

東海大学短期大学 東海大学短期大学紀要 03868664 11（1977）-41,43-44,46-51(2018)+

HP

tokaigakuenda
igaku

東海学園大学 研究紀要 13421514 7（2002）
※8より「東海学園大学研究紀要. 分冊2, 人文学・健康
科学研究編」

R

tokaigakuenda
igaku jinbun

東海学園大学 東海学園大学研究紀要. 分冊
2, 人文学・健康科学研究編

1349161X 8（2003）-15（2010）
※7まで「研究紀要 / 東海学園大学」
※出版者追加: 東海学園大学人間健康学部 (10
(2005.3)-)
※10より「分冊2」の表示が消え「シリーズB」が記載さ
れる（分冊1・シリーズAは経営・経済学研究編）
※11・12は合併号

R

tokiwadaigaku
daigakuin

常磐大学大学院 常磐大学大学院学術論究 21886393 創刊号（2014)-2（2015）
※2013まで「人間科学論究」「常磐研究紀要」
※2号＝Vol.2で冊子送付終了（以後はWebで継続）

HP

tokiwadaigaku
daigakuin

常磐大学大学院 常磐研究紀要 18816487 1（2007）-7（2013）
※2014より「常磐大学大学院学術論究」 HP

tokiwadaigaku
daigakuin

常磐大学大学院人間科学研
究科

人間科学論究 09189572 1（1993）-21（2013）
※2014年より「常磐大学大学院学術論究」 HP

tokiwadaigaku
kenkokagakub
u

常葉大学健康科学部 常葉大学健康科学部研究報
告集

21883580 1（2014）-4,5[1](2018)+

tokiwadaigaku
komyunityshin
ko

常磐大学コミュニティ振興学部 コミュニティ振興研究 : 常磐大
学コミュニティ振興学部紀要

13467255 4（2004）-12,15-20(2015)
※20で冊子送付終了（以後はWebで継続） HP

tokiwadaigaku
ningenkagakub
u

常磐大学人間科学部 人間科学 : 常磐大学人間科
学部紀要

02899760 8（1990-1991）,11-20,22-32（2015）
※32[2]で冊子送付終了（以後はWebで継続） HP

tokushimadaig
akuigakubuho
kengakka

徳島大学医学部保健学科 ＪＮＩ : the journal of nursing
investigation

13483722 1（2003）-2,3［2］,4[1],5-13[1-2]（2015）

tokushimadaig
akuiryogijutsu
tankidaigakub
u

徳島大学医療技術短期大学
部

徳島大学医療技術短期大学
部紀要

09174788 1（1991）-11（2001）

tokyoikadaiga
kukangosenm
ongakko

東京医科大学看護専門学校 東京医科大学看護専門学校
紀要

09157530 1（1990）-19,21-25（2015）
R

20 ページ



所蔵紀要目録 2018/8/2　更新

*全文リンク先　HP：ホームページ　R：リポジトリ　C：CiNii　MO：メディカルオンライン（学内のみ）　閲覧可能巻号の範囲は蔵書検索（OPAC）参照のこと

よみ 機関名 誌名 ISSN/ISBN 所蔵 全文*
tokyoikashika
daigakudaigak
uin

東京医科歯科大学大学院保
健衛生学研究科

東京医科歯科大学大学院保
健衛生学研究科年報

- 2014(2014)+
HP

tokyoikashika
daigakuigakub
u

東京医科歯科大学医学部保
健衛生学科看護学専攻

卒業研究集録 - 第1回（1993）,第3回-第11回（2003）+

tokyoiryogakui
ndaigaku

東京医療学院大学 東京医療学院大学紀要 24326119 5（2016）+
HP

tokyojoshiikad
aigakukangoga
kubu

東京女子医科大学看護学部 東京女子医科大学看護学部
紀要

13444506 1（1998）-7（2004）
※1997まで「東京女子医科大学看護短期大学研究紀
要」

R

tokyojoshiikad
aigakukangoga
kubu

東京女子医科大学看護学会 東京女子医科大学看護学会
誌

18807003 1（2006）-3（2008）
R

tokyojoshiikad
aigakukangota
nkidai

東京女子医科大学看護短期
大学

紀要 09143637 1（1979）-3（1981）
※5より「東京女子医科大学看護短期大学研究紀要」

tokyojoshiikad
aigakukangota
nkidai

東京女子医科大学看護短期
大学

東京女子医科大学看護短期
大学研究紀要

 09143645 5（1983）-19（1997）
※10・11は合併号
※4まで「紀要 / 東京女子医科大学看護短期大学」
※1998より「東京女子医科大学看護学部紀要」

tokyojunshind
aigaku

東京純心大学 東京純心大学紀要. 看護学部 24240532 1（2016）+

tokyotokango
kyokai

東京都看護協会 東京都看護協会研究学会　プ
ログラム・演題集録

- 平成8年度（1996）-平成12年度（2000）+

tokyotokango
kyokai

東京都看護協会 看護学生研究学会　プログラ
ム・演題集録

- 平成8年度（1996）-平成13年度（2001）+

tokyotoritsuh
okenkagakudai
gaku

東京都立保健科学大学 東京都立保健科学大学研究
年報

- 1（1999）-4,6（2004）

tokyotoritsuir
yogijutsutanki
dai

東京都立医療技術短期大学 東京都立医療技術短期大学
紀要

0916040X 1（1988）-11（1998）
R

tokyotorojinso
gokenkyujo

東京都老人総合研究所 東京都老人総合研究所年報 09119736 32（2003年度）-35(2006年度)

totoiryodaigak
u

青淵学園東都医療大学ヒュー
マンケア学部

東都医療大学紀要 21861919 1（2011）-7,8[1](2018)+
※機関名「T」で配架 HP

tottoridaigakui
ryogijutsutank
idai

鳥取大学医療技術短期大学
部

鳥取大学医療技術短期大学
部研究報告

03862356 1（1976）-16（1991）
※17より「鳥取大学医療技術短期大学部紀要」 R

tottoridaigakui
ryogijutsutank
idaigakubu

鳥取大学医療技術短期大学
部

鳥取大学医療技術短期大学
部紀要

09168761 17（1991）-32（2000）
※16まで「鳥取大学医療技術短期大学部研究報告」 R

tottorikangod
aigaku

鳥取看護大学・鳥取短期大学 鳥取看護大学・鳥取短期大学
研究紀要

21898332 72(2015)-76(2018)+

tottorisekijujib
yoin

鳥取赤十字病院 鳥取赤十字病院医学雑誌 09172556 14（2005）-15,17-18,20,22（2013)+
R

toyamadaigak
uigakukai

富山大学医学会 富山大学医学会誌 18832067 17（2006）-20（2009）
※16まで「富山医科薬科大学医学会誌」

R
MO

toyamadaigak
ukangogakkai

富山大学看護学会 富山大学看護学会誌 1882191X 6［2］（2007）,7-16,17[2](2018)+
※6[1]（2005）まで「富山医科薬科大学看護学会誌」 R

MO

toyamaikayak
kadaigaku

富山医科薬科大学 富山医科薬科大学医学会誌 1349676X 16［1］（2005）
※17より「富山大学医学会誌」

R
MO

toyamaikayak
kadaigakuigak
ubu

富山医科薬科大学医学部看
護学科

富山医科薬科大学看護学会
誌

13441434 3（2000）-6（2005）
※1996まで「富山医科薬科大学看護学科紀要」
※6[2]より「富山大学看護学会誌」

R
MO

toyamaikayak
kadaigakuigak
ubukangogakk
a

富山医科薬科大学医学部看
護学科

富山医科薬科大学看護学科
紀要

13414917 1（1994）-3（1996）
※1998より「富山医科薬科大学看護学会誌」

toyamasekijuji
byoin

富山赤十字病院 富山赤十字病院研究紀要 - 17（2000）-26,28,30（2013）+
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tsukubadaigak
udaigakuinkyoi
kukenkyuka

筑波大学大学院教育研究科 修士論文抄録集 - 平成8年度（1996）-平成12年度,平成14年度-平成15年
度（2003）+

tsukubadaigak
uiryogijutsuta
nkidaigakubu

筑波大学医療技術短期大学
部

筑波大学医療技術短期大学
部研究報告

02850702 5（1984）-23（2002）
R

tsukubakokus
aitankidaigaku

つくば国際短期大学 紀要 13433814 33（2005）-36（2008）+
C

ubefuronthiad
aigakuningenk
enkougakubuk
angogakka

宇部フロンティア大学人間健
康学部看護学科

宇部フロンティア大学看護学
ジャーナル

18829724 1（2008）-3（2010）

R

urakawasekijuj
ibyoin

浦河赤十字病院 浦河赤十字病院医学誌 09172718 1（1990）-4（1995）

urawatankidai
gaku

浦和短期大学
（浦和大学, 浦和大学短期大
学部）

浦和論叢 0915132X 19（1998）-23,26-29,32-33,36-37（2006）
※責任表示及び出版者変更: 29まで浦和短期大学→
30より37まで浦和大学短期大学部→38より浦和大学,
浦和大学短期大学部

R

wakayamakenr
itsuikadaigaku
hokenkangoga
kubu

和歌山県立医科大学保健看
護学部

和歌山県立医科大学保健看
護学部紀要

18801366 1（2004）-13（2016）+
※2004年度、和歌山県立医科大学看護短期大学部か
ら改組

C

wakayamakenr
itsuikadaigaku
hokenkangoga
kubu

和歌山県立医科大学保健看
護学部

年報 18806236 平成19年度（2007）
※平成18年度まで「年報 / 和歌山県立医科大学保健
看護学部, 和歌山県立医科大学看護短期大学部」
※平成20年度より「年報 /和歌山県立医科大学保健
看護学部, 和歌山県立医科大学大学院保健看護学研
究科, 和歌山県立医科大学助産学専攻科」

wakayamakenr
itsuikadaigaku
hokenkangoga
kubu･

和歌山県立医科大学保健看
護学部・大学院保健看護学研
究科・助産学専攻科

年報 18841341 平成20年度（2008）,平成23年度-平成24年度,平成26
年度-平成28年度（2016）+
※平成19年度まで「年報 / 和歌山県立医科大学保健
看護学部」

wakayamakenr
itsuikadaigaku
hokenkangoga
kubu･

和歌山県立医科大学
保健看護学部・看護短期大学
部

年報 18806236 平成16年度（2004）-平成17年度（2005）
※平成19年度より「年報 / 和歌山県立医科大学保健
看護学部」

wellness
health care
gakkai

Wellness and Health Care
Society ［ウェルネス・ヘルスケ
ア学会＝旧・金沢大学つるま
保健学会］

Journal of wellness and health
care

24333190 41[1]（2017）-41[2]（2017）
※40まで「金沢大学つるま保健学会誌」
※42以降電子資料 (Web)

R

wakayamakenr
itsuikadaigaku
kangotankidai
gakubu

和歌山県立医科大学看護短
期大学部

和歌山県立医科大学看護短
期大学部紀要

13439243 1（1998）-7（2004）
※2004年度、和歌山県立医科大学保健看護学部へ改
組

C

yamagatadaig
akuigakubukan
gogakka

山形大学医学部看護学科 卒業研究論文集 - 1期生（1997）-11期生,13期生（2009）

yamagatakenri
tsuhokeniryot
ankidaigaku

山形県立保健医療短期大学
（山形県立保健医療大学）

山形保健医療研究 1343876X 1（1998）-19（2016）
※「2003最終講義特集号」あり
※責任表示及び出版者変更: 3号まで山形県立保健医
療短期大学→4号より山形県立保健医療大学
※20（2017）以降電子資料 (Web)

HP
R

yamaguchidaig
akuiryogijutsu
tankidaigakub
u

山口大学医療技術短期大学
部

山口大学医療技術短期大学
部教育と研究

- （1980-1991）-（1996-1997）

yamaguchiken
ritsudaigaku

山口県立大学 山口県立大学看護学部紀要 13430904 創刊号（1997）-11（2007）
R

yamanashiken
ritsudaigaku

山梨県立大学 山梨県立大学看護学部紀要 18806783 8（2006）-12（2010）
※7まで「山梨県立看護大学紀要」
※13より電子資料 (Web）

HP
R

yamanashiken
ritsukangodaig
aku

山梨県立看護大学 山梨県立看護大学紀要 13447351 1（1999）-7（2005）
※8より「山梨県立大学看護学部紀要」 R

yamanashiken
ritsukangotan
kidaigaku

山梨県立看護短期大学 紀要 13420097 1（1995）-3（1997）
※4より「紀要 / 山梨県立看護大学短期大学部」 R

yamanashiken
ritsukangotan
kidaigakudaiga
ku

山梨県立看護大学短期大学
部

紀要 13420097 4（1998）-7,9-13（2007）
※3まで「紀要 / 山梨県立看護短期大学」

MO

yamazakigaku
enndaigaku

ヤマザキ学園大学 ヤマザキ学園大学雑誌 21876533 3（2013）-7（2017）+
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yokkaichikang
oiryodaigaku

四日市看護医療大学 四日市看護医療大学紀要 18826911 1（2008）-10 ,11[1]（2018）+
HP

yokohamahak
uhokaikodomo
nonijijohokens

横浜博萌会子どもの虹情報研
修センター（日本虐待・思春期
問題情報研修センター）

子どもの虹情報研修センター
紀要

- →機関名「子どもの虹情報研修センター」（よみ
「kodomononiji...」）を見よ

yokohamashiri
tsudaigakuigak
ubukangogakk
a

横浜市立大学医学部看護学
科

横浜看護学雑誌 18828892 1（2008）-7（2014）

R

yokohamashiri
tsudaigakuigak
ubukangogakk
a

横浜市立大学医学部看護学
科
横浜市立大学大学院医学研
究科看護学専攻

横浜看護学雑誌. [CD-ROM
版]

21894892 9[1]（2016）+
※7まで冊子体

R

yokohamasoei
tankidaigaku

横浜創英短期大学 横浜創英短期大学紀要 09174370 4（2008）-8（2012）+
C
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